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【機密性2情報】【総務部の主な業務】

・採⽤、⼈事異動
・給与、共済
・研修
・福利厚⽣

・予算、決算
・物品の調達
・⾏政財産の管理
・書類審査

・沖縄振興に関する調査
経済動向
産業振興
離島振興
雇⽤労働情勢 等

・跡地利⽤⽀援システムの運⽤
・県外まちづくりの先進事例研修
・専⾨家の派遣
・位置境界明確化の調査

・局内の防災体制の整備
・市町村等関係機関との連絡調整
・防災訓練

・独占禁⽌法に基づく⽴⼊検査
・下請代⾦⽀払遅延防⽌法等の執⾏
・競争政策にかかる有識者との懇談会
・消費者セミナーの開催

・防犯パトロール
・防犯灯の設置推進

・局内ネットワーク管理
・セキュリティの維持

⼈事課

沖縄の振興に関する調査検討、駐留軍用地の返還に係る跡地利用促進に関する業務及び北
部振興事業に関する国の総合窓口業務を行うほか、沖縄における独占禁止法行政に関する業務、
さらには職員の資質向上のための研修の実施、局内の予算、組織、人事面などを総括しています。
また、国の施策が円滑に行われるよう関係行政機関及び局内の各部署との総合調整なども

行います。

会計課

調査企画課

跡地利⽤対策課

防災・危機管理課 公正取引室

情報管理官室

安⼼・安全対策推進官

・各部の総合調整
・広報
・情報公開
・公⽂書管理

総務課

詳細は沖縄総合事務局ＨＰに掲載してます。
http://www.ogb.go.jp/soumu



財務部（財務専門官）の業務概要

３．金 融
(1) 地域金融機関等の検査･監督

(2) 地域の中小企業金融の円滑化に向けた取組

(3) 金融商品取引等の監視

２．国有財産

４．経済調査

５．広報相談

１．財 政
(1) 災害復旧事業の査定立会

(2) 地方公共団体への財政融資資金の貸付

(3) 適正かつ効率的な予算執行の確保(予算執行調査等)

(1) 地域経済情勢等の調査

(2) 地域の意見･要望を本省庁に伝達

(1) 財務省及び金融庁の重要施策等の広報活動

(2) 各種団体の会合･学校･研修会等への講師派遣

(3) 多重債務者相談

(1) 行政財産の効率的な使用のための総合調整

(2) 地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用

(3) 国有財産を通じた災害対応･防災対応



財務部（財務専門官）の業務内容①
１．財 政

２．国有財産

○自然災害により公共的な施設が被災した場合、早期復旧
に向けて、国が復旧費用の一部を負担する事業費を決定
するため、災害査定立会を速やかに実施。

○地方公共団体が、学校･病院の建設や上･下水道、廃棄物
処理施設等の生活関連施設の整備などに資金が必要な場
合に、財政融資資金から貸付を実施。

兼城小学校（糸満市） リバーパーク整備事業(大宜味村)

○庁舎等の使用に関する省庁横断的な入替調整などを通じ
て、行政財産の効率的な使用を図るとともに、捻出した
未利用地の処分などにつなげることで、財政に貢献。

○地域や社会のニーズに対し、国有財産を積極的に活用す
ることによって、地域の活性化に寄与するなど、地域の
「まちづくり」に貢献。

未来創造センターのイメージ図（宮古島市）



○地域金融機関等に対し、金融システム及び金融機関を巡る
状況の変化に対応した効果的･効率的な検査･監督を実施。

○中小企業金融をはじめとした金融の円滑化及び地域密
着型金融を推進。

○地域の経済動向の現状及び先行きに係る調査･分析を行
い、地域に情報発信するとともに、これを財務省(全国
財務局長会議等)に報告。

３．金 融
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地域への情報提供

国の施策に役立たせる

５．広報相談

○地域の様々な方々との双方向のコミュニケーションを通
じ、財務省･金融庁の重要施策を対象に応じた方法、内容
で情報発信。

財務部（財務専門官）の業務内容②

財政の授業の様子（天久小学校）



財務専門官試験と国家一般職試験
（2020年度試験分）

○第１次試験日：6月14日
○第１次試験種目（行政区分）
・基礎能力試験：40題（知能分野27題、知識分野13題）
・専門試験 ：40題（16科目から8科目を選択）
・一般論文試験： 1題

国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）

○第１次試験日：6月7日
○第１次試験種目
・基礎能力試験 ：40題（知能分野27題、知識分野13題）
・専門試験（多肢選択式）：40題（2科目必須、2科目選択）
・専門試験（記述式） ： 1題

※2020年度から第2次試験地として「那覇市」が追加されている！

財務専門官採用試験



部内の総合調整、企画立案、庶務、農協等検査、情報システム

農林水産施策全般にわたる相談、情報の受発信 等

農業経営体の育成、経営所得安定対策、新規就農、農地の集積（農地中間管理機構等）、

農地転用規制、農協指導監督 等

農業農村整備事業（国営かんがい排水事業の調査・計画・実施など）、災害復旧、

農村活性化政策の総合推進、多面的機能支払、中山間地域等直接支払、

都市と農山漁村の交流促進、鳥獣被害防止対策 等

農産物（さとうきび・野菜・果実・花き等）及び畜産物（肉用牛、豚等）の生産振興、環

境保全型農業の推進、草地整備 等

全国統一基準で行う統計調査 等

食品の安全性向上の取組、食品表示及び米穀等トレーサビリティの監視、家畜防疫及び植

物防疫の対策、消費者への情報提供 等

農林水産業の６次産業化、食品産業の振興、地産地消、バイオマス利活用、食品産業にお

ける環境の保全、地理的表示保護制度の推進、輸出促進、食育 等

治山、森林整備、森林病害虫の防除、災害復旧、

漁業取締り、水産基盤整備、水産の資源管理・回復 等

全国統一基準で行う統計調査

食品表示の監視

牛及び米穀のトレーサビリティの監視

国営の土地改良事業の実施に関する調査

国営の土地改良事業によって造成された施設の管理

農林水産部長 農政課

統計調査課

消費・安全課

食料産業課

林務水産課

農林水産センター

（那覇､名護､宮古島､石垣）

農村振興課

国営かんがい排水事業の実施

総務調整官

首席企画指導官

経営課

生産振興課

土地改良総合事務所

（本島、宮古島）

農業水利事業所

（宮古伊良部、石垣島）

総合農政推進官

農村活性化推進室

畜産振興室

沖縄総合事務局農林水産部の組織体制

農林水産部は、沖縄総合事務局本局での各担当課、現地の出先機関からなっており、当局採用職員のほか、農林水産省等から出向し
ている職員が勤務している（令和元年度定員：231名）。

農林水産省及び内閣府（沖縄振興）が所掌する業務を、攻めの農林産業の展開に向けて、現場段階で取り組んでいる。

【お問合せ先】

内閣府沖縄総合事務局

農林水産部農政課

Tel . 098-866-1627

http://www.ogb.go.jp/nousui/index.html



農林水産部の主な業務の方法・内容、国と県の役割の違い

主な業務
農林漁業者や食品

事業者の取組支援

農地・農業水利施設、

漁港等のインフラ整備
各種統計データの整備

食品表示適正化や

トレーサビリティの確保
漁業取締りの実施

業務方法

〇各種補助事業等による

必要経費の助成

〇法令に基づく計画認定

〇国や県等が、公共事業

として自ら整備

（経費も行政機関が負担）

〇農政施策の企画立案

やその実施に必要な統

計データを自ら整備

〇法令に基づき、食品の

生産や流通に関わる事

業者等を監視・指導

〇法令に基づき、違法操

業を取締り

（拿捕等の司法警察権を有する）

当局職員の

業務内容

（担当課等）

〇事業者等の事業計画

作成への助言・指導

〇補助事業等の申請内

容審査､補助金の交付

〇補助事業等に必要な

予算の本省との協議

〇担い手への農地利用

集積

〇国営事業では、

・地元説明・合意形成

・整備・営農方向の調査

・計画作成、設計、施工

・事業効果の検証

〇県・団体営事業では、

・事業計画の審査、補助

金の交付

〇農林漁業者の経営収

支等のデータについて

農家訪問等により調査

〇農家数、耕地面積、生

産量等について、調査

票の郵送等により調査

〇統計調査員等の任命、

その育成指導

〇食品表示Gメンによる

食品製造・販売業者等

への巡回立入検査

〇牛の個体識別番号や

米の産地情報の伝達

状況等に係る巡回立

入検査

〇違反事業者への行政

指導、是正状況の確認

〇漁業監督指導官が、 沖

縄周辺海域において漁

業取締船・航空機により

違法操業を取締り

〇取締り結果のとりまとめ、

水産庁への報告

〇海上保安庁等の関係

機関との連絡・調整

国と県の

役割の違い

〇法令等に基づき全国

各地で実施すべき事

業・制度は国が担当
（可能なものから県に移管）

〇農業水利施設等は国が、

中小規模なものは県・

市町村等が実施

（農地・農業水利施設整備の場合）

〇国の施策の企画立案等

に必要な統計は全国統

一的手法で国が整備

（県等は現場でのデータ取得に協力）

〇全国チェーン等の広域

事業者は国が、県域事

業者は県が担当

（食品表示監視の場合）

〇領海、排他的経済水

域の外国漁船、日本漁

船は国が、地先海域は

県が取締りを担当

事業者支援 指導・取締り（公権限の行使）

食料産業課、生産振興課

経営課

国の施策では対応できない地域固有の課題に対しては、県・市町村等が独自財源や一括交付金の活用等により、各種施策を実施

農村振興課、生産振興課、林務水産課

各農業水利事業所 等

林務水産課統計調査課

各農林水産センター

消費・安全課

各農林水産センター

農林水産施策全般にわたる情報提供・相談、部内の総合調整、予算管理等については、農政課



沖縄総合事務局経済産業部は、沖縄県の経済活性化のために関係機関と連携し、企業支援や地域活性化等の様々な
業務に取り組んでいます。

【石油製品の品質検査】



沖縄の振興・発展のためには、沖縄の優位性を活かした自立型経済を構築していくことが重要であり、これを支える社会資本
整備を着実に進めていく必要があります。
沖縄総合事務局開発建設部では、沖縄県内のインフラの整備・維持管理を通じて、沖縄の振興・発展を支えています。
具体的には、沖縄におけるインフラ（道路、ダム、港湾、空港、海岸、砂防、公園、官庁営繕） のうち、国が直轄で施行するものに
ついて、その整備（計画、調査、建設及び改良）や維持管理を行っています。

○沖縄では陸上交通の大部分が道路に依存しています。そこで、地域や拠点間の連携及び
空港・港湾アクセスの強化を推進し、生産性向上による成長力を強化、那覇都市圏を
はじめとする交通渋滞の緩和を目的として整備を推進しています。

○近年では、那覇空港自動車道、沖縄西海岸道路、一般国道58号 名護東道路といった
道路の整備を進めています。

道路ネットワークの整備

開発建設部で、沖縄の地域
づくりに貢献してみませんか

最近の事業の例

沖縄総合事務局開発建設部について

開建部技術系新規採用担当者 ogb-dcd@ogb.cao.go.jp

ツイッターもやっています！ https://twitter.com/okisokyokusaiyo
採用情報はこちら https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

首里城の復元

開発建設部のお仕事って？

問い合わせ先

○令和元年10月に焼失した首里城については、重要な歴史・文化遺産であるとともに、
沖縄県民のアイデンティティの拠り所であり、早期の復元が求められています。

○沖縄総合事務局では、首里城復興モデルコースを新たに設定するなど、観光対策を進め
るとともに、有識者による委員会での議論を踏まえながら、沖縄県等の関係機関と連携
しつつ、首里城の早期の復元に向けて検討を進めています。

ツイッター 採用情報

○島しょ県である沖縄において、港湾は経済活動、県民生活、更には災害対応に欠かせな
い重要なインフラです。このため、物流機能強化を目指し、那覇港の臨港道路や平良港
の耐震強化岸壁の整備を推進しています。

○近年の大型外航クルーズ船に対応するため、那覇港、平良港及び石垣港においてクルー
ズ船ターミナルの整備を推進し、沖縄県経済の発展に大きく貢献しています。

港湾の整備（クルーズ船対応） 那覇港クルーズ船ターミナル



道路関係 港湾・空港関係

治水関係 公共建築（官庁営繕）関係

公園関係 電気通信・建設機械関係

国が直轄で管理するダム（9箇所）の維持管理、老朽化した
設備の補修等を計画的に実施しています。

国の機関が使用する事務庁舎、研究施設、教育文化施設の
整備や維持管理段階における技術的指導を行っています。

ITブルドーザ（無人）による施工情報通信ネットワーク

那覇第２地方合同庁舎国立劇場おきなわ

ICT技術を活用したネットワークの構築、工事の実施等を
行っています。

点検作業車による
トンネル内部の点検交差点改良

国が自ら整備、管理する国道（＝直轄国道）のバイパス整備
交差点改良、維持管理、修繕等を実施しています。

①左折レーンの増設
（100m）

②右折レーンの延伸（50m→266m）

③左折レーン（ﾌﾘｰ）の増設
④右折レーンの延伸

（103m→166m）

交差点流入交通量
57,040台/13.5h
（約4％増加）

瀬長交差点

至 糸満

至 那覇

至

南
風
原

至

瀬
長
島

市道６号線

沖縄の観光の中心となっている国営沖縄記念公園（海洋博
公園、首里城公園）の整備や維持管理を行っています。

熱帯ドリームセンター
（海洋博公園）

首里城正殿
（首里城公園）

開発建設部で携われる仕事

ダムを活用したダムツーリズム

国内外から訪れる利用者にとっての沖縄への玄関口である、
港湾及び空港の整備を実施しています。

石垣港に寄港したクルーズ船那覇空港新滑走路増設事業

許可・補助・用地取得関係 入札契約・会計経理・物品調達・総務

・建設業等の「許可」に関する事務を行っています。
・県、市町村が実施する事業の支援（＝補助）をしています。
・公共事業実施のための用地を取得する業務を行っています。

・電子入札を導入しています。
・公共事業費の会計、経理を行っています。
・職員の勤務に必要な物品調達を行っています

旭橋第一種市街地再開発事業（補助）



運輸部 業務概要

内閣府沖縄総合事務局



「東京・沖縄誘客連携事業」として、海外における「国際都市『東京』及び世界水準のリゾート地を目指す『沖縄』のブランドイメージ

向上、並びに欧米豪市場からの外国人観光客の誘致促進を目的に、東京都及び沖縄県が連携したPR展開を行うことで、東京と

沖縄の滞在を 組み合わせた新たな訪日旅行スタイルの定着化を図る。

外国人に沖縄に旅行してもらえるＰＲをしています

共同宣伝ツール

東京と沖縄を組み合わせた旅行を効果的にイメ
ージさせるため、コンセプトの「Happy」を付した
チラシ、ビーチサンダル等のノベルティグッズ及び
チラシを作成。
英国のDestinations, 豪州のFlight Centre Travel 
Expoで配布。

接客数合計（豪州）：５，７６４人

共同広告

Timeout London / Australia と大規模タイアップし
、マガジン、ウェブサイト、SNSなどマルチプラット
フォームに展開した。

デジタル接触数合計：
５６１，００３インプレッション

プリント媒体読者数合計：１２６万人

バナー広告の掲載

東京を既に訪日旅行先として検討している層に
絞り込み、東京及び沖縄へ周遊を促進させるた
め、japan-guide.comの東京ガイドページにバナ
ー広告を掲載。

接触数合計：
１０８，６８６インプレッション

コンセプト
「Tokyo Okinawa –Travel the Happy Route」

航空会社連携キャンペーン

東京から沖縄へ路線就航する日本航空および全
日空両社と連携し、東京と沖縄を組み合わせた旅
行を伝えるインスタグラムキャンペーンを展開。

接触数合計：６３４，４８１インプレッション
エントリー数：９９６名

（英国５１２名、豪州４８４名）



●バス事業、タクシー事業
道路運送法その他関係法令に基づき、乗合バス事業、貸切バス事業、タクシー事業、ハイヤー事業等の旅客

自動車運送事業の許認可と事業の振興を行っています。

●モノレール事業
軌道法その他関係法令に基づき、モノレール事業の許認可、監査・指導と事業の振興を行っています。

●トラック事業
貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法その他関係法令に基づき、トラック事業、貨物利用運送事業の

許認可と事業の振興を行っています。

バス・タクシー・モノレール・トラックの許認可



●外国船舶監督官という お仕事

外国船舶監督官（ＰＳＣ官）の業務は、我が国に入港した外国船舶に対して、海上における人命の安全や海洋環境の

保全を図るため、船舶の構造設備、海洋汚染防止に係る措置及び乗組員の資格要件等について、国際条約に適合して
いるかどうか、直接、その船舶に立ち入って検査（ポートステートコントロール：ＰＳＣ）を実施する制度です。ＰＳＣの検査
の結果、国際条約の基準に適合していなければ技術基準適合命令（是正通告又は改善命令あるいは航行停止命令）を
発出します。そのため、外国船舶の船長に対して英語で説明する必要があることから、国際感覚や英語力のある人材が
求められています。

シーバースに係留中の外国船 救命艇検査の様子国際条約証書等の検査の様子

●運航労務監理官という お仕事

内航船の運航管理に関すること、船内における船員の安全の確保・労働条件に関すること、船員派遣事業者の監督指
導に関すること、船舶職員の資格及び定員に関することなどが守られているかなどを事業場や船舶内に立ち入り、監査
をおこなっています。
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