
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

311

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

46学級
(46名配置)

44学級
(44名配置)

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

53,477 50,642
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

93,154
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

(施策の小項目) ○公平な教育機会の確保

主な取組 複式学級教育環境改善事業

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

取組内容
　個々の学年に応じたきめ細かな指導を実現し、複式学級の教育環境改善を図るため、
複式学級を有する小学校へ学習支援員としての非常勤講師を配置する。

年度別計画

担当部課 教育庁学校人事課

平成26年度実績

事業名 活動内容

複式学級教
育環境改善
事業

　複式学級を有する小学校135学級のうち、児童
数８名以上の複式学級を有する小学校52学級へ
非常勤講師51人を配置した。（52学級のうち、離
島・へき地は32学級）

活動指標名 計画値 実績値

非常勤講師配置学級数（非常勤講師配置人数） 44学級（44名）
51学級（51名）
(26年）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　きめ細かな指導の実施や教材準備・研究の改善、児童の理解・集中力の向上等、非常
勤講師の配置によって学習環境の改善が図られている。
　前年度計画段階では54学級への配置予定だったものの、当該年度必要実数では52学
級であり、そのうち51学級への配置（配置率98.1％）となっており順調といえる。

平成27年度計画

事業名 活動内容

複式学級教
育環境改善
事業

　複式学級を有する小学校123学級のうち、児童数８名以上の
複式学級を有する小学校56学級へ非常勤講師を配置する。
（56学級のうち、離島・へき地は48学級）

８名以上の複式学級を有する小学校への非常勤講師の配置



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

0％
（23年）

98.1％
（26年）

100% 98.1ポイント ―

傾向 全国の現状

3.6％
（24年）

3.4％
（25年）

3.5％
（26年）

→
1.9％
（26年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　臨任経験者や退職教員等といった人材の活用、地域と連携し適切な人材を紹介してもらう等、早い
段階から人材を確保する作業に着手し、4月から非常勤講師を配置するよう努めたものの、離島・へき
地においては教員免許保持者も少なく、未配置学級が1学級生じた。

成果指標

8名以上の児童で構成される複式学
級のうち、非常勤講師が配置されてい

る学級の割合

参考データ 沖縄県の現状・推移

小学校における複式学級の割合

　本県の小学校における複式学級の割合は、全国の状況（全国平均）と比較すると高くなってい
ることから、８名以上の複式学級を有する小学校へ非常勤講師を配置することで、学習環境の
改善を図っており、H24年度は配置率100％（46学級/46学級）、H25年度は100％（51学級/51学
級）、H26年度は98.1％（51学級/52学級）となっている。
　臨任経験者や退職教員等といった人材の活用、地域と連携し適切な人材を紹介してもらう等、
早い段階から人材を確保する作業に着手することで、H28年度の目標値100％の達成は可能と
思われる。

・非常勤講師の採用について、離島・へき地においては教員免許保持者の絶対数が少なく、人材の確
保が困難である。

・離島・へき地では臨任経験者や退職教員の情報だけでなく、地域の市町村教育委員会や各教育事
務所と連携を図り、早い段階から転入してくる人材のうち教員免許状保持者であるかといった情報も収
集する必要がある。

・引き続き以下の取り組みを実施しつつ、地域と連携を図り、転入して来る人材の情報を積極的に収集
していく。
　　　事務所ホームページでの臨任等募集
　　　過去の履歴書をもとに直接電話依頼
　　　学校（学校長）からの情報提供
　　　ハローワークへの求人募集
　　　本務教員の配偶者（教員免許保持者）への依頼



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

311

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

H27.4.1供
用開始予
定 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

864,883
（216,784）

0
一括交付

金
（ソフト）

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

(施策の小項目) ○公平な教育機会の提供

主な取組 離島児童・生徒支援センター（仮称）の整備・運営

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

取組内容
　高校のない離島出身者の経済的負担の軽減を図るとともに、離島振興に資するため、
高校進学する際の生徒の寄宿舎（学生寮）としての機能及び小・中・高校生の交流機能
を併せ持つ、離島児童・生徒支援センター（仮称）を設置する。

年度別計画

担当部課 教育庁　教育支援課

平成26年度実績

事業名 活動内容

離島児童・
生徒支援セ
ンター（仮
称）整備事

業

  平成26年４月に建築現場にて、埋蔵文化財が確
認されたため、一時工事中断し、埋蔵文化財セン
ターによる発掘調査を開始した。
　同年12月に文化財発掘調査を終了し、平成27年
１月に建築工事を再開した。
  平成28年1月の開所に向け住民説明会を開催
し、先行募集の入寮者（31名）を内定した。

活動指標名 計画値 実績値

― ― ―

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

大幅遅れ

　平成26年４月に建築現場にて、埋蔵文化財が確認されたため、一時工事中断。
　同年12月に文化財発掘調査を終了し、翌1月に建築工事を再開した。（約9ヶ月の遅れ）
　入寮対象離島市町村で当事業の進捗状況、概要等の住民説明会を開催し,開所に向
け準備が進められた。
　（12市町村、17離島で開催）

基本計画
の策定

「離島児童・生徒支援セ
ンター（仮称）」の整備



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

797,354
（743,354）

一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

- - - - -

傾向 全国の現状

647人
（24年）

657人
（25年）

670人
（26年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度計画

事業名 活動内容

離島児童・
生徒支援セ
ンター（仮
称）整備事

業

平成28年1月開所に向けて、建築工事及び必要備品の整備等
を行なう。

　県立埋蔵文化財センターと連携し、平成26年12月に文化財発掘調査を終了し、建築工事を再開した。
　事業の推進にあたり、関係離島町村等と連携を密にする必要があることから、下記の改善策を講じた。
・関係離島町村長等と意見交換(H26：6市町村)や学生寮見学会(H25：2カ所)等を実施した。
・南部離島町村長議長の代表者と教育支援課職員で構成する「離島児童・生徒支援センター（仮称）検討会議」を
設置し、意見交換(H25～26：４回)を行った。
・対象市町村担当者会議(H25～26：６回)や住民説明会(H26：12市町村)を実施した。

成果指標

-

参考データ 沖縄県の現状・推移

学生寮等の受入数
(県立高等学校寄宿舎、県外学生寮)

　離島児童・生徒支援センター（仮称）の整備により、学生寮の受入数が現状より120名増となることから、
その家族や生徒の経済的・精神的な負担の軽減が見込まれる。
　平成26年4月に建築現場にて埋蔵文化財が確認され、一時工事中断となったが、平成27年1月には工事
再開し、現在、平成28年1月開所に向け取り組んでいる。
　平成28年１月に開所予定であることから、現状より増加することが見込まれる。

・当初、平成27年４月開所を予定していたが、建築工事の中断により、開所時期を平成28年１月に計画変更した。

・現高校１，２年生については、すでに本島での生活基盤が整っていることや、入寮期間が１～２年と短くなること
から、先行募集の入寮希望者が定員を下回っている。

・当該事業の進捗状況、概要等について、関係離島市町村の県民に対し説明会を行う必要がある。

・交流施設の活用方法等について、関係市町村の意見・要望等を踏まえる必要がある。

・引き続き、関係離島市町村等との意見交換等の場を設置し、連携を密にしながら事業を推進していく必要があ
る。

・平成28年1月開所に向け、当該事業の進捗状況、概要等について、関係市町村へ地元説明会を開催する。

・引き続き、関係離島市町村等との意見交換等の場(平成27年度は３回程度)を設置し、交流施設の活用方法等
について、連携を密にしながら効果的な施設運営を行っていく。
　
・県広報誌、広報番組等での広報活動の他、市町村広報誌等での周知を図り、入寮希望者を募る。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

311

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

35,460 25,613 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

31,800 県単等
離島高校生
修学支援事

業

　高校未設置の離島出身の高校生を対象に、通学や居住に要
する経費を支援する(約520人を予定)。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　当事業では、年度別の活動指標は設定していないが、少子化が進む中、制度創設時
(H24)の実績値(552人)と比較して、平成26年度の実績値は519人となり、創設時の支援
実績をおおむね維持(約94％)していることから、順調であると判断できる。
　高校未設置離島出身の生徒の保護者の経済的・精神的負担の軽減に大きく寄与する
ことができ、離島の条件不利性を克服して、離島住民が安心して生活し働くことができる
持続可能な地域社会の形成につながっている。

平成27年度計画

事業名 活動内容

支援生徒数 ― 519人

事業名 活動内容

離島高校生
修学支援事

業

　高校未設置の離島出身の高校生519人を対象
に、居住や通学に要する経費を支援した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

　高校のない離島出身の高校生を対象に、通学や居住に要する経費を支援することに
よって、保護者の経済的・精神的負担の軽減を図る。また、離島の条件不利性を克服し
て、離島住民が安心して生活し働くことができる持続可能な地域社会の形成につなげ
る。

年度別計画

担当部課 教育庁　教育支援課

平成26年度実績

(施策の小項目) ○公平な教育機会の提供

主な取組 離島高校生修学支援事業

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的負担軽減が強く求められている。

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

高校未設置離島出身の生徒を対象に居住費、通学費を支援



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

552人
(H24)

557人
(H25)

519人
(H26)

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

支援生徒数

　高校のない離島の高校生を対象に、通学や居住等に要する経費を支援することによって、保
護者の経済的・精神的負担の軽減に大きく寄与することが見込まれる。
　また、離島の条件不利性を克服して、離島住民が安心して生活し働くことができる持続可能な
地域社会の形成につながる。

・本制度の趣旨をふまえ、保護者への補助金の支払時期等、負担のかからないよう配慮する必要があ
る。

・補助対象経費の拡大については、国に要望しているものの、いまだ実現には至っていないが、保護
者が学校の行事や面談等に参加するための交通費等、経済的負担は広範囲に及ぶことから、まだま
だ経済的な負担は大きく、補助対象経費の拡充が求められている。

・各市町村間で、支払時期や回数が異なるため、それぞれ情報共有を図り、それぞれの地域の実情に
応じた改善が行われる必要がある。

・保護者へ当該支援についての周知を徹底し、保護者から補助金の申請漏れがないよう、担当者会議
等で市町村へ指導する必要がある。

・平成26年度は、関係市町村担当者会議を開催し、市町村間の情報共有を図ったが、まだ各市町村間
で情報の共有ができていない状況があるため、今年度も継続して説明会・意見交換会を９月までに実
施し、事業の趣旨等について再確認するとともに、各市町村の状況把握に努める。

・保護者が学校行事等に参加するための経費についても補助の対象とすることができるよう、他県と連
携し九州地方教育長協議会等を通して、文部科学省に引き続き要望する。

　関係市町村間での情報共有が図れていなかったため、関係市町村担当者会議を開催し、各市町村
の状況を把握し、補助対象要件(入寮性の食材費の取り扱い)等について情報共有を図り、統一した取
扱いとすることができた。
　補助対象経費の拡大については、他県の了承を得て、九州地方教育長協議会の場で文部科学省へ
の要望として盛り込まれたものの、未だ実現には至っていない。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

311

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

市町村 市町村
各省
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

市町村
各省
計上

要保護・準
要保護児童
生徒就学援
助事業

　引き続き、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補助するなどの就学援助を行う。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調
　離島15市町村において、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2,183人（平成26年度速報）に対し、学用品費等に係る就学援助を実施し、教育
機会の格差解消が図られ、義務教育の円滑な実施が図られた。

平成27年度計画

事業名 活動内容

学用品等受給者数（離島15市町村） ―
2,183人

（H26年度速報）

事業名 活動内容

要保護・準
要保護児童
生徒就学援
助事業

　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（計2,183
人）に対して学用品費や学校給食費等の費用を
補助するなどの就学援助を行った。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

　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
差解消を図り、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
の費用を補助するなどの就学援助を行う。

年度別計画

担当部課 教育庁教育支援課

平成26年度実績

(施策の小項目) ○公平な教育機会の提供

主な取組 要保護・準要保護児童生徒就学援助事業

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

要保護・準要保護児童生徒を対象とした学用品費等の支援



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

―

　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補助するなどの就学援助を行うことにより、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が図られ、義
務教育の円滑な実施が図られている。

・要保護・準要保護児童生徒が増加傾向にあることを踏まえ、実施主体である市町村において、十分
な財源措置が求められる。
・生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度の対象範囲への影響が及ばないようにとするとした政府
の対応方針に基づき、適切に判断するよう市町村教育委員会に対して情報提供を行っている。

・本県の児童生徒数は減少傾向にあるものの、準要保護の対象者数は増加傾向で推移しており、生
活に困窮する世帯が増えていることが推察される。

・準要保護者に対する就学援助は、三位一体の改革以降、税源移譲や地方交付税により財政措置さ
れており、市町村の単独事業として、それぞれの財政状況などの実情に応じて実施されている。

・実施主体である市町村において、全保護者に対する就学援助制度の周知の徹底並びに就学援助事
業の対象費目及び援助額の改善を引き続き図る必要がある。

・義務教育の機会均等と維持向上を図るため、全国都道府県教育長協議会等を通して、国に対して十
分な財源措置について引き続き要請していく。

・文部科学省において精査中の平成25年度分の対象費目や単価等の全国調査結果を市町村に提供
することで情報を共有し、就学援助事業の改善を促していく。②

・生活に困窮する世帯が増えていることを踏まえ、引き続き情報提供や通知等を行うことで、実施主体
である市町村担当者の就学援助制度について理解を深めるとともに、対象となる全保護者に対する就
学援助制度の周知徹底につなげる。

　全国都道府県教育長協議会等を通して、国に対し、市区町村の対象者数に見合った十分な財源措
置及び、生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、十分な財政措置について要請した(平成
26年７月)。

　市町村に対し対象費目や単価等の調査を行い、結果を文書により提供(平成25年11月)することで情
報を共有し、就学援助事業の改善を促した。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

3,221人
貸与人数

維持

→

県
国際交流・
人材育成
財団

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

365,154 360,287 県単等

31,356 23,198 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調
　年度別計画貸与人数3,221人に対して、平成26年度は3，186人に奨学金を貸与。計画
値の99％実施することにより、低所得家庭における生徒も就学の継続が可能になった。

活動指標名 計画値 実績値

貸与人数 3,221人 3，186人

事業名 活動内容

高等学校等
育英奨学事

業

勉学意欲がありながら、経済的理由により、修学
困難な高等学校、専修学校高等課程に通う生徒
3,101人に対し、奨学金を貸与し支援した。

高等学校奨
学事業

勉学意欲がありながら、経済的理由により、修学
困難な高等学校に通う生徒85人に対し、奨学金を
貸与し支援した。

取組内容

　教育の機会均等を図るため、勉学意欲がありながら、経済的理由により、修学困難な
高校生に対し、奨学金を貸与し支援する。
　実施形態については、県が直接実施するのではなく、他の奨学事業も実施している財
団法人沖縄県国際交流・人材育成財団が実施し、県はそれを補助することにより、窓口
の一本化、効率化を図る。

年度別計画

担当部課 教育庁　教育支援課

平成26年度実績

(施策の小項目) ○公平な教育機会の提供

主な取組 経済的に修学困難な高校生等に対する奨学金事業

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

経済的に修学困難及び成績要件を満たした高校生等への奨学金の貸与



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

358,574 県単等

22,358 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　奨学金担当者説明会を入学式までに本島、宮古、八重山で実施、事業の趣旨の周知を図り、
奨学金の必要な生徒への周知に努めている。
　また、平成26年度から財団職員にも宮古、八重山地区での説明会に同行してもらい、離島の
生徒への周知、募集に一層取り組んでいる。
　これらにより、離島を含む本県の高校生等の経済的理由に左右されない公平な教育機会の
確保に貢献している。

・これまで国からの高等学校等奨学事業交付金を貸付原資としていたが、平成27年度から交付金が廃止となっ
た。（平成17年度から10年間交付を受けており、今後、主に返還金を原資として事業を実施する）。

・奨学金返還における、一定数の滞納者について、真に返還が困難な者に対しては救済制度を検討するととも
に、返還可能な経済力がありながら滞納している者には法的措置も含め、回収業務の強化(業務委託範囲の拡大
など)を図りながら、適切に管理していく必要がある。

・今後の事業見込み等を精査した上で、財源措置について、国への要請も含め検討する必要がある。

・本県における家庭の経済状況や世帯の状況を踏まえ、高校生の奨学金事業の拡充に努めると共に、大学等を
含めた奨学金情報の提供に努め、必要な生徒に情報が伝わるよう取り組んでいく必要がある。

・経済的な理由による滞納の実態が依然としてあるので、更なる返還猶予等制度の見直し、検討が必要である。

・適正な債権管理に努め、奨学金の返還率向上に向け、債権回収業務に委託範囲や返還猶予制度の見直しを検
討する。

・高校生の奨学金事業の拡充に努めると共に、大学等を含めた奨学金情報の提供に努め、必要な生徒に情報が
伝わるよう取り組んでいく。

・奨学金制度の充実に必要な財源を国の責任において確実に措置するよう、文部科学省に要請する。

　全国都道府県教育長等協議会等による国への財源措置の要請にもかかわらず、平成27年度から高等学校等
奨学事業交付金は廃止された。
　高等学校奨学事業について、未収金解消に向けて、債権管理回収業への未収金回収業務及びコールセンター
業務の委託を実施。
　財団の職員とともに、本島、宮古、八重山地区で奨学金担当者説明会を実施し、事業の趣旨の周知を図った。
また、財団以外の各種団体で実施されている奨学金募集案内について、各県立高等学校に対して周知を行った。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

平成27年度計画

事業名 活動内容

高等学校等
育英奨学事
業

勉学意欲がありながら、経済的理由により、修学困難な高等学
校、専修学校高等課程に通う生徒3,158人に対し、奨学金を貸
与し支援する。

高等学校奨
学事業

勉学意欲がありながら、経済的理由により、修学困難な高等学
校に通う生徒86人対し、奨学金を貸与し支援する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

42,164 県単等
学校体育団
体補助事業

　中学校体育連盟など学校体育関係団体に派遣費の補助金を
交付し、円滑な活動の推進と当該団体の充実強化を図るととも
に、保護者の負担軽減を図る。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

大幅遅れ

　航空会社に対してＳＥ運賃（沖縄版学校研修割引運賃）の適用について要請等を行った結果、全
国共通の制度であるため沖縄に特化した展開が難しい状況にある。そのため、学校体育関係団体
への補助金を増額することで対応が可能か検討することができ、その予算化が図られたことで、保
護者負担軽減が可能となった。

平成27年度計画

事業名 活動内容

― ― ―

事業名 活動内容

―

 　航空会社に対して、大会派遣等に伴う航空運賃にＳ
Ｅ運賃（学校研修割引運賃）を適用してもらうよう要請し
たが、全国共通の制度であるため、適用されなかった。
そのため、中学校体育連盟などの学校体育関係団体
への補助金を増額する方向で検討した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　団体予約の航空運賃がＳＥ運賃（学校研修割引運賃）として認められない現状がある。
　そのため、離島生徒の中体連等大会派遣に際し、移動コストがかかることから、負担軽
減を図るため派遣費補助等の支援に取り組む。

年度別計画

担当部課 教育庁　保健体育課

平成26年度実績

(施策の小項目) ○公平な教育機会の提供

主な取組 離島教育活動派遣支援事業

対応する
主な課題

 ○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割合の高い
複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級の半分程度となっ
ているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校進学する際の家族や生徒
の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育･医療･福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

教育諸活動にかかる県内外への派遣支援



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

－

　航空会社に対してＳＥ運賃（沖縄版学校研修割引運賃）の適用を要請したが、全国共通の制
度であるため沖縄に特化した展開が難しい状況にある。そのため、航空会社に対してＳＥ運賃
（沖縄版学校研修割引運賃）の適用を要請したが、全国共通の制度であるため沖縄に特化した
展開が難しい状況にある。そのため、学校体育関係団体への補助金を増額するが可能か調整
を行い、その予算を確保できた。

・中学校体育連盟の大会の場合、地区予選を経て県大会出場が決まり、県大会出場が決まってから
の予約では、座席確保が間に合わない場合が予想されるため、現在は、地区中学校体育連盟が事前
に団体予約でまとめて飛行機の座席を確保している。
・航空会社に対してＳＥ運賃（沖縄版学校研修割引運賃）の適用を要請したが、全国共通の制度である
ため沖縄に特化した展開が難しい状況にある。
・離島を抱える他県の保護者負担軽減措置状況等を把握する必要がある。
・離島地区の保護者負担軽減について、派遣費補助金以外の方策について検討する必要がある。

・現在、市町村単位で沖縄振興特別推進交付金を活用して離島児童生徒への派遣費支援が手厚く行
われている。しかしながら、中学生の県大会（県中学校総合体育大会）については、団体予約で一括し
て座席を確保することから、本事業を活用することができない状況にある（航空運賃が非公示価格で
あるため、沖縄振興特別推進交付金の対象外となっている）。
・離島地区における保護者の派遣費負担軽減を図るため、中学校体育連盟への補助金増額し、県中
学校総合体育大会派遣費の予算を確保した。
・他県の離島支援状況調査を実施する。
・さらなる離島地区の保護者負担軽減を図るために、学校体育関係団体への派遣費補助以外での方
策等について関係部局等と連携し検討する。

・団体割引運賃のＳＥ運賃（沖縄版学校研修割引運賃）への適用が難しい状況があるため、学校単位
等による手配対応が可能なのかどうか、学校体育関係団体等と調整する。

・離島地区における保護者の派遣費負担軽減を図るために、学校体育関係団体への補助金で支援が
できるよう今後も取り組む。
 
・他県の離島支援事例を調査し、事例等があれば参考にする。

・また、引き続き、関係部局等と調整会議等を開催するなど、他の離島児童生徒の支援策についても
連携して取り組む。

　ＳＥ運賃の適用については、関係航空会社へ直接要請を行ったが、全国共通の制度であり、航空便
が混雑する７月中旬から８月中旬及びその他の時期についても導入が厳しい状況である。
　そのため、学校体育関係団体への補助金を増額する方向で調整し、離島地区における派遣費の保
護者負担軽減を図るための予算を確保した。

成果指標

－

参考データ 沖縄県の現状・推移



実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

9市町村
支援市町村
数

10市町村 10市町村

県
市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

15,075 7,403
一括交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ 生活環境基盤の整備及び教育･医療･福祉における住民サービスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

(施策の小項目) ○公平な教育機会の提供

主な取組 離島・へき地における学習支援事業

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

取組内容
　離島・へき地における進学に不利な状況の改善を図るため、学習支援員を配置して生
徒の進学を支援する事業を実施する離島・へき地の町村に対し、補助を行う。

年度別計画

担当部課 教育庁義務教育課

平成26年度実績

事業名 活動内容

離島・へき
地における
学習支援事

業

　学習支援員の確保ができない等の理由で、計画
値10市町村に対し実施値６市町村（国頭村、南城
市〈久高島〉、久米島町、南大東村、多良間村、竹
富町）と進捗状況はやや遅れとなったが、９カ所の
学習支援室を設置し高校入試へ向けた学習支援
を行った。

活動指標名 計画値 実績値

支援市町村数 10市町村 6市町村

学習支援室数 ― ９か所

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

やや遅れ

　離島においては、学習支援員の確保ができない、宿舎が確保できない、中学３年生の
在籍が少ないなどの理由で、当初予定より少ない６町村９か所での実施となったこと、事
業実施が遅れたことで予算の執行率が低い結果となっている。しかし、学習支援を実施
した市町村では、高校入試の平均点も上がり全員が希望する高校に合格するなど、一定
の効果は出ていると見込まれる。

市町村が実施する生徒の高校入試結果改

善の取組に対する支援を実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

△23.3点
合格率100%（24
年度）

△9.5点
合格率100%（25
年度）

△7.7点
合格率100%（26
年度）

↗ －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度計画

事業名 活動内容

― 平成２６年度事業終了

・平成２５年度までは学習支援員の採用条件に「教員免許」を必要としていたが、平成２６年度からは
条件を「指導力十分と認める者」と変更したことで、学習支援者の確保につながった。

・学習支援事業が年度途中でも開始できるよう申請期限を設けなかったことで、部活動引退後の７月
以降の事業開始につながった。

成果指標

－

参考データ 沖縄県の現状・推移

学習支援実施地域と県全体の高校入
試平均点の差

　離島における公平な教育機会を確保するという課題解決に向け、放課後や土曜日、学校長期
休業日において、中学生に対し学習環境整備（補習等）のために学習支援員を配置し、生徒の
基礎学力の定着を図ったことで、平成26年度学習支援事業取組校の高校入試平均点が151.3
点となり、県平均点との差が-7.7と縮まったことから全体的に学習支援の効果があったと考えら
れる。

・離島へき地における公平な教育機会の提供のため、教育課程における教師の授業力向上が求めら
れる。
・市町村で類似事業が実施されていることや対象市町村で中学３年生の在籍がないことから、学習支
援員の採用条件を「指導力十分と認める者」に変更したが、支援員の確保が難しい地域もあり、学習
支援室を設置できる市町村が少なかった。

・学習支援員の確保につなげるため、中学校で勤務している非常勤講師を学習支援員として採用な
ど、学校との連携を考える必要がある。

・中学校３年生だけではなく、中学校１・２年生の学習支援も検討する必要がある。

・今後、事業を再開する場合は、学習支援員の確保につなげるため、中学校で勤務している非常勤講
師を学習支援員として採用できるよう学校との連携をしていきたい。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

38回
移動図書
館実施回
数 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

14,494 14,494 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　移動図書館実施回数については、計画値38箇所に対し、実績値38箇所で順調に進捗
することができた。（H26年度　貸出人数1,789人、貸出冊数12,196冊）

　離島・へき地での移動図書館、一括貸出の実施により、読書サービスの充実が図れ
た。また、あわせて読み聞かせ等を行うことにより、読書への興味や関心が高まった。

移動図書館実施回数
38回

(26年）
38回

(26年）

事業名 活動内容

離島読書活
動支援事業

　移動図書館による児童生徒等への読書サービ
スの支援を行った。

活動指標名 計画値 実績値

平成26年度実績

(施策の小項目) ○公平な教育機会の提供

主な取組 離島読書活動支援

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特にへき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

取組内容
　離島の図書館未設置町村を含め、県内全域に等しく図書館サービスを提供するため、
支援事業として、移動図書館や一括貸出に取り組む。

年度別計画

担当部課 教育庁　生涯学習振興課（県立図書館）

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

移動図書館による児童生徒等への読書サービスの支援



様式１（主な取組）
（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

14,494 県単等

13,512
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況　

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄県の現状

26.7%
（24年）

26.7%
（25年）

40.0%
(28年）

0%
58.5%

（26年）

傾向 全国の現状

56.1%
（24年）

56.1%
（25年）

58.5%
（26年）

↗
74.1%

(23年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・離島地域は、地理的特殊性から小規模な自治体が多く、公民館図書室や書店もない地域では図書
に親しむ機会が極めて少ない状況である。そのため、図書や図書館サービスに関する情報が少なく、
財政的な事情もあり、図書館未設置町村が11町村ある。

・移動図書館などの県立図書館による直接支援から、一括貸出や協力貸出による間接支援を活用し
た地域の主体的な読書活動に繋げていく必要がある。

・住民の読書ニーズの把握や広報の充実を図る必要がある。

・図書館未設置町村において、一括貸出及び協力貸出の利用の促進を図り、地域の主体的な読書活
動およびその拠点作りの推進を図っていく。

・図書館未設置町村の教育委員会と連携し、移動図書館の広報の充実及び利用者アンケートを実施
し、図書館未設置町村の教育委員会と住民の読書ニーズの把握・共有を図っていく。

図書館又は図書館機能を持った施設
の設置率（離島）

参考データ 沖縄県の現状・推移

図書館又は図書館機能を持った施設
の設置率（県全体）

   図書館設置率は、県全体では58.5%で、半数を超えているが、離島の現状は26.7%とまだまだ
低くく、設置に向けて支援が必要である。市町村の事業であるため財源の確保など厳しく、目標
達成はかなり難しい状況である。

成果指標

平成27年度計画

事業名 活動内容

離島読書活
動支援事業

　移動図書館、一括貸出及び新たに協力貸出による児童生徒
等への読書サービスの支援を行う。

離島読書活
動充実事業

　移動図書館、一括貸出に館外協力用図書の充実を図り、児
童生徒等への読書サービスの充実を行う。

　移動図書館の広報の充実及び利用者アンケートを実施し、図書館未設置町村の教育委員会と住民
の読書ニーズの把握・共有を図った。また、移動図書館の開催に併せて、リクエストサービスや読み聞
かせ等を開催し、読書活動への関心を高める活動を行った。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

42.9％
超高速ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄの接続率

56.5% 61.0% 65.5% 70.0%

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

19,278 17,195 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　離島過疎地域における超高速インターネット接続率は、計画値61.0％に対して、実績値
57.1％と、計画を若干下回っているが、ほぼ計画通りである。
　平成26年度取り組みの効果としては、離島過疎地域も含めた県全体で22校に関する接
続契約プランを見直したことで、691千円／年間の予算を削減することができた。

超高速インターネットの接続率
(離島へき地の県立学校における超高速回線接続
校数/離島へき地の県立県立学校数)

61.0％
（26年）

57.1％
（26年）

事業名 活動内容

県立学校イ
ンターネット
推進事業

インターネットを活用した生徒の学力向上を図るこ
となどを目的に県立学校等における通信料等を負
担している事業においては、超高速回線の水準を
維持しつつ、通信コストの削減のため、NTTの回
線に関して、一部の学校の契約プランを見直し
た。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　県立学校内におけるネットワークを効果的に活用するため、離島・へき地における情報
通信環境の整備として、超高速回線によるインターネット接続への切り替えの推進を図
る。※超高速回線とは30Mbps以上。

年度別計画

担当部課 教育庁教育支援課

平成26年度実績

(施策の小項目) ○教育施設の整備充実

主な取組 離島・へき地における情報通信環境の整備

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

教育用PC等の整備・通信回線の高速化



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

18,314 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

50.0％
（24年3月）

53.8％
（25年3月）

57.1％
（26年）

↗

78.3％
(26年、長崎

県)

55.6％
(26年、鹿児島

県)

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

超高速インターネットの接続率（離島・
へき地）

　離島・へき地における、超高速インターネット接続率は57.1％で、離島県である長崎県の接続
率を下回っているが、離島地域への超高速回線の整備に伴い、改善傾向にある。

・沖縄県は離島へき地を多く抱えているため、小中学校を含む全体では66.5％での高速インターネット
接続率であり、全国38位という下位グループに位置する。
・今後も、学校現場における回線状況を実測で現状確認をするとともに、新規サービスの状況や通信
回線の超高速化等の情報を収集しながら、ネットワーク構築の見直しを推進していく。

・安定的かつ高度な情報通信基盤の構築に向けてすすめられている、沖縄本島と先島地域及び久米
島等の南部離島間に海底光ケーブルを敷設（平成28年度開通予定）する情報を注視するとともに、地
域の光通信のインフラ整備や光通信サービスの整備状況に応じ、光回線サービスが接続されていな
い学校の超高速回線への移行に対応していく必要がある。

・沖縄県は島嶼県ということもあり、名護以北、宮古島の一部及び伊良部島の地域においては、光通
信のインフラが未整備であることから、民間通信会社による光通信サービスの整備状況について、情
報収集を行い、サービス提供後、速やかに切り替えを行う。
・各通信会社の新規サービスの状況や通信回線の超高速化等の情報を収集しながら、契約の一本化
による財政コストの合理化を進めていく。

県立学校イ
ンターネット
推進事業

　超高速回線への切り替えがまだの地域として、名護以北や宮
古島市街地外の学校の整備を進める。

　NTTより、性能的には変わらない反面、価格の安い新通信プランが出たため、NTT社契約分の22校
に関してのプランを見直し、契約の変更を行った。
　この契約の変更を行ったことで予算面で691千円のコストダウンを図ることができた。
契約プランの切り替え：旧(光ネクスト・Fタイプ)⇒新(光ネクスト・FHSタイプ)

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

26.7%
整備率

33.3% 40.0%

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

整備率 33.3% 26.7%

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

やや遅れ

  検索システムの整備率については、計画値33％に対し、実施値26.7％とやや遅れと
なってる。
　 県立図書館の移動図書館、一括貸出、協力貸出サービスを社会教育関連施設におい
て実施し、図書館未設置町村の読書環境の充実が図れた。

事業名 活動内容

―

　県立図書館の移動図書館、一括貸出、協力貸
出サービスを社会教育関連施設において実施し
た。社会教育施設の整備は市町村が行うことと
なっているが、財源の確保などが厳しくやや遅れ
となってる。

活動指標名 計画値 実績値

平成26年度実績

(施策の小項目) ○教育施設の整備充実

主な取組 図書館機能を持つ社会教育施設の整備

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特にへき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

取組内容
　離島へき地の図書館未設置町村において、既存の公民館等における図書館機能をも
たせ、読書環境の整備・充実をはかる。（インターネットや機器整備・検索システムの導入
等）

年度別計画

担当部課 教育庁生涯学習振興課

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

既存の公民館等に図書館機能を整備



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄県の現状

26.7％
（24年）

26.7％
（26年）

40.0% 増減なし
58.5%

（26年）

傾向 全国の現状

56.1％
（24年）

56.1％
（25年）

58.5％
（26年）

↗
74.2％

（23年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・図書館未設置町村や離島に対しては、関係町村教育委員会及び県内６教育事務所とさらに連携し、
県立図書館の移動図書館や一括貸出サービス、昨年度から始まった協力貸出サービスの周知を図
り、読書環境整備へ向けた指導・支援を継続して行う。

―

　 県立図書館の移動図書館、一括貸出、協力貸出サービスを
図書館未設置町村の社会教育関連施設において実施しする。
未設置町村に対しては、図書館機能をもつ施設の整備に向け
た気運を醸成する。

　 図書館未設置町村教育委員会及び県内６地区教育事務所とのさらなる連携を図り、県立図書館の
移動図書館、一括貸出、協力貸出サービスを社会教育関連施設において実施し、読書環境整備へ向
けた指導・支援を行った。

成果指標

図書館又は図書館機能を持った施設
の設置率（離島）

参考データ 沖縄県の現状・推移

図書館又は図書館機能を持った施設
の設置率（沖縄県）

　 図書館設置率は、県全体では58.5%で、半数をこえているが、離島の現状は26.7%とまだまだ
低く、設置あるいは整備に向け支援が必要である。市町村の事業であるため財源確保など厳し
く、目標値達成はかなり難しい状況である。

・図書館機能の整備は市町村の事業であるため、財源の確保など厳しいことから、なかなか具体的な
方策が見出せない状況である。

・離島等における図書館設置率の低さは、県民の平均貸出冊数が全国平均より下回っている一因と
なっていると思われるため、未設置町村に対し読書に触れる機会を増やすことは重要な課題である。

・27年度と28年度は恩納村と中城村2村が図書館設置予定である。ただし、離島は設置への動きが鈍
いことから、重点的な働きかけを継続する必要がある。

事業名 活動内容

平成27年度計画



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

２６市町村
体制整備
市町村数

３７市町村
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

平成26年度実績

(施策の小項目) ○生涯学習推進体制の整備

主な取組 生涯学習推進体制の整備

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

取組内容
　市町村における生涯学習推進体制づくりの促進のため、生涯学習関連事業の状況調
査を実施する。

年度別計画

担当部課 教育庁  生涯学習振興課

事業名 活動内容

―

　各市町村における生涯学習推進体制状況調査（推進
本部・推進計画・教育の日・フェスティバルの有無）を実
施した。
　新たに多良間村が生涯学習推進体制組織を設置し
た。

活動指標名 計画値 実績値

事業名 活動内容

体制整備市町村数
28市町村
(26年）

35市町村
(26年）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　市町村間における生涯学習推進体制調査（生涯学習推進計画・教育の日制定・生涯学習中心
施設・フェスティバル等）を実施し、各市町村の取り組み等を紹介する事により、生涯学習に関連
する取り組みが盛んになり、平成26年度は、新たに多良間村が生涯学習推進体制組織を設置し
た。活動指標の生涯学習振興計画策定有無が平成26年度計画値28に対し、実績値が35となって
おり、順調である。

平成27年度計画

―
　生涯学習推進体制状況調査（推進本部・推進計画・教育の
日・フェスティバルの有無）を実施。

市町村の生涯学習推進体制整備を促進



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

60％
（24年）

63％
（25年）

66％
（26年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・生涯学習推進体制状況調査の結果を元に、引き続き、各市町村訪問を実施して、生涯学習推進体
制整備の依頼を行い、更に、各市町村における生涯学習に対する取り組み等を「ウェブサイト」を活用
して、広く情報提供を実施し、さらなる生涯学習推進体制の整備の支援を図る。
・H26の生涯学習年度別計画の策定状況（35市町村）が、H28計画値30市町村を超えたため、37市町
村に上方修正する。

本島内各市町村訪問や電話、ウェブサイトを活用し、生涯学習推進体制の整備を呼びかけたところ、
生涯学習振興計画等の策定が32市町村（７８％）から３５市町村（８５％）、生涯学習推進体制組織の
設置率が６市町村から７市町村となった。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

生涯学習推進体制組織の設置率

　参考データから、各市町村では、生涯学習推進本部等の設置、生涯学習の課題に対する答
申・建議・提言等、生涯学習推進計画策定数の増加や教育の日の制定、生涯学習フェスティバ
ル等の増加から、生涯学習に対する市町村の意識の高揚が伺える。

・少子高齢化の進行、厳しい経済・雇用情勢、人間関係の希薄化等、社会の急激な変化に伴い、生涯
学習推進体制の整備が必要とされている。
・H26の生涯学習年度別計画の策定状況（35市町村）が、H28計画値30市町村を超えたため、37市町
村に上方修正する。
・本島内全市町村訪問や直接電話で推進をお願いした結果、１町１村において生涯学習振興計画の
改定がなされた。しかし、生涯学習推進体制状況調査の結果より、市町村によっては、生涯学習推進
計画・教育の日制定・生涯学習中心施設・フェスティバルなどの取り組みに対して、積極的でない市町
村もあるのが現状である。積極的でない理由としては、生涯学習主管課の人員不足や生涯学習に対
する認識不足が考えられる。

・生涯学習推進体制組織の設置率が平成２５年度が６３％、平成２６年度が６６％と向上している。しか
し、市町村によっては、推進本部・推進計画・教育の日等の未設置があるため、重点的に支援を実施
する必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

12,316 11,996
一括交付

金
（ソフト）

― ― ―

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　離島講座を渡名喜村及び渡嘉敷村教育委員会との共同開催で、26年9月に渡名喜島
で１回、26年10月に渡嘉敷島において１回離島講座を実施、取組を順調に推進すること
ができた。
  遠隔講義配信システム構築に向けた仕様書作成においてコンテンツの内容を明確化さ
せた。
　27年3月にサテライト会場となる各教育事務所に概要説明を行い推進体制の整備が図
られた。

事業名 活動内容

遠隔講義配
信システム
等整備充実

事業

　遠隔講義配信システムの構築を行った。遠隔配
信講座の検討の中で生涯学習プログラムのあり
方について検討を行った。

活動指標名 計画値 実績値

平成26年度実績

(施策の小項目) ○生涯学習推進体制の整備

主な取組 生涯学習プログラムの充実

対応する
主な課題

○離島における公平な教育機会を確保することが重要課題である。特に、へき地校で割
合の高い複式学級については、児童生徒が教師から直接指導を受ける時間が単式学級
の半分程度となっているなどの課題を抱えているほか、高校のない離島から島外に高校
進学する際の家族や生徒の経済的・精神的な負担軽減が強く求められている。

取組内容
　離島における生涯学習の充実に向け高等教育機関と連携した学習プログラムの創設
に取り組む。遠隔講義配信システムを整備する。

年度別計画

担当部課 教育庁　生涯学習振興課

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

高等教育機関と連携した学習プログラムの創設、
情報通信技術を活用したサテライト講義等の提
供



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

17,546
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

２回
（２４年）

１回
（２５年）

２回
（２６年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・離島市町村と連携し、学習ニーズの調査を行う。また、高等教育機関と連携を図るため、おきなわ県
民カレッジに関わる大学講師等との意思疎通を密にする。

・市町村教育委員会の生涯学習関係職員実践講座を実施する。

・遠隔講義配信の先進県である青森県の事例を調査する。

・県内の大学等高等教育機関が行っている講座の内容、学習の方法について調査し、プログラム作成
の参考とする。

遠隔講義配
信システム等
整備充実事

業

　遠隔講義配信システムを整備し、遠隔講座配信を行い県民の学習
機会の拡充を図る。
　　①システム機材一式を調達し、県内6カ所にサテライト会場を整備
　　②遠隔講義配信の実施（ライブ及びオンデマンド作成配信10回）

　遠隔講義配信システム構築のための仕様書及び定義書策定にあたり、山梨県への先進地調査を行い、離島・
遠隔地在住者がより学びやすいシステムの構築に取り組んだ。また、ライブ、オンデマンド配信講座の内容、学
習方法のあり方について検討を行った。

　おきなわ県民カレッジの離島講座を渡名喜及び渡嘉敷島で実施した。講座を実施するなかで離島における生
涯学習のニーズの把握に努め、学習プログラムのあり方の構想を作り上げることができた。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

離島におけるおきなわ県民カレッジ主
催講座の実施

　平成26年度は渡名喜及び渡嘉敷島での離島講座を実施するにあたり学習ニーズを調査し、
渡名喜では海に潜む危険、渡嘉敷ではフェイスブックの講座を実施した。今後も２地区で離島
講座を継続していく予定である。また、遠隔講義配信システム等整備充実事業（沖縄振興特別
推進交付金対象事業）で遠隔講義配信システムを構築した。

・離島での講座開催、学習プログラムについては、離島住民の学習ニーズ把握のため調査を継続する必要があ
る。

・学習プログラムを充実させるためには、離島市町村との連携が必要であるが、市町村によって、取組の力量に
差がある。

・生涯学習プログラム作成のために、琉球大学等の高等教育機関との連携を進めていく必要がある。

・遠隔講義配信による学習について、先進事例を調査し、講座の内容、学習の方法について検討を進
める。

事業名 活動内容

平成27年度計画



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

312

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

991人／年
養成数

1,000人／年

→ 保存会

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

3,747 3,747 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,709 県単等

伝承者養成
事業

技術錬磨事
業

国指定無形文化財１０件、県指定無形文化財９件について、保
存会等が後継者を育成するために若手実演家・技術者を対象
に行う実技研修等に対し、経費の一部を補助することにより支
援する。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

伝承者の養成は長い年月を要するため、単年度の事業の実施がすぐに新たな保持者の
認定に結びつくものではないが、これまで伝承者養成・技術錬磨事業を継続して実施し
てきたことによって、後継者が生まれ、国・県指定無形文化財（芸能、工芸）の保存に繋
がっている。
平成26年度は計画値991人に対し、実績値1,217人である。

平成27年度計画

事業名 活動内容

養成人数（年度ごと）
991人
(26年）

1,044人
(26年）

事業名 活動内容

伝承者養成
事業

技術錬磨事
業

国・県指定無形文化財（芸能、工芸）の伝承者を
養成するための実技研修等を、経費の一部を補
助することにより支援した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
伝承者養成・技術錬磨事業は、保存会等が後継者を育成するために若手実演家・技術
者を対象に実技研修等を行うものであり、県は経費の一部を補助することにより支援す
る。

年度別計画

担当部課 教育庁文化財課

平成26年度実績

(施策の小項目) ○離島における文化振興及び後継者育成

主な取組 伝承者養成・技術錬磨事業

対応する
主な課題

○離島・過疎地域の文化振興については、人口の減少に伴い祭事の簡素化や伝統芸能
の後継者不足などが課題となっている。

「主な取組」検証票
施策展開 3-(11)-イ

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サー
ビスの向上

施策 ②教育機会の確保及び文化の振興

伝承者の養成・技術練磨事業



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

1,482人
（24年）

1,285人
（25年）

1,217人
（26年）

↘ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・組踊など研修生の数が多い伝承者養成事業については、効果的なj研修の実施に向け、その研修内
容や方法等について検討する必要である。

・組踊伝承者養成事業等については、引き続き、事業実施団体である保存会及び文化庁と適宜、意見
交換しながら、新たな伝承事業を支援する。

参考データ 沖縄県の現状・推移

養成人数

　養成人数については、年度によって増減があるが、後継者が育成され、無形文化財保持者の
認定に繋がっている。

・県単独補助で実施されている琉球漆器伝承者養成事業などは、限られた予算の範囲内で数少ない
伝承者の養成が着実に行われている。
・国庫補助及び県が経費の一部を補助し実施している組踊等の伝承者養成事業においては、研修生
の人数が過大であるため、効果的な研修が行えるようその内容や方法等の検討が必要である。

　国庫補助及び県が経費の一部を補助し実施している伝統舞踊保存会の伝承者養成事業について
は、養成者数が過大で実技研修の効果的な実施ができていない状況が見られたため、実技研修規模
の縮小や研修内容の見直しを図るよう助言し、改善が見られている。

成果指標

―


