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第１章 総  説 

 

１ 意  義 

 

沖縄県では、これまで平成１５年３月に策定した「沖縄 e-islandチャレンジプラン」に基づ

き、「ITを核とする自立した情報交流圏の構築」を基本目標に掲げ、インターネットの常時接

続環境の実現、行政事務のオンライン化等の情報化施策を推進してきました。その後、沖

縄県の ICT施策は、沖縄県２１世紀ビジョン実施計画等に基づき各分野の施策として推進さ

れてきました。 

  

その間、近年のＩＣＴは更に進展し、クラウド・コンピューティングやスマート・デバイス、ソ

ーシャルネットワークサービスの急速な普及など、日常生活のあらゆるところで利用されて

いるほか、様々な分野でイノベーションを起こす力を持っており、経済的発展や社会的課題

解決に大きく貢献しうるツールとして期待されています。 

  

一方、本県においては、多くの離島を抱え、超高速ブロードバンド等の通信基盤整備が

他県に比べて進んでいない状況であり、また、行政の情報化においても、情報システムの個

別整備を進めた結果、全庁的に見た場合に効率的でない等の課題もでてきています。 

  

このため、本県の ICT施策を再構築しつつ、組織横断的かつ総合的な推進に資する新た

な計画が必要であり、高度ＩＣＴ利活用社会の実現に向けて、県庁一丸となって取り組むこと

はもとより、行政、産業界、学界及び県民一人一人が、皆で共有・協働し、ＩＣＴ・情報資源の

利活用により未来を創造するビジョンとして、「おきなわＩＣＴ総合戦略」を策定します。 

 

 

２ 戦略の位置づけ－沖縄２１世紀ビジョン基本計画との関係－ 

 

この戦略は、２１世紀ビジョン基本計画で示す、「Ⅰ 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文

化を大切にする島」、「Ⅱ 心豊かで、安全・安心に暮らせる島」、「Ⅲ 希望と活力にあふ

れる豊かな島」、「Ⅳ 世界に開かれた交流と共生の島」、「Ⅴ 多様な能力を発揮し、未

来を拓く島」の 5 つの将来像の実現に向けた施策展開を総合的に推進するため、ＩＣＴの

利活用に関する方針を定めるものです。 

施策体系を、「県民生活のＩＣＴ化」、「産業のＩＣＴ」、「行政のＩＣＴ化」及び「情報通信基盤

の整備」の４つの分野に分類し、ＩＣＴの利活用に関する方向を示すものとします。 
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沖縄２１世紀ビジョン基本計画における
ICT利活用の記載例（抜粋）

将来像Ⅰ沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島

【22の施策展開のうち、3の施策展開にICTに関する記載あり 】
(3)低炭素島しょ社会の実現
ア 地球温暖化防止対策の推進
地球温暖化防止に向け、産業部門、民生部門、運輸部門ごとの具体的な取組を促進する。
民生部門については、・・・情報通信技術を活用した消費電力の制御の取組など総合的な省エネルギー化を促進

する。 等

将来像Ⅱ心豊かで、安全・安心に暮らせる島

【19の施策展開のうち、5の施策展開にICTに関する記載あり】
(4)社会リスクセーフティネットの確立
ア 安全・安心に暮らせる地域づくり
県民を様々な事件・事故等から守るため、地域安全対策や交通安全対策の推進、DV相談機能の充実、消費生

活安全対策や健康危機管理体制の強化などに取り組む。
交通安全対策については、・・・最先端の情報通信技術を活用した高度道路交通システム(ITS)の推進を図るなど、

交通安全施設等整備を推進する。 等

ICTの利活用は２１世紀ビジョンで掲げた５つの将来像の実現に貢献

【56の施策展開のうち、12の施策展開にICTに関する記載あり】
(2)世界水準の観光リゾート地の形成
ウ 観光客の受け入れ体制の整備
世界水準の観光地としてふさわしい舞台づくりを推進するため、交通基盤の整備による観光客の移動の円滑化、

観光まちづくりの推進、観光関連施設の集積・・・等に努める。
観光まちづくりについては、中高年層や外国人観光客の増大に対応するため、・・・公共施設のバリアフリー化、案

内板表示の多言語化、ICTの活用など、・・・人に優しい観光地づくりを促進する。 等

将来像Ⅳ世界に開かれた交流と共生の島

将来像Ⅲ希望と活力にあふれる豊かな島

【6の施策展開のうち、2の施策展開にICTに関する記載あり】
(2)国際協力・貢献活動の推進
ア アジア・太平洋地域の共通課題に対する技術協力等の推進
沖縄ＩＴ津梁パークにアジアＩＴ研修センターを整備するとともに、アジアOJTセンターの機能強化を図り、アジアと

我が国双方のITビジネスを結びつける幅広い人材育成事業を展開するほか、国内外の研修関係機関との連携強
化を図る。 等

将来像Ⅴ多様な能力を発揮し、未来を拓く島

【15の施策展開のうち、6の施策展開にICTに関する記述あり】
(2)公平な教育機会の享受に向けた環境整備
ア 教育機会の拡充
地理的、経済的要因等によって幼児児童生徒らの教育を受ける機会が損なわれないよう、教育に係る様々な負

担の軽減等を図ることにより、教育機会を拡充する。
このため、・・・各学校等の情報通信環境を整備し、遠隔事業の充実に向けた取組や多様な人材を活用した事業

等の実施など、離島・へき地における教育環境を充実を推進する。 等
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３ 構成と期間 

 

本戦略では、ＩＣＴ利活用等に関する目指すべき方向を示すビジョン編と、目指すべき方

向の実現に向け、各部局で取り組んでいる施策や今後取組の検討が必要と思われる施

策を取りまとめたプロジェクト編の２部構成とします。ビジョン編の期間は平成２６年度から

沖縄２１世紀ビジョン基本計画・実施計画の終期である平成３３年度までとします。 

また、プロジェクト編は前期と後期に分け、前期を平成２６年度から平成２９年度、後期

を平成３０年度から平成３３年度までとします。 

ただし、ＩＣＴは技術革新の著しい分野であることから、ビジョン編とプロジェクト編ともに

必要に応じて適宜見直しを行っていくこととします。 

 

 

４ 基本目標 

 

本県の基本構想である沖縄２１世紀ビジョンでは、「時代を切り拓き、世界と交流し、とも

に支え合う平和で豊かな『美ら島』おきなわ」の創造を基本理念として掲げています。 

本戦略では、ＩＣＴを利活用することによって、県民の安全・安心で快適な暮らしの実現

や、産業の活性化、離島地域の活性化、また、行政運営の効率化を推進するとともに、そ

れらの下支えとなる情報通信基盤の整備を推進していくこととし、基本目標として、「時代

を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら島』おきなわを創るためのＩ

ＣＴ推進」を掲げます。 
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第２章 ＩＣＴ推進に係る動向 

 

１ ＩＣＴ利活用の動向 

 

(1)  インターネットの利用状況 

総務省「平成２６年版情報通信白書」によると、平成２５年末のインターネット利用者数

は、平成２４年末より３９２万人増加し、１０，０４４万人（対前年比４．１％増）、人口普及

率は８２．８％（対前年比３．３％増）となっております。また、本県における普及率は７９．

６％と、全国平均より３．２％低くなっています。 

 

【インターネット利用者数及び人口普及率の推移(個人)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（万人） 

（注） 

① 対象年齢は 6 歳以上。 

② インターネット利用者数（推計）は、6 歳以上で、調査対象の 1 年間に、インターネットを

利用したことがある者を対象として行った本調査の結果からの推計値。インターネット接

続機器については、パソコン、携帯電話・PHS、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム

機等あらゆるものを含み(当該機器を所有しているか否かは問わない。） 、利用目的等

についても、個人的な利用、仕事上の利用、学校での利用等あらゆるものを含む。 

③ インターネット利用者数は、６歳以上の推計人口（国勢調査結果及び生命表等を用い

て推計）に本調査で得られた６歳以上のインターネット利用率を乗じて算出。 

④ 無回答については除いて算出している。（以下、本資料に記載した結果につき同じ。）                   

（出典）総務省「平成25年通信利用動向調査」 
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【本県のインターネット利用率（個人）（平成 25 年末）】 

自宅の
パソコン

自宅以外の
パソコン

携帯電話（Ｐ
ＨＳを含む）

スマート
フォン

沖縄県 （623） 79.6 49.8 29.4 21.1 41.8

全体 （38,144） 82.8 58.4 27.9 24.5 42.4

総務省「平成２５年通信利用動向調査」により作成

都道府県(n) 利用率
(％)
端末別利用率

 

世代間のインターネット利用率では、60 歳以上の高齢者の利用率は増加傾向に

ありますが、他の世代と比べると低水準にあり、世代による格差がいまだに存在して

います。 

 

 

 

（出典）総務省「平成 25 年通信利用動向調査」 

  

平成 22 年末（n=13,928） 平成 23 年末（ｎ=59,346） 平成 24 年末(n=41,900)  

平成 25 年末（n=49,563） 平成 25 年末（ｎ=38,144）   
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平成23年末 79.1% 61.6% 96.4% 97.7% 95.8% 94.9% 86.1% 73.9% 60.9% 42.6% 14.3%

平成24年末 79.5% 69.0% 97.2% 97.2% 95.3% 94.9% 85.4% 71.8% 62.7% 48.7% 25.7%

平成25年末 82.2% 73.3% 97.9% 98.5% 97.4% 96.6% 91.4% 76.6% 68.9% 48.9% 22.3%
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(2)  主な情報通信機器の普及状況（世帯） 

情報通信機器の普及状況では、全体的に飽和状態の中、平成２５年末にはスマー

トフォンの保有が６割を超え、急速に普及が進んでいます。一方、固定電話の加入率

は平成２１年末から徐々に低下しており、同年９１．２％あったが、平成２５年末には７

９．１％と１２．１％も減少しています。 

 

【情報通信端末の世帯保有率の推移】 

 

（出典）総務省「平成 25 年通信利用動向調査」 
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 (3)  安全なインターネットの利用に向けた課題 

インターネット利用で感じる不安や情報通信ネットワーク利用上の問題点では、世帯

では「個人情報が外部に漏れていないか」や「コンピューターウィルスへの感染」などへ

の不安が挙げられており、企業では「運用・管理の人材が不足」、「ウィルス感染に不

安」などへの問題が挙げられています。 

 

 

（出典）総務省「平成 25 年通信利用動向調査」   

 

 

（出典）総務省「平成 25 年通信利用動向調査」 
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45.0% 

46.5% 

47.4% 

76.7% 

81.4% 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

その他 

コミュニケーション相手とのトラブル 

電子メールの送受信がうまくいっているか 

インターネット依存症になっていないか 

知的財産権を侵害していないか 

違法・有害情報の氾濫 

認証技術の信頼性 

きちんと理解できているか 

架空請求やインターネットを利用した詐欺 

どこまでセキュリティ対策を行えばよいか 

迷惑メールが来ること 

電磁決済の信頼性 

コンピュータウィルスへの感染 

個人情報が外部に漏れていないか 

【インターネット利用で感じる不安の内容（世帯）】 

平成25年末（ｎ=8,534） 
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38.7% 

37.2% 

37.0% 

32.8% 

24.7% 

12.5% 
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2.7% 

2.5% 

1.5% 

2.5% 

12.1% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

運用・管理の人材が不足 

ウィルス感染に不安 

運用・管理の費用が増大 

セキュリティ対策の確立が困難 

従業員の背キュルティ意識が低い 

障害時の復旧作業が困難 

導入成果の定量的把握が困難 

通信料が高い 

導入成果を得ることが難しい 

通信速度が遅い 

電子決済の信頼性に不安 

著作権等知的財産権の保護に不安 

認証技術の信頼性に不安 

その他 

特に問題なし 

【インターネット、企業内LAN等を利用する上での問題点（企業）】 

平成25年末（ｎ=2,066） 
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(4)  クラウドコンピューティングの普及 

ア クラウドサービスの利用状況 

一部でもクラウドコンピューティングサービス（以下「クラウドサービス」という。）を利

用していると回答した企業の割合は、平成２２年末の１４．２%から平成２５年末で３３%と

倍増しており、自治体等も含めて今後も普及が見込まれています。 
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平成25年末

(n=2,183) 

平成24年末

(n=2,071) 

平成23年末

(n=1,892) 

平成22年末

(n=2,067) 

全社的に利用している 

一部の事務所又は部門で利用している 

利用していないが、今後利用する予定がある 

利用していないし、今後も利用する予定がない 

クラウドサービスについてよく分からない 
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イ クラウドサービスの導入理由 

クラウドサービスの導入理由は「資産、保守体制を社内に持つ必要がないから」が３

８．８％と最も高くなっています。 

クラウドサービスの利用理由をみると、「資産、保守体制を社内に持つ必要がない

か」が （３８．８％）と最も高く、次いで「初期導入コストが安価だったから」（３６，９％）、

「どこでもサービスを利用できるから」（３５．１％）となっており、主に機能面及びコスト面

からの理由が挙げられています。 
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29.8  

35.1  

36.9  

38.8  
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その他 

サービスのラインナップが充実していたから 

ライセンス管理が楽だから 

いつでも利用停止できるから 

導入スピードが速かったから 

システムベンダーに提案されたから 

システムの拡張性が高いから（スケーラビリティ） 

情報漏えい等に対するセキュリティが高くなるから 

サービスの信頼性が高いから 

機器を選ばずに同様のサービスを利用できるから 

システムの容量の変更などが迅速に対応でき… 

安定運用、可用性が高くなるから（アベイラビリ… 

既存システムよりもコストが安いから 

どこでもサービスを利用できるから 

初期導入コストが安価だったから 

資産、保守体制を社内に持つ必要がないから 

クラウドサービスの導入理由 

平成25年末（n＝720） 
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２ 我が国のＩＣＴ推進施策の動向 

 

平成６年（１９９４年）の世界初の商用ブラウザの出現以降、世界中でインターネットが

爆発的に普及し、社会や産業の構造の変化に大きな影響を及ぼしていたことから、産業革

命に匹敵する歴史的大転換点を社会にもたらす、「ＩＴ革命」と呼ばれた。そして、世界各国

において情報通信基盤の整備が国家戦略として進められる一方、我が国においても、世

界規模で生じているＩＴ革命に緊急に対処し，高度情報通信社会の形成を迅速かつ重点的

に推進することを目的に、平成１２年（２０００年）に「高度情報通信ネットワーク社会形成基

本法（ＩＴ基本法）」が施行された。このＩＴ基本法により設置された「高度情報通信ネットワー

ク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）」は、同年５年以内に世界最先端のＩＴ国家になること

を目標に、平成１３年（２００１年）にブロードバンドインフラの整備に重点を置いた「e-Japan

戦略」を策定し、さらに、平成１５年（２００３年）にはＩＴの利活用に重点を置いた「e-Japan

戦略Ⅱ」を策定し、国をあげた情報化の取組を推進したことにより、情報通信基盤の整備

は飛躍的に進みました。 

 

さらに、平成１８年（２００６年）に策定した「ＩＴ新改革戦略」により、「いつでも、どこでも、

誰でもＩＴの恩恵を実感できるユビキタス社会の実現」に向けて取り組んだことにより、より

一層、情報通信基盤の整備が進みました。 

これらの取組により情報通信基盤の整備が進展する一方、多くの国民がその成果を実

感するまでには至らず、それまでのＩＴ施策は技術優先指向とサービス供給側の論理に偏

っていたとの反省から、国民（利用者）の視点に立った人間中心のデジタル社会の実現を

図るため、平成２１年（２００９年）に「i-Japan 戦略２０１５」を策定した。さらに、平成２２年

（２０１０年）には、政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導す

る新たな国民主権の社会が早期に確立されるよう、「新たな情報通信技術戦略」が策定さ

れました。 

これまでの取組により、日本はインフラ整備においては、世界最高水準となり、その後、

IT 利活用を中心に政策を進めてきました。 

 

しかしながら、これまでの取組にも関わらず、多くの国民がその成果を実感するには至

らず、国際的にみても、日本は世界最先端のＩＴ国家としての地位を失い、ＩＣＴ世界競争力

ランキングは、２００５年の８位をピークに下降し、２０１３年には２１位まで落ち込んでいま

す。このことから、平成２５年６月に閣議決定された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（以下

創造宣言とします。）では、今後、５年程度の期間（２０２０年まで）に、世界最高水準のＩＴ

利活用社会の実現とその成果を国際展開することを目標として、また、東日本大震災から

の復興の加速化にも資するよう、デジタル技術における急速な技術革新と、グローバルな

情報社会の進展を踏まえ、データの活用には「見える化」が重要であるとの認識の下、目
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指すべき社会・姿を明らかにし、その実現に必要な取組を官民挙げて推進することとして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成２５年６月１４日閣議決定） 

 

 

 

2001.1 

ｅ－Ｊａｐａ
ｎ戦略 

2006.1 

ＩＴ新改
革戦略 

2009.7 

ｉ－Ｊａｐａ
ｎ戦略 

２０１５ 

2010.5 

新たな情
報通信
技術戦

略 

2013.6 

世界最
先端ＩＴ
国家創
造宣言 

２００５年までに世界最

先端のＩＴ国家を実現  

 

 

いつでも、どこでも、誰

でも IT の恩恵を実感で

きる社会の実現  

 

 

国民主役の「デジタル

安心・活力社会」を実

現  

  

 

 

国民主導の新たな「知

識情報社会」への転換

を実現  

  

 

 

世界最高水準のＩＴ利

活用社会の実現に向

けて  
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また、創造宣言においては、「目指すべき社会・姿を実現するための取組」として、「国・

地方を通じた行政情報システムの改革」が掲げられており、地方公共団体の具体的な取

組みとして、自治体クラウドなどの取組を加速するとされています。 

これをうけて、総務省では、地方公共団体の電子自治体に係る取組みを一層促進する

ことを目的として、「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」を策定していま

す。 
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電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針（平成２６年３月 総務省） 
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３ 本県のＩＣＴ推進施策の動向 

 

本県においては、これまで多数の情報化関連計画が策定され、各種施策が推進されて

きました。 

 

沖縄県行政情報化推進計画
H12年度～H25年度

全体計画

沖縄e-Islandチャレンジプラン
H14年度～H23年度

沖縄21世紀ビジョン基本計画
H24年度～H33年度

これまでの本県の情報関連施策の動き

沖縄振興計画
H14年度～H23年度

情報化推進の総合的な指針

・情報通信基盤の整備
・人材育成
・産業の情報化
・県民生活の情報化
・電子自治体の構築

効果的・効率的な行政
運営を行う高度な電子
自治体の構築

沖縄情報通信産業振興計画
H14年度～H23年度

おきなわSmart Hub構想
H24年度～H33年度

情報通信産業の振興

おきなわICT総合戦略
ビジョン編

H26年度～H33年度
（技術の進展等に応じて随時見直す）

時間の経過

沖縄県教育情報化基本計画
H14年度～H23年度

沖縄県教育情報化基本計画
H24年度～H33年度

教育の情報化

おきなわICT総合戦略
プロジェクト編：前期
H26年度～H29年度

おきなわICT総合戦略
プロジェクト編：後期
H30年度～H33年度

沖縄21世紀ビジョン
実施計画（前期）

H24年度～H28年度

沖縄21世紀ビジョン
実施計画（後期）

H29年度～H33年度

 

 

(1)   沖縄 e-island チャレンジプラン（平成１５年３月） 

ＩＴを活用して、県民生活の向上と自立に向けた持続的発展を目指し、先端分野に積

極的に取り組んでいく決意をアピールした「沖縄e-island宣言（平成１３年７月）」の理念を

実現する本県情報化の総合的な指針を定めた「沖縄 e-island チャレンジプラン」を平成１

５年３月に策定しました。 

チャレンジプランでは、本県の情報通信基盤の整備、地域の情報化、行政の情報

化、情報通信関連産業の振興及びＩＴ人材育成の各分野におけるＩＴ施策の再構築を図

り、同年度以降の１０年間を視野に入れた本県の e-island の実現に向けての基本的考

え方及び政策を具体化する方向を示し、平成２３年度まで各種施策を推進してきまし

た。 
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(2)   沖縄県行政情報化推進計画（平成２２年３月） 

県民ニーズに対応した効率的・効果的で高度な電子自治体の構築を目標に、平成２

２年３月に沖縄県高度情報化推進計画を定め、平成２１年度から平成２５年度までの

間、「１ 県民サービスの高度化」、「２ 行政運営の効率化・高度化」、「３ 電子自治体

推進体制の整備」の３項目を基本戦略として取り組んできました。 

 

「１ 県民サービスの高度化」を図るため、県のホームページを活用して、県民生活に

重要な情報等を積極的に提供するとともにパブリックコメントにより政策立案へ参画す

る機会を確保するなど、県民との双方向の情報交流を推進してきました。また、「２ 行

政運営の効率化・高度化」を図るため、電子申請システムや統合型地図情報システム

の整備等を行いました。 

 

また、「３ 電子自治体推進体制の整備」として、アプリケーションの操作を主体とした

パソコン研修を行うとともに、ネットワーク等の運営、及び情報セキュリティ管理等を担

う高度かつ専門的な知識を有する職員を育成する等人材育成を行ってきました。更

に、外部から専門的知識や技術を有する人材を確保するため、任期付きＩＴ職員を採用

してきました。なお、ＩＴガバナンスの強化を図るため、組織を横断して情報化施策全般

を統括する最高情報統括責任者（ＣＩＯ）の設置及びＣＩＯ補佐体制の構築等について検

討してきましたが、検討課題が多いことから、引き続き、そのあり方について検討してい

くこととしています。 

 

(3)   おきなわ Smart Hub 構想（平成２５年３月） 

本県においては、平成 10 年９月に沖縄県マルチメディアアイランド構想を掲げるとと

もに、平成 14 年から施行した沖縄振興計画においては、法定分野別計画である沖縄

県情報通信産業振興計画を３次にわたり策定し、本県の情報通信関連産業振興を推

進してきた。その結果、コールセンターをはじめとするビジネスプロセスのアウトソーシン

グやソフトウェア開発等の企業が立地し、県内に多くの雇用と経済効果をもたらすととも

に、特定の分野において我が国有数の情報通信産業集積拠点としての価値を創出して

いる。 

 

今後は、この十数年で蓄積してきた沖縄県内の情報通信関連産業の地力を活かし、

沖縄が我が国とアジアを結ぶ交流の場として、人、モノ、金、情報が行き交う、情報通信

分野における交流・連携のハブ、および集積地として、更なる発展の可能性を有してい

る。 

 

今後沖縄が、アジアをはじめとする国際社会におけるＩＴ分野の交流・連携ハブの役
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割を担うことに主眼に置いた、積極的な施策展開が急務であるとの観点から、平成２５

年３月に沖縄県マルチメディアアイランド構想の後継となるおきなわ SmartＨｕｂ構想を

策定し、平成３３年までの１０年の情報通信関連産業の振興・発展に関する方向性を示

しています。同構想では、次の５項目について基本理念を定義し、施策展開を行うことと

しています。 

 

また、同構想の基本理念及び施策展開の基本的な考え方に基づき、施策展開のフ

レームワークを、「ビジネス推進」、「人材育成・確保」、「ビジネス基盤」、「ビジネス環境

形成」、の４つの基本分野、および「制度拡充強化」として整理し、産学官が連携して取

り組むこととしています。 

なお、同構想の実現に向けた具体的な施策と実施計画を示すものとして、第１次か

ら第３次までのアクションプランを定め、戦略的かつ機動的な施策立案・実施・評価を行

うこととしています。 

【おきなわ Smart Hub 構想の５つの基本理念】 
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【沖縄２１世紀ビジョン基本計画とおきなわ SmartＨｕｂ構想の相関】 
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(4)  沖縄県教育情報化基本計画（平成２３年１１月） 

本県における教育の情報化を総合的に推進するため、沖縄県教育委員会において

は平成２３年度に「沖縄県教育情報化基本計画」（平成２４年度～平成３３年度）を定

め、「学校教育分野」、「社会教育分野「教育行政分野」の３つの分野における施策の基

本方向を示しています。 

また、同計画を具体的に推進するため、平成２４年度～平成２８年度までの進行管

理を行うアクションプランとして「沖縄県教育情報化推進計画（平成２４年度～平成２８

年度）を策定しています。次ページに、教育情報化基本計画の施策体系図を掲載しま

す。 
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第３章 各分野の目指すべき方向及び取組み等 

 

ＩＣＴは、医療・福祉、健康、エネルギー、防災・防犯、交通などの我々の生活と密接してい

る分野において、様々な社会的課題を解決する有効なツールとなり得るものであり、地域コ

ミュニティーの活性化、ワーク・ライフ・バランスの向上などにも大きな変化がもたらされるこ

とが期待されています。 

 

また、現在、観光、医療、教育、農業、行政など様々なものがクラウド化に向かっており、

将来的にはあらゆるモノがインターネットにつながる（ＩｏT: Internet of Everything）とも言われ

ています。すべてがインターネットにつながる時代の到来に備えた対応が必要となってきて

います。 

 

このように、ＩＣＴは幅広い分野での利活用が期待されることから、本戦略では、「県民生

活」、「産業」、「行政」の分野において、ＩＣＴの恩恵を最大限享受するための利活用の方針

を定めるとともに、これら３つの分野の下支えとなる「情報通信基盤」の整備の方針について

定めることとします。 

 

本章では、これら４つの分野における目指すべき方針を定め、沖縄２１世紀ビジョンの施

策展開を総合的に推進していくこととします。 
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施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２　ICT利活用による産業の活性化

戦略の基本方向

１　ICT利活用による豊かな県民生活の実現

基本施策

（１）ICTを利活用した健康で安全、安心な暮らしの実現

（２）ICTを利活用した環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

（３）ICTを利活用したふれあいや交流を促進し、活力ある地域を創造

（４）教育のICT化の推進

（５）県民のICTリテラシーの向上

（１）ICTを利活用した農林水産業の振興

（２）ICTを利活用した観光産業の振興

（３）情報通信関連産業の振興

（４）IT産業と他産業の連携による新たなサービス開発の促進

（５）ICTの利活用による競争力強化

（６）ICTを利活用したワーク・ライフ・バランスの推進

（７）ICTを利活用した知的・産業クラスターの形成

（１）沖縄県総合行政情報通信ネットワークの高度化

（２）本島～離島間の中継伝送路整備

（３）全島超高速ブロードバンド環境の実現

（４）公衆無線LANの整備

３　ICT利活用による行政サービスの向上・業務効率化

（１）利便性の高い行政サービスの提供

（３）情報セキュリティの強化、事業継続性の確保

（４）ICTガバナンス体制の強化、人材育成

４　ＩＣＴ利活用の下支えとなる情報通信基盤の整備

（２）情報システムの効率化
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１ ＩＣＴ利活用による豊かな県民生活の実現 

 

本県においては、全国と同様、今後急速な超高齢化や人口減少が進行するほか、平均

寿命の低下、学力向上、多くの離島での過疎化など県民生活分野において多くの課題に

直面しています。 

これらの課題に対応し、医療・介護、教育、防災等様々な分野における課題を把握、分

析しその結果に基づいた対策を進める必要があります。 

多様な情報を処理、伝達、共有し、距離や時間に関わらず情報を結びつけることが出来

る ICTを積極的に利活用することにより、健康で安心して生活できる、安全な社会の実現を

めざします。 

県民生活分野におけるＩＣＴの利活用を推進し、安全・安心、便利で快適なまちづくりを進

めるとともに、人々の健康を増進し、ふれあいや交流をはぐくみ、県民生活の豊かさを向上

させます。 

また、子どもから高齢者まで全ての世代の県民が、ＩＣＴを自在に操ることで、生活の利便

性向上や、ＳＮＳなどを通した交流促進等の恩恵を享受できるよう、ライフステージに応じた

ＩＣＴ教育を推進します。 

 

 

 

 

 

(1)   ＩＣＴを利活用した健康で安全・安心な暮らしの実現 

ア 母子保健の充実 

＜現状と課題＞ 

① 沖縄の未来を担う子どもたちが健やかに生まれ育ち、豊かな可能性が発揮できる社

会を実現に向けて、母子保健においては、本県では、乳児死亡率は低下傾向にある
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ものの、低体重児出生率や周産期死亡率は高い状況下にあることから、ＩＣＴを利活

用することにより、効果的に安心して妊娠・出産ができる環境の整備などを進めてい

ます。 

＜施 策＞ 

① 母子保健の充実に向けて、周産期保健医療体制の整備のための周産期医療情報ネ

ットワークの構築・運用などを推進していきます。 

 

イ 住みやすい地域づくり 

＜現状と課題＞ 

① 年齢や障害の有無などに関わらず、県民だれもが住み慣れた地域で、お互いに支え

合い、健やかに生き生きと安心して暮らせる地域社会の環境づくりに向けて、情報の

共有や時間・場所の制約を解放する等のＩＣＴのメリットの有効的な活用が期待され

ます。 

＜施 策＞ 

・ 高齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境づくりを目指し、地域住民等の情報共有の

ためのシステム構築など、地域支え合い体制作りを推進します。 

・ 高齢者向け住宅の充実において、ＩＣＴを活用した高齢者の見守りなどの対策を講じ

ます。 

 

ウ 保健医療サービス等の向上 

＜現状と課題＞ 

① 離島やへき地等にかかわらず県内各地において、県民ニーズに即した適切な医療

サービスが提供されるよう、地域医療の連携体制を強化する必要があり、関係機関

とのシームレスな情報共有などの分野でＩＣＴの利活用が期待されます。 

② また、医療分野内における情報連携強化にとどまらず、効率的な看護・介護・生活サ

ービス等を提供できる「地域包括ケア」の体制構築等に向けて、ICT を活用した医

療、看護、介護等との情報連携の強化が期待されています。 

＜施 策＞ 

① 医療提供体制の充実・高度化については、電子カルテの導入などによる地域医療

連携体制の構築を推進します。 

② 緊急医療体制の充実については、広域災害緊急医療情報システムの導入等を行

います。 

③ 離島・へき地においては、遠隔医療による支援など、医療提供体制の充実を図りま

す。 

④ 医療・看護・介護等における情報連携の強化に取り組みます。 
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エ 犯罪に巻き込まれないための防犯意識の向上と地域づくり 

＜現状と課題＞ 

① 近年、ICTの進展等により多様化・高度化する犯罪に巻き込まれないために、県民の

防犯意識の向上が必要となっています。 

② 地域のつながりが希薄化の傾向にある都市部においては、地域住民が安心して暮ら

せるよう、これまで地域住民で担ってきた児童等見守りの役割を補完する、ICT を活

用した新たな見守り体制の構築が期待されます。 

＜施 策＞ 

① インターネット利用者のマナー・モラル等を向上させるための広報啓発活動などを行

い、地域安全対策を推進します。 

② IOT のコア技術の１つとなるセンサーネットワークの活用等による地域内の高齢者や

児童等の見守り体制の強化に取り組みます。 

 

オ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化 

＜現状と課題＞ 

① 本県は、島しょ県で台風の常襲し、自然災害を被りやすい地域であるため、県民の

生命・財産を守るため、東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模災害などに対応でき

る消防防災体制や危機管理体制の強化などを行う必要があります。この際、ＩＣＴは

情報伝達等において有効な役割を果たすことが期待されます。 

② 県民の生活に密着している道路、水道等の社会インフラの適正な維持管理において

は、センサー等の技術を積極的に活用し、予防保全を進めることで、劣化箇所等の

早期発見、維持管理業務の効率化が期待されます。 

＜施 策＞ 

① 県民、観光客等への迅速な情報提供に向けた「沖縄県防災情報システム」の拡充・

強化を図ります。 

② 治水対策については、ダム情報基盤の整備等による総合雨水対策に取り組みま

す。 

③ 土砂災害対策については、災害情報の共有化等による土砂災害警戒体制の整備

を促進します。 

④ 生活基盤の維持・強化については、センサーネットワークを活用した道路や橋梁等

の社会インフラの遠隔監視による予防保全的な維持管理等、老朽化・長寿命化対

策に取り組みます。 

 

カ 県民生活を守る人材の育成 

＜現状と課題＞ 

① 犯罪のグローバル化、情報通信技術の発達等による犯行携帯の多様化、広域化な
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どに迅速・的確に対応できる警察官の能力向上が求められています。 

＜施 策＞ 

① 県民の生命・財産や生活を守る警察官については、ＩＣＴの発達等によって多様化・

高度化する各種事件事故に対応できる人材の育成に努めます。 

 

【医療】
・地域医療情報連携
・遠隔医療
・医療情報連携の拡大
など

【福祉】
・情報共有体制の構築に
よる地域支え合い
・高齢者見守り住宅の整備
など

【交通】

・高度道路交通システ
ム（ITS）の推進

・高齢者等にやさしいス
マートモビリティ社会
など

【防災】
・防災情報システムの強化

・災害情報の共有化等による
体制整備

・センサー等を活用した社会イ
ンフラ管理
など

ICTで健康、安全・安心な
暮らしを実現

【防犯】
・多様化・高度化する犯
罪に対応できる警察官
の人材育成
・センサー等を活用した
高齢者や児童の見守り
体制の構築
など

 

 

(2)   ＩＣＴを利活用した環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現 

ア 自然環境の保全 

＜現状と課題＞ 

① 沖縄の豊かな自然を守り育みながら持続的に発展していく必要があります。ＩＣＴの

利活用は多くの情報を効率的に収集し、分析・評価につなげることができ、自然環境

の保全等の分野においても貢献が期待されます。 

＜施 策＞ 

① 自然環境の保全・適切な利用に向けて、土壌汚染対策に関するデータベースの構

築や情報管理システム、環境影響評価に関する評価支援情報の発信など、ＩＣＴの

利活用を推進していきます。  
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イ 低炭素島しょ社会の実現 

＜現状と課題＞ 

① 近年、地球温暖化問題が深刻さを増していますが、ＩＣＴはエネルギー利用の効率化

などを通して様々な分野のグリーン化を推進し、地球温暖化問題への貢献が期待さ

れています。 

② 一方、ＩＣＴ機器の利活用の増加により、ICT 機器そのものの電力消費量の増加等が

懸念されています。 

＜施 策＞ 

① 低炭素島しょ社会の実現に向けて、ＩＣＴを活用した消費電力制御による省エネルギ

ー化やクリーンエネルギーの安定的な需給システムの実証などを促進します。 

② ＩＣＴシステムのグリーン化については、県内の産業や行政等の個々のシステムをエ

ネルギー効率のよいクラウドデータセンターへの集約を促進します。（ここにいれ

る？） 

 

ウ 交通インフラの利便性向上 

＜現状と課題＞ 

① 人にやさしいまちづくりの一環として、ICT の利活用による公共交通機関の利便性向

上が期待されています。 

② 陸上交通の円滑化に向けて、国の「創造宣言」においても、高度道路交通システム

（ITS）の活用により、安全で、環境にやさしく、経済的な道路交通社会を実現するこ

とが明示されており、本県においても ITSなどを推進していく必要があります。 

＜施 策＞ 

① 公共交通機関においては、ＩＣ乗車券の導入等による公共交通機関の利便性向上

等、人に優しい交通手段の確保に取り組みます。 

② 道路整備においては、光ビーコンによる詳細な道路交通情報の提供などにより、交

通の円滑化を推進します。 

 

エ 離島における生活環境基盤の充実 

＜現状と課題＞ 

① インターネットの普及により、私たちは買い物や電子商取引など、現実社会の距離を

跳び超え、時間を短縮できるといった利便性を得ました。しかしながら、離島地区にお

いては本島から遠隔に位置するという地理的条件、人口が少ないなどの採算性の問

題から、民間通信事業者による情報通信基盤の整備が進まず、都市部との情報格

差が恒常化するおそれがあります。 

② 離島で定住する上で不可欠な生活環境基盤の１つである情報通信基盤について、高
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度化を進めることとあわせて、利活用を促進し、離島の住民が ICT 社会の恩恵を享

受できるようにする必要があります。 

＜施 策＞ 

① 離島地域において、医療、福祉、教育、防犯・防災等の分野におけるＩＣＴの利活用

の実証を行い、様々な分野でのＩＣＴ利活用の促進を図ります。 

 

【低炭素社会の実現】
・ICTを活用した消費電力制御
実証
・クリーンエネルギー需給安定
化実証
・グリーンICTの推進
など

【交通インフラの充実】
・IC乗車券導入等による公共
交通機関の利便性向上

・高度道路交通システム
（ITS）の推進
など

ICTで環境に配慮し、
便利で快適な暮らしを実現

【自然環境の保全】
・土壌汚染対策データベース
の構築
・環境影響評価支援システム
の検討
など

【離島のICT利活用促進】
・医療、福祉、教育、防犯、防
災等の分野におけるICT利活
用の実証
など

 

 

(3)   ＩＣＴを利活用したふれあいや交流を促進し、活力ある地域を創造 

ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり 

＜現状と課題＞ 

① 沖縄の独自の価値を再認識できるよう、沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり

が必要です。また、沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財や歴史資料等

を適切に保護し、後生に引き継いでいくことは重要な課題です。デジタルアーカイブ

等の ICT により、オリジナルを適切に保存しつつ、デジタル化された内容に対して検

索の機能等が活用できるようになり、より有効的な資料活用が期待されます。 

＜施 策＞ 

① 琉球王国や琉球政府時代の外交文書等のデジタル化等を行い、適切な保存・活用

を図ります。 
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イ 男女共同参画社会の実現】 

＜現状と課題＞ 

① 男女共同参画社会の実現については、地域、事業者、行政等がともに、女性リーダ

ーの育成や発掘に努めること等が必要です。女性の社会参画に向けた情報共有・

発信等において、ICTにより効果的に行うことが可能となります。 

＜施 策＞ 

① 人材情報のデータベース化・活用等を推進し、社会のあらゆる分野へ女性が参画す

る機会の確保に取り組みます。 

 

ウ 農山漁村の活性化 

＜現状と課題＞ 

① 農林水産業の持続的発展の基盤であり、人々にゆとりと安らぎを与える生活空間で

ある農山漁村の活性化を図る必要があります。ICTの有効的な利活用による地域コ

ミュニティーの基盤強化が期待されます。 

＜施 策＞ 

・ 情報通信基盤の整備等を行い、地域コミュニティーの基盤強化を促進します。 

 

エ 平和の心の発信と平和学習の推進 

＜現状と課題＞ 

① 沖縄戦の歴史的教訓を戦争を知らない世代へ伝えていくこととあわせ、子どもたち

が幼児期から沖縄戦を体験した沖縄の特性を学ぶことができる環境づくりに向け

て、戦争体験者の証言等のデジタルコンテンツ化・情報発信等に取り組んでいま

す。 

＜施 策＞ 

① 沖縄平和祈念資料館等においてこれまでに収集した沖縄戦体験者の証言等をデジ

タルコンテンツとして整備し、平成２４年６月からインターネット上で公開しています。

今後は、より一層の利用拡大を推進します。 
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【男女共同参画】
・女性リーダー育成・発掘に向
けて、人材情報データベース
を構築
など

【農山漁村の活性化】

・情報通信基盤の整備等に
よる地域コミュニティーの基
盤強化
など

ICTでふれあいや交流を促
進し、活力ある地域を創造

【琉球文化のルーツを探る】
・琉球王国や琉球政府時代
の外交文書等のデジタル化
など

【平和の心の発信】
・沖縄戦体験者の証言等のデ
ジタルコンテンツ化
など
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(4)  教育のＩＣＴ化の推進 

 ア 学校教育分野における取組み】 

教育のＩＣＴ化の推進については、第２章３（４）沖縄県教育情報化基本計画の欄にお

いて、ご説明しているとおり、同基本計画及び同推進計画において、「学校教育分野」、

「社会教育分野「教育行政分野」の３つの分野について、目指すべき方向及び取組み等

が示されています。 

学校教育分野においては、教科等におけるＩＣＴ活用を推進することにより、情報活

用の基礎・基本の習得を図るとともに、情報活用能力の育成への取組みを充実させる

ことにより、教育情報化基本計画の目標である「多様化・高度化する社会の変化に対応

できる人材の育成」を目指すこととしています。さらに、校務支援システムについて、全

ての県立学校での導入を推進するとともに、小・中学校への普及を促進していくこととし

ています。学校教育分野における取組みの概念図は次のとおりです。 
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イ 社会教育分野における取組み 

社会教育分野においては、本計画の目標である「生涯学習の振興」に向け、生涯学習

情報、図書館サービス及び文化財情報の充実に努めるとともに、ＩＣＴの持つ即時性、

広域性を活かした情報提供システムの充実を目指していくこととしています。社会教育

分野における取組みの概念図は以下のとおりです。 
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ウ 教育行政分野における取組み 

教育行政分野における情報化の取組みは、学校教育分野、社会教育分野における情

報化を円滑に推進するための基盤整備であり、これまで、教育庁内ＬＡＮの構築や各所

属における業務システムの導入等により、業務の効率化が図られています。 

ＩＣＴの分野においては、技術進展が目覚しく、新たな技術による効率的・効果的なシス

テムの構築、改修や情報セキュリティに係る対策等について対応を検討し、時代の進展

に応じた基盤の整備に努めていくこととします。教育行政分野における取組みの概念図

は以下のとおりです。 
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（5） 県民のＩＣＴリテラシーの向上 

＜現状と課題＞ 

①  個人の価値観やライフスタイルが多様化する現代社会において、社会教育などの

活動に関する県民のニーズが高まっています。また、インターネットの普及に加え、

スマートフォン、タブレット端末の拡大により、ＩＣＴ機器に触れる機会が増大するとと

もに、時間や場所にとらわれず、活動に参加することが可能になってきています。 

②  県民一人ひとりが豊富な活動機会や必要な情報を取得し、生きがいを持って、魅

力ある活動を展開するためには、ＩＣＴリテラシーを身につけることが有効です。ＩＣＴ

リテラシーは、「ＩＣＴ機器の操作スキル」だけでなく、「インターネットの特性やルール

・マナーを理解し、安全に利活用するスキル」も含まれます。 

＜施 策＞ 

①  県民のＩＣＴ利活用力の向上に向けた取組を推進し、日常生活における利活用の向

上を図ります。 
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【県民生活分野における推進施策】 

 

○周産期医療情報ネットワークの構築 

○地域住民等の情報共有のためのシステム構築 

○高齢者向け住宅におけるＩＣＴを活用した高齢者の見守り 

○電子カルテの導入 

○広域災害緊急医療情報システムの導入 

○ICT を活用した新たな地域見守り体制構築 

○インターネット利用者のマナー・モラル等を向上させるための広報啓発活動 

○沖縄県防災情報システムの拡充・強化 

○ダム情報基盤の整備 

○土砂災害警戒体制の整備促進 

○センサー等を活用した社会インフラの遠隔監視の推進 

○ICT 等による多様化・高度化した犯罪に対応する警察官の人材育成 

○土壌汚染対策に関するデータベースの構築 

○環境影響評価に関する評価支援システムの検討 

○ＩＣＴを活用した消費電力制御による省エネルギー化等の実証 

○ＩＣ乗車券の導入等による公共交通機関の利便性向上 

○ITS の推進 

○離島での医療、福祉、教育、防犯・防災等の分野におけるＩＣＴの利活用の実証 

○琉球王国や琉球政府時代の外交文書等のデジタル化 

○男女共同参画に向けた女性リーダー育成・発掘のための人材情報のデータベース化 

○地域コミュニティーの基盤強化に向けた情報通信基盤の整備 

○沖縄戦体験者の証言等をデジタルコンテンツ化 

○学校におけるＩＣＴ環境整備、へき地教育情報化の推進、校務情報化の推進等 

○生涯学習情報、図書館情報、文化財及び埋蔵文化財情報提供システムの充実等 

○教育行政の効率化・高度化のための基盤整備及び安心・安全なＩＣＴ活用環境の整備 

○県民のＩＣＴ利活用力の向上に向けた取組 

など 
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２ ＩＣＴ利活用による産業の活性化 

 

沖縄県では情報通信産業を観光産業と並ぶリーディング産業として位置付け、「おきなわ

Smart Hub 構想」等に基づき、広く国内外から企業・人材・知識が集積し、情報通信関連産

業が新たな価値創造に貢献し共に発展する「アジア有数の国際情報通信ハブ（=Smart 

Hub）」の形成を目指しており、今後も引き続き情報通信関連産業の集積・活性化を推進し、

継続的な発展を図ります。 

また、観光産業や農林水産業等においてもＩＣＴの利活用を推進し、経営や業務の効率

化による生産性・競争力向上等を図るとともに、クリーンエネルギーや低炭素都市づくり等

を推進していきます。 

加えて、ビッグデータ・オープンデータの活用による新たなサービスの開発促進、テレワ

ークやクラウドソーシングなど多様な働き方を支援することによりワーク・ライフ・バランスの

推進等を図っていきます。 

 

 

 

 

 

（1）  ＩＣＴを利活用した農林水産業の振興 

＜現状と課題＞ 

①  農業分野におけるＩＣＴ化については、政府の創造宣言において、その利活用の遅

れが指摘され、ＩＣＴの利活用による競争力の強化が盛り込まれているところです。 

＜施 策＞ 

① 安全・安心な農林水産物を安定的に供給し、ブランド力向上を図るため、あぐー豚

等のトレーサビリティーシステムの構築し、「アジアなど海外への展開」等を基調とし

たフロンティア型農林水産業を推進します。 



37 

 

 

② 流通・販売・加工対策においては、生鮮食品の高品質・鮮度保持に向けて、出荷情

報のシステム化等に取り組みます。加えて、県内外の市場への販路拡大やおきな

わブランド認知度向上に向けては、Ｗｅｂでの情報発信などに取り組みます。 

③ 農林水産物の安全・安心の確立の一環として、有機農法を推進するため、本県の

土壌に対応した土壌診断や施肥処方のシステム化等に取り組みます。 

④ 亜熱帯地域の特性を生かした農林水産業施策を展開する上で必要な技術開発の

一環として、生産者の技術支援等に対応するため、農業技術情報センターにおけ

る情報提供体制の強化を図ります。 

⑤ 水産資源の適切な保全・管理に向けて、管理方法や利活用法についてのシステム

化に取り組みます。 

⑥ 農林水産業などの地域経済を支える産業の持続的な成長発展に向けた取組の一

環として、農林水産業については、農地データバンクの活用等による意欲ある就農

希望者の育成などに取り組みます。 

⑦ 台風の常襲地域である本県の水産業を安定的なものにするため、自然エネルギー

や再生エネルギー等を活用した陸上養殖施設を建設し、最新の水産技術やエネル

ギーマネジメントについてＩＣＴ技術等を活用し、費用対効果の高い水産物の生産に

ついて実証事業を行います。併せて、ＩＣＴ技術を導入した陸上養殖施設の建設費

用等について投資税控除制度を創設する等新たな制度創設に向けて取り組みま

す。 

⑧ 農産物生産者へ、経営分析、生産技術、販売、物流、融資などの情報を提供する

農業クラウドは、市場の飛躍的な伸びが予測されており、効率化を進めるためのク

ラウド活用を促進します。 

 

(2)  ＩＣＴを利活用した観光産業の振興 

＜現状と課題＞ 

① 本県では、観光を県経済のリーディング産業と位置づけ、昭和５１年度より５次にわ

たり観光振興基本計画を策定し、基盤整備等を進めるとともに、平成１４年から４次

にわたり観光振興計画を策定し、具体的な取組みを進めてきた結果、国内有数の

観光・リゾート地として評価を得ています。 

② 平成２４年５月に決定した沖縄県観光振興基本計画においては、平成３３年度の達

成目標として、観光収入を１兆円、入域観光客総数を１，０００万人とし、諸施策を

積極的に展開することとしています。 

③ 前記沖縄県観光振興計画では、沖縄観光の課題として①観光地域間の国際競争

に対する対応、②環境問題に対する対応③基幹産業としての役割の発揮④継続

的な観光基盤の整備推進⑤観光に対する県民理解のさらなる促進⑥観光振興に
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資する人材育成の推進の６点が挙げられており、ICTを利活用することによりこれら

の課題を解決する施策が求められている。 

 

＜施 策＞ 

① 国際的な沖縄観光ブランドの確立に向けて、世界水準の観光地としてふさわしい

舞台づくりを推進するため、ＩＣＴの利活用による効果的かつ効率的な観光客の受

入体制整備などに取り組みます。 

② 観光リゾート産業の振興に向けて、各離島の魅力やイメージをＷｅｂサイトやＳＮＳ

などを通した積極的な発信などに取り組みます。 

 

(3)  情報通信関連産業の振興 

本県は、東アジアの中心に位置し、豊富な若年労働者を有するなど本県の特性を

最大限に生かし、アジアにおける国際情報通信拠点“ＩＴブリッジ”として我が国とアジ

アの架け橋となることを目指し、沖縄ＩＴ津梁パークを中核に国内外からの企業立地促

進、県内立地企業の高度化・多様化、人材の育成・確保、情報通信基盤の整備等に

ついて取り組みます。情報通信関連産業の振興における指針として、第２章３(３)で記

載しているとおり、「おきなわＳｍａｒｔＨｕｂ構想」があり、その実現イメージは次図のとお

りです。 
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ア 情報通信関連産業の立地促進 

＜現状と課題＞ 

① おきなわ SmartＨｕｂ構想では、平成２３年度時点で２３７社であった情報通信関連の

進出企業数を、平成３３年度までに、４４０社とすることを目標に掲げています。 

② 情報通信関連産業が、本県におけるリーディング産業としてより一層の発展を遂げ

ることが期待されています。 

③ 情報通信産業振興地域制度や情報通信産業特別地区制度等の利活用促進を図る

必要があります。 

④ 国内外の企業、行政、各種団体等による災害等に備えた事業継続体制の構築に貢

献することが求められています。 

＜施 策＞ 

① 国内企業のみならずアジアなど海外からの企業及び人材の誘致・集積を積極的に

推進し、情報産業クラスターの形成に取り組みます。 

② 沖縄の持つ優位性など本県への立地メリットをアピールしたプロモーション活動を、

国、市町村及び関係機関との連携のもと戦略的に展開します。 

③ コンタクトセンターやＢＰＯ（Business Process Outsourcing）業務及びテスティング業

務等、雇用吸収力の高い業種やコンテンツ制作・ソフトウェア開発等、人材依存型業

種を重視した誘致活動を実施します。 

④ クラウドコンピューティングに対応したデータセンターやクラウドサービス事業者等の

誘致を積極的に推進します。 

⑤ 重要データのバックアップ拠点やシステム開発の分散拠点の形成に向けた取組を推

進します。 

 

イ 県内立地企業の高度化・活性化 

＜現状と課題＞ 

① おきなわ SmartＨｕｂ構想では、平成２３年度時点で３，４８２億円であった情報通信関

連産業の生産額を、平成３３年度までに、５，８００億円とすることを目標に掲げていま

す。 

② おきなわ SmartＨｕｂ構想では、平成２３年度時点で４８７社であった情報通信関連企

業総数を、平成３３年度までに、７９０社とすることを目標に掲げています。 

③ 産業振興の一翼を担う県内ＩＴ企業の高度化は、企業誘致による外部活力の導入と

両輪の役割として重要であります。従来の下請け中心の受注型ビジネスモデルから、

新たな組み込みシステムの開発など高付加価値の情報通信技術・サービスを提供す

る提案型ビジネスモデルへの転換を実現する必要があります。 

＜施 策＞ 

① 県内 IT企業による不断の技術革新への取組や、人材の育成・確保、県外・海外市場
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への事業拡大等に対する多角的な支援を行います。 

② 県内企業によるオープンソースソフトウェア（ＯＳＳ）活用促進センター等の開発環境

の活用を促進します。 

③ 高付加価値の情報通信技術・サービスを提供する提案型ビジネスモデルへの転換

を実現するための人材育成や研究開発等の取組を促進します。 

④ 県外・海外市場への展開を支援するため各種プロモーション機会の提供やビジネス

マッチング等を促進します。 

⑤ 県内で開発されたソフトウェア・ＩＴサービス等の信頼性確保等に向けた支援を実施し

ます。 

 

ウ 多様な情報系人材の育成・確保 

＜現状と課題＞ 

① 成長を続けるアジア地域を視野に入れた情報通信関連産業の新たな振興を図る必

要があります。 

② おきなわ SmartＨｕｂ構想では、平成２３年度時点で３１，８４５人であった情報通信関

連産業の雇用者数を、平成３３年度までに、５５，０００人とすることを目標に掲げてい

ます。 

③ 沖縄経済を牽引する情報通信関連産業をより発展していくため、人材育成を推進す

る必要があります。 

④ 離島地域などの地域においては、地域のニーズに応じた多様な産業人材の育成を

推進することが求められています。 

⑤ 失業率が全国一となっている本県において、情報通信関連産業については、雇用機

会の創出、拡大が期待できるが、同産業分野が求める人材が不足している等、雇用

のミスマッチが生じている。  

 

＜施 策＞ 

① アジアと我が国双方のビジネスを結びつける幅広いＩＴ人材の育成に取り組むととも

に、県民のＩＴリテラシー向上から企業の即戦力となる人材まで多様な人材の育成・

確保に取り組みます。 

② 沖縄ＩＴ津梁パークに整備するアジアＩＴ研修センターの利活用促進を図るとともに、ア

ジアＯＪＴセンターの機能強化を図り、県内立地企業の高度化に資する多様な研修

やアジアと我が国双方のＩＴビジネスを結びつける幅広い研修を実施するほか、事業

者間の交流機会の創出や国内外の研修関係機関及び企業との連携強化を図りま

す。 

③ コールセンターやＢＰＯ業務等雇用吸収力のある分野において、エントリーレベルか

らテクニカルサポート（技術系）やアウトバウンド業務（営業系）等、幅広い人材の育
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成・確保を促進します。 

④ クラウド関連ビジネス、新たな組み込みシステムの開発、デジタルコンテンツ制作な

どの分野で、情報通信技術の急速な進化に対応し、新たなビジネスモデルの提案、

開発、販売、運用ができる実践的かつ多様な人材育成を産学官連携により推進し、

人材供給機能の強化を図ります。 

⑥ 国内・海外から優秀な人材を誘致し、本県への技術移転やノウハウの蓄積及び企業

立地等を促進します。 

⑦ 産業界や県内大学、専門学校、高等学校などの人材育成機関、市町村等との産学

官連携を強化し、学校現場等におけるＩＴ教育を推進します。 

⑧ 国際的・先進的なＩＴビジネスの創出に資する高度で実践的な情報系人材育成機関

の設立に向けて取り組みます。 

⑨ ＩＴ関連資格の取得を促進するための支援に取り組み、地場及び進出企業への就職

を促進します。 

⑩ クラウドサービスや新たな組みシステムの開発など、情報通信技術の急速な進化や

企業ニーズに即応する実践的かつ多様な人材の育成を図ります。 

⑪ 若年層のＩＴ企業への就職・定着支援や、立地企業の人材育成機能の強化に取り組

みます。 

⑫ 国際的に活躍するＩＴ人材を戦略的に育成するため、アジアＩＴ研修センターの整備や

アジアＯＪＴセンターの機能強化を図ります。 

⑬ 国際的・先進的なＩＴビジネスの創出に資する高度で実践的な情報系人材育成機関

の設立に向けて取り組むなど、立地企業や世界市場への恒常的な人材供給機能の

確立を推進します。 

⑭ 求職者への支援対策の一環として、育児中の女性に対するパソコン講座等を実施

し、求人と求職のミスマッチ解消などに取り組みます。 

 

エ アジア・太平洋地域の共通課題に対する技術協力等の推進】 

＜現状と課題＞ 

① 本県のＩＣＴ技術を活かした国際協力や貢献活動が求められています。 

② 本県では島しょ県であることによる不利性を克服するため、情報通信関連産業等の

振興を図り、自立型経済の構築に向けて取り組んでいるところです。 

＜施 策＞ 

① 沖縄ＩＴ津梁パークにアジアＩＴ研修センターを整備するとともに、アジアＯＪＴセンター

の機能強化を図ります。 

② アジアと我が国双方のＩＴビジネスを結びつける幅広い人材育成支援事業を展開しま

す。 

③ 国内外の研修関係機関との連携強化を図ります。 
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④ 沖縄独自の技術・ノウハウ等を有するＩＴ分野等について、アジア・太平洋地域の途

上国等に対して、積極的な情報提供、技術協力等を推進します。 

 

オ 国際的な災害援助拠点の形成 

＜現状と課題＞ 

① 日本本土から遠隔性など本県の地理的特性を活かした、日本とアジアを結ぶＩＴブリ

ッジとしての役割が求められています。 

＜施 策＞ 

① 国内外の企業、行政、各種団体等による災害等に備えた事業継続体制の構築に資

する重要データのバックアップ拠点や、システム開発分散拠点の形成に向けた取組

を推進します。 

 

（4） ＩＴ産業と他産業の連携による新たなサービス開発の促進 

＜現状と課題＞ 

① 情報通信関連産業と他産業との連携強化により、付加価値の高いビジネスモデルの

創出が求められています。 

 

＜施 策＞ 

① 情報通信関連産業と他産業との連携強化については、観光、文化、ものづくり、流通

・小売、バイオテクノロジー、環境・エネルギー等、多様な分野の事業者等との連携・

融合や、ＧＩＳ（地理情報システム）の利活用促進等による付加価値の高いビジネス

モデルの創出を促進します。 

② 医療、福祉、教育、防犯・防災等の分野における情報通信技術の積極的な活用によ

る新たなサービスの創出を促進します。 

 

（5） IＣＴの利活用による競争力強化 

＜現状と課題＞ 

① 県内の中小企業等は零細で脆弱な経営基盤で IT の利活用が進んでいません。一

方、近年のクラウド技術の進展等により、クラウドを活用した低コストでの戦略的な IT

経営化のハードルは下がりつつあります。様々な分野での業務効率化を進めるため

のクラウド活用を促進します。 

＜施 策＞ 

① 伝統工芸を持続的に発展できる産業として競争力を高めていく一環として、伝統工芸

コンテンツのデータベース化による新たな工芸品開発促進等、工芸品の高付加価値

化に取り組みます。 
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（6）  ＩＣＴを利活用したワーク・ライフ・バランスの推進 

＜現状と課題＞ 

① 少子高齢化社会が到来している今日、若者や女性、高齢者、介護者、障害者を始め

とする個々人の事情や仕事の内容に応じて、クラウドなどの ITサービスを活用し、外

出先や自宅等、場所にとらわれない就業を可能とし、多様で柔軟な働き方が選択で

きる社会の実現が求められています。 

＜施 策＞ 

① 仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの推進について、ＩＣＴの利活用によ

り、在宅勤務など時間や場所の制約を受けない多様な働き方の実現など、働きやす

い環境の整備を促進します。 

 

(7) ＩＣＴを利活用した知的・産業クラスターの形成 

＜現状と課題＞ 

① 本県が国際的な先端的頭脳集積地域として発展していくため、国内外の研究機関や

民間企業等の集積及び国際研究ネットワークの構築による知的・産業クラスターの

形成が求められています。 

＜施 策＞ 

① 沖縄科学技術大学院大学の総合的な周辺整備の一環として、周辺地域における光

ファイバー網を整備し、利用促進を図ります。また、知的・産業クラスター形成に向け

て、電子医療情報を活用した研究開発の促進などに取り組みます。 

 

(8)   ＩＣＴリテラシー向上による就業機会の創出 

・ ア 雇用対策と多様な人材の確保 

求職者への支援対策の一環として、育児中の女性に対するパソコン講座等を実施し、求

人と求職のミスマッチ解消などに取り組みます。 

 

(9)  ＩＣＴ分野における国際貢献 

① 本県では島しょ県であることによる不利性を克服するため、情報通信関連産業等の

振興を図り、自立型経済の構築に向けて取り組んでいるところです。 

② あわせて、アジア・太平洋地域の諸国で抱える共通課題の解決に向け、本県が持つ

地理的な特性やこれまで培った経験や知識を生かし、様々な分野において国際協力

・貢献活動を推進しているところです。 

・  ア 国際協力・貢献活動の推進 

アジア・太平洋地域における国際的な共通課題の解決に向けた国際協力・貢献活動の

一環として、沖縄科学技術大学院大学における国内外からの研究者等の誘致に向

けて、光ファイバー網の整備等、同大学の周辺環境の総合的な整備を図る。 
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・ 日米クリーンエネルギー技術協力の一環として実施される、沖縄・ハワイクリーンエネル

ギー協力を通して、沖縄が技術・ノウハウ等を有する IT 等の分野について、アジア・太平洋

地域の途上国等に対して、積極的な情報提供、技術協力等を推進しています。スマートグリ

ッドの研究などによる、島嶼地域での再生可能エネルギー導入や省エネルギー技術の発展

を目指した国際協力拠点の形成を推進する。 
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【産業分野における推進施策】 

 

○あぐー豚等のトレーサビリティーシステムを構築 

○生鮮食品の出荷情報のシステム化、ブランド認知度向上に向け、Ｗｅｂでの情報発信 

○土壌診断、施肥処方のシステム化 

○農業技術情報センターにおける情報提供体制の強化 

○水産資源の適切な保全・管理のシステム化 

○陸上養殖施設の建設・実証実験、投資税控除制度の創設 

○農地データバンクの活用等による意欲ある就農希望者の育成 

○自然エネルギーや再生エネルギー等を活用した養殖施設を建設 

○養殖施設の建設費用等について投資税控除制度を創設 

○農産物生産者へ、経営分析、生産技術、販売、物流、融資情報等提供システムの構築 

○国際的な沖縄観光ブランドの確立に向けＩＣＴの利活用による受入体制整備 

○各離島の魅力やイメージをＷｅｂサイトやＳＮＳにより情報発信 

○情報通信関連企業及び人材の誘致活動を推進し、情報産業クラスターの形成 

○県内ＩＴ企業の技術革新への取組み、人材育成・確保、市場拡大、他産業との連携強

化、国内外研究機関との連携等多角的支援 

○沖縄ＩＴ津梁パーク整備促進 

○医療、福祉、教育、防犯・防災等の分野におけるＩＣＴ活用による新たなサービス創出 

○伝統工芸コンテンツのデータベース化による新たな工芸品開発、高付加価値化促進 

○ＩＣＴ利活用によるワーク・ライフ・バランスの推進 

○沖縄科学技術大学院大学周辺地域における光ファイバー網を整備 

○知的・産業クラスター形成に向けて、電子医療情報を活用した研究開発の促進 

○IT 等の分野におけるアジア・太平洋地域の途上国等への積極的な情報提供、技術協力 

など 
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３ ＩＣＴ利活用による行政サービス向上と業務効率化・サービス向上 

 

ＩＣＴ分野における技術やサービスは、日進月歩で進化・変化を続けており、ソーシャル

メディアの興隆、モバイル機器の普及、クラウドコンピューティングの発展など、いつでも・

どこでも・誰でも、情報の受発信や様々なサービスが利用できる環境が身近になってきて

います。 

 

行政部門においても、これら新たなメディアやデバイスを活用することで行政サービス

の質の向上と効率的な事務に取り組む必要があります。 

また、国では、「電子自治体の取組みを加速する１０の指針」において、自治体クラウド

の導入やオープンデータの推進など、行政情報システムの改革に関して、地方公共団体

に期待される具体的な取組を提示しています。 

 

一方、ＩＣＴの活用範囲の拡大に伴い、ＩＣＴに対する行政投資にも厳しい目を向ける必

要があるほか、サイバー空間における様々な脅威への対応も強化する必要があります。 

このような状況に鑑み、以下の 4 点について取り組みます。 

 

 

 

 

（1）   利便性の高い行政サービスの提供 

ア 行政手続きのオンライン利用 

＜現状と課題＞ 

① 電子自治体の構築については、これまで電子申請システム、電子入札システムな

ど行政手続のオンライン利用を中心に取り組んでいるところですが、更なる住民満

足度の向上を図るため、ＩＣＴ利活用について幅広く取り組む必要があります。 
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＜施 策＞ 

① 行政手続きについて、庁内の情報連携等によるワンストップ化や利便性の向上を

図ります。 

② 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の、平成28年1月から運用開始に

対応したシステムについても整備を図っていきます。 

③ 県民への情報提供についても、利用者に届きやすいメディアの適切な利用などによ

り一層の充実を図ると共に、県が保有する各種情報等について二次利用が可能な

形で民間に開放する、いわゆるオープンデータを推進し、行政の透明性や信頼性

の向上、新ビジネス・新サービスの創出を支援し、地域経済の活性化を図ります。 

 

(2)   情報システムの効率化 

＜現状と課題＞ 

① 番号制度の導入や技術革新などへスピード感を持って対応していくためには、プラ

ットフォーム化、一体的な運営、クラウドの活用がキーワードとなります。 

＜施 策＞ 

① 県が保有する情報システムについては、システムの統合や仮想化による機器共

有、運用ポリシーの統一など、安定的な運用や更新を行っていくために、県全体と

して最適なあり方を目指すとともに、調達・運用事務の集約に取り組み、全体として

運用コストの圧縮を図ります。 

 

② 職員の適切なワーク・ライフ・バランスの実現や、災害時等の業務継続性、生産性

の向上のため、モバイル端末の利活用やそのための仕組み等の導入に取り組み

ます。 

 

(3)   情報セキュリティの強化、事業継続性の確保 

＜現状と課題＞ 

① 地方公共団体は、個人情報をはじめとする様々な重要情報を保有しており、近年

頻発するサイバー攻撃や人的要因による個人情報等の漏洩事案の発生など、サイ

バー空間における様々な脅威は今後も増加すると予測されます。サイバーセキュリ

ティ基本法が成立し、地方公共団体にはサイバーセキュリティに関する自主的な施

策を策定し、実施する責務を有することが規定されたことからも、情報セキュリティ

に対してなお一層の対応が求められます。 

② 災害が発生した場合においても、行政運営の確保の観点から情報システムが適切

に運用されるための体制を確立させる必要があります。 

＜施 策＞ 

① 情報セキュリティにおける人的・物理的・技術的な側面からの一層の強化に努め、
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サイバー環境の変化に対応しつつ、情報インシデントへの対応力向上を目指しま

す。 

③  災害発生時の事業継続性を考慮した情報システムの構築・運用体制を確立しま

す。 

 

(4)   ＩＣＴガバナンス体制の強化、人材育成 

＜現状と課題＞ 

① 高度かつ複雑化する情報システムの構築・運用に当たっては、全体最適な視点か

ら採用技術、セキュリティ、コスト、スケジュール等において適切な判断やそれに基

づく調達をしていくことが求められています。ただし、その質と量の両面から求めら

れる難易度は高いものであることから、これまで以上にガバナンス体制としての組

織強化を図る必要があります。県全体で適切な人材と予算を配分して、効果的に

活用していくようにしなければなりません。 

＜施 策＞ 

① ＩＣＴ部門について、外部人材を活用して安価で効率的に情報システムの調達・構築

・運用（または支援）が行うことができるようＩＣＴ専門外部人材交流制度の創設やＩＣ

Ｔ構築等専門組織の構築について取り組んでいきます。同時に、内部人材の育成

をすすめ、これを継続して実施していくことのできる体制の確立を目指します。 

② セキュリティ意識の向上を図る研修の実施等、一般職員に対しても一層の啓蒙を

図ります。 
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【行政分野における推進施策】 

 

○行政手続きについて、利用者視点で業務を見直し、ワンストップ化や利便性の向上 

○オープンデータの推進 

○情報システム運用コストの圧縮に資する全体最適化の推進、調達・運用事務の集約 

○業務へのモバイル端末の導入 

○情報インシデントへの対応力向上 

○災害発生時の事業継続性を考慮した情報システムの構築・運用体制の確立 

○ＩＣＴ専門外部人材交流制度の創設やＩＣＴ構築等専門組織の構築 

○内部人材の育成と一般職員のセキュリティ意識の啓蒙 

など 
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４ ＩＣＴ利活用の下支えとなる情報通信基盤整備の推進 

 

県民生活、産業、行政などあらゆる分野において、生活の質の向上や新たな価値の創

造に ICT が貢献できる分野がますます広がります。それに伴い情報の流通量も今後大幅

に増大することが予想されます。世界的にも今後インターネット上を流通するデータの量

は、爆発的に増加するといわれており、沖縄県においてもデータの流通量の増大に対応で

きる情報通信基盤を整備する必要があります。 

 

本島都市部と各離島との通信格差解消に向けた本島と離島間の海底光ケーブルの設

置や、災害時の情報伝達手段の確保等に向けた行政情報通信ネットワークの高度化を引

き続き推進していきます。 

 

併せて、県内の情報インフラの地域間格差を解消するための離島や過疎地域等におけ

る超高速ブロードバンドの整備、県民や観光客等が誰でもどこでもインターネットにアクセ

スできる環境の実現に向けたＷｉ－Ｆｉスポットの整備を進めます。 

 

 

 

 

(1) 沖縄県総合行政情報通信ネットワークの高度化 

＜現状と課題＞ 

① 総合行政情報通信ネットワーク（防災行政無線）は、災害時における通信手段である

とともに、平時においては行政情報伝送路として利用されており、今後も安定的に運

用される必要があります。 

＜施 策＞ 

① 現行の総合行政情報通信ネットワーク（防災行政無線）の老朽化に伴う再整備に併
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せて高度化を推進します。 

 

(2)   本島～離島間の中継伝送路整備 

＜現状と課題＞ 

① 離島地区においては、主に採算性の問題から、民間主導による情報通信基盤の整

備が進まないため、本島都市部と同様の情報通信サービスが利用できない状況に

あり、情報格差が生じています。特に、本島～離島間の通信が集約される主要幹線

（中継伝送路）において、高速大容量の海底光ケーブルが未整備または不十分なた

め、信頼性、通信容量等に課題があります。 

＜施 策＞ 

① 各離島から本島までの海底光ケーブルが２ルート化されるよう整備し、本島～離島

間で高速大容量かつ災害や障害に強い安定的な情報通信基盤を構築します。 

 

 

 

 

(3) 全島超高速ブロードバンド環境の実現 

＜現状と課題＞ 

① 本島中南部の都市部や宮古島、石垣島、久米島の一部などでは超高速ブロードバ

ンド環境が整備されていますが、その他の離島や北部地区の一部においては、同様

の環境が整備されていないため、ICT を活用した観光、教育、医療、福祉、防災等様

々な施策を展開する上で課題となっています。 
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＜施 策＞ 

① あらゆる分野において ICT 利用による利便性を全県的に等しく享受するための環境

づくりとして、電気通信事業者による自主開局が困難と認められる地域を対象に超

高速ブロードバンド環境の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

(4)   公衆無線 LAN の整備 

＜現状と課題＞ 

① 公衆無線 LAN は、これまで主に通信事業者によるインフラ整備が進んでおります

が、携帯電話等の契約者に対するデータのオフロードを目的に整備されており、外

国人観光客を中心に公衆無線ＬＡＮの充実に対する要望が強く、滞在先において手

軽に情報を入手できるよう、観光拠点等における公衆無線ＬＡＮ環境の充実が求め

られています。 

② 公衆無線 LAN は、パソコンや携帯端末からインターネットにアクセスする手段だけで

なく、家電製品や計測センサー等様々な機器をインターネットに接続させることで、利

便性を向上させる情報インフラとしても今後期待されています。 

＜施 策＞ 

① 市町村、民間と連携し、地域全体で公衆無線 LANが利用できる環境整備を推進しま

す。また、統合認証基盤の整備等、利用手続き時の利便性が向上する方式での整

備を進めます。 
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 本土－沖縄－アジア間の通信環境の充実 

＜現状と課題＞ 

① 情報通信関連産業の集積・高度化に必要な基盤を整備する必要があります。 

② 企業立地の集積拠点を整備する必要があります。 

③ 離島等の条件不利地域において、都市部など基盤整備が進んでいる地域と同様な

ブロードバンド環境の確保が求められています。 

＜施 策＞ 

① アジアのＩＴビジネスの進展や技術革新、新たなサービスモデルの創出等、次代を見

据えた企業立地環境・支援機能の整備を図り、民間企業の立地や投資を促進しま

す。 

② アジア各地との間のＧＩＸ網の拡充を図ります。 

③ 本土－沖縄間の通信環境を充実させることで、沖縄を我が国とアジアにおける国際

情報通信拠点として活性化します。 

④ 通信コスト低減等による国内及び海外向けの情報通信基盤の拡充を図ります。 

⑤ ＳＮＳをはじめ各種クラウドサービスの実施に必要となる沖縄型クラウドセンターの基

盤については、クリーンエネルギー等を活用し、大規模災害にも対応できる次世代

型データセンターの設置及び安全・低コスト・高品質のサービス提供が継続的に可

能な環境等の整備を促進します。 

⑥ 沖縄ＩＴ津梁パークにおける民間施設の整備を促進するとともに、市町村等によるＩＴ

企業の入居施設整備促進や、集積拠点間の通信網強化を図ります。 

⑦ 離島等条件不利地域において、情報通信基盤の高度化を図るとともに、適切に維持

管理が行われるよう支援し、安定かつ質の高い情報通信環境を確保します。 
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【情報通信基盤分野における推進施策】 

 

○総合行政情報通信ネットワーク（防災行政無線）の高度化 

○全島超高速ブロードバンド環境の実現 

○公衆無線ＬＡＮの整備 

○本土－沖縄－アジア間の通信環境の充実 

など 
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第 4 章 ICT 施策の総合的な推進 

 

本戦略では、これまで沖縄２１世紀ビジョン実施計画等に基づき個別に実施されてきた

ICT 施策について、新たな ICT の技術動向や沖縄が抱える社会課題に対応するため、本県

の ICT 施策を再構築しつつ、組織横断的かつ総合的な観点から各分野における取組みを

推進していくこととしています。 

組織横断的かつ総合的な観点から取り組むべき施策については次のとおり。 

 

 

１ 現状の ICT 施策を全体から俯瞰し、利活用を底上げ 

 

第３章では、これまでに２１世紀ビジョン等に基づき実施されている本県のＩＣＴ施策を洗

い出し、最新の技術動向や有識者等の意見等を踏まえながら全体から俯瞰し、取組が遅

れており、かつ、２１世紀ビジョン基本計画で目指す施策の推進に寄与する分野について、

新たな施策として盛り込みました。これらの新たな施策を推進することで県の施策のＩＣＴ利

活用の全体的な底上げを図ります。 

 

【新たな施策】 

○ＩＣＴシステムのグリーン化に向けて、県内の産業や行政等の個々のシステムをエネル

ギー効率のよいクラウドデータセンターへの集約を促進 

○医療・看護・介護等における情報連携の強化 

○地域住民が安心して暮らせるよう、ICTの利活用による地域内の高齢者や児童等の見

守り体制の強化 

○生活基盤の維持・強化に向けて、センサーネットワークを活用した道路や橋梁等の社

会インフラの遠隔監視による予防保全的な維持管理等の推進 

○県民のＩＣＴ利活用力の向上に向けた取組を推進 

○産業の競争力強化のためのクラウド活用の促進 

○自然エネルギーや再生エネルギー等を活用した植物工場建設 

○ＩＣＴの利活用によるワーク・ライフ・バランスの促進 
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第５章 施策の推進体制等 

 

１ 推進体制 

本県では、高度情報化施策を推進するとともに、電子自治体推進のための体制整備を

図るため、沖縄県高度情報化推進本部（以下「推進本部」という。）を設置しています。本戦

略に基づき各施策については、推進本部を中心に各部局等との連携を密にしながら、着

実な推進を図ります。 

 

全庁的な情報化推進体制

本部長（知事）

副本部長（両副知事）

幹事長（情企画部企画振興統括監）
幹事会
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に
応
じ
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幹事

※各主幹課等を所管する課長クラス

推進本部を補佐し、推
進本部に提示する事項
等について調整

ネットワークを共有
する部局等で構成

沖縄県高度情報化推進本部

副幹事長（企画部総合情報政策課長）

 

２ 進捗管理 

本戦略に関する進捗管理は、２１世紀ビジョンのＰＤＣＡを基に、総合情報政策課にて進

捗状況を把握し、外部有識者等による助言を頂きながら、本戦略の見直し等について検討

を行い、高度情報化推進本部において報告していくこととします。 


