
１．潤いと生きがいのある生涯学習社会の実現 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1 生涯学習振興事業費 生涯学習振興課
　県民一人一人の学習意欲を高め、地域における生涯学習の一層の振興を
図るため、「おきなわ県民カレッジ」の講座等を県内全域で実施する。

5,028

2
遠隔講義配信システム等整
備充実事業

生涯学習振興課
　県民の学習機会の拡充を図るため、遠隔講義配信システム機能等をウェ
ブサイト「沖縄県生涯学習情報プラザ」に整備し、おきなわ県民カレッジ主催
講座を離島等へ配信する。

17,546

3
明るい長寿社会づくり推進機
構事業

高齢者福祉介護課
明るい長寿社会の実現に向けて、高齢者がこれまで培った豊かな経験と知
識、技能を発揮し、生涯を健康でかつ生きがいを持って社会活動ができるよ
う基盤づくりを進める。

63,290

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧
資料３



２．自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充実 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1 学力向上学校支援事業 義務教育課
学力向上支援室が学校を直接訪問し、具体的で実行性のある支援を行うこ
とで、訪問校の学力の底上げを図る。又、授業改善を図るために「授業改善
支援員」を派遣し，日常的な授業改善を推進する。

10,000

2
スクールカウンセラー・スクー
ルソーシャルワーカー等配置
事業

義務教育課

　いじめ等の悩みやストレス等を心に抱える生徒や保護者、教師に対してス
クールカウンセラーを各学校に配置し、カウンセリングを行い、その解消に努
めるなどの支援にあたる。
　福祉と教育について専門知識を有するスクールソーシャルワーカーを教育
事務所に配置し、校内体制づくりや関係機関とのネットワークの構築など、
児童生徒の置かれた環境の改善を図る。

179,013

3 学びの基礎力育成支援事業 義務教育課
　学びの基礎力育成支援アドバイザーを市町村立幼稚園等に配置して、保
幼小の連携体制を構築するとともに、学びの基礎力を育む幼児教育の充実
と小学校教育への円滑な移行を図る。

8,294

4 スポーツ振興事業費 保健体育課

①教科体育の充実のため、学校体育指導者の資質向上を図り、指導資料
等の作成、研修会等を実施する。
②運動部活動の充実のため、中・高等学校へ外部指導者を派遣する。
③学校体育団体の充実のため、中体連・高体連等に補助金を交付する。

53,595

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

5 学校給食研修事業費 保健体育課

①栄養教諭・学校栄養職員について、経験年数に応じた研修を実施し、健康
教育全般や学校給食に関する専門的知識、技術の向上を図り、現代課題に
対する実践力を養う。
②県外の研修等に参加することで、各県の取組状況などの情報交換を行
い、県内研修の充実や指導者の資質向上、学校における食育・健康教育の
推進に役立てる。

1,747

6 県立学校施設整備事業 施設課
学校の校舎等の整備については、魅力ある学校づくりを推進する「県立学校
編成整備計画」等に対応し、安全で快適な学習環境の充実した学校施設を
年次的に整備する。 4,988,684

7 放課後児童クラブ支援事業 子育て支援課
放課後児童クラブの公的施設活用を促進するための施設整備、民間施設活
用クラブの施設の老朽化に伴う、改修・修繕を支援を行う事業

184,741

8 一時預かり事業（幼稚園型） 子育て支援課
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、幼稚
園において一時的に預かり、必要な保護を行う事業

210,217

9 放課後児童健全育成事業 子育て支援課
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対
し、授業の終了後等に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活
の場を与えて、健全な育成を図るために実施する事業

746,840



NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

10 若年者総合雇用支援事業 雇用政策課
高校生を含む15歳から概ね40代前半までの者を対象に、専門のキャリア
コーチによる就職支援や、就職活動に必要な知識やスキルを提供するセミ
ナー等を開催し、若年者の職業観の育成から就職までを一貫して支援する。

92,677

11 インターンシップ拡大強化事業 雇用政策課 高校生県外インターンシップの実施 13,229

12 地域型就業意識向上支援事業 雇用政策課
産学官連携による地域のニーズに即したキャリア教育を実施する産学官・地
域連携協議会等に経費を補助する。

108,000

13 未来の産業人材育成事業 雇用政策課
　産業界と学校現場をつなぐコーディネーターを配置し、中長期的な視点の
もと、小中学校で、雇用に問題を抱える業界と連携し、業界理解を深め産業
人材を育成するための取り組みを行う。

36,389

14 技能五輪全国大会等準備事業 労働政策課
若年技能者の育成と、技能の大切さを広くアピールすることを目的に開催さ
れる技能五輪全国大会・全国アビリンピックの平成30年度沖縄開催に向け
て、準備を行う。

14,880

15 次世代の健康づくり事業 健康長寿課
沖縄県の長寿復活に向けて、副読本を活用した次世代への健康教育を推
進する。

15,042
（９月補正）



３．多様化、高度化する社会の変化に対応した教育の推進 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1
国際性に富む人材育成留学
事業

県立学校教育課
①高校生70名をアメリカ、欧州、アジア等へ1年間派遣し、大学生等30名を海外諸
国へ６ヶ月～２年間派遣し、計100名を派遣する。
②平成28年度に派遣する高校生及び大学生等の募集・選考を行う。

218,860

2 教育情報化推進事業 教育支援課
県立学校の校務用コンピュータについて、教員一人一台の整備を行い、校
務の効率化、教材研究の充実を図る。また、定期人事異動に係る職員動向
に伴い、パソコンを移動し、学校間の過不足に対応する。

61,523

3 沖縄科学技術向上事業 県立学校教育課
①沖縄科学グランプリ（科学の甲子園県予選）の開催
②先端研究機関等生徒派遣　　③合同宿泊学習会　　④科学フォーラムの
開催

7,173

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



４．教育の機会均等を図るための子どもの貧困対策の推進 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1
生活困窮者自立支援事業
（子どもの学習支援事業）

福祉政策課
貧困による教育格差や世代間の貧困の連鎖を防止するため、生活保護世
帯及び生活困窮世帯の児童・生徒に対し、学習支援事業を行う。

33,196

2 子育て総合支援モデル事業
青少年・子ども
家庭課

町村の就学援助を必要とする準要保護世帯の小・中学生に対する学習支援
を行うとともに、親に対する養育支援や就労支援を行う。また、住民税非課
税世帯の高校３年生を対象に大学等進学を目的に学習支援等を行う。

102,204

3
母子家庭等生活支援モデル
事業

青少年・子ども
家庭課

母子家庭の生活の安定を図るため、支援が必要な母子家庭に対し、民間ア
パート等を活用しながら生活や就労等の支援を行う。

59,651

4
ひとり親家庭認可外保育施
設利用料補助事業

青少年・子ども
家庭課

認可保育所に空きがない等の理由により、子どもを認可外保育施設に入所
させているひとり親家庭に対し、認可外保育施設がその利用料の全部又は
一部を減免した場合において、利用料減免相当額を補助する。

23,760

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

5 児童虐待防止対策事業
青少年・子ども
家庭課

児童相談所への児童虐待対応協力員、児童虐待専門カウンセラー及び嘱
託法律専門家等を配置し、児童の安全確認や適切な支援、保護者等へカウ
ンセリング等の機能強化や市町村業務に関する後方支援等を行う。

71,157

6
要保護・準要保護児童生徒
就学援助事業

教育支援課

　経済的理由によって就学困難となっている小・中学校の児童及び生徒の教
育機会の格差解消をはかり、義務教育の円滑な実施を図るため、生活保護
法に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮している準要保
護者に対して学用品費や学校給食費等の費用を援助するなどの就学援助
を行う。

市町村計上

7 パーソナル・サポート事業 雇用政策課

　本人の力だけでは個々の支援策を的確に活用して自立することが難しい
求職者に対し、パ－ソナル・サポ－タ－と呼ばれる専門の相談員が個別的、
継続的に関わり、本人に適した支援をコーディネートし、相談者が就労し、自
立するまでを支援する。

111,772

8 ひとり親世帯就職サポート事業 雇用政策課

　ひとり親世帯の父母等を対象に、託児機能付の基礎研修と３か月の職場
訓練を実施する就職支援を行う。
　基礎研修中は、訓練手当を支給する。職場訓練中は、訓練手当の支給と
保育料の支援を行い、訓練先へは訓練委託料を支給する。

62,400

9

生涯を通じた女性の健康支
援事業
（｢安全な妊娠の勧め｣健康教
育事業）

健康長寿課 安全な妊娠のための知識習得として学校関係者向けの研修会を開催する。 2,093

10 こども医療費助成事業 健康長寿課

市町村が実施するこども医療費助成事業に対し対象経費の2分の1を補助
する。
通院対象年齢：3歳児まで（H27.10～就学前児に拡大）
入院対象年齢：中学校卒業まで

1,279,311



５．地域を大切にし、誇りに思う健全な青少年の育成 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1
学校・家庭・地域の連携協力
推進事業

生涯学習振興課
「学校支援地域本部事業」、「放課後子ども教室推進事業」、「家庭教育支援
事業」及び「土曜日の教育体制等構築事業」の４細事業を実施する。

90,018

2 青少年交流推進事業
青少年・子ども
家庭課

青少年を他県に派遣するなど、交歓交流・学習の機会を与えることにより、
青少年の健全育成を図る。また、内閣府の青年国際交流事業への参加によ
り、青年相互の理解と友好の促進など次代を担う青少年を育成する。

7,570

3 青少年健全育成推進事業
青少年・子ども
家庭課

青少年のための健全な環境を整備するため、青少年育成県民運動の推進
や青少年保護育成審議会の運営、店舗等への立入調査の実施、青少年育
成県民会議の運営に要する経費への補助等を実施する。

10,508

4 子ども・若者育成支援事業
青少年・子ども
家庭課

ニート、ひきこもり、不登校など社会生活を円滑に営む上での困難を抱える
子ども・若者への一次的な相談窓口の管理運営、子ども・若者への各種支
援を実施する。

67,740

5 スクールサポーター
警察本部生活
安全部少年課

　少年の非行防止・立ち直り支援や学校等における児童等の安全の確保、
非行・犯罪被害防止教育の支援、地域安全情報等の把握と提供、いじめ問
題への対応

25,317

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



６．家庭・地域の教育機能の充実 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1
家庭教育力促進
「やーなれー」事業

生涯学習振興課
　基本的生活習慣の確立や規範意識など、家庭教育の改善充実のため、家
庭教育支援に関する全体計画を作成し、支援活動･広報活動･検証活動を行
う。

50,897

2 親子電話相談事業 生涯学習振興課
家庭教育に関する悩みや、不安を抱える保護者、友人関係等で悩む子ども
からの電話相談を実施する。

6,151

3 消費者教育・啓発事業 消費生活センター

　消費者が、消費生活を営むうえで自主的かつ合理的に考え行動すること
ができるよう、消費生活における知識や教育の機会を提供し、消費者の自立
を支援するため、以下の各種講座を開催する。
　・消費者学習教室
　・消費生活講座
　・教員対象講座
　・親子実験教室
　・地域連携講座
　・消費生活相談員資格取得支援講座

4,286

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



７．豊かな感性を育む文化の継承と発展 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1 しまくとぅば普及推進事業 文化振興課
沖縄文化の基層である「しまくとぅば」を次世代へ普及・継承するため、全県
的かつ横断的な普及活動や県民運動等を行なう

28,851

2 博物館・美術館指定管理費 文化振興課 沖縄県立博物館・美術館の指定管理料 303,867

3 博物館・美術館費 博物館・美術館 博物館・美術館に関する資料収集、調査研究、展示等に関する経費 128,768

4
組踊等沖縄伝統芸能普及啓
発事業

文化財課

県内の児童・生徒が組踊等の無形文化財に触れ、伝統芸能の素晴らしさを
体感することは、本県の歴史と文化を正しく理解し、大きな誇りを持つことに
寄与することから、児童・生徒に組踊をはじめとする沖縄の伝統芸能の鑑賞
機会を提供している。

3,118

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

5
沖縄県芸術鑑賞機会提供事
業

文化財課

次代を担う児童生徒を対象に優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供し、芸
術文化に対する興味・関心を喚起させ豊かな情操の涵養に資するとともに、
公演団体は県内の芸術文化団体を起用してその活動の場を確保し、本県芸
術文化の振興を図ることを目的として、沖縄県こども青少年芸術劇場と沖縄
県舞台芸術シアターを実施している。

870

6
沖縄県高等学校文化連盟補
助事業

文化財課
本県高校生の文化活動を推進するための組織である沖縄県高等学校文化
連盟の支援・育成をおこなう。

8,336

7
沖縄県中学校文化連盟補助
事業

文化財課
本県中学生の文化活動を推進するための組織である沖縄県中学校文化連
盟の支援・育成をおこなう。

2,840



８．新しい時代を展望した教育行政の充実 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1
沖縄県教育振興基本計画の
推進

総務課

・毎年度、計画（事業）の進捗状況の確認のため「沖縄県教育委員会の点
検・評価報告書」を作成する。
・教育委員会施策に関する各地区協議会を開催し、学校教育、社会教育等
に関して広く県民の意見を聴取する。

1,253

2
教育委員と地域住民等との
意見交換会及び教育事情視
察等

総務課
・教育委員と地域住民、市町村教育委員、学校教職員等との意見交換会の
実施
・様々な施策に対応するため、教育事情視察等を実施

1,923

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



９．健康な体をつくり県民が輝くスポーツの振興 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

1
スポーツツーリズム戦略推進
事業

スポーツ振興課
スポーツイベントの支援及び実施、スポーツコンベンションの誘致やワンス
トップ窓口機関への支援などを行う。

358,508

2
サッカーキャンプ誘致戦略推
進事業

スポーツ振興課
サッカーキャンプ誘致活動とともに、県内グラウンドの芝生環境の向上を図
るため、芝生管理の専門知識と技術を兼ね備えた人材を育成する。

62,223

3
スポーツコンベンション振興
対策費

スポーツ振興課
国内外からのスポーツコンベンションの誘致を図るため、情報の発信、各種
スポーツコンベンションの歓迎支援策等を実施する。

9,177

4 競技力維持・向上対策事業費 スポーツ振興課
国民体育大会への選手等派遣に係る経費、（公財）沖縄県体育協会の運営
費及び事業費（沖縄県選手の競技力向上に係る事業等）補助

212,044

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



NO 事業名 所管課 事業概要 H27当初予算

5 社会体育活動支援事業費 スポーツ振興課
沖縄県スポーツレクリエーション祭開催及び地域スポーツ活動支援事業に
係る経費

4,100

6 広域スポーツセンター事業費 スポーツ振興課
総合型地域スポーツクラブの創設・育成及び支援を行う広域スポーツセン
ターの運営費

4,444

7 地域健康力アップ推進事業 スポーツ振興課
総合型地域スポーツクラブを活用し、県民にスポーツをする機会の拡大を図
るためのスポーツ教室及び交流イベントに係る経費

26,731

8 体育施設整備事業費 スポーツ振興課 所管する社会体育施設の整備・充実を図るための経費 98,352



10．私立学校教育の振興 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要
H27当初予算
（参考）

1
私立学校運営費補助金
（一般補助）

総務私学課
私立学校の健全な発展に役立てるため、県内に私立学校を設置する学校法
人を対象に、私立学校の運営に要する経費を補助する。

2,687,335

2
魅力ある私立学校づくり推進
事業補助金

総務私学課
伝統・文化等に関する教育の推進など、私立学校が行う特色ある教育に対
し補助する。

81,367

3 私立高等学校等就学支援金 総務私学課
家庭の状況に関わらず、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受ける
ことができるよう就学支援金を給付し、経済的負担の軽減を図る。

1,156,225

4
沖縄県私立学校施設改築促
進事業費補助金

総務私学課
私立学校における安心・安全な教育環境の整備を図るため、学校法人が県
内に設置している学校施設の改築事業に対して補助する。

170,000

5 私立幼稚園読書環境整備事業 総務私学課
幼児が絵本等に親しむ環境を整備し、文字に対する興味を引き出し言語能
力の育成につなげ、学力向上の基礎とするため、私立幼稚園等が実施する
読書環境整備事業に要する経費を補助する。

25,247

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



11．大学教育の充実と基盤の強化 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要
H27当初予算
（参考）

1 看護大学教育費 保健医療政策課
看護大学の教育（講義・演習・実習）の充実を図り、保健医療福祉の向上に
貢献する看護職者及びリーダーを育成する。

54,298

2 看護大学教員研究費 保健医療政策課
研究活動の活性化のため、研究環境の充実、学会活動への参加支援、共
同研究の推進を図る。また、国際的視野に立った教育研究をなし得る教員を
育成するため、海外研修等の参加支援を図る。

38,216

3 看護大学施設等整備費 保健医療政策課
看護大学の教育用備品を整備する。また学内ネットワークを構築し教育環境
の充実強化を図る。

48,937

4 県立芸術大学大学運営費 文化振興課 大学の管理運営に必要な経費及び重要文化財の保存管理に要する経費 208,032

5 県立芸術大学施設整備費 文化振興課 大学の教育環境の維持、改善のため、施設設備整備等に要する経費 23,293

6 県立芸術大学教育研究費 文化振興課 大学教育の実施のため、教育研究に要する経費 174,778

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧



12．大学による社会貢献の推進 （単位：千円）

NO 事業名 所管課 事業概要
H27当初予算
（参考）

1
島しょへき地の地域包括ケア
システム構築支援事業

保健医療政策課 島しょ・へき地の保健医療福祉職者の研修プログラムを開発・実施・評価する。 7,949

2 島しょへき地看護職者研修 保健医療政策課
島しょ・へき地で勤務する看護職者の人材養成・人材確保のための看護研
修事業を実施する。

1,197

沖縄県教育大綱（案）に係る主な事業一覧


