
琉球政府行政主席の諮問機関

大城 博光†

立法､ 司法､ 行政の三権を備えた琉球政府の行政府は､ 行政主席を長として組織された｡

行政府には､ 行政府職員で組織される行政事務部局の他に､ 立法並びに行政事務部局組織

法１または琉球政府行政組織法２の定めに基づく設置規則等により､ 関係分野の学識経験者

が委員に含まれる行政主席の諮問機関が設置された｡

行政主席は､ 重要な政策の立案または行政処分等を行うに際して､ 意見を広く聴取し､

様々な角度から議論を尽くすことで､ 公平かつ合理的な決定を導くために､ 諮問機関に専

門的､ 技術的な判断を要する事案を諮問した｡ 諮問機関は､ 行政主席の諮問に対し､ 調査

または審議した結果を文書をもって答申し､ 必要があると認めた時は行政主席に建議する

ことができた｡

本稿では､ 琉球政府が存続した1952年から1972年の20年間に設置された行政主席の諮問

機関を一覧表にしてまとめたものを報告する｡ この一覧は､ 公文書館発行の 『琉球政府行

政機構変遷図』３ または公文書館ホームページ掲載の ｢琉球政府組織図｣ を補足する資料

として､ また､ 公文書館所蔵の琉球政府文書に含まれる行政主席の諮問書並びに諮問機関

の答申書､ 審議録及び調査集資料等をもとに､ 政府の重要な決定の背景を調査する時の参

考資料として作成した｡

補足として､ 本稿に掲載した内容以外に諮問機関の設置に関する詳しい情報 (設置目的､

権限､ 廃止日等) を調べる際には､ 公文書館ホームページ掲載の ｢琉球政府公報｣ にアク

セスし､ 本一覧で設置が立法で定められた諮問機関については､ 立法名をキーワードに､

それ以外のものについては､ 諮問機関名をキーワードにして検索すると､ 設置関連法規を

参照することができる｡

－ 凡 例 －

(1) 表は､ 諮問機関の名称､ 設置法､ 設置日､ 主な審議内容で構成し､ 諮問機関の名称

の昇順で並べた｡

(2) 設置法については､ 設置を定めた立法の名称を【】内に記載した｡ 記載のないもの

は､ 設置規則等で設置されたものである｡

(3) 主な審議内容については､ ｢琉球政府公報｣ に掲載された所掌事務に基づいた｡

(4) 本表は行政主席の諮問機関だけで､ 米国政府民政官や各種委員会及び部局の長の諮

問機関は含まない｡
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† おおしろひろみつ 財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部公文書専門員
１ 行政事務部局組織法 (1953年立法第９号) 第５条１項 ｢行政主席は第二条の各部局の他､ 特に必
要がある場合には､ 審議会または協議会 (諮問的又は調査的なものをいう｡)｣ を置くことができる｡｣
２ 琉球政府行政組織法 (1961年立法第100号) 第９条１項 ｢前条の機関のほか､ 別に立法で定める
ものを除き､ 行政主席は特に必要がある場合には､ 規則の定めるところにより､ 審議会または協議
会等 (諮問的又は調査的なものをいう｡)｣ を置くことができる｡｣
３ 沖縄県公文書館 『琉球政府行政機構図 1952.4.1～1972.5.14』 1998年



行政主席の諮問機関

NO 諮問機関【設置立法】 設置日

１ 移住地開発審議会【移住地開発法】 1957/12/03
移住を行う開拓地の選定､ 取得及び施設に関する事項

２ 医療審議会【医療法】 1964/12/12
医療機関の整備並びに公的医療機関の診療報酬及び運営に関する重要事項

３ 医療扶助審議会 1971/07/01
精神障害及びその他の疾患を有する要保護者の医療範囲及び入退院に関する事項その他生

活保護法の規定に基づく医療扶助に関する事項

４ 医療保険審議会【医療保険法】 1965/09/07
医療保険に関する重要事項

５ 医療保険制度創設審議会 1958/10/21
医療保険制度創設に関する重要事項

６ 稲作振興審議会【稲作振興法】 1965/07/01
農業協同組合が生産者から買い入れる米穀の数量､ 基準価格並びに売渡基準価格その他稲

作の振興に関する重要事項

７ 運輸審議会【運輸審議会設置法】 1955/11/01
海上運送法による旅客定期航路事業の免許及び公共安全維持のための船舶運航事業者への

航行命令等､ 港湾法による避難港の決定並びに港湾区域及び臨港地区の認可等､ 道路運送

法による自動車運送事業の免許並びに運賃及び料金の認可等､ 港湾運送事業法による港湾

運送事業の登録の拒否並びに運賃及び料金の認可等

８ 栄養審議会【栄養改善法】 1967/03/10
住民の栄養的欠陥､ 必要栄養素の基準量､ 栄養改善上必要な食糧構成､ 食品の強化､ 食生

活の改善その他住民栄養の改善に関する事項及び栄養士試験に関する事項

９ 液化石油ガス保安審議会【液化石油ガス取締法】 1968/01/28
作業主任者試験その他液化石油ガスの保安に関する重要事項

10 沖縄献血推進協議会 1969/07/11
献血思想の普及､ 献血組織の育成､ 保存血液の受給計画､ 献血による保存血液製造のため

の採血計画その他献血制度の推進に関する事項

11 沖縄県議会議員の選挙区制度審議会 1971/10/21
沖縄県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する事項
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12 沖縄県史編集審議会 1963/02/08
沖縄県史の編集計画､ 資料の収集計画､ 資料価値の検討に関する事項

13 沖縄国際海洋博覧会会場用地選定委員会 1971/12/30
沖縄国際海洋博覧会会場の用地選定に関する事項

14 沖縄首都建設審議会 1967/10/24
沖縄の新都市建設に資するための首都圏のありかたに関する事項

15 沖縄農業開発実験事業推進協議会 1971/09/21
農業生産基盤の整備､ 農地の集団化､ 農業機械の導入､ 農業協同利用施設の設置運営､ 営

農形態の改善､ 農業生産の協業化に関する事項

16 下地島訓練飛行場建設推進協議会 1970/05/15
下地島訓練飛行場の建設に関する用地の評価額の決定､ 用地の取得及び補償その他訓練飛

行場の調査､ 計画及び施行に関する事項

17 海外移住審議会 1961/08/01
海外移住に関する事項

18 海外移民送出計画審議会 1954/04/01
海外移民創出計画に関する事項

19 外資審議会【外資に関する立法】 1969/03/10
沖縄に対する外国資本の投下及び役務提供の認可並びに事業活動の許可に関する重要な事

項

20 外資導入審査会 1965/09/03
外資導入に関する総合的施策及び外資導入申請の審査に関する事項

21 観光開発審議会 1965/02/25
観光開発に関する重要な事項

22 気象審議会【気象業務法】 1960/07/01
気象､ 津波､ 高潮及び地震の観測､ 予報及び警報等に関する重要な事項

23 漁港審議会【漁港法】 1960/03/01
漁港の指定及び整備計画その他漁港に関する重要な事項

24 金属屑処理審議会 1956/02/07
金属屑の処理に関する重要な事項
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25 屑鉄処理審議会 1953/05/11
屑鉄処理に関する重要な事項

26 経済開発会議 1969/05/06
長期経済開発計画の策定その他経済開発に関する重要な政策､ 計画等に関する事項

27 経済審議会 1953/08/03
経済に関する重要な政策計画等に関する事項

28 建設業審議会【建設業法】 1955/10/05
建設工事の請負契約約款や入札参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料

費及び役務費以外の諸経費に関する基準その他建設業の改善に関する重要事項

29 建築士審議会【建築士法】 1954/07/01
行政主席が行う建築士の業務停止や免許取消等の処分の同意､ 建築士事務所の報酬基準そ

の他建築士に関する重要事項

30 交通安全対策審議会 1971/09/03
総合的な陸上交通施策に関する基本的事項及び交通安全計画作成その他交通安全対策に関

する重要事項

31 交通基本問題調査会 1965/10/29
総合的な陸上交通施策及び都市における交通の基本的計画に関する事項

32 交通事故防止対策協議会 1958/02/28
陸上交通の事故防止並びに交通道徳の昂揚及び指導教養に関する総合的施策の樹立に必要

な事項

33 公害対策審議会 1970/11/05
公害対策に関する基本的事項及び公害防止に関する重要事項その他公害対策に関する重要

な政策､ 計画等に関する事項

34 公衆衛生看護婦助産婦看護婦審議会【公衆衛生看護婦助産婦看護婦法】1969/02/25
公衆衛生看護婦試験､ 助産婦試験､ 看護婦試験及び准看護婦試験に関する事項並びに受験

資格条件となる学校の調査及び指定に関する事項

35 厚生年金保険審議会【厚生年金保険法】 1968/08/24
業務上の余裕金の管理及び運用に関する事項､ 給付､ 保険料及び負担金に関する事項､ そ

の他厚生年金保険事業に関する重要事項

36 鉱業審議会【鉱業法】 1970/08/10
鉱業に関する基本的問題､ 探鉱の基本方針及び地下資源の埋蔵量の調査方法､ 地下資源の

鉱区指定区域の指定及び解除に関する事項､ その他地下資源の開発に関する技術的事項
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37 高圧ガス保安審議会【高圧ガス取締法】 1970/12/15
作業主任者試験その他高圧ガスの保安に関する重要な事項

38 国民所得調査会 1963/10/22
国民所得推計方法に関する事項

39 国民年金審議会【国民年金法】 1968/07/01
国民年金事業に関する重要事項

40 市町村合併促進審議会【市町村合併促進法】 1957/02/08
市町村合併に関する計画の策定並びに促進についての啓発､ 宣伝､ 勧奨及び斡旋に関する

事項

41 市町村財政調整交付金審議会【市町村財政調整交付金法】 1953/06/26
市町村財政調整交付金に関する規則の制定並びに市町村交付金の制度及び額の決定に関す

る事項

42 資金運用部審議会【資金運用部資金法】 1966/12/01
資金運用部預託金の利率､ 資金運用部資金の運用の方針及び条件､ その他資金運用部資金

の運用に関する重要事項

43 飼料審議会【飼料の品質改善に関する立法】 1961/07/01
飼料の公定規格その他必要な事項

44 治安対策審議会 1967/07/06
各種犯罪の対処､ 青少年問題及び交通問題に関する事項

45 自動車損害陪償責任保険審議会【自動車損害賠償保障法】 1963/03/10
自動車損害賠償責任保険の保険料率に関する処分及び変更命令その他責任保険に関する重

要事項

46 自由貿易地域制度審議会 1970/10/06
自由貿易地域制度に関する重要事項

47 失業対策審議会 1958/01/17
失業及び雇用問題に関する総合的施策についての重要事項

48 社会福祉審議会【社会福祉事業法】 1953/11/09
生活保護法､ 児童福祉法､ 身体障害者福祉法及び福祉資金貸付に関する立法の運営並びに

社会福祉事業の全分野にわたる共通的基本事項その他重要な事項

49 社会保障制度審議会 1962/10/12
社会保障制度に関する重要な事項及び社会保険による経済的保障の最も効果的な方法
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50 住宅復興対策審議会 1958/05/13
住宅復興計画案の作成その他住宅対策に関する基本的事項 (1961/12/01 住宅対策審議会

に名称変更)

51 重要産業育成審議会【重要産業育成法】 1959/08/29
重要物産の指定､ 重要産業に関わる企業の経営基準の設定､ 原材料または動力その他の目

標原単位の設定､ 重要物産と競合する物品の輸入規制その他重要産業に関わる重要事項

52 少年院対策審議会 1967/10/06
少年院の運営及び施設の強化改善並びにこれに関連する諸事項

53 証券取引審議会【証券取引法】 1985/01/01
有価証券の発行及び売買その他の取引に関する重要事項

54 植物防疫審議会【植物防疫法】 1958/10/23
植物防疫に関する重要事項

55 職業安定審議会【職業安定法】 1960/01/01
公共職業安定所の業務並びに職業紹介事業の許可及び金額保証金並びに手数料に関する事

項の他職業安定法に関わる重要事項

56 職業訓練審議会【職業訓練法】 1969/04/01
職業訓練計画､ 職業訓練の基準その他職業訓練及び技能検定に関する重要事項

57 食糧管理制度調査会 1968/05/25
食糧管理制度に関する事項

58 新生活運動推進協議会 1956/04/24
新生活運動推進に関する総合的施策に関する事項

59 森林審議会【森林法】 1958/09/16
森林に関する重要事項

60 身体障害者福祉審議会【身体障害者福祉法】 1953/11/09
身体障害者の障害程度の審議の他福祉に関する事項

61 人口問題審議会 1956/09/21
人口問題に関する生活水準､ 産業構造､ 資源､ 受胎調節及び国民の資質向上に関する事項

その他人口問題に関する重要事項

62 水産業振興審議会 1960/02/12
水産業振興に関する総合的施策の樹立につき必要な事項その他水産業の改善発達に関する

基本的事項
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63 政府道用地補償審議会 1964/03/21
政府同用地補償に関する重要な事項

64 政務審議会 1956/09/11
住民の福祉増進を計るため､ 経済､ 社会､ 教育その他各面における最も緊要な問題の分析

及びその改善向上のための計画立案に関する事項

65 青少年保護育成審議会【青少年保護育成法】 1966/01/01
有害興行､ 有害図書､ 有害広告物及び有害器具類の指定その他青少年の福祉を阻害する事

項

66 税制審議会 1958/05/17
税制に関する事項

67 先島テレビジョン放送局開設に伴う運営準備審議会 1966/04/02
宮古群島及び八重山群島に設置される予定の先島テレビジョン放送局の運営形態及び運営

方法をめぐる諸問題に関する事項

68 船員職業安定審議会【船員職業安定法】 1969/04/01
船員職業安定法の施行に関する重要事項

69 全琉緑化推進運動本部【委員は森林審議会委員】 1961/08/01
全琉緑化推進運動の総合的施策に関する事項

70 総合開発審議会【総合開発法】 1959/08/29
全琉総合開発計画及び特定地域総合開発計画の作成並びにこれらの計画に伴う資金及び資

材に関する事項､ 特定地域の指定基準及び産業の適正な立地基準に関する事項その他資源

調査法に基づく資源調査に関する事項

71 畜産コンサルタント事業促進対策協議会 1966/12/02
畜産コンサルタント事業を促進するための基本的施策に関する事項

72 畜産審議会 1959/12/01
家畜の改良増殖､ 畜産物及び専用物品の流通その他畜産の振興に関する事項

73 中央児童福祉審議会【児童福祉法】 1953/10/19
児童福祉施設の設置及び施設の設備運営の最低基準に関する事項､ 児童福祉文化財の推薦､

勧告に関する事項その他自動及び妊産婦の福祉に関する事項

74 中小企業基本問題調査会 1965/09/25
中小企業の基本的諸問題及び対策に関する事項
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75 中小企業近代化審議会【中小企業近代化促進法】 1966/08/22
中小企業近代化基本計画及び実施計画に関する事項､ 事業の共同化､ 工場等の集団化及び

中小企業構造の高度化についての勧告に関する事項､ その他中小企業の近代化に関する重

要事項

76 鳥獣審議会【狩猟法】 1964/11/05
鳥獣の保護繁殖及び狩猟に関する重要事項

77 賃金審議会 1953/10/01
一定の事業又は職業に従事する労働者の最低賃金額その他賃金に関する事項

78 電気事業主任技術者資格検定審議会 1955/03/29
電気事業主任技術者資格の検定その他その資格に関する事項

79 電波監理審議会【電波法】 1967/12/15
電波法に基づく規則の制定､ 変更または廃止に関する事項並びに無線局及び無線従事者の

免許取消処分その他規則で定める処分に関する事項

80 都市計画審議会【都市計画法】 1953/09/07
都市計画 (交通､ 衛生､ 保安､ 防空､ 経済等に関して､ 永久に公共の安寧を維持し､ 又は

福利を増進するための重要施設の計画) に関する事項

81 統計審議会 1967/07/01
統計制度の改善発達､ 統計体系及び統計基準の設定､ 統計調査の年度計画その他統計に関

する基本的事項

82 道路審議会【道路法】 1966/01/19
道路整備計画または道路の構造及び工法その他道路制度に関する事項

83 特別職の職員の給与等審議会 1969/12/26
特別職の職員の給与等の適正な額に関する事項

84 豚価安定審議会【豚価安定法】 1962/08/25
豚価安定に関する重要事項その他養豚経営の健全な発展の促進に関する重要事項

85 那覇商港建設審議会 1953/02/01
那覇商港地域の区画､ 商港施設に関する事項並びに土地の価格､ 賃借料の評定､ 収用及び

使用の可否､ 分合､ 交換及び整理等に関する事項

86 肉用牛振興審議会【肉用牛振興特別措置法】 1968/08/15
肉用牛の生産振興に関する重要事項
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87 農業基本問題調査会 1963/10/25
農業の基本問題に関する事項

88 農業共済団体設立准進協議会 1970/11/20
農業共済団体設立准進事業計画の策定その他農業災害補償制度に関する事項

89 農業拓植基金協会設立推進協議会 1971/08/27
本土復帰の際に直ちに適用される農業移住者の財産の処分及び移住資金の調達等に必要な

融資保証制度の整備並びに農業拓殖基金協会設立推進事業に関する事項

90 農漁業協同組合整備審議会【農漁業協同組合整備法】 1958/09/30
農漁業協同組合の整備計画の適否､ 実施状況その他整備に関する重要事項

91 農林業振興審議会 1960/02/12
農林業振興に関する総合的施策の樹立その他農林業の改善発達に関する基本的事項

92 農林畜産業技術連絡協議会 1961/11/14
農林畜産業技術について向上のための対策､ 調査研究及び情報交換､ 普及体制の整備強化

に関する事項

93 ばい煙問題審議会【ばい煙の排出の規制等に関する立法】 1969/03/14
ばい煙の排出規制地域の指定及び排出基準の設定並びに特定有害物質の指定に関する事項

94 売春対策審議会 1964/09/22
売春対策に関する重要事項

95 肥料審議会【肥料需給安定法】 1959/01/21
肥料の需給の調整及び価格の安定並びに肥料業者の適否その他重要な事項

96 非琉球人土地取得審議会【非琉球人による土地の恒久的権利の取得を規制する立法】

1965/09/10
非琉球人による土地の恒久的権利の取得に関する事項

97 表彰審査会 1965/10/01
行政主席表彰 (感謝状含む) の審査並びに政府表彰制度に関する事項

98 婦人少年問題審議会 1970/04/17
婦人労働者に特殊な労働条件の向上及び保護､ 家族労働問題､ 家事使用人に関する問題そ

の他婦人労働者の労働問題に関する事項並びに年少労働者に特殊な労働条件の向上及び保

護､ 児童の使用禁止その他年少労働者の労働問題に関する事項

99 復帰対策県民会議 1971/01/01
復帰準備に関する重要事項
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100 物価問題協議会 1965/10/01
物価問題に関する事項

101 文化センター設置準備審議会 1966/12/09
文化センターの設置に関する事項

102 文教審議会 1953/06/22
学術､ 教育､ 文化に関する重要事項

103 米穀審議会【外国産米穀の管理及び価格安定に関する立法】 1965/07/01
外国産米穀の輸入数量､ 消費者価格､ 備蓄米の数量及び課徴金の額の設定その他米穀の管

理及び価格の安定に関する事項

104 放送制度調査審議会 1966/10/05
放送制度その他放送全般にわたる諸問題に関する事項並びに放送行政の基本的な施策と具

体的な方法に関する事項

105 法制審議会 1956/01/17
政府の法務に関する基本的な事項

106 埋立干拓総合計画審議会 1968/04/16
埋立干拓の総合計画の策定に関する事項その他埋立干拓に関する重要な政策､ 計画に関す

る事項

107 薬事審議会【薬事法】 1954/07/30
薬事､ 毒物及び劇物の取締並びに薬剤師試験に関する重要事項

108 輸出検査審議会【輸出検査法】 1958/11/08
指定貨物の品質検査基準､ 材料検査基準､ 製造検査基準及び包装条件等の規則その他輸出

検査に関する重要事項

109 輸出振興会議 1964/05/15
輸出振興に関する総合的施策並びに輸出目標の作成に関する事項

110 郵政審議会 1968/07/12
郵便事業､ 郵便貯金事業､ 郵便為替事業､ 郵便振替貯金事業及び郵便年金事業に関する重

要な事項並びに電波､ 放送以外の電気通信事務､ 琉球電信電話公社から委託された業務､

印紙の売りさばき関係業務､ 年金及び恩給の支給業務その他政府歳入歳出金の受入払い渡

し関係業務に関する重要な事項

111 郵便切手発行審議会 1953/07/01
郵便切手類の規格､ 様式､ 意匠､ 図案､ 普及および宣傅に関する事項並びに特殊郵便切手

類の発行計画案に関する事項 (1961/08/01 郵便切手類発行審議会に名称変更)

沖縄県公文書館研究紀要 第９号 2007年３月

― 114 ―



112 予防接種事故診査会 1970/09/01
予防接種法 (1964年立法第92号) または政府の行政指導により､ 住民に勧奨して行った予

防接種による健康障害者の異常副反応の診査及び支給する医療費等に関する事項

113 離島振興対策審議会運営【離島振興法】 1962/08/07
離島振興対策実施地域の指定､ 離島振興計画の策定その他離島に関する重要事項

114 琉球政府建設企画協議会 1953/05/18
政府の行う建設事業の企画及び政府所管営造物の運用に関する事項

115 琉球大学医学部設置準備委員会 1967/01/27
琉球大学に医学部を設置するために必要な事項

116 琉球大学国立大学化問題等審議会 1968/11/08
琉球大学の国立大学化問題等に関する事項

117 琉球農業試験場名護支場移転整備推進協議会 1970/06/05
名護支場の移転事業計画の策定､ 移転用地の調査買収､ 移転施設の整備に関する事項

118 労働基準審議会【労働基準法】 1957/07/01
労働条件の基準に関する事項

119 労働者災害補償保険審議会【労働者災害補償保険法】 1963/08/27
労働者災害補償保険の保険料率その他労働者災害補償保険事業の運営に関する重要事項
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