
項目 講座名 講座内容

1
沖縄県の行財政改革
～県民とともに将来世代に対する責任を果たすために～

県行革の取組状況や行革についての紹介、要望、意見交換等を行います

2 本県の財政状況について 本県の財政状況と今後の見通しについて説明します

3 県税について 県税のあらましについて

4 男女共同参画について 家庭・職場・地域・社会全体における男女共同参画への取組について説明します

5 沖縄平和賞について
沖縄平和賞の概要（創設の背景、理念、意義等）、沖縄平和賞授賞式の概要、
歴代受賞者の活動状況、沖縄平和賞支援募金などについて紹介します

6 行政オンブズマン制度について
行政オンブズマン制度の概要と活動内容について説明するとともに、
申立の方法や処理の流れについてわかりやすく解説します

7 沖縄２１世紀ビジョンについて
将来（概ね2030年）のあるべき沖縄の姿と、
その実現に向けた取り組みの基本方向について

8 道州制について 道州制についての概要、取り組み状況を説明します

9 安全なまちづくりについて
犯罪情勢について説明し、ちゅらうちなー安全なまちづくり条例に基づく
安全なまちづくりの取組について広く県民全体への啓発活動を行います

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

県政全般



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

10
文化振興
・国際交流

県の文化振興について 県の文化振興施策の方針及び文化振興事業の概要等について

11 スポーツ振興 地域のスポーツについて 地域住民主体の総合型クラブについて

12 消費生活の安定と向上について 消費者の権利、事業者の責務と県が実施している消費者施策について

13 ＮＰＯ活動について ＮＰＯ法の概要、県内のＮＰＯ法人の活動状況、ＮＰＯと行政の協働について

14 飲酒運転の根絶対策について 沖縄県飲酒運転根絶条例や飲酒運転の現状・対策について

県民生活
・市民活動



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

15 世界自然遺産について 「奄美・琉球」の世界自然遺産への登録に向けた県の取り組みについて

16 ちゅら島環境美化について
空き缶やたばこのポイ捨ては生活環境や景観を損ねます
ちゅら島を守るための一人ひとりの取組について考えてみましょう

17 環境アセスメント（環境影響評価）について 環境アセスメントの概要について、関係法令をもとに紹介します

18 沖縄県における温室効果ガス排出量の現状と対策について 沖縄県における温室効果ガス排出量の現状と対策について説明します

19 沖縄県環境基本計画について 沖縄県の環境施策について沖縄県環境基本計画を中心に説明します

20 沖縄の自然について 沖縄の豊かな自然環境と保全対策についての紹介

21 沖縄の自然公園について 沖縄の自然公園の紹介及びその規制と利用について

22 沖縄の貴重な動植物について 沖縄の貴重な動植物について紹介

23 赤土等流出防止対策について
・赤土等流出問題について　・赤土等流出防止条例に基づく届出・通知について
・赤土等流出防止対策について

24 浄化槽について
下水道接続ではない家庭から排出されるし尿や雑排水を処理する浄化槽について、
県内の現状や関係法令を交えて紹介します

25 傷病野生鳥獣救護について 傷病野生鳥獣救護の現状について紹介します

26 動物愛護と適正な飼養について 沖縄県の犬を取り巻く実情について

27 マングース対策事業について 貴重な生態系を保全するためのマングース対策について

環境・自然



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

28
健康長寿復活プラン
「健康おきなわ２１」の推進

・県民の健康増進計画である「健康おきなわ２１」の啓発と内容について
・健康長寿復活プラン

29 配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止について 県内のDV被害の状況、DV被害者支援の取り組みについて

30 障害者施策について
沖縄県の障害者の自立や社会参加を図るため、
障害者に関する事業、施策及び計画などについて、分かりやすく説明します

31 障害のある人もない人も暮らしやすい地域社会づくりについて
障害のある人が地域社会において活躍できる環境づくりのため、
障害・障害者理解や差別等の禁止等について県民の関心と理解を深めます

32 児童虐待防止対策について
県内の児童虐待の現状、児童虐待対応の取り組み、
児童虐待発生予防の取り組みについて

33 感染症予防等について
感染症予防法等に基づく本県の感染症対策の概要について
（麻しん、結核、エイズ、新型インフルエンザ等）

34 自殺対策について

沖縄県の自殺の現状と対策について説明します
また、ゲートキーパー（身近な人の悩みに「気づき」声をかけ「話を聴き（傾聴）」
支援に「つなぎ」「見守る」人）の役割について、
DVDを使ったミニ講座を行います

35 臓器移植について
実施の際、受講対象者等により内容を決定します
例）臓器移植の現状、臓器移植を通して見る命や健康の大切さ、脳死とは？
説明者：医師、移植コーディネーター、移植体験者など

36 高齢者医療制度について 後期高齢者医療制度及び新たな高齢者医療制度について

37 青少年の健全育成のために
青少年保護育成条例に関する講座
（禁止行為・遵守事項等）

38 国民健康保険について
国民健康保険事業の広域化（都道府県単位化）に向けた取組状況
及び制度の概要について

39 「沖縄県高齢者保健福祉計画」について 沖縄県における高齢者福祉施策、介護保険事業にかかる取組全般について

保健・医療・福祉



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

40 地域再生等に関する意見交換会 地域再生及び構造改革特区を活用した地域活性化等について

41 離島地域の現状について 離島地域の現状・課題と各種施策について

42 沖縄県の都市計画について
・都市の成長、発展を適正に誘導していくための手法や諸計画などの紹介
・これまでに定められた土地利用、都市施設及び市街地開発事業の状況について

43 沖縄県の下水道について パネルやビデオ等を用いて下水道の役割や効果について解説します

44 ゆいレールについて ゆいレールの事業概要について

45 沖縄県の景観施策について 景観法の概要及び沖縄県の景観施策の取り組みの紹介など

46 環境共生住宅の推進について 環境に配慮した沖縄型の住宅についての概要を説明します

47 「沖縄県住生活基本計画」について 沖縄県の住宅事情や課題を解説し、沖縄県住生活基本計画を紹介します

48 道路植栽ボランティアについて
県管理道路植栽の美化活動を行う住民組織に対し、助成金の支給を行っており、
その概要について解説します

49 沖縄県の土砂災害対策
沖縄県における土砂災害の実態とその発生源対策を紹介し、
あわせて人命を優先する警戒避難体制整備の重要性を説明し、
防災意識の向上につなげたい

地域振興
・まちづくり



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

50 海の利用について 海を利用するにあたっての、海面レクリエーションと漁業との関わり合いについて

51 漁業権について 漁業権制度の紹介と一般の方との関係について

52 沖縄の畜産業について 沖縄の畜産業の現状について

53 就農サポートについて 沖縄の農業の現状、新規就農の課題及び就農サポートの概要について

54 農地・農振制度について 農地・農業振興地域制度のあらましについて

55
農地の問題解決のための
「農地中間管理事業」と「人・農地プラン」について

農地中間管理機構の概要、事業の仕組み、「人・農地プラン」の概要について

56 米トレーサビリティ制度について
米穀等の取引記録の作成・保存や、産地情報の伝達が義務付けられている
米トレーサビリティ制度について

57 沖縄県の森林計画制度について 森林計画制度、本県地域森林計画及び沖縄の森林資源の概要説明

58 沖縄の森林・林業について 沖縄の森林・林業の現状について

59 森林の多面的機能について
森林の有する木材生産、温暖化防止、水資源のかん養、防風など
多面的な機能を説明します

60 全島緑化事業について
県土の潤いと安らぎのある「緑の美ら島づくり」を推進するため、
全島緑化県民運動の取り組み状況を紹介します

農林水産業



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

61 沖縄の伝統工芸
沖縄の伝統工芸品には、どのような物があるか、
どのような技法や特徴を有しているか、
また、産地の歴史や概況など

63 知っておきたい労働基礎知識について
知っておきたい基本的な知識（労働法や労働相談窓口等）について、
ガイドブックを基にわかりやすく説明します

64 若者の就職問題について
本県若年者の雇用情勢の厳しさを説明し、若年期における職業教育の大切さ及び
県における支援策（沖縄県キャリアセンターの運営等）について

65 労働委員会における労使紛争処理の方法について
労働者と使用者の間で起きた、労働条件やその他労働関係に関する紛争の解決を
お手伝いする制度等、労働委員会の業務全般について紹介します

68 県融資制度について 県内中小企業者向けの融資制度である、県融資制度について紹介します

69 観光客の県産品消費拡大の取組について
観光客の県産品消費拡大を促進するため、県産品の魅力提供を行う協力店舗を
募集しており、関心のある店舗に対して、参加資格、取組等を説明します

70 沖縄観光の現状・課題及び施策展開について 沖縄観光の現状・課題、県の観光振興施策、経済波及効果等について

71 エコツーリズム推進事業について エコツーリズム推進に向けての本県の取り組み等

72 観光人材育成について 観光人材育成の取り組み等について

73 沖縄県における統合リゾートの検討状況等について 平成19年度から調査・研究している統合リゾートの検討状況等について説明します

知的財産について
知的財産の概要や特許等侵害事例の紹介及び有効な対策について
紹介するとともに、特許等の保護・活用の必要性について説明します

県の中小企業施策の概要（条例、施策体系、事業概要等）について説明します

67

商工業・労働
・雇用

66 沖縄県中小企業支援計画について

62 みんなでグッジョブ運動について 運動の概要、運動の必要性、取り組み状況等

観光振興



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

74 電子申請について
インターネットを利用して行政手続が行える電子申請システムの紹介と
操作方法について

75 沖縄県地図情報システムについて 沖縄県公開用地図情報システムの紹介と操作方法について

76 沖縄の米軍基地について 沖縄の米軍基地の現状と課題、県の取り組みについて

77 日米地位協定の抜本的見直しについて 日米地位協定の問題と県が求めている11項目の見直し等について

78 駐留軍用地跡地利用の推進について 跡地利用に関する課題とこれまでの取り組み、対応方針等について

79 科学技術振興 沖縄科学技術大学院大学について

①沖縄科学技術大学院大学について
②世界レベルの科学者の参画
③先行的事業
④県の取り組み
⑤今後のスケジュールについて

80 防災対策について及び火災予防について
地震や津波、台風等についての日頃の備え及び県の防災対策について、
普及啓発を図ります
また、火災から生命・財産を守るための日頃からの備えについて講座を実施します

81 国民保護法制について
有事や大規模テロ等が発生した場合の国民の保護について定めた
国民保護法について、普及啓発を図ります

IT活用

米軍基地関連

消防防災



項目 講座名 講座内容

おきなわ県政出前講座　平成26年度実施講座一覧

82 沖縄の歴史と文化について
沖縄の歴史について概説するとともに、
文化財を通しながら文化的な特徴についても紹介します

83 沖縄の世界遺産について
世界遺産一覧登録の「琉球王国のグスク及び関連遺産群」について、登録の意義や
内容等の解説を通して、沖縄の歴史や文化の有する独自性等を学ぶ機会とします

85 「持続的発展教育（ＥＳＤ）」とユネスコスクールの取組について
「持続的発展教育（ＥＳＤ）」と本県が推進するユネスコスクール加盟促進の
取組を紹介します

86 キャリア教育の現状と課題について
キャリア教育が求められる社会的背景を紹介し、
本県のキャリア教育の現状と課題を紹介します

87 おきなわ県民カレッジについて
生涯学習の学習機会を提供する「おきなわ県民カレッジ事業」を紹介し、
県民の学習ニーズに応えていきます

88 子どもの生活リズムの重要性について 毎日の生活の中における、健康と活動リズムのもたらす効果などについて考えます

89 放課後子ども教室推進事業について
小学校の空き教室や公民館等で体験活動・スポーツ・遊び・学習等を行う
「放課後子ども教室」について紹介します

90 学校支援地域本部事業について 「学校支援地域本部」の概要や、学校と地域の連携の重要性について紹介します

91 家庭教育について
基本的生活習慣の確立や規範意識の向上など、
家庭教育の改善充実について学ぶ機会とします

92 学校安全ボランティアについて
学校安全ボランティアの現状や種類、行動の原則
及び地域域安全マップづくり等について紹介します

93 特別支援学校就労支援について
障害者雇用支援月間の諸運動と連動し、関係団体等への訪問の実施、
障害児（者）への理解・啓発、雇用の拡大への取組について紹介します

94 水道事業について
独自の水源がない沖縄本島の市町村に、
安全でおいしい水道水を卸売りしている企業局の事業について、
わかりやすく説明します

95 工業用水事業について
沖縄県の産業振興を図るため、
安価で良質な工業用水を企業等に販売している企業局の事業について、
わかりやすく説明します

96
「水づくり実験授業」
～水道水のつくりかたを学ぶ～

クイズやゲーム、簡単な実験をとおして、
沖縄の水事情や浄水場の仕組みについて学べる、
主に小学生を対象とした体験型の講座です

84 教育の情報化の取組について 沖縄県における教育の情報化についての取組等を紹介します

教育関連

水道事業・工業用
水道事業関係


