
沖縄 IT イノベーション戦略センターの理事候補者募集について 
 

平成 30 年 3 月 28 日 
一般財団法人沖縄 IT イノベーション戦略センター 

設立発起人会 
 

沖縄 IT イノベーション戦略センター（以下「戦略センター」という。）は、沖縄県経済の振興を

図る産業支援機関として、最先端の ITイノベーションを活用する場や機会を提供することによ

り、県内産業界の課題解決と新たな価値創造を実現することを目的に、本年７月より業務を

開始する予定としています。 
 戦略センターの業務開始に当たって、高いマネジメント能力を持って、組織運営に当たる人

材の募集を行います。 

１ 募集内容 

(1) 募集する職種及び人数 
① 理事長候補者 １名 
 

必要とされる 
能力 

ア 最新の IT イノベーション動向に精通していること 
イ IT に関する高い見識を持ち、国内外の大学・研究機関等とネット

ワークを有すること 
ウ 国内外のイノベーション創出機関、企業等と幅広いネットワーク

を有すること 
エ 企業におけるマネジメント経験があるなど、経営能力があること 
オ 組織の戦略を決定し実行する能力があること 
カ 「ビジョン」と「情熱」を持ち合わせていること 

業務内容 ア 戦略センターの運営に関する基本方針（経営戦略又は戦略に基

づく方針）を決定すること 
イ 戦略センターの事業計画の樹立や実施方針を決定すること（事

業計画又は同計画実現のための方針） 
ウ 国内外の大学・研究機関等とのコネクションを活用した先進的 IT

の導入に関すること 
エ 国内外のイノベーション創出機関、企業等とのコネクションを活

用して、戦略センターの「賑わい」を創出すること 
オ 重要な会議・行事に出席すること 
カ 重要な事項について提言及び要望等を行うこと 

 



 

② 専務理事（IT イノベーション戦略担当）候補者 １名 
 

必要とされる 
能力 

ア 最新のＩＴイノベーション動向およびその活用に精通していること 
イ 探究心や未知なるものに挑戦する気概といった、研究者的資質

を持ち合わせること 
ウ 事業を企画立案する能力があること 
エ 最新のＩＴイノベーション動向を戦略提言に反映する能力があるこ

と 
オ 国内外のＩＴ専門家等と数多くのネットワークを有していること 
カ ＩＴ技術を活用して他産業の課題解決のため連携・協力ができる

こと 
キ ビジネス・プロデュース能力に秀でていること 

業務内容 ア 戦略センターの運営に関する基本方針を企画立案すること 
イ 戦略センターの事業計画や実施方針を企画立案すること 
ウ 国内外の大学・研究機関等とのコネクションを活用した先進的 IT

の導入に関すること 
エ 国内外のイノベーション創出機関、企業等とのコネクションを活

用して、戦略センターの「賑わい」を創出すること 
オ 基本方針、事業計画、実施方針に基づき戦略センターの事業を

統括すること 
カ 戦略センターを代表して各種行事に出席すること。 
キ その他戦略センターの統括に関すること 

 

(2) 就任期間 
  平成 30 年 7 月 2 日(予定)から平成 32 年 6 月 30 日(予定)まで 
  注１）更新により採用期間を延長することがあります。 
  注２）勤務実績がよくない場合等には、解任されることがあります。 
  注３）重要な経歴を偽り採用されたことが判明したとき又は重大な虚偽の申告を行い採

用されたときは解任されることがあります。 
 

２ 応募資格 
次の要件に該当しない者が応募できます。 
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われてい

る者 
② 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 
③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律若しくは会社法の規定に違反し、又

は民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法若しくは

破産法に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける

ことがなくなった日から２年を経過しない者 
④ 禁固以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑

の執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 



⑤ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
⑥ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者  
 

３ 勤務条件 

 (1) 理事長候補者 
勤務形態 非常勤 
報酬 日額 45,000 円から 47,000 円程度（年間 100 日程度勤務を想定） 

ご経験や能力を考慮し、相談の上で決定します。 
手当 なし 
社会保険 適用あり 
旅費 戦略センターの規定により支給 
勤務場所 沖縄県那覇市銘苅 2 丁目 3－6（那覇市 IT 創造館４階） 

 

 (2) 専務理事（IT イノベーション戦略担当）候補者 
勤務形態 常勤 
月額 88 万円から 90 万円程度 

ご経験や能力を考慮し、相談の上で決定します。 
手当 なし 
社会保険 適用あり 
旅費 戦略センターの規定により支給 
勤務場所 沖縄県那覇市銘苅２丁目３－６（那覇市 IT 創造館４階） 

 

４ 選考方法 

 (1) 第１次選考（書類審査） 
    提出された履歴書、職務経歴書、実績調書、論文等に基づき、職務に対する適性、能

力、意欲等について審査します。 
    なお、選考結果を全員に、第２次選考の日時・場所を合格者に通知（郵送及び電子メ

ール）します。 

 (2) 第２次選考（個別面接） 
    平成 30 年 5月中旬に、職務に対する適性、能力、意欲、姿勢等について面接を実施し

ます。 
      なお、選考結果は、5 月下旬に第２次選考対象者全員に通知（郵送及び電子メール）

します。 
 

５ 申し込み方法等 
   



募集締切 平成 30 年 4 月 27 日(金) 17:00 必着 
 

提出書類 ① 履歴書 
② 職務経歴書 
③ 実績調書 
④ 誓約書 
⑤ 論文 

申込書等入

手方法 
戦略センターホームページからダウンロードしていただけます。 
ホームページ：https://www.isc-okinawa.org/2018/03/26/bosyuu/ 

申込先 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 
沖縄県商工労働部情報産業振興課内 
沖縄 IT イノベーション戦略センター設立準備事務局 

提出方法 簡易書留郵便又は持参により提出してください。 
 

注意事項 ① 提出書類に不備がある場合は、提出書類を返送することがあり

ます。 
なお、このために申込の遅延が生じても、戦略センターは一切責

任を負いません。 
②提出書類はお返しいたしません。本募集にあたって取得した個人

情報（履歴書・職務経歴書等）の取り扱いについては、最大限の注

意を払い、選考に関する目的以外には一切使用いたしません。 
 

６ 論文の作成要領 
 次のテーマについて論文を作成してください。 

 
(1) テーマ 

       沖縄県に先進的 IT を導入する体制を構築し、それを活用して沖縄県産業全体の振興

を図るためのビジョンや具体的な方策について 

(2) 字数 
    2,000 字から 3,000 字程度（A4 縦サイズに横書きとし、様式は任意とする。） 

(3) テーマ設定の背景 
    戦略センターは、沖縄県経済の振興を図る産業支援機関として、先進的な IT を国内外

から導入するとともに、その技術を活用し、沖縄県の IT 産業を始めとした産業全体の振

興を図るための成長戦略を沖縄県や県内市町村、県産業界へ提言することとしていま

す。 
    そして、事業活動を通じた成長戦略の実行により、沖縄におけるイノベーションを生み

出す拠点として県内産業界の課題解決と新たな価値の創造を実現することとしていま

す。 
また、センターを産業成長の司令塔として機能させることで、東アジアの中心として地

理的特性を有する沖縄が、IT 活用の先進地として広く国内外からヒト、モノ、カネ、情報

が集積する拠点となり、新たなビジネスや社会システムを創出する「IT イノベーションア

イランド」となることを目指すこととしています。 



この基本方針の実現に向けて、自らの経験や専門知識等を活かして、どのような観点

や手法でセンターを運営していくのか、具体的に論じてください。 

 (4) 参考資料 
    ①沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 

http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/keikaku/21seikivision-kihonnkeikaku
kaitei.html 

    ②沖縄 21 世紀ビジョン実施計画 
      http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/kikaku/h29-koukijiishikeikaku.html 
    ③沖縄県アジア経済戦略構想及び同推進計画 
      http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/seisaku/kikaku/asia.html 
    ④おきなわ Smart Hub 構想 

http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/johosangyo/documents/okinawashkous
ou.pdf 

    ⑤沖縄 IT 産業戦略センター（仮称）設立に関する基本方針 
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/johosangyo/it_strategy_center/concept.
html 

７ 留意事項 
 (1) 選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせる場合があります。 
 (2) 理事長及び専務理事（IT イノベーション戦略担当）とも、戦略センター評議員会及び理

事会の決定により役員に就任することとなります。 
    評議員会及び理事会において、就任案が否決された場合は、採用しないことがありま

すのでご了承ください。 

８ 問い合わせ先 
沖縄県商工労働部情報産業振興課 
沖縄 IT イノベーション戦略センター設立発起人会事務局  
電話番号：098-866-2503 
FAX 番号：098-866-2455 
E-mail: soumu@isc-okinawa.org 
ホームページ：https://www.isc-okinawa.org/ 

 


