
(1)

ア

211
離島振興

計画記載頁
71

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

市町村
ＮＰＯ等

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

576 325 県単等

4,533 3,988 県単等

年度別
取組予定

主な取組 ＮＰＯ活動推進事業

対応する
主な課題

○地域住民一人ひとりが地域に貢献していることを実感できる社会参加の機会をさらに
拡大することが課題となっている。

取組内容
　ＮＰＯ法人設立を希望する団体に対し、設立に向けた相談や申請書類の作成支援を行
い、既に設立したＮＰＯ法人に対して運営に関する相談や助成金等の情報提供を行う。

活動状況 活動実績値

ＮＰＯ法人設立・運営に関する各種相談を実施する他、ＮＰＯに
関する情報発信を行った。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

担当部課 子ども生活福祉部　消費・くらし安全課

設立認証（３件：宮古島市２件、石垣
市１件）、定款変更認証（（６件）、情
報通信誌発信（２回）

施策（中項目） 共助・共創型社会づくりの推進

平成27年度実績

施策（小項目） 住民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

順調

　ＮＰＯ法人設立を希望する団体に対し、設立に向けた相談、設立申請に必要な書類作
成の支援を行い、18法人が設立認証を受けた。また法人運営に必要な手続き、講座及
び助成金情報等について県ホームページや通信誌で提供を行い、法人運営の支援に取
り組んだ。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

事業名 活動内容

市民活動推
進事業費

　ＮＰＯ法人に対する認証業務等（設立認証18件、
定款変更認証57件）

ＮＰＯ市民活
動促進費

　沖縄県ＮＰＯプラザの運営（ＮＰＯ法人設立申請
に必要な書類の作成の支援、その他ＮＰＯ法人に
関する各種相談、情報収集・発信、広報啓発）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　ＮＰＯ法人設立を希望する団体に対し、設立に向けた相談、設立申請に必要な書類の
作成の支援を行い、新たに３法人が設立認証を受けた。ＮＰＯ法人に対し組織運営に関
する相談を行い、通信誌及び県ホームページ上で事業報告書等の作成方法や助成金に
関する情報提供を行った。

ＮＰＯ活動に関する各種相談、活動支援、情報提供



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

576 県単等

6,769 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

70
57法人
（23年）

81法人
（27年）

増加 24法人
697法人
（27年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

ＮＰＯ認証法人数

平成28年度計画

事業名 活動内容

市民活動推
進事業費

　ＮＰＯ法人に対する認証業務等

ＮＰＯ市民活
動促進費

　沖縄県ＮＰＯプラザの運営（ＮＰＯ法人設立申請に必要な書
類の作成の支援、各種相談、情報収集及び発信、広報啓発）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①地域の課題解決に取り組もうとする団体が、活
動を行うにあたり法人格が必要であるか、又はど
の法人格が適しているかについて、法人格取得に
よって発生する義務や手続きも踏まえた上で十分
に事前検討し、法人としての義務が負担となってし
まうことにより活動が停滞することがないよう、県
ホームページ上でこれらの比較検討が容易に行え
るよう資料を掲載し、事前相談においても説明を
行っていくこととする。

①公益活動を行う団体が、その団体に適した法人
格を選択できるよう県ホームページ上に資料を掲
載した。設立相談前にこれらの資料を一読してい
ただくよう案内し、相談時に疑義等について詳しく
説明を行い、それぞれの団体に適した法人格の
選択ができるよう助言を行った。

主な取組に対応する成果指標

○外部環境の変化
・ＮＰＯ法人が公益活動を行う団体として認知されてきたが、同じく公益活動を行う法人格として非営利
型一般社団法人についても増加傾向にあると言われている。

・引き続き一般社団法人格を検討したいという団体に対しても、地域におけるＮＰＯ活動に関する相談
や支援を行っている中間支援組織にて相談が可能であることを案内し、ＮＰＯ法人以外の公益活動を
行う団体によってもＮＰＯ活動の促進を図る必要がある。

・設立相談において、それぞれの団体運営に適したスタイル（任意団体、ＮＰＯ法人、一般社団法人、
株式会社等）を選択できるようアドバイスを行い、一般社団法人格を検討する団体に対し、中間支援組
織の紹介等情報提供を行う。また、効率的な設立相談を行うために、県ホームページ掲載資料の追加
改善等の検討を行う。

参考データ（離島分） 離島の現状

―

　ＮＰO法人数は本県及び全国共に社会での認知度も高まっていることから増加しているが、そ
の増え方は近年鈍化傾向にある。ＮＰＯ法人の活動分野は幅広く、今後も地域貢献活動を重視
した活動を行いたいと考える団体が設立していくと考えられることから、Ｈ28目標値を達成する
見込みである。(全国：48,845法人（H22)　→　50,736法人（H27))

○内部要因
・ＮＰＯ法人を設立したいと考える団体への設立相談時に、設立後の運営も踏まえた助言指導を行うこ
とで、設立後の各種手続きが適正に行える法人が増えてきたが、書類の完成に相当な時間を要する
団体が多く、設立までに時間がかかっている。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
15市町村
配置市町
村

21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

10,706 10,706 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

12,000 県単等

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 住民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

主な取組 コミュニティーソーシャルワークの推進

対応する
主な課題

○社会環境の変化や社会ニーズの多様化などにより、ユイマールと言われる相互扶助
の精神で支えられてきた地域コミュニティにおける人間関係が希薄化し、地域の抱える
課題も複雑化している。

取組内容
　複雑多様化する地域課題に対応するため、ソーシャルワークの専門的な技法を用い、
地域において支援を必要とする人々の援助を行うコミュニティーソーシャルワーカーの育
成を支援する。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　福祉政策課

事業名 活動内容

地域福祉推
進事業費

　市町村職員、市町村社会福祉協議会職員、地
域包括支援センター職員等に対し、コミュニティー
ソーシャルワークに関するセミナー・研修等を６回
実施した。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

コミュニティーソーシャルワーカー配置市町村（離島分）
２市

（宮古島市２人、石垣市２人）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　コミュニティーソーシャルワーカーが配置された市町村については、身近に相談できる
人がいることで住み慣れた地域で日常生活における不安等の軽減を図ることができた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　コミュニティーソーシャールワーカーが配置されている市町村については、身近に相談
できる人がいることで住み慣れた地域で日常生活における不安等の軽減を図ることがで
きた。
　活動指標であるコミュニティーソーシャルワーカー配置数について、平成27年度の計画
値19人に対し実績値は74人であり、概ね順調である。

事業名 活動内容

地域福祉推
進事業費

　コミュニティーソーシャルワークの推進等を含む地域福祉推
進を図るための実践セミナー等を６回実施する。

コミュニティーソーシャルワーカーの育成



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

２市
（25年）

２市
（26年）

２市
（27年）

→
17市町村
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

　コミュニティーソーシャルワーカーの配置を推進
するため、未配置の市町村に対しては、市町村社
会福祉協議会等との意見交換等を実施し、見守り
体制等を含めコミュニティーソーシャルワークの重
要性等を確認するとともに、コミュニティーソーシャ
ルワーカーの育成等を行う。

①コミュニティーソーシャルワーカーや市町村社会
福祉協議会職員に対し、意見交換等や実践セミ
ナーなどの研修等を実施し、コミュニティーソー
シャルワーカーに関する周知、資質向上を行っ
た。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ（離島分） 離島の現状

・コミニュティーソーシャルワーカーの配置を推進するため、コミニュティーソーシャルワークに関する研
修やセミナー等を実施し、見守り体制等を含めコミニュティーソーシャルワークの重要性等を確認する
とともに、コミニュティーソーシャルワーカーの育成等を行う。

コミュニティーソーシャルワーカー
配置市町村

　市町村においてコミュニティソーシャルワーカーの配置に偏りがあることから、今後、未配置の
市町村に配置するための方策を検討する必要がある。

○内部要因
・離島町村に配置されていないなど、コミニュティーソーシャルワーカーの配置市町村に偏りがある。

・多くの市町村でコミュニティソーシャルワーカーは専任ではなく、兼務していることが多く、相談技術や
資質向上の課題がある。

○外部環境の変化

・コミュニティーソーシャルワーカーの配置には人件費がかかり大幅な増員は難しいことから、コミニュ
ティーソーシャルワークに関する研修やセミナー等の実施により、市町村等に対しコミュニティーソー
シャルワークの普及啓発を図る必要がある。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
推進組織
数

55ヶ所

→ 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

5,527 4,687 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

6,263 県単等

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 住民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

主な取組 要援護者支援ネットワ-クづくりの推進

対応する
主な課題

○社会環境の変化や社会ニーズの多様化などにより、ユイマールと言われる相互扶助
の精神で支えられてきた地域コミュニティにおける人間関係が希薄化し、地域の抱える
課題も複雑化している。

取組内容

　災害時における、要介護高齢者や障害者等の避難行動要支援者を対象とした支援体
制の構築を促進するため、アドバイザーを活用（研修会等）することで、市町村の全体計
画策定、避難行動要支援者名簿（以下、名簿）作成・活用及び個別計画策定を支援す
る。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　福祉政策課

事業名 活動内容

災害時要援
護者避難支
援計画促進

事業

　アドバイザー（委託）による全体計画策定促進や
名簿作成にかかる相談支援を４市町村に対して
合計15回実施した。また、名簿未作成の４村への
状況確認の個別訪問等を実施した。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

  アドバイザーによる全体計画策定促進や名簿作成にかかる相
談支援を実施した。

４市町村
（うち離島：石垣市、竹富町）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　平成25年度からセミナー、アドバイザーによる全体計画策定及び名簿作成にかかる市
町村支援を行った結果、名簿の作成率（消防庁調査）は、平成25年４月時点の43.9％（全
国47位）から平成27年４月時点では、70.7％（全国10位）と向上しており、統計のある平
成27年12月時点でも78.0％と取組の効果が出ていると考える。
　活動指標である推進組織数は現時点では消防庁調査等の全国調査項目ではないこと
から、状況把握が困難なため、避難行動要支援者情報の基礎となる名簿作成率を代替
の評価項目とした。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　平成25年度からセミナー、アドバイザーによる全体計画策定及び名簿作成にかかる市
町村支援を行った結果、名簿の作成率（消防庁調査）は、平成25年４月時点の43.9％（全
国47位）から平成27年４月時点では、70.7％（全国10位）と向上しており、統計のある平
成27年12月時点でも78.0％と取組の効果が出ていると考える。
　活動指標である推進組織数は現時点では消防庁調査等の全国調査項目ではないこと
から、状況把握が困難なため、避難行動要支援者情報の基礎となる名簿作成率を代替
の評価項目とした。

事業名 活動内容

災害時要援
護者避難支
援計画促進

事業

　引き続き、アドバイザーによる全体計画にかかる相談支援を
実施し、名簿の活用と、避難行動要支援者の個別計画策定支
援に焦点をあてることにより、地域の自主防災組織、民生委
員、消防団員、地元住民等が主体となった個別計画策定を推
進する。また市町村担当者への研修会も実施し、市町村担当
者が各自治体で計画推進ができるように情報を提供する。

要援護者支援ネットワークの構築支援



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

18市町村
（43.9％）
（24年度）

29市町村
（70.7%)

（26年度）

32市町村
（78.0％）

(27年12月）
↗

52.2％
（27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、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①災害時要援護者避難支援計画の策定促進を図
るため、未策定の市町村に対し、アドバイザーによ
る相談支援を実施し、課題等を整理しながら計画
策定の支援を実施する。また、取り組みの進んで
いる市町村に対しては、ネットワークの構築を促し
ていく。

②研修会等を通して、民生委員や自治会、行政な
どの関係者に対し、要援護者ネットワーク構築の
重要性について周知を図る。

①アドバイザーによるヒアリング、個別支援等によ
り、名簿作成率は向上している。

②平成27年度は全市町村対象の研修会は実施し
ていないが、「沖縄県地域福祉支援計画」の説明
会で、作成済市の全体計画を紹介し情報共有し
た。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ（離島分） 離島の現状

・全体計画、名簿作成の支援から、次のステップとして、個別計画の策定支援の経験等を有するアドバ
イザーを派遣して、名簿の更新や活用、実際の災害時に利用可能な個別計画の策定に重点を置いた
支援を行う。

・研修会等に関しては、年度の早い時期に市町村担当者向けの研修会として実施し、県の方針、最新
動向に関する情報を提供する。

避難行動要支援者名簿の作成状況

　災害時避難行動要支援者の全体計画、名簿、個別計画が策定されることにより、要援護者へ
の支援が促進される。要援護者支援ネットワークは、地域の自主防災組織、民生委員、消防団
員、地元住民が協業して、地域力が醸成するためのネットワークであるが、「要援護者支援ネッ
トワーク推進組織数」を調査する全国共通の調査がないため、消防庁調査項目である、名簿作
成率を代替指標としてして事業を進めている。
　本取組により、名簿作成率は年々上がっており、全国平均を上回っている状況である。

○内部要因
・地域福祉のネットワークを構築するには、全体計画、名簿及び個別計画策定が重要であるため、市
町村による策定を促進する。全体計画及び名簿の一部は行政主導での作成が可能であるが、個別計
画の策定、名簿の精度向上と運用については、地域住民等の協力が必要となる。

・上記を効果的に実施するためには、個別計画策定の支援経験があるアドバイザー等の活用が必要
であるとともに、県及び市町村担当者に対し、避難行動における最新の取組や方法論について研修会
を開催することも必要と考える。

○外部環境の変化
・東日本大震災以後も、自然災害が頻発しており、災害時における要支援者を含めた住民の安全確保
に対する意識が高まっている。

・災害時避難行動要支援者の避難計画の策定を進める中で、名簿の更新や活用を含めた運用と、災
害時に避難実施可能な個別計画の策定は、地域住民の参画により初めて実現できるものである。多く
の市町村で名簿の作成を完了したので、次のステップとして名簿の運用と、具体的かつ実施可能な個
別計画策定のための支援を実施する必要がある。

・モデル地区等の取組の成果については、研修会での発表等、県全体に展開可能な発表方法を検討
する必要がある。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
90.7％
充足率

91.5% 92.3% 93.1% 93.9%

→
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

79,643 74,909 県単等

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 住民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

主な取組 民生委員児童委員活動の推進

対応する
主な課題

○社会環境の変化や社会ニーズの多様化などにより、ユイマールと言われる相互扶助
の精神で支えられてきた地域コミュニティにおける人間関係が希薄化し、地域の抱える
課題も複雑化している。

取組内容
　民生委員・児童委員は地域住民からの相談に対応し、地域住民の立場から福祉行政
との橋渡しを担っており、その活動を推進することで、全ての人が心豊かで、安全・安心
に暮らせるよう日常生活を支える地域福祉に貢献する。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　福祉政策課      

事業名 活動内容

民生委員事
業費

 民生委員・児童委員に対する研修や広報活動等
で民生委員及び民生委員活動に対する支援を行
い、地域福祉を推進し県民福祉の向上を図った。
また、民生委員の充足率向上に向け、充足率の
低い市町村を対象に、市長等との意見交換会を
実施した。

活動状況 活動実績値

民生委員・児童委員に対する実務研修等の実施
実務研修：６回

（八重山地区３回、宮古地区３回）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

 民生委員の担い手確保のために、市町村を訪問し意見交換や取組強化の要請を行う
等、民生委員の充足率向上に努めたことにより、平成28年度の目標値93.9％に近づいて
いる。
　なお、離島においては、実務研修の回数を増やし、宮古地区及び八重山地区で各３回
実施した。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　民生委員の担い手確保のために、市町村を訪問し意見交換や取組強化の要請を行う
等、民生委員の充足率向上に努めたことにより、充足率は上昇した。平成28年度の目標
値93.9％の達成に向け、引き続き充足率の向上に取り組む。

民生委員児童委員活動への補助



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

90,028 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

86.7％
（25年）

89.7％
（26年）

89.6％
（27年）

↗
97.1％
（25年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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28年度計画

事業名 活動内容

民生委員事
業費

　研修回数や研修内容を充実させることで委員の資質向上を
図る。また、民生委員手帳、民生委員必携等の配付を行うこと
により、充実した民生委員活動を支援することで、地域福祉の
向上を図る。さらに、民生委員児童委員の活動について広報
等を行い、充足率向上に努める。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①充足率の低い市町村を訪問し、意見交換及び充
足率向上に向けた取組を要請する。

②県広報誌やチラシ等を活用したPR活動を行う
等、民生委員制度に関する広報活動に努める。

③市町村の充足率向上の取組等について調査を
行う。

④多様なニーズに対応できる民生委員を育成する
為、研修の充実を図る。

①県全体の充足率を高めるため、欠員数の多い
市町村（10ヶ所）を訪問し、意見交換及び充足率
向上に向けた取組を要請した。

②県広報誌「美ら島沖縄」やTV番組を活用したPR
活動や、民生委員の日には知事メッセージを発表
するなど、民生委員制度に関する広報活動を行っ
た。

③市町村に対しアンケート調査を実施し、説明会
で各市町村の取組について情報提供を行った。

④民生委員研修を10回から14回に増やした（八重
山地区及び宮古地区で各２回増）。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ 沖縄の現状

・民生委員・児童委員の円滑な活動に資するため研修等の充実を図る。

・民生委員の担い手確保のために、県広報誌やチラシ等を活用したPR活動を行う等、民生委員制度
に関する広報活動に努める。

民生委員・児童委員の充足率の推移

　民生委員制度は全国的な制度であり、３年に一度、民生委員・児童委員の一斉改選が行われ
るが、本県では改選直後は充足率が低下する傾向が見られる。平成25年度が一斉改選の年で
あったため、一時的に改選後の充足率が低下したが、平成26年度以後、充足率が徐々に上
がっている。引き続き、民生委員・児童委員の活動等について周知を図り、目標値の達成を目
指す。

○内部要因
・現在活動中の民生委員・児童委員は平成28年11月30日に任期満了となり一斉に改選される為、一
時的に充足率が低下する可能性がある。

○外部環境の変化
・生活困窮者自立支援制度の施行や、虐待、子どもの貧困等、多様で複雑な課題が顕在化・深刻化す
る中で、民生委員・児童委員に対する役割や期待が高まっており、負担感が増している。

・今後も市町村と連携し、民生委員・児童委員の役割や活動内容について周知し、市町村における担
い手確保の取組の改善を行う必要がある。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
5.4%
ボランティ
アの割合

5.5% 5.6% 5.7% 5.8%

→
県

県社会福
祉協議会

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

11,576 11,576
各省
計上

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目）

主な取組 地域ボランティアの養成

対応する
主な課題

○地域住民一人ひとりが地域に貢献していることを実感できる社会参加の機会をさらに
拡大することが課題となっている。

取組内容

　地域のボランティアを増やすため、沖縄県社会福祉協議会が運営する「沖縄県ボラン
ティア・市民活動支援センター」において、ボランティア活動に関するイベントやボランティ
ア募集等の告知等を掲載したメールマガジンの配信、各種講習会の情報提供を実施、ま
た、市町村社会福祉協議会ボランティア担当研究協議会の開催等を行う。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　福祉政策課

事業名 活動内容

生涯現役活
躍支援事業

　市町村ボランティア担当職員の資質向上のため
のボランティアセンター推進研究会の開催、メール
マガジンやホームページによる活動情報の提供等
により、ボランティアの充実強化に取り組んだ。

活動状況 活動実績値

社協ボランティア担当研究協議会
ボランティアコーディネーター研修会

各１回

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　沖縄県社会福祉協議会が行う、ボランティア活動に関するイベントやボランティア募集
等の告知等を掲載したメールマガジンの配信、各種講習会の情報提供、市町村社会福
祉協議会ボランティア担当研修協議会の開催等を支援した。これにより、県内市町村社
協へ登録しているボランティア団体に加入している会員の総数は、平成25年度22,497
人、平成26年度24,897人、平成27年度25,047人となっており、ボランティア登録者数は着
実に増えており、地域住民が互いに支え合う地域福祉ネットワークづくりが促進された。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

 沖縄県社会福祉協議会が行う、ボランティア活動に関するイベントやボランティア募集等
の告知等を掲載したメールマガジンの配信、各種講習会の情報提供、市町村社会福祉
協議会ボランティア担当研修協議会の開催等を支援した。これにより、ボランティア登録
者数は着実に増えており、地域住民が互いに支え合う地域福祉ネットワークづくりが促
進された。
　なお、計画策定時に活動指標として設定した「ボランティアの割合」の算定に用いたボラ
ンティア者数については、定期的に公表されるものではなく、毎年度実績値を算出し評価
することができない。平成24年度以降は、沖縄県ボランティアセンターへの登録者数を基
にボランティア数を把握しており、その数が年々増えていることから順調と判断した。

ボランティアコーディネーターの育成及びボランティア活動の

推進



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

11,576
各省
計上

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

5.4％
(21年)

― ― ―
5.7％
(21年)

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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28年度計画

事業名 活動内容

生涯現役活
躍支援事業

市町村ボランティア担当職員の資質向上のためのボランティア
センター推進研究会の開催、メールマガジンやホームページに
よる活動情報の提供等により、ボランティアの充実強化に取り
組む。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①ボランティア活動に関する情報を掲載したメール
マガジンの配信や、ホームページにより、ボラン
ティア活動をしている人の情報登録を行うととも
に、ボランティア活動に関するイベントやボランティ
ア募集情報等の提供を行う等、ボランティアセン
ターの運営強化を図る。

②ボランティアを支援するボランティアコーディネー
ターの育成が必要であるため、ボランティアコー
ディネーターの活動強化のための研修等を行い人
材育成を行う。

①ホームページにより、ボランティア活動をしてい
る人の情報登録を行うとともに、ボランティア活動
に関するイベントやボランティア募集情報等の提
供を行う等拠点機能を活かした支援を行った。

②ボランティアコーディネーターの育成のため、社
会福祉協議会、NPO、福祉・保健・医療施設、教
育関係機関など様々な組織において、ボランティ
ア受入れを担当している職員等を対象にボラン
ティアコーディネーター研修会を１回実施した。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ（離島分） 離島の現状

・ボランティアコーディネーターの育成が必要であるため、研修等を行い人材育成を図る。

・沖縄県社会福祉協議会が運営する「沖縄県ボランティア・市民活動支援センター」のホームページに
おいて、ボランティア活動をしている人の情報登録を行うとともに、ボランティア活動に関するイベントや
ボランティア募集情報等の提供を行う等拠点機能を活かした支援を行う。

県人口に占めるボランティア数

　 基準値及び目標値の算定に用いたボランティア数については、定期的に公表されるものでは
なく、毎年度実績値を算出し評価することができないが、ボランティアに参加している人数は着
実に増えている。今後も担当職員の資質向上のための研究会の開催や、メールマガジンや
ホームページ等による普及啓発の実施などにより、引き続きボランティア活動を促進しボラン
ティア数の増加を目指す。

○内部要因
・ボランティアに関する情報の発信不足や、ボランティアの受入れ、活動の場の提供など、ボランティア
活動の支援や環境整備などの体制が充実していない。

○外部環境の変化

・人材の養成、ボランティアを必要としている内容、ボランティア希望者のマッチングを支援し、地域住
民が支える地域社会を目指す必要がある。



(1)

ア

216
離島振興

計画記載頁
71

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
取組事例の
収集・発信

→ 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

23,536 18,402 県単等

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　地域おこし協力隊による取材活動の結果、86件の地域づくり人材・団体等の情報収集を
行うとともに、地域づくりに取り組む団体を紹介するパネル展を３回開催し、広く周知を
図った。
　地域づくり人材間の関係性を強化するために、研修・交流会を４回開催し、地域SNSを
活用したネットワークづくりに取り組んだ結果、地域間での連携した活動につながった。

着手

　「地域おこし協力隊」による取材活動の結果、離島地域で19件の地域づくり人材・団体等
の情報収集を行うとともに、地域づくりに取り組む団体を紹介するパネル展を宮古島市に
おいて１回開催し、広く周知を図った。
　地域づくり人材間の関係性を強化するために、研修・交流会を４回開催し、地域SNSを
活用したネットワークづくりに取り組んだ結果、地域間での連携した活動につながった。

活動状況 活動実績値

　「地域おこし協力隊」である嘱託職員２名により、地域づくり人
材・活動の掘り起こしを目的として、取材活動を行い、離島地域
においては、19件の取材を行った。
　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した「ゆいゆいＳＮＳ」により、地域
づくり事例等の発信及びメンバー間のコミュニケーションの促進
を図った。

取材件数：19件（離島地域）

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容

地域づくり
推進事業費

　「地域おこし協力隊」である嘱託職員２名により、
地域づくり人材・活動の掘り起こしを目的として、取
材活動を行い、離島地域においては、19団体の取
材を行った。
　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した「ゆいゆいＳＮＳ」
により、地域づくり事例等の発信及びメンバー間の
コミュニケーションの促進を図った。

住民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

主な取組 地域づくり推進事業

担当部課 企画部　地域・離島課

平成27年度実績

取組内容

①地域特性に応じた持続可能な社会構築を促進するため、他の参考となる地域づくり事
例の収集及び地域づくり人材の発掘を行うとともに、沖縄県内の地域づくりの中核的役割
を担う人材が、地理的条件に左右されずに情報・意見交換できるようＩＣＴ（情報通信技術）
を活用した情報発信を行う。
②ＩＣＴの効果を高めるため、地域づくり人材がリアルに交流できる研修会・交流会を開催
する。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

○社会環境の変化や社会ニーズの多様化などにより、ユイマールと言われる相互扶助の
精神で支えられてきた地域コミュニティにおける人間関係が希薄化し、地域の抱える課題
も複雑化している。

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

地域づくりに関する取組事例等の収集・発信



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

20,832 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

０市町村
（23年）

４町村
（27年）

５市町村
（28年）

↗
７市町村
（27年）

状
況

説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

・地域づくりに継続的に取り組み一定の成果を発揮している活動を積極的に情報発信し、広く周知することで、社会
的認知度とやりがいの向上につなげるため、効果的に情報発信を行う必要がある。
・地域づくり人材同士の幅広い交流の場を提供するとともに、中核的役割を担う人材間の直接交流の機会を設け
て関係性強化を図る必要がある。
・人口減少及び高齢化による集落機能の低下を改善するため、外部人材の活用（「地域おこし協力隊」制度）等に
より、地域住民と自治体が連携して地域の課題解決に取り組む必要がある。

・各地域で行われている地域づくり活動を取材し、その取組内容について、「ゆいゆいSNS」や県HPへ掲載するな
ど積極的に情報発信を行うほか、活動の認知度や取組団体のモチベーションアップのため、表彰を行うことを検討
する。
・地理的・時間的制約に左右されず、容易に情報交換・意見交換等のコミュニケーションができる場として「ゆいゆ
いSNS」を活用し、地域づくり人材同士の交流の場を提供する。また、SNS上のつながりだけに留まらず、直接交流
の機会を設けて関係性の強化を図る。
・「地域おこし協力隊」の導入市町村が増えてきているが、その効果的な活用を図るため、各市町村間・協力隊員
間の情報共有を図る。

　「地域おこし協力隊」制度の周知を図るとともに、導入予定の市町村の支援を行い、「地域おこ
し協力隊」制度を活用する市町村が増加するよう取り組んでいく。

○内部要因
・住民、地域づくり団体、企業等及び自治体が、それぞれの立場を尊重しながら連携・協働して地域課題に取り組
むシステムが確立されていない。
・地域づくりに対する理解や意識に格差があること、また、特に離島や過疎地域などは地理的要因もあり地域づくり
人材同士が直接交流することが容易でない。

○外部環境の変化
・人口減少及び高齢化が進み、地域によっては集落・産業機能の低下によるコミュニティの消滅が課題となってい
る。
・地域の伝統・文化の継承や産業を含む地域内の様々な活動を担う人材が不足し、集落機能の低下が懸念されて
いる。

参考データ（離島分） 離島の現状

地域おこし協力隊員制度を活用する
自治体の数

①「地域おこし協力隊」制度の周知を図り、市町村
における外部人材の登用を支援し、「地域おこし協
力隊」の導入後は、行政職員及び隊員を対象とした
研修会の実施を行っていく。
②ICTを効果的に活用し、地理的・時間的制約に左
右されず、容易に意見交換・活動情報等コミュニ
ケーションを図り、地域づくり人材間の人的関係性
（信頼性）の強化を図っていく。また、地域づくり活
動を広く周知するため、県内の地域づくり人材・団
体の情報を県のHPにも掲載し、情報発信を行う。
③これまでは県が研修会の企画・運営を行ってきた
が、地域づくり人材にも企画・運営に参加してもらう
など、より実践的な研修会の開催を行っていく。

①「地域おこし協力隊」の制度周知や採用に関す
る情報提供を行い、人材登用の支援を行うととも
に、協力隊のネットワーク構築と活動期間中の目
標設定や隊員のスキルアップを目的とした研修会
を３回開催した。
②ICTを活用して地域づくり人材間の関係性強化
や交流促進を行った。また、地域づくり活動を広く
周知するため、地域づくり人材・団体の活動内容
等を紹介するパネル展を開催し、周知を図った。
③地域づくり団体が活動する地域で現地研修会を
開催し、研修場所の地域づくり団体に研修会の企
画・運営に参加してもらうことで、実践的な研修会
を行うことができた。

主な取組に対応する成果指標

－

地域づくり
推進事業費

引き続き、「地域おこし協力隊」制度を活用し、地域づくりに関す
る取組事例等の収集・発信を行うとともに、地域づくり人材間の
ネットワーク構築を図るため、「ゆいゆいSNS」の活用と研修・交
流会等を実施する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容
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71

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

184 103 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

129 県単等

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 住民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

主な取組 男女共同参画の推進

対応する
主な課題

○男女共同参画社会の形成のためには、県民の意識改革、女性の更なる社会参画の
促進、男女間における暴力の根絶に向けた取組が一層求められている。

取組内容
　県や市町村の審議会等、政策・決定方針の場へ女性の参画を促進することを目的と
し、県内外の各分野で活躍している女性に関する情報を収集・登録・公開する。
　男女共同参画社会への意識啓発を広く県民に行う。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部平和援護・男女参画課

事業名 活動内容

男女共同参
画行政推進
費（広報啓
発事業）

　女性の人材情報データベースの整備や、第4次
沖縄県男女共同参画計画について広く県民に広
報啓発を行った。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

　女性の人材情報データベースを県ホームページで公開し、第
４次沖縄県男女共同参画計画の概要版パンフレット等を各市町
村・関係団体へ配布した。男女共同参画講演会を実施した。

・女性の人材情報データベースの公開
・第４次沖縄県男女共同参画計画の概要版パ
ンフレットの配布
・男女共同参画講演会を伊平屋村で実施

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　女性の人材情報データベースを県ホームページで公開し、より広く情報提供を行うこと
ができた。
　第４次沖縄県男女共同参画計画本文や取組結果を県ホームページで公開することに
より、男女共同参画社会への意識啓発活動を広く行うことができた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　女性の人材情報データベースを県ホームページで公開し、より広く情報提供を行うこと
ができた。
　第４次沖縄県男女共同参画計画本文や取組結果を県ホームページで公開することに
より、男女共同参画社会への意識啓発活動を広く行うことができた。

事業名 活動内容

男女共同参
画行政推進
費（広報啓
発事業）

　女性の人材情報データベースの整備や、第４次沖縄県男女
共同参画計画について広く県民に広報啓発を行う。

女性の人材情報データベースの整備

啓発学習事業、相談事業等の実施



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

38人
（25年）

38人
（26年）

38人
（27年）

→
324人
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①女性の人材データベース登録者へ現状確認を行い、
最新の情報となるよう更新を行う。
②引き続き女性の人材情報データベースの活用と新規
登録者について、各関係機関・団体へ通知や会議等に
おいて広報を行う。
③第４次沖縄県男女共同参画計画広報啓発について、
今後もパンフレット等を活用し市町村や（公財）おきなわ
女性財団と連携した取組を行う。

①人材情報が紙媒体であったものを、データ化すること
により、更新作業の準備は整った。
②関係部局、市町村へ人材情報の活用を促し、人材情
報の提供を行った。
③第４次沖縄県男女共同参画計画広報啓発において、
県立図書館の女性関連展示企画に、第４次沖縄県男
女共同参画計画のパンフレットを置くことにより、広く県
民に周知広報ができた。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ（離島分） 離島の現状

・女性の人材データベースの登録者へ現状確認を行い、最新の情報となるよう更新を行う。

・引き続き女性の人材情報データベースの活用と新規登録者について、各関係機関・団体へ通知や会
議等において広報を行う。

・第４次沖縄県男女共同参画計画広報啓発について、今後もパンフレット等を活用し市町村や（公財）
おきなわ女性財団と連携した取組を行う。

人材情報データベース登録者数

　データベース登録者数については、横ばいで推移しているが、女性の人材情報データベース
を県ホームページへ掲載し、県・市町村等の各種審議会における女性委員の選定等に活用し
た。
　本取組の推進により、社会全体における男女共同参画社会の形成に寄与していく。

○内部要因
・すべての人材情報登録者へ郵送により最新の情報を提供してもらうよう依頼を行うため、更新までに
時間を要する。

・更新依頼により、登録削除などが考えられることから、新規登録者の確保のため、各関係機関・団体
へ登録依頼を行う必要がある。

・平成24年度に策定された第４次沖縄県男女共同参画計画（DEIGOプラン）が広く県民に浸透していな
いため、第４次沖縄県男女共同参画計画広報啓発について、今後もパンフレット等を活用し市町村や
（公財）おきなわ女性財団と連携した取組を行う必要がある。

○外部環境の変化

・人材情報のデータ化が可能となったため、更新作業に係る作業が軽減され、より新しい情報が提供
できる。

・社会全体における男女共同参画実現に向けて、県の審議会委員への女性の参画拡大や県の管理
職や女性の積極的登用及び職域拡大など、身近なところから取り組めることを行い、さらには企業や
団体における女性の参画促進へつながるような広報啓発の強化が必要である。



(1)
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H26新規

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

30,022
(30,022)

29,047
(29,047)

各省
計上

移住定住促
進事業

　市町村による移住取組の機運醸成を図るため、
移住対策セミナー、移住に関するシンポジウムを
開催した。また、移住相談マニュアルの作成、首都
圏での移住相談会の開催や移住フェアへの出展、
移住応援サイト「おきなわ移住の輪-結-」を構築し
た。
　さらに、移住に取り組む市町村との情報共有を図
るため、沖縄県移住受入協議会を開催した。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

取組内容
市町村職員を対象とした移住対策セミナーや移住に関するシンポジウムの開催、移住フェ
アへの出展、移住体験ツアーの実証的開催及び移住応援サイトの構築等を実施し、市町
村による移住取組の機運醸成と県の移住サポート体制の構築を図る。

年度別
取組予定

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

担当部課 企画部地域・離島課

平成27年度実績

施策（小項目） 住民の社会参加活動の促進と協働の取組の推進

対応する
主な課題

○社会環境の変化や社会ニーズの多様化などにより、ユイマールと言われる相互扶助の
精神で支えられてきた地域コミュニティにおける人間関係が希薄化し、地域の抱える課題
も複雑化している。

主な取組 移住定住促進事業

事業名 活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

市町村による移住取組の機運醸成を図るため、平成26年度は移住対策セミナーを計３回実施した
（第１回９市町村、第２回10市町村、第３回５市町村が参加）。当該セミナーでは、単に人を入れる
のではなく、地域の活性化につながるような移住に重点を置き、そこから定住につなげていくことを
柱として、移住・定住の現状・課題や受入のノウハウ、先進自治体の取組や移住者の相談対応等
を講義・グループワークという形式で学び、市町村職員の持っている移住に対する意識改革や地
域の課題の整理等を行うことができた。
　また、移住に関するシンポジウムを開催し、移住対策の必要性について理解を深めるとともに、
移住相談会の開催や移住ガイドブックの配布を通じて、移住希望者に対する情報発信を行った。
　さらに、県全体で取り組む体制の整備のため、沖縄県移住受入協議会（平成27年３月発足、36市
町村加入）を立ち上げた。

着手

平成27年度は移住対策セミナーを計３回実施し（離島、第1回10市町村、第2回７町村、第
3回5市町村が参加）、市町村職員の移住に対する機運醸成を図った。また、移住に関す
るシンポジウムを開催し（離島、11市町村が参加）、移住対策の必要性について理解を深
めるとともに、移住相談会（４町村）の開催や移住フェアへの出展（２町村）、移住応援サイ
ト「おきなわ移住の輪-結-」を構築する等、移住希望者に対する情報発信を行った。
　さらに、沖縄県移住受入協議会を２回開催し、移住に取り組む市町村と情報共有を図っ
た。

活動状況 活動実績値

市町村職員を対象とした移住対策セミナーの開催
移住フェアへの出展
移住に関するシンポジウムの開催
移住相談会の開催
移住体験ツアーの実証的開催

・市町村職員向けセミナー 第1回17市
町村（10市町村）第2回14市町村（7町
村）、第3回11市町村（5市町村）参加
・移住フェア3町村（2町村）参加
・シンポジウム　29市町村（11市町村）
参加
・移住相談会7市町村（4町村）参加
・移住体験ツアー　4市村（1村）参加
※（　）は離島市町村。

推進状況 平成27年度取組の効果

移住対策セミナー、移住相談会、シン
ポジウム等の開催

移住体験ツアーの実証的
開催

移住応援サイトの制作・
運営



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

27,770
各省
計上

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

-
3回平均
7市町村
（H27年）

- ―
3回平均
14市町村

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

移住定住促
進事業

　移住希望者と地域住民をつなぐ地域の世話役養成塾の開催
や移住に関するシンポジウムの開催、移住フェアへの出展、お
きなわ移住相談会の開催、移住体験ツアーの開催及び移住応
援サイト「おきなわ移住の輪-結-」の運用を通して、移住希望者
への情報発信を行う。
　また、沖縄県移住受入協議会を開催し、移住に関する情報や
課題を共有し、効果的な取組みにつなげていく。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容

参考データ（離島分） 離島の現状

・市町村職員向けセミナー 第1回17市
町村（10市町村）第2回14市町村（7町
村）、第3回11市町村（5市町村）参加

①沖縄県移住受入協議会の中で、県及び移住者等
受入れに取り組む市町村とともに、移住者等の受
入に協働して取り組む民間団体等とも連携し、情報
や課題を共有し、課題解決に向けて効率的・効果
的な取組を進める。

①平成27年度は、発足後初めてとなる協議会を７
月に開催し28市町村が参加（離島は、9市町村が
参加）。第2回は、3月に開催し20市町村（離島は5
町村）が参加した他、就業情報として関係課より事
業紹介を行い、情報や課題を共有した。

主な取組に対応する成果指標

-

・沖縄県移住受入協議会を通して、県や市町村の取組み事例の紹介、移住に関する情報や課題の共
有を行い、移住施策の展開を積極的に推進していくための機運の醸成を図る。

・移住フェアやおきなわ移住相談会、移住体験ツアー等への参加を促し、具体的な相談に乗りながら、
移住者のニーズを実践的に学ぶとともに受入体制を構築するきっかけ作りにつなげていく。

・移住定住施策を効果的に進めていくためには、地域における世話役の確保、受入地域の体制整備、
行政の支援が必要である。そのため、移住希望者と地域住民をつなぐ相談員のような役割を果たす「地
域の世話役」を養成する必要がある。

　県内の離島・過疎地域ではすでに人口減少が始まっている市町村も多く、人口の維持・増加は
地域社会を維持していくための切実な課題となっている。そうしたなか、移住施策に取り組む市
町村も徐々に増えつつあるが、温度差があり、全体として受入体制が弱い。そのため、移住対策
の必要性について、理解を深めるため、市町村職員向けの移住対策セミナーを計３回開催、その
他にも移住に関するシンポジウム、移住フェアへの出展、おきなわ移住相談会の開催等を実施し
た。
　今後も引き続き、市町村の取組みを促進していくとともに、移住希望者へ移住応援サイト「おき
なわ移住の輪-結-」を活用した情報発信に取り組む。

○内部要因
・人口減少への危機感と「移住対策」への意識が繋がっていないことや、「住まい」「仕事」「地域の受入
体制」が整っていないため、市町村によって移住定住にかかる取組意識に大きな差が見られる。

○外部環境の変化
・沖縄県の人口は、平成37年（2025年）前後にピークを迎え、それ以降は減少することが見込まれてい
る。
・離島・過疎地域では、すでに人口減少が始まっている市町村も多い。
・増加基調にある現段階から、積極的な人口増加施策を展開し、地域の活力と成長力を維持・発展させ
る必要がある。（特に離島・過疎地域は対策が急務）
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
30集落
支援集落
数

30集落 30集落 38集落 38集落

→ 漁業集落

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

87,535 82,538 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

93,155 各省計上

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 交流と共創による農山漁村の活性化

主な取組 漁業再生支援事業

対応する
主な課題

○海に囲まれた沖縄県の新鮮な水産物や漁労技術、自然環境や景観、伝統文化等は
漁村を特徴づける優れた地域資源であり、地域主導による活性化の取組が必要である。

取組内容
　漁場の生産力向上や利用に関する話し合いを通じて、漁場の合理的な利用や新たな
取組を行うための環境を整えるとともに、漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活か
した、新たな取組を促進し、漁業・漁村の多面的機能の維持・増進を図る。

年度別
取組予定

担当部課 農林水産部　水産課

事業名 活動内容

漁業再生
支援事業

・漁場の生産力向上を図るため、種苗放流、漁場監視、パヤオ設置、サメ
駆除、オニヒトデ駆除、海岸清掃、海底清掃、イカ産卵礁設置を行った。
・漁業の再生に関する実践的な取組として、加工品開発、新養殖試験、新
漁法試験、流通改善、観光漁業、体験漁業、お魚祭り、HP作成を行った。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

平成27年度は13市町村28集落で支援事業を実施した。このう
ち、離島地域については、15集落で実施した。

15集落

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
13市町村において、漁業集落が主体となり、種苗放流、パヤオ設置、サメ駆除、イカ産卵
礁設置、加工品開発、新体験漁業等の取組が行われ、各地域における漁業・漁村の多
面的機能の維持増進が図られた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
13市町村において、漁業集落が主体となり、種苗放流、パヤオ設置、サメ駆除、イカ産卵
礁設置、加工品開発、新体験漁業等の取組が行われ、各地域における漁業・漁村の多
面的機能の維持増進が図られた。

事業名 活動内容

漁業再生
支援事業

・漁場の生産力向上を図るため、種苗放流、漁場監視、パヤオ設置、サメ駆
除、オニヒトデ駆除、海岸清掃、海底清掃、イカ産卵礁設置を行う。
・漁業の再生に関する実践的な取組として、加工品開発、新養殖試験、新漁
法試験、流通改善、観光漁業、体験漁業、お魚祭り、HP作成を行う。

漁業・漁村の多面的機能の維持増進を図るための取り組み支援



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－
－

（年）
－

（年）
－

（年）
－

－
（年）

傾向 沖縄の現状

8，513
（24年）

8,798
（25年）

9,681
(26年）

↗
32,228
（25年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①取り組み事業について、積極的に青年漁業者の
意見を尊重して、事業に取り入れ、若い参加者を
巻き込む環境作りを行っているものの、その芽だし
は弱い。引き続き、若手が活躍しやすい環境作りを
行い、その中から近い将来、リーダーとなる人材の
発掘を図る。

①事業実施にかかる集落での話し合いでは、青
年漁業者の積極的な参加を募り、工夫点の抽出
や作業の効率化などで意見を取り入れるようにし
ている。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ（離島分） 離島の現状

取組内容について青年漁業者の意見を尊重し、積極的に事業に取り入れ、若い参加者を巻き込む環
境作りを行い、リーダーとなる人材の発掘を図る。

離島の漁業生産量

沖縄県の漁業生産量は、平成25年度32,228t、平成26年度36,482tと順調に推移し、離島域でも漁業生産
量が増加傾向にある。しかし、沿岸域のサンゴ礁や資源状態は悪く、沿岸漁業も低迷している状況にあ
る。このため、漁場の多面的機能の維持と回復を目的とする本事業の実施により、漁業者自らが主体的
に取組活動を話し合い、取り組むことで、地域の連携が密となり、長期的な地域活性化が期待できる。

○内部要因
取組事業が継続できるような事業内容となるよう、漁業者同士のアイディアで事業を計画している。

○外部環境の変化
本事業は、サンゴ礁域の状態、資源状態、駆除対象生物の密度、市場の嗜好性などを常に注視しな
がら実施いている。

取組内容を継続し、最大の事業効果を発現するよう、地域のリーダーとなる人材を育成していくため、
青年漁業者の積極的な参加を促進する。
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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

1,652 1,652 県単等

順調
　支援した地域においては、地域の若者や子どもたちが農村環境の保全管理活動や地
域イベント等に参加しており、将来の地域リーダー育成に貢献した。

　土地改良区等による土地改良施設の維持管理活動への支援
や、農業体験等の普及啓発活動への支援を行った。

県内支援地区数：10地区
離島支援地区数：５地区

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　農道沿いの雑木・雑草の除去や清掃活動等を農家と地域住民が共同で行う事により、
地域の連携と協力体制の向上を図った。また、地域の景観形成、保護や、農作業体験等
の関連行事を行い地域住民や子ども達に農業への関心を持ってもらうことで、地域リー
ダーの育成、地域の活性化につながった。

活動状況 活動実績値

ふるさと農
村活性化基
金事業

　事業の効率化の観点から、希望地区の活動計
画を吟味し、より地域リーダーの育成・確保に繋が
る活動を計画している地区を優先的に支援するよ
う改善した上で、農業施設等の維持管理や、次世
代の担い手育成を見据えた活動等、地域リーダー
育成に貢献した（離島分：計画値５地区　→　実績
値５地区）。

平成27年度実績

主な取組 ふるさと農村活性化基金事業

担当部課 農林水産部村づくり計画課

事業名 活動内容

取組内容
　農山漁村の活性化を図るために、基金の運用益を活用し、地域リーダーの活動支援や
人材育成、事業制度の啓発等を推進する。

年度別
取組予定

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

施策（小項目） 交流と共創による農山漁村の活性化

対応する
主な課題

◎離島においては、担い手農家の減少により、農業のみで経済・社会維持は困難となり
つつあることから、農山漁村の持つ多面的機能を活かした新たな雇用の場の創出と地域
リーダー等の育成を図り、都市と農山漁村の交流による地域独自の活性化が求められ
ている。

地域リーダーの育成等



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

2,385 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

３地区
（25年度）

６地区
（26年度）

５地区
（27年度）

→
10地区

（27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）

・支援地区数を絞り込み、より地域リーダーの育成・確保に意欲的な地区を重点的に支援する必要が
あることから、小規模の活動報告会等をとおして、地域の意見をきめ細かに把握する必要がある。

・基金の運用益の縮小に伴い、地域リーダーの育成・確保に繋がる効果的な計画を作成している地域
を優先的に支援するため、小規模の活動報告会等を通し、地域の意見をきめ細かに把握する。
・農山漁村地域活性化の一環として沖縄県が実施している「沖縄、ふるさと百選」認定事業などの地域
支援事業の取り組みとの連携を図るため、基金事業と百選認定制度をセットでPRする。

　平成27年度においては、5地区において事業を行った。基金利子を活用した事業であるため、
利率の状況に左右されるが、限られた財源を活かし、次世代の担い手育成を見据えた活動を
実施している。農村地域への支援を通して、農村環境の保全や地域ぐるみの共同活動を促進
し、地域リーダーの育成・確保に貢献している。

○内部要因
・農山漁村地域活性化の一環として沖縄県が実施している「沖縄、ふるさと百選」認定事業など、他の
地域支援事業の取り組みとも連携し、事業執行する必要がある。

○外部環境の変化
・基金の運用果実の縮小に伴い、より効果的で充実した活動計画を作成している地区を優先的に支援
する必要がある。

平成28年度計画

事業名 活動内容

ふるさと農
村活性化基
金事業

　地域住民ぐるみでの農村環境の保全管理活動や地域イベン
ト等に対して支援を行い、農山漁村の持つ魅力について理解
を深めることにより、地域リーダーの活動支援や人材育成等を
推進する（単年度計画値（離島分）：7地区）。

－

ふるさと農村活性化基金支援地区数

参考データ（離島分） 離島の現状

主な取組に対応する成果指標

①基金の運用益の縮小に伴い、地域リーダーの育
成・確保に繋がる効果的な計画を作成している地
域を優先的に支援する必要があることから、小規
模の活動報告会等を通し、地域の意見をきめ細か
に把握する必要がある。

②農山漁村地域活性化の一環として沖縄県が実
施している「沖縄、ふるさと百選」認定事業など、他
の地域支援事業の取り組みとの連携を図るため、
基金事業と百選認定制度をセットでPRしていく。

①平成27年度は本島地区及び宮古・八重山地区
において活動報告会を開催し、地域の実践者の
意見を集約した。

②百選認定団体を実施地区として採択し、基金事
業と百選認定制度のＰＲを図るため、地域のイベ
ント等の支援を実施した。

平成27年度の取組改善案 反映状況
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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

3,100 1,641 県単等

対応する
主な課題

◎離島においては、担い手農家の減少により、農業のみで経済・社会維持は困難となり
つつあることから、農山漁村の持つ多面的機能を活かした新たな雇用の場の創出と地域
リーダー等の育成を図り、都市と農山漁村の交流による地域独自の活性化が求められて
いる。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

施策（中項目） 共助・共創型地域づくりの推進

施策（小項目） 交流と共創による農山漁村の活性化

主な取組
都市農村交流促進事業（グリーン・ツーリズムの推
進）

取組内容

農山漁村地域の活性化を図るため、各地区グリーン・ツーリズム実践者代表を含む有識
者等で構成される「沖縄まちと村交流促進会」での意見を聴取し、「組織づくり、人づくり、
ものづくり」の視点から各施策を展開し、地域住民による主体的なグリーン・ツーリズムの
取組みを支援する。

事業名 活動内容

着手
・県内のグリーン・ツーリズムの情報の一元化に向け、県内グリーン・ツーリズム関連団体
等の参画によるグリーン・ツーリズムネットワークあり方検討委員会を開催し、ネットワーク
の目的と組織体制（案）が作成された。

年度別
取組予定

担当部課 農林水産部村づくり計画課

平成27年度実績

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

グリーン・
ツーリズム
推進体制強
化促進事業

・県内グリーン・ツーリズムネットワーク体制整備
　県内のグリーン・ツーリズムの情報の一元化に向
け、県内事業者等関係機関と連携した体制を整備
し、県内外への発信を強化する。
・ふるさと百選の認定
　ふるさと百選の認定を継続実施、農山漁村地域
の意識醸成、活性化を図る。

順調
　グリーン・ツーリズムの推進を図るため、「組織づくり、人づくり、ものづくり」の視点から、
各事業を展開した結果、平成26年の交流人口の実績は9万9千人と順調に伸びている。
　ふるさと百選認定事業では、新たに4団体が認定され、地域の活性化に繋がった。

活動状況 活動実績値

・グリーン・ツーリズムネットワークあり方検討委員会を3回開催
し、宮古島、石垣島、伊江島のグリーン・ツーリズム関連団体の
リーダーに委員として参加して頂いた。
・また「沖縄、ふるさと百選」では、石垣島の「フナクヤハーリー」
が新たに認定された。

・グリーン・ツーリズムネットワークあり
方検討委員会への参加　(宮古、石
垣、伊江）
・「沖縄、ふるさと百選」の認定と情報
発信

推進状況 平成27年度取組の効果

・交流拠点施設（組織）構築や新たな体験メニューの開発・人材育成等及び情報発信

・グリーン・ツーリズム実践者の育成



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,279 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

－ － － －
9.9万人
（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年度の取組改善案 反映状況

①グリーン・ツーリズム実践者の定期的な研修会を
開催できるよう「研修プログラム」や「研修会運営の
手引き」等の周知を図る。
②各圏域の連携体制強化や資質向上を図るため、
核となる県段階の協議会などネットワーク体制を整
備する。
③県段階で一元化された情報を県内外へ発信する
環境を整備する。

①県村づくり計画課のホームページへの資料掲載
や実践団体向けに資料を配付した。

②実践者団体、有識者、関連業界からなる「グリー
ンツーリズムネットワークあり方検討委員会」を3回
開催した。
③実践者団体との意見交換により、ネットワーク化
の目的を明確化した。

主な取組に対応する成果指標

－

平成28年度計画

事業名 活動内容

グリーン・
ツーリズム
推進体制強
化促進事業

　県内のグリーン・ツーリズムの情報の一元化に向け、県内事
業者等関係機関と連携した体制を整備し、県内外への発信を
強化する。
　ふるさと百選の認定を継続して実施し、農山漁村地域の意識
醸成や活性化を図る。

・地域におけるグリーン・ツーリズムの支援体制が十分ではなく、受入体制や経験に地域差が見られる
が、ネットワーク化と情報共有などにより受入れの向上を図る必要がある。
・受入先については、農林漁家の減少や高齢化により、その確保が課題となっていたが、規制緩和によ
り、非農家の参入が進む見込みであり、今後は地域連携による体験の充実が必要である。また、移住
志向者など大人の民泊にも対応できる受け入れについても充実させていく必要がある。

・受入品質を向上させるため、グリーン・ツーリズムのネットワーク化と情報共有を推進する。
・沖縄らしい体験交流プログラムづくりを進め、地域連携による受入体制を検討する。
・大人の民泊など多様なニーズへの対応についても議論し、情報を発信していく。

　近年、グリーン・ツーリズムを活用した修学旅行は増加傾向にあり農林漁家民宿ののべ宿泊者
数(交流人口)が28年度目標値を超える9.9万人となった。民泊受け入れ家庭のニーズから農林漁
業体験民宿の開業も増えており、5１6軒となった。

・グリーン・ツーリズム等実践団体の横の連携がなく、受け入れ体制について地域や経験による差があ
る。地域における支援体制がない。
・農林漁家の担い手の減少、高齢化により、非農家も含めた地域連携による受け入れが必要。
・これまで実践団体から課題としてあげられていた旅館業法の取得について、民泊にかかる規制緩和
により、簡易宿所の営業許可取得が進む見込み。
・沖縄への移住志向者も多く、地域を知る入り口としてグリーン・ツーリズムが期待されている。

グリーン・ツーリズムにおける交流
人口（農家民宿：県全域）

参考データ（離島分） 離島の現状



(2)

ア

221
離島振興

計画記載頁
73

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
４回
講習会開
催回数

→ 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

1,634 1,524 県単等

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 地域における安全なまちづくり推進事業

対応する
主な課題

◎多くの離島は警察施設が駐在所のみであることから、警察安全相談窓口の周知徹底
を図り、住民の不安解消に努めるとともに、住民、関係機関と連携した犯罪抑止活動や
防犯性能の高い施設整備の促進等を図る必要がある。

取組内容
　犯罪の起こりにくい生活環境の確保を図るため、安全安心まちづくり講習会を開催する
とともに、子どもたちの被害防止能力を高めるため、地域安全マップ作製事業に携わる
地域安全マップ指導者向けの講習会を開催する。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　消費・くらし安全課

事業名 活動内容

ちゅらさん運
動推進事業

  地域の安全意識の高揚を図るため、地域安全
マップ指導者講習会等を４回開催した。
　子ども・女性安全安心見守りモデル事業（フラ
ワーポット事業）を実施（６地区）した。

活動状況 活動実績値

　地域安全マップ指導者講習会を開催した。
　子ども・女性安全安心見守りモデル事業を八重山地区で行っ
た。

講習会１回（宮古島市）
モデル事業贈呈式開催１回（石垣市）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　地域安全マップ指導者講習会を実施することにより、離島地域から11チームが参加し
た。沖縄県子ども地域安全マップコンテストで離島から参加した１点が最優秀作品に、他
１点が優秀作品に選ばれた。
　子どもたちの犯罪被害回避能力、コミュニケーション能力、地域への愛着心を高める効
果が期待できる。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　地域安全マップ指導者講習会や子ども・女性安全安心見守りモデル事業等によるちゅ
らさん運動の推進、講習会等の安全安心なまちづくり事業の推進によって、地域の関係
機関、団体、県民の防犯に対する意識は高まっており、平成27年の刑法犯認知件数は
9,463件と減少傾向にあることからも犯罪が発生しにくいまちづくりにつながっている。
　平成27年度の安全安心なまちづくり講習会等は、計画値４回に対し、実績値４回開催さ
れており、順調に取り組んでいる。
　地域安全マップコンテストについては、県警及び教育庁と連携し、表彰式等を含めた参
加者の増加に向けた取組を行った。(参加者約250人以上）

安全安心まちづくり講習会、地域安全マップ指導者講習会の

開催



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,514 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

10,820件
（25年）

9,879件
（26年）

9,463件
（27年）

↘
1,098,969件

（27年）

状
況
説

明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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28年度計画

事業名 活動内容

ちゅらさん運
動推進事業

　地域の安全意識の高揚を図るため、地域安全マップ指導者
講習会を開催する。
　子ども・女性安全安心見守りモデル事業を実施する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①子どもたちを含め地域の防犯力を高めるため
に、地域安全マップ指導者講習会及び子ども安全
マップコンテストを実施し、犯罪が起こりにくい安
全・安心なまちづくりの実現を目指す。

②ちゅらさん運動の推進にあたっては、運動の主
体となる県民、市町村、各地区安全なまちづくり推
進協議会が継続して行動啓発を行っていけるよう
なモデル的取り組みを実施することが重要であるこ
とから、今年度も子ども・女性安全安心見守りモデ
ル事業をモデル事業として実施する。

①地域安全マップ指導者講習会を宮古島市で開
催し、コンテストに応募することで離島地域の子ど
もたちの犯罪回避能力の向上と地域の防犯力向
上に取り組んだ。

②平成27年度は子ども・女性安全安心見守りモデ
ル事業を６地区９団体について実施した。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ 沖縄の現状

・引き続き、ちゅらさん運動を推進していく県警、教育庁、知事部局との連携を一層強化し、各事業を推
進する。

・平成28年度は、子ども・女性安全安心見守りモデル事業を全14地区推進協議会において実施するよ
う、事業の拡充を図る。そのため、市町村や各地区安全なまちづくり推進協議会、実施団体等との連
携を図り、地域で継続していけるような実施方法等について協議していく。

刑法犯認知件数

　ちゅらさん運動や安全安心なまちづくりの推進は、犯罪を未然に防ぐ様々な活動につながって
いる。
　刑法犯認知件数は平成14年の25,641件をピークに13年連続で減少している。

○内部要因
・ちゅらさん運動をより地域に根ざした県民運動としていくために、事業の改善に迅速かつ柔軟に対応
可能な執行体制の構築が必要である。

・子ども・女性安全安心見守りモデル事業については、各地区で継続実施するための課題の把握と対
応方法について、各地区協議会や県警との連携が重要である。

○外部環境の変化
・刑法犯認知件数は順調に減少しているものの、子ども・女性に対する「声かけ」、「つきまとい」事案は
増加傾向にある。

・本課が事務局となり取り組んでいる事業について、県警や教育庁との連携を強化する。

・子ども・女性安心安全見守りモデル事業については、過去に実施した団体に対してヒアリング等を行
うとともに、各地区推進協議会や県警と意見交換を実施し、地域で継続するための仕組みづくりに取り
組む。



(2)

ア

222
離島振興

計画記載頁
73

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

29,142
5,744

28,722
5,744

県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

5,744 県単等

着手
警察安全相談管理システムが平成26年１月１日から運用されたことを受け、離島（宮古
島警察署、八重山警察署）においても、多種多様化する相談事案に対し、迅速、的確な
対応を行うとともに相談内容等についての情報共有化が図られている。

※参考　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　平成27年より、警察安全相談員を１名増員して宮古島警察署に配置し、離島における
警察安全相談体制を強化し、同相談員が111件（宮古島警察署全相談受理件数の35％）
の相談を受理した。専門の相談員を配置することにより、複雑多様化し、増加傾向にある
警察相談に適切に対応した。

事業名 活動内容

○職員費
○警察広報
活動費

警察安全相談員に対する指導教養による資質向上
警察安全相談管理システムを活用した迅速・的確な対応の推
進と情報の共有化
県警察ホームページを活用した警察安全相談業務の周知

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

警察安全相談担当者に対する指導・教養による資質向上及び
県警察ホームページ、警察相談の日、110番の日などを活用し
た警察安全相談業務の周知を図った。

相談受理件数643件（宮古島警察
署、八重山警察署）

推進状況 平成27年度取組の効果

警察安全相談に対する業務指導及び県民に対す
る周知、利用促進

平成27年度実績

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

年度別
取組予定

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

担当部課 警察本部警務部広報相談課

事業名 活動内容

○職員費
○警察広報
費

取組内容
　犯罪等による被害の未然防止を図るため、各種相談への適切な対応、警察安全相談
体制の整備、警察安全相談窓口の周知と利用促進、職員の資質向上のための教養を実
施する。

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 警察安全相談の充実強化

対応する
主な課題

◎多くの離島は警察施設が駐在所のみであることから、警察安全相談窓口の周知徹底
を図り、住民の不安解消に努めるとともに、住民、関係機関と連携した犯罪抑止活動や
防犯性能の高い施設整備の促進等を諮る必要がある。

警察安全相談体制の整備、職員の資質向上



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

794件
（25年）

572件
（26年）

643件
（27年）

↗
15,495件
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

参考データ（離島分） 離島の現状

・犯罪等による被害の未然防止を図るため、県警察ホームページ等を活用して、警察安全相談の利用
促進について県民への周知を図る。
・社会情勢の変化に対応すべく、警察安全相談員のスキルアップのための業務指導を継続して行うと
ともに、警察安全相談管理システムを効果的に運用して、情報の共有化を図り、組織的に対処する。

警察安全相談受理件数
（宮古島、八重山）

　平成27年中の宮古島・八重山警察署での警察安全相談受理件数は643件で、前年比71件の
増加であった。ＤＶ・ストーカー事案等の人身安全に関する相談が59件と、迅速・的確な対応が
求められる相談が依然として多い。今後も警察安全相談に迅速・的確に対応し、相談事案の早
期解決を図る。

○内部要因
・様々な相談事案に対応できる相談体制の充実を図るため、相談員に対する教養等による資質向上
等が求められる。

○外部環境の変化
・社会情勢の変化により、相談内容が複雑化、多様化、広域化している。

・時代の変化とともに複雑化、多様化、広域化する相談事案に対応するため、警察相談員の資質向上
への取組を継続していく必要がある。
・県民からの意見、要望に対応するため、警察安全相談について更なる周知を図る必要がある。
・複雑化、多様化する相談業務に迅速・的確に対応するため、警察安全相談管理システムを有効活用
による情報の共有、事務の合理化を図る必要がある。

-

平成27年度の取組改善案 反映状況

①引き続き、県警察ホームページを活用して、警察
安全相談の利用促進について県民へ周知を図る。

②引き続き、警察安全相談員のスキルアップのた
めの業務指導を行うとともに、警察安全相談システ
ムを効果的に運用して、情報の共有化を図り組織
的に対処する。

①「警察相談の日」のイベント等各種警察活動や
県警察ホームページを活用して、警察安全相談の
利用促進について県民へ周知を図った。
②警察安全相談員研修会等を開催し、相談員の
スキルアップのための業務指導を行うとともに、警
察安全相談管理システムを効果的に運用して情
報の共有化を図った。

主な取組に対応する成果指標
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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

3,687 3,156 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

2,989 県単等

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

取組内容
　犯罪のない安全で安心して暮らせる沖縄県の実現を目指して、「ちゅらさん運動」の浸
透・定着を図るとともに、防犯ボランティア団体に対する支援、治安情勢に基づく情報発
信・広報啓発活動の推進、防犯ネットワークの整備を図る。

年度別
取組予定

主な取組 安全なまちづくりの推進

対応する
主な課題

◎多くの離島は警察施設が駐在所のみであることから、警察安全相談窓口の周知徹底
を図り、住民の不安解消に努めるとともに、住民、関係機関と連携した犯罪抑止活動や
防犯性の高い施設整備の促進を図る必要がある。

事業名 活動内容

安全なまち
づくり推進事

業

「ちゅらさん運動」の活性化を図り、犯罪総量の抑止を
目的に、防犯ボランティア団体に対する継続的な支援と
犯罪発生状況等の情報発信、防犯グッズの物品支援を
行った。

担当部課 警察本部生活安全部生活安全企画課

平成27年度実績

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　防犯ボランティア団体及び人員は減少したものの、青色回転灯装備車量は増加傾向を維持して
いるほか、地域住民、自治体及び事業者等による防犯活動の継続により、平成27年中の刑法犯
認知件数が9,463件と２年連続で１万件以下、平成14年以降13年連続で減少した。

活動状況 活動実績値

防犯ボランティア団体に対して防犯活動用ベスト等防犯グッズを無償
貸与し、活動の参考となるよう犯罪発生状況等について情報発信し
た。

防犯ボランティア団体数：73団体
（宮古島、八重山）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　平成27年中の離島警察署（宮古島、八重山）における刑法犯認知件数は704件で、前
年対比で63件（8.0％）減少しているほか、防犯ボランティア団体として、1団体が新たに結
成され、既存の団体へ新たに329名が加入した。

生活安全活
動事業

ちゅらさん運動の普及促進、広報啓発活動。自主防犯ボランティアに
対する装備品等の支援による自主防犯活動の活性化。防犯アカデ
ミー、防犯フェア等による県民への防犯意識の醸成。各自治体及び事
業所等に対する防犯カメラ設置拡充の働きかけ。

平成28年度計画

事業名 活動内容

自主防犯ボランティア団体への支援

犯罪抑止に配慮した環境設計の促進（防犯カメラの設置促進等）

「ちゅらさん運動」の浸透・定着



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

814件
（23年）

767件
（26年）

704件
（27年）

→
9.463件
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

参考データ（離島分） 離島の現状

刑法犯認知件数（宮古島、八重山）

①これまでは大人を中心として普及活動をしてい
た「ちゅらさん運動」について、その対象として将来
を担う児童生徒まで拡大し、子供から大人へと安
全安心への気運を醸成することで、犯罪の未然防
止を図る。
②業界団体、事業者への連携及び店舗側へ防犯
ボランティア団体の立ち寄り受入要請
③既存の防犯ボランティアに対する活動支援及び
情報提供に加え、若年層の自主防犯ボランティア
活動への参画を促進する。

①県内の保育園、幼稚園、ダンスチームの５団体
を「ちゅらさん運動普及協力団体」に指定し、地域
行事やイベント等においてちゅらさん運動の普及、
安全安心気運の醸成を図った。
②各警察署の防犯ボランティア団体が、警察署管
内のスーパー等に立ち寄り、万引き等の未然防止
を図った。
③学生ボランティアが安全安心アカデミーに参加
したほか、防犯パトロールを実施するなど、防犯活
動の高揚が図られた。

主な取組に対応する成果指標

-

・防犯ボランティア団体に対して犯罪発生状況等を情報発信するとともに、功労団体や功労者を積極
的に表彰するなど「やりがい」を実感させて活性化を図る。
・オートバイ盗について、事業者や施設管理者などに対して、駐輪場の整備を働きかけるとともに、利
用者に対して２ロックの徹底を呼びかける。
・学校や関係機関と連携し、自転車利用者の多い学生を対象に、自転車への施錠の徹底について働
きかけ、施錠の習慣化を図る。
・児童生徒を対象に、万引きに関する防犯講話を実施するほか、店舗側に対して、「万引きをしにくい
店づくり」について継続して働きかける。

・「ちゅらさん運動」を子供から大人まで幅広い年齢層に対してアピールし、安全安心な沖縄県の実現
への気運を高めることで、犯罪の未然防止を図る。
・防犯ボランティアの活性化を図るべく、その支援について要望を広く吸い上げて反映していくほか、学
生をはじめとした若い世代に対して、防犯ボランティア活動への参画を促進する。

　県全体として、平成28年目標値（11,000件以下）を前倒しで達成しており、また、離島（宮古島、
八重山）にあっても前年を下回って推移しており、平成33年の県内における刑法犯認知件数目
標値（10,000件以下）の達成に向けて順調である。

○内部要因
・県内の防犯ボランティア団体の中には、高齢化や家庭の事情等を理由に解散する団体や引退する
ボランティアがあり、平成27年中、県内における団体数や構成員数ともに減少している。離島において
も、将来的に防犯ボランティア団体の活動が縮小することも考えられるため、県全体として今後の防犯
ボランティア活動の活性化に取り組む必要がある。

○外部環境の変化
・刑法犯認知件数は13年連続で減少し、本年も引き続き減少傾向にあるものの、依然としてオートバイ
盗、自転車盗、万引きについて、全刑法犯に占める割合が高い。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
４回
講演会開
催回数

→ 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

8,842 6,939 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

8,400 県単等

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 飲酒運転根絶推進事業

対応する
主な課題

○県民が安全・安心に暮らせるよう、車社会の本県において地域の交通安全対策が求
められている。

取組内容
　飲酒絡みの交通事故を防止するため、飲酒運転根絶の各種広報啓発活動（講演会、
キャンペーン、パネル展、マスコミ活用広報啓発）を実施する。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　消費・くらし安全課

事業名 活動内容

飲酒運転の
ない社会環
境づくり事業

　平成21年に施行された「沖縄県飲酒運転根絶条
例」に基づき、(公財）沖縄県交通安全協会連合会
などの関係機関、団体と連携して、交通安全運動
における広報啓発（各季）、飲酒運転根絶県民大
会（10月）、下半期交通事故抑止運動（９月から12
月）高校生による飲酒運転根絶ラジオＣＭの制
作、放送（12月･３月）、飲酒運転根絶検討委員会
の開催（12月から３月）等を実施した。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

春夏秋年末年始の交通安全運動における広報啓発
飲酒運転根絶ラジオCM作製、放送

交通安全運動（４回）
ラジオCM（12月から３月）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
「沖縄県飲酒運転根絶条例」の制定以降、取り組んできた啓発事業等により、県民意識
は高まりつつあるが、平成27年の交通死亡事故に占める飲酒絡みの死亡事故の割合が
全国ワースト１となるなど、深刻な状況にある。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　活動指標の講演会開催数、飲酒運転根絶ラジオメッセージ放送等は着実に取り組んで
おり、推進状況は順調である。
　飲酒運転の根絶には、取締りだけでなく、県民総ぐるみで飲酒運転根絶に向けた取組
が必要であり、「沖縄県飲酒運転根絶条例」（平成21年施行）の制定以降、取り組んでき
た啓発事業等により、県民意識は高まりつつある。

事業名 活動内容

飲酒運転の
ない社会環
境づくり事業

　「沖縄県飲酒運転根絶条例」に基づき、各季の交通安全運動
における広報啓発、飲酒運転根絶県民大会（10月）や飲酒運
転根絶県民運動の展開、講演会の開催、二日酔い運転防止
の注意喚起ステッカーの配布、高校生によるラジオＣＭの制
作、放送などを実施する。
　また、飲酒運転をなくすために設置した「飲酒運転根絶検討
委員会」を引き続き開催し、検討内容を踏まえ、施策に反映さ
せるための計画等の策定に取り組む。

飲酒運転根絶に係る各種広報啓発活動（講演会、キャン

ペーン、パネル展、マスコミ活用広報啓発）



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

68
８人

(23年)
２人

（27年）
減少 ６人

41人
(27年)

傾向 全国の現状

2.01％
（25年）

1.87％
（26年）

2.08％
（27年）

→
0.76％
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①飲酒運転の根絶については、若い世代（高校生
等）を対象とした取組が、親世代への波及効果も
期待できるため、飲酒運転根絶メッセージ募集とラ
ジオCM放送を引き続き実施するとともに、各高校
などに働きかけ、県民大会への高校生を中心とし
た若い世代の積極的な参加を呼びかける。

②二日酔い運転防止の注意喚起として、飲食店等
に飲酒運転防止ステッカー配布の実施や、飲酒し
た運転手にタクシーや運転代行の利用を促すよう
協力を依頼するとともに、運輸関連業界に対して
は車両運行前の飲酒検知の実施などの協力を依
頼する。

①10月に実施した飲酒運転根絶県民大会には、
糸満高校ダンス部のアトラクションをはじめとし
て、各高校から多数の高校生が参加した。また、
高校生によるラジオＣＭ放送を実施（12月、３月）
し、親世代への広報啓発を行った。

②飲酒運転防止ステッカー等、啓発グッズの配布
や運輸関係業界へ車両運行前の飲酒検知協力
等を実施した。

主な取組に対応する成果指標

交通事故死者数（離島）

参考データ 沖縄の現状

・飲酒運転の根絶については、若い世代（高校生等）を対象とした取組が、親世代への波及効果も期
待できるため、飲酒運転根絶メッセージ募集とラジオＣＭ放送を引き続き実施するとともに、各高校な
どに働きかけ、県民大会への高校生を中心とした若い世代の積極的な参加を呼びかける。

・飲酒運転根絶検討委員会の検討内容を踏まえて、施策に反映させるための計画等の策定に取り組
む。

・二日酔い運転防止の注意喚起としては、飲食店等に対しては飲酒運転防止ステッカー配布を継続
し、飲酒した運転手にタクシーや運転代行の利用を促すよう協力を依頼する。

交通人身事故に占める
飲酒絡み事故比率

交通人身事故に占める飲酒がらみ事故比率は、平成27年は2.08%と前年より増加した。件数自
体は平成26年と同じであるが、交通人身事故発生件数が減少したことから、率としては増加し
ている。平成27年は、下半期交通事故抑止運動（９月から12月）を展開するなど、飲酒運転根
絶に向けた取組を展開した。

○内部要因
・飲酒運転根絶検討委員会において、議論された点等を施策に反映させるための新たな計画の策定
等が求められる。

○外部環境の変化
・本県も、交通人身事故に占める飲酒運転がらみ事故件数は減少傾向にあるものの、構成率として他
県と比較した場合、26年連続ワーストワンとなっている。

・飲酒運転検挙者の約半数にアルコール依存症の疑いがあるとされていることから、これらの対策に
向けて保健医療部との連携が求められる。

・飲酒運転検挙者へのアンケートで多数の者が飲酒後も運転するつもりだったという結果が出ており、
これら規範意識の低い層への対策が求められる。

・子どもたちを対象とした取組が、子どもたち自身及び親世代への波及効果も含めて重要である。

・飲酒運転根絶検討委員会の検討内容を踏まえて、施策に反映させるための計画等を策定する必要
がある。

・飲酒運転については、飲酒の翌朝の通勤時間帯に検挙されることも多いことから、二日酔い運転に
対する注意喚起、アルコールの体への影響等についての意識啓発が重要である。
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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

2,017 1,891 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,821 県単等

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 交通安全運動事業

対応する
主な課題

○県民が安全・安心に暮らせるよう、車社会の本県において地域の交通安全対策が求
められている。

取組内容
　交通事故を防止し、安全かつ円滑・快適な交通社会を実現するため、交通安全思想の
普及啓発（春･夏・秋・年末年始交通安全運動、交通安全功労者表彰等）を行う。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　消費・くらし安全課

事業名 活動内容

交通安全事
業

　各季の交通安全運動、功労者表彰、広報啓発を
継続して実施した。
　下半期交通事故抑止運動を実施し、高齢者など
の交通意識を高めるため、高齢者向けチラシなど
の配布、うちなーぐちによる広報用テープを作成
し、街頭宣伝活動に活用した。また飲酒運転根絶
のぼり旗リレー等への活用に向けて、各市町村へ
のぼり旗等啓発グッズを配布し、常時啓発活動に
活用できるよう連携を図った。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

春夏秋年末年始の交通安全運動における広報啓発
交通安全功労者等表彰

交通安全運動（４回）
功労者表彰（１回）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　春･夏･秋・年末年始の交通安全運動の実施など、交通安全思想の普及啓発に努めた
ことにより、交通人身事故発生件数は減少し、交通事故による死者数は２人であった。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　春･夏･秋・年末年始の交通安全運動の実施など、交通安全思想の普及啓発に努めた
ことにより、交通人身事故発生件数は減少した。上半期の交通事故増加傾向を受けて、
下半期交通事故抑止運動を県警や市町村、関係各機関と連携して実施した効果と考え
る。

事業名 活動内容

交通安全事
業費

　各季の交通安全運動、功労者表彰、広報啓発を継続して実
施する。
　第10次交通安全計画の策定に向けて、これまでの取組につ
いて検証し、効果的な広報啓発活動を実施する。

交通事故を防止し、安全かつ円滑・快適な交通社会を実現するた

め、交通安全思想の普及啓発（各季交通安全運動、交通安全功労

者表彰等）を行う。



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

68
8人

(23年)
2人

（27年）
減少 6人

41人
(27年)

傾向 全国の現状

6,664件
(25年）

6,242件
（26年）

5,621件
（27年）

↗
536,899件
（2７年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①最新の交通事情等に疎くなっていると思われる
高齢者については、啓発用チラシや反射材など安
全グッズの利用など、効果的な啓発活動を行う。

②二輪車の事故防止のための、若年層への交通
マナー向上に向けた啓発活動を強化する。

①下半期交通事故抑止運動において、高齢者向
けチラシを10,000枚作成し、市町村を通して配布
する等、高齢者向け啓発活動に重点的に取組を
行った。また、街頭宣伝用うちなーぐちテープを作
成し、広報活動を充実させた。

②二輪車事故防止チラシを10,000枚作成し、市町
村や関係団体等を通して配布した。

主な取組に対応する成果指標

交通事故死者数（離島）

参考データ 沖縄の現状

・道路管理者や市町村との連携を強化し、安全な運転への意識啓発に取り組む。

・加齢により体力、判断力等が低下する高齢者については、啓発用チラシや反射材など安全グッズの
利用など、効果的な啓発活動を行う。

・二輪車の事故防止のための、若年層への交通マナー向上に向けた啓発活動を強化する。

・第10次交通安全計画における目標の達成に向けて、県民の交通安全思想の普及啓発に取り組む。

交通人身事故件数

　平成26年は、過去最少の交通人身事故死者数となったが、平成27年については、41人となっ
た。前年よりは増加したものの、上半期の状況を受けて下半期交通事故抑止運動等に取り組
んだことから、ある程度抑制できたと考える。そのことは、交通人身事故件数の減少（△621件）
と、これまで6,000件台で高止まり傾向から減少させることができたことからも確認できる。今後
も、発生件数を抑制するためにも高齢者や二輪車等に対する重点的な取組を行う必要がある。

○内部要因
・県警、各市町村及び交通安全推進協議会等関係機関との連携を図っているが、より効果的な広報啓
発の方法等について、検討しお互いに取り組む必要がある。

○外部環境の変化
・本県は全国と比べ、死者に占める二輪車乗車中死者の構成率が高い状況にある。

・本県においても、高齢者が関連する事故件数は増加しており、今後の高齢化社会における懸念事項
として取り組む必要がある。

・高齢者の交通事故防止に向けた広報・啓発活動の取組強化を行う必要がある。

・二輪車の事故構成率が高い原因として、頻繁な車線変更等、交通法規違反が挙げられることから、
若年層等に対する交通マナー向上について取組を行う必要がある。
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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

8,236 7,928 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

8,196 県単等

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 交通事故相談所運営事業

対応する
主な課題

◎離島市町村においては、交通事故被害者がいつでも相談を受けられるよう、相談窓口
の周知を徹底する必要がある。

取組内容
　交通事故による被害者支援の一環として、交通事故の被害者等からの相談に応じ、指
導助言及び関係援護機関への斡旋を行う。また、宮古・八重山地区においては、年１回
の巡回相談を実施する。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　消費・くらし安全課

事業名 活動内容

交通事故相
談所運営事

業

　交通事故被害者等からの相談に応じ指導助言
及び関係機関への斡旋を行う。年に一度、宮古島
市と石垣市で巡回相談を行う。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

　本所(那覇市）、中部支所の二ヶ所に嘱託相談員２名ずつ配置
し、被害者からの交通事故相談に応じた。月に１度名護市及び
那覇市で、年に１度、宮古島市と石垣市で巡回相談を実施し
た。

巡回相談
宮古島市１回、石垣市１回

推進状況 平成27年度取組の効果

着手 　交通事故被害者等に対して、適切な指導・助言を実施し、問題解決に寄与している。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調 実施計画に記載なし。

事業名 活動内容

交通事故相
談所運営事

業

　交通事故被害者等からの相談に応じ指導助言及び関係援護
機関への斡旋を行う。年に１度、宮古島市と石垣市で巡回相談
を行う。

相談事業の実施



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

6,664件
(25年）

6,242件
（26年）

5,621件
（27年）

↗
536,899件
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①離島市町村において、いつでも交通事故相談が
受けられるよう、相談窓口の周知を徹底する。

①離島市町村で実施している巡回相談の開催に
ついて、市の広報誌及び地元紙において周知を
図った。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ 沖縄の現状

・離島市町村において、いつでも交通事故相談が受けられるよう、相談窓口の周知を徹底する。

交通人身事故件数

　交通人身事故件数の減少（△621件）と、これまで6000件台で高止まり傾向から減少させること
ができたのは、下半期交通事故抑止運動等に取り組んだことからである。今後も、発生件数を
抑制するためにも高齢者や二輪車等に対する重点的な取り組みを行う必要がある。

○内部要因
・交通事故損害賠償保険の内容は複雑多様化しており、相談員の専門性がより求められるようになっ
ている。

○外部環境の変化

・離島地域の住民がいつでも交通事故相談に応じることができるよう、相談窓口の周知を図る。

・相談員の専門性の向上につなげるため研修会等への参加機会を増やす。
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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

11,012
（０）

10,774
（０）

一括
交付金

（ハード）

活動状況 活動実績値

　防護柵や滑り止め舗装等を施し交通事故対策を図った。
石垣島等において防護柵や滑り止め
舗装等を施し交通事故対策を図っ
た。

順調

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　計画（予算）に対して８割以上を実施(決算見込み)しており、防護柵や滑り止め舗装等
を施し交通事故対策が順調に図れた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

　防護柵や滑り止め舗装等を施し交通事故対策が順調に図れた。平成24年度に指定さ
れた事故危険箇所（１箇所）においては整備を進めることができ、交通安全の確保・向上
を図れた。

担当部課 土木建築部道路管理課

事業名 活動内容

公共交通安全事業
　防護柵や滑り止め舗装等を施し交通事故対策を
図った。

平成27年度実績

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

年度別
取組予定

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 交通安全施設の整備

対応する
主な課題

◎離島地域では、採算性の問題等から公共交通が脆弱で車社会である一方で、過疎化
や高齢化も進展している状況がある。誰もが安全安心に暮らせる質の高い生活環境の
実現のため、交通安全対策の推進、歩道設置、無電柱化、街路樹による快適な歩行空
間の創出等、ゆとりある道路空間の創出が求められている。

取組内容
　安全で快適なゆとりある道路空間を創出するため、必要とされる箇所に防護柵や道路
照明、視線誘導標等の交通安全施設を設置し、交通事故の抑制を図る。

事故危険
箇所指定

防護柵や道路照明等、交通安全施設の整備



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

83,000
（0）

一括交付
金

（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年） （ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

事業名 活動内容

・指定・登録される危険箇所を優先して整備する必要があるが、その他の箇所についても地域の状況
を把握し、優先順位をつけて交通安全対策を推進する必要がある。

公共交通安
全事業

　事故危険箇所、市町村及び地域からの要請がある箇所の整
備を推進する。

・関係市町村や地域と連携して現場の状況に応じた最適な安全確保の方策を検討し、引続き交通事
故危険箇所以外についても優先順位を付け交通安全施設の整備を推進する。

平成28年度の取組改善案 反映状況

①関係市町村や地域と連携して現場の状況に応じ
た最適な安全確保の方策を検討し、引続き交通事
故危険箇所以外についても優先順位を付け交通
安全施設の整備を推進する。

①各事務所において優先順位を付け、関係機関、
地域との連携により交通安全施設の整備を推進
することができた。

　防護柵や滑り止め舗装等を実施し交通事故対策を図った。

主な取組に対応する成果指標

○内部要因

○外部環境の変化
・国土交通省が指定・登録する交通事故危険箇所以外にも、狭隘な道路などにおいて交通安全施設
が必要な箇所が未だ多く存在する。

なし

参考データ（離島分） 離島の現状

平成28年度計画
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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

1,270,149 1,248,283

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,863,188 県単等

平成28年度計画

交通安全施
設整備事業

　老朽化が著しい交通信号機の更新・改良等及び道路標識や
道路標示など新設・更新を行う。

事業名 活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　平成27年度中、15基の交差点信号機の集中制御化を行うなど、交通安全施設の増設
及び更新等の整備により、交通の安全と交通の流れの円滑化を図った。

着手
　平成27年度中、交通信号機設置を行うなど、離島地域住民の安全安心を確保するた
め、交通安全施設の増設及び更新等の整備により、交通の安全と交通流の円滑化を
図った。

推進状況 平成27年度取組の効果

交通安全施
設整備事業

　交通信号機の新設・改良・更新及び道路標識や
道路標示の新設・更新を行う。

活動状況 活動実績値

　交通信号機の新設・改良・更新
　道路標識（規制標識及び指示標識）の新設・更新
　道路標示（横断歩道、停止線）の新設・更新

■交通信号機新設：宮古島２基、石
垣島１基
■交通信号機改良：宮古島19基、石
垣島10基
■道路標識：久米島139本、宮古島
170本、石垣島228本
■道路標示：久米島8.54279km、宮古
島5.8478km、石垣島16.21246km

対応する
主な課題

◎離島地域では、採算性の問題等から公共交通が脆弱で車社会になっており、住民が
安全安心に生活できるよう、地域の交通事情に合わせた交通安全施設の整備を推進す
る必要がある。

事業名 活動内容

取組内容
　道路における交通の安全と円滑を確保するため、交通信号機の新設・改良・更新、道
路標識（規制標識・指示標識）や道路標示（横断歩道・停止線等）の新設・更新を行う。

担当部課 警察本部交通部交通規制課

平成27年度実績

年度別
取組予定

主な取組 交通安全施設整備

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

交通信号機、道路標識等の新設・更新



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

68
８人

（23年）
２人

（27年）
減少 △６人

41人
（27年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

・引き続き、住民が安全安心に生活できるように、交通安全施設の更新、改良及び新設を効率的に行
う。
・引き続き、交通事故発生箇所の更なる分析等を参考に必要性の低下した信号機を撤去し、必要性の
高くなった箇所への移設等、交通安全施設の見直し、改善を図る。

　交通信号機、道路標識等の新設・更新等を行い、交通人身事故発生件数221件（前年比△18
件）と減少し、交通の安全と円滑化を図った。

○内部要因
・新設道路の供用により、新たに必要となる交通安全施設を迅速かつ適切に設置する。
・老朽化した既設の交通安全施設の更新を着実に実施する必要がある。

○外部環境の変化

・交通安全施設の新設箇所の迅速かつ適切な選定及び老朽化した交通安全施設の整備を計画的に
行うための必要な予算を確保するとともに、予算の計画的な執行を行う。

―

①引き続き、住民が安全安心に生活できるように、
交通安全施設の更新、改良及び新設を効率的に
行う。

②引き続き、交通事故発生箇所の更なる分析等を
参考に交通信号機の移設等を図る。また、交通安
全施設の見直し、改善を図る。

①老朽化等を勘案し、必要箇所へ交通安全施設
の更新、改良及び新設を効率的に行った。

②交通事故発生箇所の分析等を実施し、交通安
全施設の見直しや改善へ取り組んだ。

主な取組に対応する成果指標

交通事故死者数

参考データ（離島分） 離島の現状
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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

4,180 3,954 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,775 県単等

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

取組内容
　運転免許の取得・更新等における行政サービスの確保と交通安全教育の充実を図るた
め、運転免許の出張試験及び高齢者講習等の出張講習を実施する。

年度別
取組予定

主な取組 運転免許出張試験・出張講習

対応する
主な課題

○運転免許取得や更新等の行政サービスの確保と交通安全教育の充実が課題である。

事業名 活動内容

運転免許事
業

　離島における運転免許の出張試験及び高齢者
講習等に対する出張試験を実施した。

担当部課 警察本部交通部運転免許課

平成27年度実績

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

活動状況 活動実績値

運転免許の出張試験～宮古島、石垣島、久米島
高齢者講習等の出張講習～座間味島、渡名喜島、粟国島、渡
嘉敷島、久米島、南大東島、北大東島、多良間島、伊是名島、
伊平屋島、伊江島、波照間島、与那国島

出張試験回数：74回
出張講習回数：20回

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　離島においても公平な行政サービスを提供することができ、また、出張講習等により離
島住民の交通安全意識の高揚を図ることができた。

運転免許事
業

　離島における運転免許の出張試験及び高齢者講習等の出張
講習を実施

平成28年度計画

事業名 活動内容

高齢者講習等の出張講習の実施

運転免許の出張試験の実施



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

2，543人
（25年）

2，479人
（26年）

2，264人
（27年）

― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

参考データ（離島分） 離島の現状

出張試験（学科・技能）受験者数

①各離島地域の実情と地域住民の要望を踏まえ、
事業効果が高まるよう運転免許試験や高齢者講習
等の回数、時期等について検証する。

①各離島地域の住民と連携を図り、それぞれの地
域の実情を把握する離島駐在所と連携を図り、運
転免許試験や高齢者講習等の受講待ちの解消に
努めた。

主な取組に対応する成果指標

―

・離島における運転免許試験受験者の月別の増減を勘案した試験の実施について検討することや、運
転免許保有者の高齢化に伴う高齢者講習受講者の増が見込まれるため、講習受講待機期間の短縮を
図り、公平で安定した行政サービスの確保に向けた方策を検討する必要がある。

・高齢者講習の受講者が増加していく中、講習指導員の育成に取り組んでいく。
・平成29年３月に改正道路交通法が施行されるが、その改正内容と連動した講習内容へ再構築する。

過疎化の進行により出張試験受験者数は減少傾向にあるが、事業効果が高まるよう試験や講
習の実施回数、時期等の検証を図り、安定した行政サービスを提供する。

○内部要因
・有資格者が講習を行うという法的規制があるため、講習指導員の育成が必要である。

○外部環境の変化
・離島の運転免許試験受験者が集中する繁忙期に対する取組、運転免許保有者の高齢化に伴う高齢
者講習の増加への対応を的確に行う必要がある。
・平成29年３月に改正道路交通法が施行予定であり、各種試験や講習等において対応が求められる。



(2)

ア

230
離島振興

計画記載頁
73

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

41,780 41,780 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

64,268 県単等

平成28年度計画

事業名 活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　転落防止柵を設置した。また、河川愛護月間のイベントとして河川清掃を実施し、その中
で水難事故防止等について広報を行ったことにより、河川利用者の安全対策意識の向上
が見込まれる。これにより、河川への転落等を防ぐことができ、安全・安心の確保が図ら
れた。

臨時河川等
整備事業費

（河川）

　必要な箇所において転落防護柵等の設置を行う。

　沖縄県水難事故防止協議会等を通じ、県警等と連携して県民
の水難事故に対する意識を啓蒙していく。

着手
　転落防止柵の設置により、河川への転落等を防ぐことができ、地域の安全・安心の確保
が図られた。

活動状況 活動実績値

石垣新川川にて、安全対策として転落防止柵の設置を行った。 転落防止柵設置：20m

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容

臨時河川等整
備事業費（河

川）

　必要な箇所において転落防護柵等の設置を行
う。
　沖縄県水難事故防止協議会等を通じ、県警等と
連携して県民の水難事故に対する意識を啓蒙して
いく。

安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 河川利用者の安全対策

担当部課 土木建築部　河川課

平成27年度実績

取組内容
　環境・景観に配慮した多自然川づくりを推進するとともに、河川での水難事故を防止する
ため、地域と連携して県民の安全・安心を確保する。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

◎本県の離島は多くの自然が残され、憩いと癒しの場の提供等重要な役割を果たしてい
る。このため、離島の河川では利用者の増加や利用形態の多様化が進んでいることか
ら、万が一、河川で水難事故が発生した場合の迅速な救助及び十分な医療体制が求めら
れる。

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

河川安全対策施設の整備

河川安全管理計画の策定

地域への安全教育等の実施



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

７７件
（ ２２年）

５７件
（ ２７年）

減少
（２８年）

２０件 ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

・河川での水難事故を防止するためには、転落防止柵の設置等の安全対策に取り組むとともに、水難
事故に対する県民の意識を高める必要があるため、地域住民や教育機関等と連携した取組を実施する
必要がある。

・近年、身近で自然豊かな河川を利用してレジャーを楽しむ人々が全国的に増加しており、これに伴い
河川における水難事故も多発していることから、河川利用者に対し安全意識の向上を促すことが重要で
ある。

・河川での水難事故を防止するために、転落防止柵の設置等の安全対策に取り組む。

・これまで以上に関係者が緊密に連携し、地域ごとにきめ細やかな対応を行っていくため、沖縄県、他
各種団体で構成する沖縄県水難事故防止協議会等を通じ、県警等と連携して県民の水難事故に対す
る意識を啓蒙していく。

　沖縄県水難事故防止推進協議会の各会員による広報啓蒙活動の推進、危険箇所の把握及び
パトロール等の対策により、平成26年度の水難事故発生件数は67件と基準値の平成22年度の
77件から20件減少となった。
　引き続き目標値の達成に向け、安全対策施設の整備や安全教育等の実施を行う。

○内部要因
・河川での水難事故を防止するためには、転落防止柵の設置等の安全対策が必要であるが、本県にお
ける整備はまだ十分とは言えない。

○外部環境の変化
・近年、身近で自然豊かな河川を利用してレジャーを楽しむ人々が全国的に増加しており、これに伴い
河川における水難事故も多発している。

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①河川での水難事故を防止するために、転落防止
柵の設置等の安全対策に取り組む。

②これまで以上に関係者が緊密に連携し、地域ご
とにきめ細やかな対応を行っていくため、沖縄県、
他各種団体で構成する沖縄県水難事故防止協議
会等を通じ、県警等と連携して県民の水難事故に
対する意識を啓蒙していく。

①河川環境の改善に伴い河川利用者が増加して
いるが、転落防止柵の未設置箇所があるため、 転
落防止柵等の整備を行った。
②水難事故防止等の広報を行うなど河川の安全・
安心の確保を図った。
　また、沖縄県水難事故防止協議会における取り
組みとして、河川利用の安全意識向上を目的とし
て、市町村教育委員会及び県教育庁等に対し、夏
休み期間の河川における水難事故防止啓発文書
を発出した。

主な取組に対応する成果指標

水難事故発生件数（県全体）

平成27年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
29市町村
相談窓口設
置市町村数

→
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

64,406 61,662
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

57,530
各省
計上

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 安全・安心に暮らせる地域づくり

主な取組 消費者行政活性化事業

対応する
主な課題

○消費者生活相談数は、減少傾向だが悪質商法等の手口は多様化、複雑化しており、消
費者トラブルの未然防止、被害拡大防止を図るため、相談窓口の機能強化及び県民への
啓発・消費者教育を強化する必要がある。

取組内容
　消費者トラブルの未然防止及び被害拡大防止を図るため、県民生活センター及び市町
村の消費生活相談窓口の設置促進、機能強化等に取り組む。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　消費・くらし安全課

事業名 活動内容

消費者行政
活性化事業

　県が実施する消費者被害防止のための啓発活
動や、不当行為に対する是正活動を行うＮＰＯ法
人に対して助成を行うとともに、市町村支援を目的
とした相談員養成事業、相談員レベルアップ事業
等を行う消費者行政活性化補助金を９市２町へ交
付した。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

　市町村支援を目的とした相談員養成事業、相談員レベルアッ
プ事業及び消費者啓発事業の推進。

・相談窓口機能強化支援　１１市町
（離島分：２市（宮古島市、石垣市））
・離島全市町村に相談窓口を設置

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　宮古島市及び石垣市へ補助金を交付し、消費者相談窓口の機能強化、離島消費者行
政の活性化を図ることができた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　相談窓口設置については、平成26年度末で全41市町村への設置が完了した。そのうえ
で、９市２町へ補助金を交付し、市町の消費生活相談窓口の機能強化、消費者行政の活
性化を図ることができた。
　また、助成を行ったＮＰＯ法人については、消費者団体訴訟制度における適格消費者団
体づくりを目指しており、消費者被害防止セミナー開催による県内消費者への啓発が図ら
れただけでなく、適格消費者団体の基礎づくりが進められ、平成28年度中に適格消費者
団体の認定を国から受ける予定である。

事業名 活動内容

消費者行政
活性化事業

　県が実施する消費者被害防止のための啓発活動や、不当行
為に対する是正活動を行うＮＰＯ法人に対して助成を行うととも
に、市町村支援を目的とした相談員養成事業、相談員レベル
アップ事業等を行う消費者行政推進補助金を９市２町に交付す
る。

相談窓口の機能効果、市町村の窓口設置等



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

12市町村
（H25年）

全市町村
（H26年）

全市町村
（H27年）

→
全市町村
（H27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①市町村消費生活相談窓口の設置促進・機能強
化を図るため、市町村消費者行政連絡会議の効果
的な開催や市町村巡回訪問などを通してきめ細か
な市町村支援を行っていく。

②消費者問題に取り組むＮＰＯ法人に対して、消費
者被害の防止拡大のための広報啓発などの事業
への助成を行うとともに、適格消費者団体の早期
設立に向けた取組を促進していく。

①市町村消費生活相談窓口の機能強化にあたっ
ては、６月の年度早期に市町村消費者行政連絡
会議を開催するとともに、補助金の活用を働きか
けた。また、北部市町村においては、相談窓口の
広域化に向けた勉強会等を実施してきた。

②消費者問題に取り組む「ＮＰＯ法人消費者市民
ネットおきなわ」に対して、消費者被害拡大防止を
図るためのセミナー開催等の経費に消費者団体
活動支援事業補助金（200万円）を交付するなど、
適格消費者団体の基盤づくりを進めた結果、年度
内の適格消費者団体の認定申請につながった。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ（離島分） 離島の現状

･市町村消費相談窓口の機能強化を図るため、市町村消費者行政連絡会議の効果的な開催や市町村
巡回訪問などを活用してきめ細かな市町村支援を行っていく。

・消費者問題に取り組むＮＰＯ法人に対し、消費者被害の拡大防止のための広報啓発などの事業への
助成を行うとともに、適格消費者団体の早期設立に向けた取組を促進していく。

相談窓口設置市町村

　消費生活相談窓口設置が３市町村（平成24年度）から平成26年度には離島全市町村となり、
未設置市町村が解消された。

○内部要因
・全市町村への相談窓口設置を達成した一方で、専門相談員が配置されていないなど、質の高い相
談・救済が受けられる窓口の体制整備が十分ではない。これは、本県の場合、多くの有人離島が散在
して小規模町村を形成していること等により、限られた行政資源の中で、消費者に対する新たな住民
サービスの強化がなかなか進まないことが起因していると考えられる。

○外部環境の変化
・国は、当面の政策目標である「地方消費者行政強化作戦」を定め、どこに住んでいても質の高い相談・
救済が受けられる体制整備を進めるとしている。

・県内各市町村相談窓口に消費生活専門相談員を配置して相談業務に従事させ、県は各市町村の相
談窓口設置に関し、助言・他自治体との連絡調整、情報提供等の必要な支援を行うなどの役割分担を
構築することにより、市町村を含めた消費生活相談体制の質の向上を図っていく必要がある。

・県外との遠隔性や離島の散在性といった本県の条件不利性を踏まえた場合、消費者団体訴訟制度を
活用した差止請求を担う適格消費者団体が設置されることが望まれる。同団体の早期設立及び消費者
問題に取り組む民間団体として、引き続き当該ＮＰＯ法人と連携を行っていく必要がある。



(2)

ア

232
離島振興

計画記載頁
74

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
150回
消費者啓発
講座 → 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

32,552 31,484
各省
計上

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 １－７ 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） 安心安全に暮らせる地域づくり

主な取組 消費者啓発事業

対応する
主な課題

○消費者生活相談件数は、減少傾向だが悪質商法法等の手口は多様化、複雑化してお
り、消費者トラブルの未然防止、被害拡大防止を図るため、相談窓口の機能強化及び県
民への啓発・消費者教育を強化する必要がある。

取組内容
　消費生活の安定を図るため、消費者トラブル等に関する相談・苦情の受付、解決に必要
な助言、情報提供、あっせんを行うとともに、消費者の商品トラブルの未然防止や被害拡
充防止、消費選択の能力向上等を図るための意識啓発に取り組む。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　消費・くらし安全課

事業名 活動内容

消費者啓発
事業

　児童から高齢者に至るまでの一般消費者、自治
会等の各団体等を対象に、離島における消費者教
育講座の開催や宮古・八重山分室における相談
事業(572件）を実施し、消費啓発講座は県全体で
150回の目標に対し計225回そのうち離島での開催
は11回となっている。

活動状況 活動実績値

消費生活センター、宮古分室、八重山分室、金融広報委員会等
による消費者教育講座の開催及び消費生活相談事業の実施

各種消費者教育講座開催11回
（北大東3回：伊江島1回：宮古島4回:石垣島3回）

相談件数572件
（宮古分室239件：八重山分室333件）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　平成27年度の県内離島における消費者教育講座の取組に関しては、消費者教育講座
等を11回（728人）し、消費者トラブルへの対応や消費者相談事例等の啓発を推進してい
る。また、消費生活センター宮古・八重山分室による消費者生活相談（572件）を通じて、
助言、情報提供、あっせんを行い消費者と事業者間のトラブルの解消に寄与した。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　平成27年度における消費者啓発講座の取組は、消費者学習教室やくらしのサポート講
座等の各種消費者教育講座（127回、延べ5,483人）を沖縄県消費生活センターにて開催
した。あわせて、本県が事務局となっている金融広報委員会のアドバイザー派遣等を活
用した金融知識の普及啓発講座（98回、延べ3,206人）を実施し、消費者トラブルへの対応
や消費生活相談事例等の啓発を推進している。
　沖縄県消費生活センター啓発担当職員による講師派遣を強化するなど、消費者教育の
推進を踏まえた重点的な取組により、平成27年度における啓発講座回数（活動指標）は、
計画値150回に対し、実績値225回と増加しており、推進状況は順調である。

各種消費者教育講座の開催及び消費生活相談の実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

32,552
各省
計上

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

69
1,695人
（23年）

2,585人
（27年）

2,000人 △585人
9,636人
（27年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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28年度計画

事業名 活動内容

消費者啓発
事業

　児童から高齢者に至るまでの一般消費者対象各種講座に加
え、地域の公民館を活用した自治会単位での講座の開催、各
種団体、教育・福祉関係者など幅広く講座開催を呼びかけ、県
が事務局となっている金融広報委員会と連携し身近な金融経
済にかかる出前講座開催を実施していくとともに、引き続き消費
生活相談事業を実施し事業者と消費者のトラブル解消に努め
る。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①消費生活講座の開催にあたっては、市町村消費
者行政連絡会議や市町村巡回訪問などあらゆる機
会を通して講座活用を積極的に呼びかけていく。

②高齢者等への広報・啓発は、引き続き各地域に
出向き地域のニーズに応じた講座を実施し、地域
において密接に活動している民生委員等の福祉関
係者との連携や自治会等の活用を図りながら進め
ることとする。

③沖縄県消費者教育推進計画に関しては、重点
テーマの一つである「家計管理や生活設計に関す
る消費者教育の推進」を図るため、学校現場や地
域組織と連携した金融広報アドバイザー等の活用
による金融経済教育の更なる充実を図っていく。

①消費生活講座の開催では、総合教育センターに
対する学校向け講座や社会福祉協議会等に対す
る高齢者向け講座の周知など、より的を絞った呼
びかけを行った結果、平成26年度と比較して52回
の講座数増加につながった。

②特に高齢者等への広報・啓発では、社会福祉協
議会や公民館のデイサービス利用者及び老人会
員に対して、消費者被害に遭わないための知識を
身につける講座等を開催するなど（全127講座のう
ち48回）、地域に出向きニーズに応じた活動を行っ
た。

③家計管理等に関する消費者教育の推進では、
金融広報委員会による教職員向けの金銭教育に
関する研修会や親子向けお金のセミナー、学童ク
ラブへの金融広報アドバイザー派遣など啓発の活
動領域を広げた。

主な取組に対応する成果指標

消費啓発講座受講者数

参考データ（離島分） 離島の現状

・離島町村と連携し、親子を対象とした消費教育講座を計画することで、安全安心な消費者の自立形成
に向けて取り組んでいく。

―

　受講者数は、平成23年度の基準値より890人、平成26年度より1,653人の受講者数増となって
いる。
　教育委員会（学校）や福祉関係機関等の多様な主体に呼びかけ、金融広報委員会の活動と連
携し消費者啓発講座のニーズの掘り起こしを図ることで、出前講座等の開催が増加し、自立する
消費者の育成に寄与するとともに消費者トラブルの未然防止につながるものと考えられる。

○内部要因
・消費生活センターが消費啓発をより効果的に実施するため消費・くらし安全課に統合されたことで、多
様なライフステージへの対応や、より地域ニーズにあった内容の講座が実施できる。

○外部環境の変化
・離島県沖縄では、離島の15歳（中学３年生）が中学卒業とともに親元を離れて社会に出て行く環境に
ある。

・親元を離れる15歳に対し、一人暮らし、寮住まい等が円滑に進むよう、「家計管理、生活設計に関する
消費者教育」が急務である。



(2)
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離島振興

計画記載頁
74

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

86.3％
消防ポンプ
車充足率

90％

→
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

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

―

　市町村の消防の広域化に関する基本指針の改正を踏まえ、
国の支援制度等を周知するとともに、離島非常備町村を含め
た消防共同指令センターの整備が円滑に実施できるよう助言
等した。

―
　消防救急デジタル無線の共同整備、県内緊急消防援助隊
の増隊を市町村と調整を行い、消防相互応援体制の強化を
図った。

―
　消防車両等の整備に係る補助金・起債の活用の助言・指導
や国の無償貸付制度等を助言・指導し、消防車両・資機材の
整備を推進した。

・消防ポンプ車充足率は、計画値87.25％に対し、79.3％となり、概ね順調に取組を推進した。
　離島非常備町村を含めた、消防救急デジタル無線は28団体（39市町村）、消防共同指令センターは26団体
（36市町村）で、26年度に事業着手し、共同整備が順調に進んでおり、27年度で完了予定である。
・県内緊急消防援助隊が前年度から3隊増隊し、平成27年4月1日時点で47隊で、消防救急体制及び消防相
互応援体制の強化が図られた。
・消防団車両の無償貸付制度を活用し、4台（那覇市、宮古島市、島尻消防清掃組合、比謝川行政事務組合）
整備され、また、国の補助制度を活用し、東村分遣所の機能高度化が図られた。
・市町村の消防体制の強化に関する意見交換を実施し、消防力強化の推進が図られた。

―
　離島非常備町村を含めた消防共同指令センターの整備・運
用が円滑に実施できるよう助言等を行った。

活動状況 活動実績値
・離島市町村を含めた広域的な消防指令センターの協議に助言等を
行った。
・民間等が実施する寄贈事業を活用し、離島市町村に消防車両等が
配備され、消防施設の強化が図られた（伊是名村）。

消防車両等の整備：１台
消防共同指令センターの離島市町村の
参画：15市町村

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
・消防車両等が整備され、消防設備が強化され、消防体制の充実が図られた。
・離島15市町村を含めた広域的な消防共同指令センターの整備が開始された。

順調

年度別
取組予定

担当部課 知事公室　防災危機管理課

施策（中項目）

事業名 活動内容

消防体制の整備

対応する
主な課題

○伊江村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名
村、多良間村、竹富町、与那国町については、常備の消防機関（消防本部、消防署）がない。
そのため、常勤の消防職員が配置されておらず、消防・救急業務を非常勤の消防団員が行ってい
るほか、高度な資機材・車両等の整備を行うことも困難であるため、専門性の高い業務等を行うこ
とは困難となっている。

平成27年度実績

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組

取組内容
県内の消防体制の強化を図るため、消防本部や消防団の人的体制及び消防車両・資機
材等の整備を推進するとともに、非常備消防町村を含めた広域的連携を推進する。

社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保



（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

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

178人
(H22年）

176人
(H26年）

177人
(H27年）

↗
1,562人
(H27年）

725人
(H22年）

756人
(H26年）

747人
(H27年）

↘
1,709人
(H27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

　離島の消防職員数（消防本部のある常備３市町）は、平成27年4月1日現在　177人となってり、前年度と
比較し、1人の増となっている。離島の消防団員数（常備３市町と非常備12町村）の消防団員数は、平成
27年4月1日現在　747人となっており、９人の減となっている。
　今後とも、消防職員・消防団員の増員等の消防力の向上促進に取り組んでいく。

○内部要因
・全県的な消防共同指令センターについて、消防非常備町村を含め26団体（36市町村）が参画し整備す
ることが、平成26年１月に合意された。これにより、平成26～27年度に119番通報を一元的に受理等を
行う消防共同指令センター整備が完了し、28年度から本格運用する計画である。

○外部環境の変化
・平成26年10月に「消防力の整備指針（平成12年消防庁告示第１号）」の一部が改正された。

・平成26年10月に改正された消防力の整備指針に基づき、各市町村の消防力の実態を総点検する必
要がある。
・離島非常備町村を含め119番通報の受理等を一元化する消防共同指令センターの整備・運用が円滑
に進むよう助言し、消防救急の連携・相互応援体制の強化を図る必要がある。

消防団員数

・改正された消防力整備指針に基づき、消防施設整備計画実態調査を行い、県内の消防力の実態を明
らかにするし、市町村において同調査結果を踏まえ、消防力を計画的に整備するよう助言を行っていく。
・離島非常備町村を含め119番通報の受理等を一元化する消防共同指令センターの整備・運用が円滑
に進むよう助言を行っていく。

－
　市町村の消防の広域化に関する基本指針の改正を踏まえ、国の支援制度
等を周知するとともに、県内緊急消防援助隊の増隊を市町村と調整を行い、
消防相互応援体制の強化を図る。

－

　消防車両等の整備に係る補助金・地方債の活用、また国や民間が実施する
消防施設等の無償貸付、寄贈事業等を周知するとともに、制度内容の指導・
助言等を行う。

①改正された消防力整備指針に基づき、消防施設整備
計画実態調査を行い、県内の消防力の実態を明らかに
するし、市町村において同調査結果を踏まえ、消防力を
計画的に整備するよう助言を行っていく。
②離島非常備町村を含め119番通報の受理等を一元化
する消防共同指令センターの整備・運用が円滑に進む
よう助言を行っていく。
③消防救急無線のデジタル整備を推進するため、市町
村等の整備実施状況調査や助言を行っていく。

①平成26年10月に改正された消防力の整備指針に基
づき、各市町村の消防力の実態調査を実施した。
②離島非常備町村を含め119番通報の受理等を一元
化する消防共同指令センターの整備・運用が円滑に進
むよう助言し、消防救急の連携・相互応援体制の強化
を図った。
③消防救急無線のデジタルの整備が、移行期限までに
確実に完了できるよう市町村等に対し、助言し、平成28
年3月末に整備が完了した。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ（離島分） 離島の現状

消防職員数

事業名 活動内容

－
　全ての離島を含む消防共同指令センターが平成28年４月から本格運用され
ており、今後、同センターの運営が円滑に実施できるよう助言等を行う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

　離島を含む県内の地域防災力の更なる充実強化を目的に、シンポジウムを
開催し、県民の防災力意識の向上を図る。

－
　消防本部等を設置していない離島における消防団の資質向上を図るため、
教育訓練を実施する。

－

平成28年度計画
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
2空港
避難計画
策定数

3空港
避難計画
策定数 →

7空港
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

29,826 0 県単等

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

　平成26年度の県内における津波浸水範囲の見直しを踏まえ、県内離島空港の浸水範
囲を再度、見直し必要が生じたため、やや遅れとなった。
　離島空港における避難場・経路設定などの避難計画策定や復旧に長期間を要する施
設・設備等の被害軽減対策を講じことで、地震や津波等の災害時における離島空港の
被害軽減に繋がる。

着手

　平成26年度の県内における津波浸水範囲の見直しを踏まえ、県内離島空港の浸水範
囲を再度、見直し必要が生じたため、やや遅れとなった。
　離島空港における避難場・経路設定などの避難計画策定や復旧に長期間を要する施
設・設備等の被害軽減対策を講じことで、地震や津波等の災害時における離島空港の
被害軽減に繋がる。

担当部課 土木建築部　空港課

平成27年度実績

平成26年度の県内における津波浸水範囲の見直
しを踏まえて、県内離島空港の浸水範囲の見直
し、及び空港ターミナルビルの耐震調査を行った。

避難計画策定 0空港

事業名 活動内容

年度別
取組予定

活動状況 活動実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

県単離島空
港整備事業

費

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

取組内容

　地震や津波の災害時に被害を軽減するため、空港の各施設について耐震調査等を行
い、避難場所・経路設定などの避難計画策定や、復旧に長期間を要する施設・設備等の
被害軽減対策を講じるなど、ソフト面・ハード面の総合的な検討・対策を行い、災害発生
時の避難場所や避難経路を確保する。

主な取組 離島空港における耐震化対策等の推進

対応する
主な課題

○災害発生時には、住民が迅速かつ適確な避難行動をとることが重要であり、避難場所
や避難経路の確保が求められる。また、緊急輸送機能を持つ施設の整備が求められ
る。

離島空港の各施設に係る耐震調査、緊急避難計画の策定



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

39,826
(29,826)

県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

77
8％

（23年度）
％

（27年度）
42％

（28年度）
0 －

傾向 沖縄の現状

－ － － ― －

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）

・離島空港において、人命への影響がある施設を優先的に対策を進めるため、最新情報を収集するこ
とでハード及びソフト面での知見を広げ、対策を講じる施設の優先順位を決め、効率的に事業を進め
ていく。

－

　平成27年度までは調査のみであったため、基準年に比較して離島空港施設の耐震化率は改
善していない。今後、耐震調査、各空港の避難計画策定及び空港施設の耐震工事に着手して
いくが、H28目標の達成は、厳しい状況が見込まれる。

主な取組に対応する成果指標

○内部要因
県内においては、１２の離島空港を抱えており、予算確保も厳しい中で、事業を推進するためには、最
新情報を収集することでハード及びソフト面での知見を広げ、対策を講じる施設の優先順位を決め、効
率的に事業を進め行かなければならない。

○外部環境の変化

・離島空港において、人命への影響がある施設を優先的に対策を進めるため、最新情報を収集するこ
とでハード及びソフト面での知見を広げ、対策を講じる施設の優先順位を決め、効率的に事業を進め
ていく必要がある。

離島空港施設の耐震化率

離島の現状参考データ（離島分）

①津波防災地域づくりに関する法律に基づき、県
内の津波浸水想定が見直され、県内離島空港毎
の津波浸水想定も見直しが必要となったため、2空
港の避難計画策定に向けて、離島空港毎の津波
浸水想定範囲の見直しを行っていく。
②地方管理空港である岡山空港における耐震検
討委員会開催実績等を参考に、専門委員選定や
委員会運営をを行っていく。

平成28年度計画

事業名 活動内容

県単離島空
港整備事業

費

　県内離島空港の津波浸水想定範囲見直しや耐震調査結果
を踏まえ、災害時の空港の役割や津波・耐震対策の基本方針
をとりまとめつつ、避難計画策定の優先順位を決めていく。

①津波浸水想定見直しを受けて、離島空港毎の
津波浸水想定範囲の見直しを行った。

②先進事例を参考とし、県内離島空港においても
耐震対策や避難計画等を優先的に進めていくた
め、検討会を立ち上げるための検討を行った。

平成28年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

Ｈ29
漲水地区
供用開始

国
宮古島市

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

国直轄 国直轄 ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

国直轄 ―
平良港港湾
改修事業

　国直轄において、引き続き国際クルーズ船が寄港可能な耐
震強化岸壁整備、ふ頭用地、臨港道路、緑地等の整備を行う

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

耐震強化岸壁等 整備中

平成28年度計画

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　大規模な地震が発生した場合、海上からの緊急輸送物資の輸送による災害支援・救助
活動を円滑に行うことが出来るよう、緊急物資の保管、避難場所に利用できる岸壁背後
のふ頭用地、臨港道路、緑地等も一体となって整備を行うことにより、海上交通の安全
性・安定性を確保する。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　本取組を実施することにより、宮古圏域におけるクルーズ船寄港回数及び旅客数の増
加が図られ、地元への経済波及効果が期待される。
　平成29年度の供用開始に向け、国により順調に事業が進捗している。

事業名 活動内容

平良港湾改
修事業

国直轄において、国際クルーズ船が寄港可能な
耐震強化岸壁整備、ふ頭用地、臨港道路、緑地
等の整備を実施した。

担当部課 土木建築部港湾課

平成27年度実績

取組内容
　平良港において、大規模な地震が発生した場合の海上交通の安全性・安定性を確保
するため、耐震強化岸壁の整備を推進し、港湾機能の向上を図っていく。

年度別
取組予定

主な取組 平良港の整備

対応する
主な課題

◎地震などの大規模災害による離島地域の孤立化を防ぐため、被害の予防・低減、緊急
物資輸送機能を有する港湾施設の整備が求められている。

施策（中項目） 社会リスクセーフテーネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

耐震強化岸壁整備

ふ頭用地、臨港道路・緑地等の整備



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

33
584万人
（22年）

692万人
(26年)

増加 108万人 ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

・県としては、引き続き、国や宮古島市に対し早期整備等の要望を行うなど事業の促進を図る。

①県としては、引き続き、国や宮古島市に対し早期
整備や必要予算の確保等の要望を行うなど事業
の促進を図る。

①国や宮古島市に対し早期整備や必要予算の確
保等の要望を行うなど事業の促進を図った。

　地方港湾における船舶乗降人員の実績は、平成22年度の584万人から平成25年度は692万
人と108万人の増となった。防波堤等の整備を行うことで、港湾機能を向上させ、離島航路にお
ける船舶乗降人員を増加させていきたい。

○内部要因
－

参考データ（離島分） 離島の現状

―

主な取組に対応する成果指標

－

○外部環境の変化
・県としては、引き続き、国や宮古島市に対し早期整備等の要望を行う必要がある。

離島航路の船舶乗降人員実績
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
１地区 ４地区 ４地区 ７地区 ８地区

→ 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

1,481,574
(503,542)

972,244
(499,492)

内閣府
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,063,004
(503,157)

内閣府
計上

事業名 活動内容

水産物供給
基盤機能保

全事業

　機能診断を１漁港（渡名喜）で実施するほか、機能保全計画に
基づく保全工事を７漁港（阿嘉、仲里、儀間、荷川取、佐良浜、
石垣、久部良）で実施する。

平成28年度計画

機能保全計画の策定及び機能保全計画に基づく機能保全工事
を実施した。

７地区（阿嘉島１件、久米島２件、宮
古島３件、石垣島１件、小浜島１件、

波照間島１件、与那国島１件）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

久米島地区等において、護岸、岸壁等の保全工事を実施しており、同地区において、施
設の機能維持による諸効果（漁業機会損失の回避効果、就労環境改善の維持効果、就
労時間の短縮の維持効果等）、既存施設の有効利用による更新コストの縮減効果が見込
まれる。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

沖縄南部地区等において、護岸、岸壁等の保全工事を実施しており、同地区において、
施設の機能維持による諸効果（漁業機会損失の回避効果、就労環境改善の維持効果、
就労時間の短縮の維持効果等）、既存施設の有効利用による更新コストの縮減効果が見
込まれる。また、計画値6地区に対し実績値9地区となっていることから、推進状況は順調
と判断した。

事業名 活動内容

水産物供給
基盤機能保

全事業

　機能保全計画に基づき、岸壁等の保全工事を７
地区（沖縄南部地区、沖縄宮古地区ほか）で実施
した。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組
漁港施設機能強化・水産物供給基盤機能保全事
業

対応する
主な課題

◎離島における流通･生産拠点漁港が被災すると県民への水産物の提供に大きな影響を
及ぼすことから、災害時においても水産物流通・生産機能を維持させるための漁港施設
の耐震化等防災機能の向上を図る必要がある。

取組内容
　老朽化した漁港・漁場施設においては、今後、更新コストが増大することや、施設機能の
低下により、漁業活動及び背後集落等への被害が懸念されることから、効率的かつ適切
な維持・補修等の機能保全対策を実施する。

年度別
取組予定

担当部課 農林水産部漁港漁場課

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

漁港施設の維持・補修等機能保全対策



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

傾向 沖縄の現状

31漁港
（ 25年）

31漁港
（ 26年）

32漁港
（ 27年）

↗
62漁港
（ 27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

・引き続き適切な老朽化対策を実施するため、地元市町村や関係団体などと連携し、計画的な事業実
施に取り組む。

・今後の更新にかかる予算の平準化を図るため、効率的なマネージメントを可能とするデータベース等
の構築に努める。

・小規模漁港の機能保全を推進するため、平成28年度から採択要件が緩和された「インフラの集約・縮
減に向けた漁港機能集約化・再活用推進事業」の活用を検討していく。

機能保全計画の策定進捗状況

　既存の漁港施設における老朽化及び耐震化等の機能診断を実施し、施設の長寿命化や更新
コスト縮減の検討や、適切な維持管理等を定めた機能保全計画の策定を行ってきた。
　今後は当該計画に基づき、保全工事等の実施により、既存ストックの有効利用を図るなど漁港
施設の機能保全対策を推進することにより、生活基盤の機能保全・強化が図られる。

○内部要因
・今後、既存施設の更新費用の推移は増加傾向にあり、財政状況が厳しい中、更新コストの縮減、予算
の平準化を図っていく必要がある。

○外部環境の変化
・本県における漁港整備は昭和47年以降本格的に進めてきたところであるが、供用開始から30年程度
以上経過した施設については老朽化による施設の機能低下が懸念されることから、早急な老朽化対策
が必要となっている。

・ストックマネジメントの基本理念に基づき、既存の漁港施設の長寿命化による有効利用や更新コストの
縮減、平準化のための取り組みを推進しているところである。今後の取組においても、事業主体と連携
し、老朽化が著しい施設を優先して対応する必要がある。

①漁港管理者と連携することで安定的な点検を確
実に実施し、適切な時期に補修を行っていくことで
施設の長寿命化や更新コストのさらなる平準化及
び縮減を図る。また、小規模漁港については計画
的に市町村単独予算が確保できるよう指導するな
ど、国等関係機関と連携しながら引き続き事業を推
進していく。

①定期的な点検については、市町村への指導の
ほか、情報を共有することにより、着実に実施され
た。また、計画的な地区採択を行い適切な時期に
補修することで更新コストの平準化、縮減が見込ま
れる。
　さらに、国と連携したことにより、小規模漁港の補
助制度への要件緩和などを盛り込んだ事業が平
成28年度より推進されることとなった。

主な取組に対応する成果指標

‐

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

25箇所
対策実施
箇所数

20箇所 20箇所 20箇所 20箇所

→ 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

415,695
(256,861)

405,691
(256,861)

一括
交付金

（ハード）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

年度別
取組予定

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

対応する
主な課題

◎離島地域は台風による電柱倒壊が多く、ライフラインの寸断とともに輸送・避難経路が
寸断されることがしばしば発生している。災害時には物資の輸送や避難経路の確保が重
要であることから、法面崩壊や電柱倒壊による輸送・避難経路の寸断を防ぐ必要があ
る。

主な取組 災害防除（道路）

取組内容
　緊急輸送道路等の県管理道路において、道路法面等が危険な兆候を示し、そのまま
放置すると災害を起こし、交通に著しい影響を及ぼす恐れがある箇所において、落石防
止対策や法面崩壊防止対策を実施し、災害の未然防止や緊急輸送道路の確保を図る。

平成27年度実績

道路防災保全
事業

県単舗装・災害
防除事業費

　於茂登トンネル、白浜南風見線及び与那国島線等において、
落石防止、法面崩壊防止対策等を実施。

対策実施箇所数　7箇所
（宮古島1箇所、石垣島4箇所、与那国島

1箇所、伊平屋島1箇所）

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　進捗状況は、計画20箇所に対し、実績32箇所（うち離島7箇所）で実施しており、順調で
ある。
　事業を推進することで、緊急輸送道路等における災害を未然に防ぐとともに安全で安
心な道路ネットワークの形成に資することができた。

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

　緊急輸送道路等の県管理道路における落石防
止対策・法面崩壊防止対策等を実施した。

着手
　事業を推進することで、緊急輸送道路等における災害を未然に防ぐとともに安全で安
心な道路ネットワークの形成に資することができた。

担当部課 土木建築部道路管理課

緊急輸送道路等における落石防止対策・法面崩壊防止対策



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

226,600
(1,000)

一括交付
金

（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年）
11箇所
（ 27年） （ 年）

―
102箇所
（ 27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

参考データ（離島分） 離島の現状

平成28年度計画

　落石防止対策・法面崩壊防止対策等が必要と判断される箇所の継続的な点検、診断により、予防保
全的対策に取り組むことができている。

主な取組に対応する成果指標

なし

道路防災保全
事業

県単舗装・災害
防除事業費

　引き続き、緊急輸送道路等の県管理道路における落石防止
対策・法面崩壊防止対策等の災害防除を推進する。

事業名 活動内容

道路防災カルテ
要対策箇所数

・定期的な点検等の実施により、法面等の状況把握に努める必要がある。

・道路防災カルテによる点検を毎年度実施し、危険箇所の早期発見・早期防除に努める。

　道路法面等危険箇所における対策が順調に進捗しており、今後も危険箇所除去による安全で
安心な道路ネットワークの形成に向け事業の進捗を図る。

・県管理道路はその多くが復帰後に建設されており、老朽化の進行により今後も要対策箇所が増える
ことが見込まれる。

・近年の集中豪雨や大型台風等の自然災害により、予測できない箇所で道路法面の土砂崩れや道路
の冠水が発生している。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

4.0km
無電柱化
整備延長

8.0km 8.0km 8.0km 8.0km

→ 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

1,071,192
(566,192)

917,575
(566,490)

一括交付
金

（ハード）

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

無電柱化推進事業

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

年度別
取組予定

担当部課 土木建築部道路管理課

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組

対応する
主な課題

◎離島地域は台風による電柱倒壊が多く、ライフラインの寸断とともに輸送・避難経路が
寸断されることがしばしば発生している。災害時には物資の輸送や避難経路の確保が重
要であることから、法面崩壊や電柱倒壊による輸送・避難経路の寸断を防ぐ必要があ
る。

取組内容
　災害発生時の輸送道路の確保や安全で快適な通行空間の確保を図るため、無電柱化
を推進する。

平成27年度実績

国道390号（宮古島市）、国道390号（石垣市）、石垣空港線（石
垣市）において電線類地中化を推進した。

事業名 活動内容

無電柱化
推進事業

　沖縄ブロック無電柱化推進協議会において策定
された第６期電線類地中化計画での合意路線で
ある国道３９０号、石垣空港線などの無電柱化を
推進した。

活動状況 活動実績値

着手

　一定区間の工事完了後に架空線を地中へ切り替えて電柱を抜くため、道路上から電柱
が無くなるのに期間を要するが、無電柱化の推進により、災害発生時の輸送道路の確保
や観光地等における良好な景観の形成、歩行者に優しい安全で快適なゆとりある道路
空間が創出される。離島については、国道390号（宮古島、石垣島）、石垣空港線（石垣
島）の無電柱化を推進している。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

大幅遅れ

無電柱化整備延長　1.8km
（宮古島0.82km、石垣島0.98km)

推進状況 平成27年度取組の効果

計画8.0ｋｍ、実測4.6ｋｍとなり、大幅遅れとなっている。
　新規路線において設計を行っており、事業の推進・進捗が図られているが、一部路線
において埋蔵文化財の調査実施に時間を要していることから大幅遅れとなる。
 　無電柱化を推進することで、景観の向上、快適な歩行空間、台風等の災害時に電柱
の倒壊による道路の寸断等を防ぐ事ができる。

要請者負担方式等による無電柱化の推進（歩行空間）



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,716,120
(897,532)

一括交付
金

（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

23
13km

（23年）
22km

（27年）
18km 9km

65.5km
（27年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

主な取組に対応する成果指標

平成26年度計画

事業名 活動内容

無電柱化
推進事業

　引き続き、国道390号(宮古島市、石垣市)、石垣空港線（石垣
市）の無電柱化の推進を図る。

　次期無電柱化推進計画（H26～H30)（仮称）のH27早期合意路線として、名護宜野座線や石垣空港線
など7路線、計画整備延長約５．６ｋｍを追加。併せて、要請者負担方式の計画路線を追加（那覇糸満
線、県道114号線の延伸など）。

・合意路線の計画である無電柱化推進計画（H26～H30）（仮）の策定が遅れており、新規の要請者負
担方式の計画路線を電線管理者と協議・選定することが出来ない状況である。また、埋蔵文化財調査
や再開発事業など他事業と関連する事業区間について遅れが生じている。

・埋蔵文化財調査や再開発事業など他事業と関連する事業区間について、進捗状況を見極めながら
計画を検討する必要がある。

・今後は、次期無電柱化推進計画（H26～H30）（仮称）の早期合意路線以外の計画路線をさらに追加
策定し、他事業の進捗を見極めながら平成29年度以降の要請者負担方式の計画路線を選定、事業の
進捗を図る。

無電柱化整備延長

参考データ（離島分） 離島の現状

―

　平成27年度は1.8kmを整備し、27年度迄に平成28年の目標を達成している。今後も工事を着
実に実施し、無電柱化の整備を進めていく。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
供用面積
増加

→ 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

498,780
(286,780)

437,644
(286,780)

一括
交付金

（ハード）

― ―
内閣府
計上

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

沖縄振興公
共投資交付
金（市町村

事業）

県は、市町村都市公園事業に対し、管理施設等
の整備を行うための補助を行った（２市町村）。

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目）

年度別
取組予定

対応する
主な課題

◎災害発生時において、離島地域では海岸付近に多くの住民が居住していることから迅
速かつ的確な避難行動をとることが重要であり、避難地の確保が求められる。

災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 避難地としての都市公園整備

取組内容 　災害時の避難場所確保のため避難地としての役割を担う都市公園の整備を行う。

活動状況 活動実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

担当部課 土木建築部　都市計画・モノレール課

平成27年度実績

　災害時の避難地としての役割を担う広場等の整備を行うため
の補助を行った。

広場等の整備
（宮古島市：1箇所）

事業名 活動内容

公園費（社
会資本交付
金）（市町村

事業）

市は、災害時に避難地としての役割を担う広場等
の整備を行った（１市町村）。

大幅遅れ
　県営公園及び市町村営公園において、用地取得や防災機能としての役割を担う園路
広場、管理施設等の整備を行っているが、事業への理解が得られないことや代替地が
確保できない等により一部の用地買収等が遅れたため、大幅遅れとなっている。

着手
避難場所に指定されている宮古島市の公園において広場等の整備が行われ、避難地と
しての都市公園の機能向上が見込まれる。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

避難地として指定されている都市公園の整備



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

297,136
(61,136)

一括交付
金

（ハード）

―
内閣府
計上

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

73
14箇所

（ 22年度）
18箇所

（26年度）
18カ所 4箇所

284箇所
（ 26年度）

傾向 沖縄の現状

―
（ 年）

―
（ 年）

―
（ 年）

―
　―

（ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

公園費（社
会資本交付
金）（市町村

事業

市は、災害時に避難地としての役割を担う園路広場等の整備
を行う（１市町村）。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

沖縄振興公
共投資交付
金（市町村

事業）

県は、市町村都市公園事業に対し、園路広場等の整備を行う
ための補助を行う（２市町村）。

事業名 活動内容

―

①
沖縄振興公共投資交付金については、予算確保
に努めるとともに、引き続き効率的かつ効果的に
整備を推進する。

②

①
　公園整備は、長期間にわたるため、整備効果の
早期発現に向けて、効率的かつ効果的な整備に
努めるよう指導を行った。

②

主な取組に対応する成果指標

避難地に位置づけられている
都市公園数

参考データ（離島分） 離島の現状

・限られた予算であることから、効率的かつ効果的に整備を行う必要がある。

・沖縄振興公共投資交付金については、予算確保に努めるとともに、引き続き効率的かつ効果的に整
備を推進する。

整備の進捗により箇所数が増加したことに加え、市町村において地域防災計画の見直しが行
われ、避難地の箇所数が増加している。

○内部要因
・沖縄振興公共投資交付金の事業については、限られた予算の中、災害時に避難地としての役割を
担う公園施設の整備の他、老朽化した公園施設の改築・更新も必要であることから、効率的な執行計
画が課題となる。

○外部環境の変化
・特になし
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
24箇所
補修・耐震補
強箇所数

35箇所 35箇所 35箇所 35箇所

→ 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

1,270,132
(177,132)

703,278
(177,132)

一括
交付金

（ハード）

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　進捗状況は、計画35箇所に対し、実績51箇所の事業を着手しており、順調である。
　補修・耐震補強の推進により、橋梁の長寿命化とともに安全で安心な道路ネットワーク
の形成につながる。

着手
　補修・耐震補強の推進により、橋梁の長寿命化とともに安全で安心な道路ネットワーク
の形成につながる。

活動状況 活動実績値

　池間大浦線（池間大橋）、富野大川線（高屋橋）等で橋梁補
修・耐震補強を実施

補修・耐震補強箇所数　5カ所
　宮古1橋（池間大橋）
　八重山4橋（高屋橋外3橋）

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容

道路防災保全
事業

県単橋りょう補
修事業

効果促進事業
（管理）

　池間大浦線（池間大橋）、富野大川線（高屋橋）
等、県管理道路（補助国道、県道）における道路
橋の補修・耐震補強を実施した。

災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 橋梁長寿命化修繕事業（県道等）

担当部課 土木建築部道路管理課

平成27年度実績

取組内容

　県管理道路橋667橋は、その大部分が復帰後に建設されたものである。今後老朽化・
劣化の進行する橋梁に対し、「沖縄県橋梁長寿命化修繕計画」に基づく予防的な修繕及
び計画的な架け替えを実施することで、長寿命化を図るとともに災害等緊急時の輸送道
路の確保等、安全で安心な道路ネットワークの形成を図る。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

○復帰後に急速に建設された道路橋において、老朽化や塩害等による劣化が進行して
おり、維持修繕や更新費用の増加が懸念されている。離島地域も例外ではなく、これま
での事後的な修繕・更新から予防的な修繕・更新を行うことにより維持管理費用の平準
化を図るとともに、災害等緊急時における避難・輸送路の確保、安全安心な道路ネット
ワークの形成を図る必要がある。

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

道路橋の補修・耐震補強



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,226,334
一括交付

金
（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年） （ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

・定期点検（1回／５年）の実施結果を基に健全度の経年変化を把握する。

・定期点検の結果に基づいて長寿命化修繕計画を見直し、健全度が低下した橋梁や緊急輸送道路に
指定されている路線については、優先的に補修を実施する。

　橋梁の補修・耐震補強・架け替えが順調に行われ、災害発生時の避難経路の確保や緊急輸
送機能を持つ施設の整備に寄与した。
　今後も沖縄県橋梁長寿命化修繕計画に基づき老朽化・劣化の進行した橋梁等を優先に整備
し、緊急輸送機能を確保する。

○内部要因
・県の管理する道路橋は667橋（50年以上は、62橋で9.3%）あり、その多くが復帰後に建設されており、
今後も維持修繕費が増大することが予測されることから最も効率的・効果的な維持修繕を行わなけれ
ばならない。

○外部環境の変化
・道路法令の改正（平成26年7月施行）により、定期点検（5年に1回、近接目視）の実施が定められた。

参考データ（離島分） 離島の現状

なし

　定期点検の結果に基いて長寿命化修繕計画を
随時見直し、健全度が低下した橋梁については優
先的に補修を実施する。

　予算の割り当て配分を見直すことで、橋梁の補
修・耐震補強・架け替えの完了（供用）した橋数が
増えた。

主な取組に対応する成果指標

なし

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容
道路防災保全

事業
県単橋りょう補

修事業費
効果促進事業

(管理)

　引き続き、　池間大浦線（池間大橋）、国道390号（宮良橋）
等、県管理道路（補助国道、県道）における道路橋の補修・耐
震補強を実施する。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
３町村 ３村

→ 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

52,850
(20,992)

47,810
(20,992)

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

40,240
(5,040)

各省
計上

社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災機能の強化

主な取組 橋梁長寿命化修繕事業（市町村道等）

施策（中項目）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安心・安全な生活の確保

着手
　各市町村で策定した橋梁長寿命化計画及び定期点検に基づき、離島市町村道で優先
度の高い３橋の補修又は架替を行ったことにより、安全で安心な道路ネットワークの形成
が図られている。

対応する
主な課題

◎復帰後に急速に建設された道路橋において、老朽化や塩害等による劣化が進行して
おり、維持修繕や更新費用の増加が懸念されている。離島地域も例外ではなく、これま
での事後的な修繕・更新から予防的な修繕・更新を行うことにより維持管理費用の平準
化を図るとともに、災害等緊急時における避難・輸送経路の確保、安全安心な道路ネット
ワークの形成を図る必要がある。

平成27年度実績

取組内容

　市町村の管理する橋梁は、その大部分が復帰後に建設され、今後老朽化・劣化の進
行する橋梁の増加が懸念されている。各市町村において橋梁長寿命化修繕計画を策定
し、計画に基づく予防的な修繕及び計画的な架け替えを実施することで、長寿命化を図
るとともに安全で安心な道路ネットワークの形成を図る。

年度別
取組予定

担当部課 土木建築部　道路管理課

市町村橋梁長寿命化のための補修、架替及び定期点検
４市町村

（石垣市、宮古島市、久米島町、座間
味村）

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容
沖縄振興公
共投資交付
金(道路管理
課市町村道

　市町村による市町村道の橋梁長寿命化修繕計
画策定および補修・耐震補強

活動状況 活動実績値

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

　市町村道の橋梁長寿命化計画及び定期点検に基づき、優先度の高い１２橋の橋梁補
修が完了したことにより、安全で安心な道路ネットワークの形成が図られている。

沖縄振興公
共投資交付
金(道路管理
課市町村道

事業)

　市町村道の橋梁長寿命化計画に基づき、定期点検、補修補
強又は架替工事を行う。

事業名 活動内容

平成28年度計画

順調

道路橋の補修・耐震補強

橋梁長寿命化修繕計画策



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

40%
（23年）

89%
（24年）

100%
（25年）

↗
100%

（25年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

―

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況

①市町村道説明会等により、国や県の橋梁点検要
領等の状況提供、点検及び工事履歴等の既得保
存大差英の構築、外部委託の活用や各市町村間
の情報共有に関する助言を行う。

①市町村道事業説明会において、国から示された
点検要領の説明を行うとともに、点検記録の保存
や外部委託の活用として、地域一括発注に関する
説明を行った。

主な取組に対応する成果指標

・引き続き、市町村道事業説明会等により、国や県の橋梁点検要領等の情報提供、点検及び工事履
歴等の記録保存体制の構築、外部委託の活用や各市町村間の情報共有に関する助言を行う。

市町村橋梁長寿命化計画策定

　橋梁長寿命化修繕計画の策定対象となる橋梁がある１２市町村で橋梁点検及び計画策定を
完了し、平成２７年度は３橋の補修又は架替を行った。各市町村において、５年毎の定期点検
を行うとともに、点検結果による優先度に応じた補修補強等を実施することで、安全で安心な道
路ネットワーク形成を図る。

○内部要因
・市町村の管理する橋梁は、その多くが復帰直後に建設されており、老朽化橋梁が急速に増加するこ
とが懸念され、効果的、効率的な維持鬚髯が必要である。

・市町村では、橋梁点検及び修繕に精通する職員が不足している。

○外部環境の変化
・道路法の改正（平成２６年７月施行）により、橋梁の定期点検（５年に１回）の実施が定められた。

・全国的な要望の増加により、国庫交付金事業による修繕又は架替の予算要望に対する予算確保が
困難となっている。

・定期点検の外部委託、市町村職員による日常点検といった継続的な点検を実施することで、健全度
の経年変化を把握して、補修等の優先度の見直しや橋梁カルテ等の記録保存を行う体制を構築する
必要がある。

・市町村職員の橋梁点検に関する講習会への参加や、県への短期研修等の積極的な活用が必要。
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１　取組の概要（Plan）

25 26 27 28 29～ 実施主体
離島市町村営
住宅着工戸数

167戸（累計）

→ 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

752,441
(419,297)

312,730
(305,428)

一括
交付金

（ハード）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

544,586
(325,842)

一括交付
金

（ハード）

着手 　平成27年度は20戸の公営住宅整備事業（建替）に着手した。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

　実績値85戸÷計画値97戸＝87.6％
　離島地域における工事の入札不調等により、推進状況はやや遅れているが、当年度
の実績値としては前年度より増加しており、離島地域の公営住宅の整備に一定の効果
があったものと見込まれる。

事業名 活動内容

沖縄振興公
共投資交付
金（住宅課市
町村事業）

　離島市町村の公営住宅の整備を促進するため、優先的に予
算を充当し、新規で粟国村4戸、建替で宮古島市12戸、竹富町
8戸、与那国町4戸、合計28戸の公営住宅の整備を行う。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

宮古島市、竹富町、与那国町において公営住宅の整備を行っ
た。

22戸
（H24-H27累計）

推進状況 平成27年度取組の効果

担当部課 土木建築部　住宅課

事業名 活動内容

沖縄振興公共
投資交付金（住
宅課市町村事

業）

　離島市町村の公営住宅の整備を促進するため、優先
的に予算を充当し、建替えで宮古島市12戸、竹富町8
戸、合計20戸の公営住宅の建設に着手した。

平成27年度実績

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

年度別
取組予定

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 公営住宅整備事業

対応する
主な課題

○老朽化して建替え時期を迎えている公営住宅があり、計画的な建替えが必要である。

取組内容 老朽化して建替え時期を迎えている公営住宅を計画的に建替える。

離島又は過疎地域における公営住宅の整備（伊平屋村、粟国村、渡名喜村、渡嘉

敷村、座間味村、北大東村、南大東村、宮古島市、石垣市、竹富町、与那国町）



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

15
4,609戸

（23年度）
4,637戸

（27年度）
4,660戸 28戸 －

傾向 沖縄の現状

14戸
（25年度）

30戸
（26年度）

21戸
（27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、外部環境の変化）

（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）

参考データ（離島分） 離島の現状

・公営住宅の整備を予定している離島市町村に対して は、引き続き事業計画のヒアリングを行い、事業
を円滑に進められるよう建設戸数や整備時期、予算の調整を図る。

公営住宅管理開始戸数（離島）

　平成27年度は前年度より新たに21戸が管理開始となり、離島の定住条件の整備に寄与して
いる。
　公営住宅管理戸数については改善幅が前年度よりも減少しているが、県営住宅の建替事業
において取り壊しが先行しているためであり、住棟の完成後には改善幅の増加が見込める。
　引き続き離島における公営住宅の整備を促進する。

○内部要因
・離島市町村の公営住宅建設の要望が重なり、当該年度での対応が難しい場合、事業の実施時期を
調整することがある。

○外部環境の変化
・公営住宅を建設する離島市町村の財政状況や入札不調などにより、事業の実施が遅れる場合があ
る。

・離島市町村の整備要望や事業スケジュールなどを適宜把握し、効率的な事業の促進を図る必要が
ある。

公営住宅管理戸数（離島）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①公営住宅の整備を予定している離島市町村に
対しては、引き続き事業計画のヒアリングを行い、
事業を円滑に進められるよう建設戸数や整備時
期、予算の調整を図る。

①事業計画のヒアリングを行った結果、円滑に事
業を実施できる市町村に対して、優先的に予算を
充当することができた。

主な取組に対応する成果指標
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
離島３ダム（我
喜屋・座間味・
真栄里）

→ 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

301,002
(53,311)

261,810
(52,264)

一括
交付金

（ハード）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

49,797
(37,629)

一括交付
金

（ハード）

平成28年度計画

事業名 活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　座間味ダムの機器更新に向けた実施設計を行ったことにより、平成２８年度までにダム
管理用制御処理設備を更新することから、座間味ダムの維持・修繕が順調に推移してい
る。これにより、座間味村の水道用水の安定確保に寄与し事業の推進が図られた。

沖縄振興公
共投資交付
金（河川）

　座間味ダムのダム管理用制御処理設備の更新を行う。また、
我喜屋ダムのダム管理用制御処理設備の更新を行う。併せ
て、真栄里ダム、座間味ダムの長寿命化計画の更新を行う。

着手
　座間味ダムの機器更新を予定とおり実施したことにより、今後も座間味村の水道用水
の安定供給が図られる。

活動状況 活動実績値

　座間味ダムにおいて機器更新を行った。 座間味ダムの機器更新：一式

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容

沖縄振興公
共投資交付
金（河川）

　座間味ダムにおいて機器更新を行った。

災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 治水対策施設の機能維持（長寿命化対策等）

担当部課 土木建築部　河川課

平成27年度実績

取組内容
　自然災害に対する機能強化及びダム施設の計画的な更新・修繕のため、ダムにおけ
る老朽化対策・長寿命化対策を行う。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

◎本県の離島は台風等による洪水被害を被りやすい地理的条件下にあることから、離
島住民の生命と財産を守るため、治水対策施設の新規建設だけでなく既存施設の恒久
的な機能維持等を行う必要がある。

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

ダムの長寿命化計画

の策定

我喜屋ダム（伊平屋村）、座間味ダム（座間味村）、真

栄里ダム（石垣市）の維持・修繕



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

０件
（ ２３年）

３件
（ ２５年）

３件
（ ２８年）

― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

・各ダムの長寿命化計画について、気化器整備と電気通信設備は策定済であり、ダム土木構造物を
策定する必要がある。また、真栄里ダムは、国営石垣島土地改良事業と協力して実施する。

・平成29年度までに気化器設備、電気通信設備、ダム土木構造物を統合した長寿命化計画を策定す
る。また、真栄里ダムは当面、現設備の補修で対応する。

　離島３ダムにおける長寿命化計画を策定したことから、今後、同計画に基づき老朽化した施設
の更新等を実施する。

○内部要因
・土木構造物としてのダムの老朽化が著しい。

○外部環境の変化
・真栄里ダムは農林事業との連携が必要である。

参考データ（離島分） 離島の現状

長寿命化計画策定件数（離島県管理ダム）

①座間味ダム、我喜屋ダム、真栄里ダムの施設更
新を適時実施する。

②年度毎のダム施設の長寿命化対策必要額が大
きく増減しないよう、平準化する。

①座間味ダムの機器更新を実施。

②年度毎のダム施設の長寿命化対策必要額が大
きく増減しないよう、平準化した。

主な取組に対応する成果指標

―

平成27年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
整備延長
0km

約0.8km

→ 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

520,251
(77,874)

421,714
(76,828)

内閣府
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

148,268
一括交付金

（ハード）

平成28年度計画

事業名 活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　平成27年度は0.2kmを整備し、河川整備済み延長は計画値108.3kmに対し、111.0kmの
整備となり、順調な進捗となっている。治水対策としての護岸改修工事により、河川の流
下能力が向上し、浸水被害の軽減が見込まれる。儀間ダムの試験湛水及び周辺整備を
行ったことにより、久米島町の水道用水の安定確保に寄与し事業の推進が図られた。ま
た、　ダム情報基盤の整備、河川情報基盤の更新を行ったことにより、ダム及び河川の情
報をリアルタイムで関係機関や一般住民へ提供することができ、洪水時の警戒・避難活
動を迅速化し被害低減が図られた。

沖縄振興公
共投資交付
金（河川）

　洪水被害防御のための河川整備として用地補償及び護岸工
事等を行う。

着手
　平成２７年度は護岸整備を0.2km行った。治水対策としての護岸改修工事により流下能
力が向上し、浸水被害の軽減が見込まれる。
　儀間ダムの供用により、浸水被害の軽減が見込まれる。

活動状況 活動実績値

　洪水被害の防御のための護岸工事等を行った。.
　儀間ダムについて、試験湛水を行なった。

・整備延長：0.2km
・儀間ダムの建設：試験湛水一式

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容

総合流域防災
事業（河川）

儀間川総合開
発事業

石垣新川川にて多自然川づくりにむけた護岸工事
等を行った。【一括交付金（ハード）】
　儀間ダムについて、試験湛水を行った。【内閣府
計上】

災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 治水対策（河川改修、ダム建設、情報提供等）

担当部課 土木建築部　河川課

平成27年度実績

取組内容
　河川改修による流下能力の向上やダム建設によるピーク流量の低減により、洪水被害
を防御するとともに、河川の水位情報提供による避難判断の迅速化を図る。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

◎本県の離島は台風等による洪水被害を被りやすい地理的条件下にあることから、離島
住民の生命と財産を守るため、治水対策施設の新規建設だけでなく既存施設の恒久的な
機能維持等を行う必要がある。

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

河川の整備

ダム情報基盤の整備（県管理３ダム：我喜屋、座間味、真栄里ダム）

試験湛水儀間ダムの整備



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

約234ha
（ 22年度）

約234ha
（ 22年度）

156ha ― ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

・地元住民の事業に対する理解と協力を得るため、今後も引き続き事業説明等を実施する必要があ
る。

・長期間に及ぶ河川整備に対する地元住民の理解と協力を得るため、今後も引き続き、事業説明会や
ワークショップを開催する。

浸水想定区域は概ね５年ごとに更新することになっており、平成26年度の数値は把握できていな
いが、自然災害から県民の生活と財産を守るための生活基盤の機能強化としての河川改修工
事については計画通り進捗しており、浸水想定面積は改善されているものと見込まれる。

○内部要因

○外部環境の変化
・河川整備は、用地物件の補償に多くの困難が伴うこと、また下流側から整備するという事業の特殊性
から、事業効果をあげるには多大な期間を要し、引き続き地元住民の事業に対する理解と協力を得る
必要がある。

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①長期間に及ぶ河川整備に対する地元住民の理
解と協力を得るため、事業説明会やワークショップ
を開催する。

①地元住民の理解と協力を得て事業が円滑に行
われるよう、地元市町村及び自治会への事業説明
会を行った。

主な取組に対応する成果指標

主要９河川での浸水想定面積
（県全体）

平成27年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
10％
基幹管路の
耐震化率

29％

→ 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

469,591 469,591
内閣府
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,450,800
内閣府
計上

水道施設整
備費補助事

業

【市町村】4事業体（竹富町等）で管路の更新、耐震化等の整備を実施
する。
【県】市町村が実施する水道施設整備に必要な事業費の確保等につ
いて国と協議調整を実施する。

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

【市町村】地震等の被災時においても水道水を安定的に供給するため
の、老朽化した水道施設の更新、耐震化等を実施した。
【県】市町村が実施する水道施設整備に必要な事業費の確保等につ
いて国と協議調整を実施した。

管路の更新・耐震化等の整備：4市町村
（宮古島市宮古島、石垣市石垣島、多良
間村多良間島、竹富町西表島及び新城
島（上地島・下地島）及び黒島）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　離島水道事業体においては、4事業体（宮古島市等）で管路の更新・耐震化等の整備を実施し、
老朽化した水道施設の計画的な更新、耐震化を推進することで、今後の水需要に対応するための
水道が構築された。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

　平成27年度の基幹管路の耐震化率は集計中であるが、平成26年度は計画値20％に対し実績値
14.1％となり、進捗状況はやや遅れとなった。
　25事業体（名護市等）で管路の更新・耐震化等の整備を実施し、老朽化した水道施設の計画的
な更新、耐震化を推進したことで、災害に強い水道が構築された。また、平成28年度の水道施設
整備に必要な事業費については、国と協議した結果、要望の満額は確保できなかったが前年度並
みの予算を確保でき、また平成27年度補正予算と合わせると平成26年度以上の予算が確保でき
た。

担当部課 保健医療部　生活衛生課

事業名 活動内容

水道施設整
備費補助事

業

【市町村】地震等の被災時においても水道水を安定的
に供給するための、老朽化した水道施設の更新、耐震
化等を実施した。
【県】市町村が実施する水道施設整備に必要な事業費
の確保等について国と協議調整を実施した。

平成27年度実績

取組内容
　広域的な対応が困難である小規模離島水道事業体においても水道水を安定的に供給するた
め、老朽化した水道施設の計画的な更新、耐震化を実施し、防災・減災対策に取り組む。

年度別
取組予定

施策（中項目） 社会リスクセーフネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 水道施設整備事業

対応する
主な課題

◎離島の水道事業は、人口減少により事業の採算性に乏しく、また技術基盤も脆弱であることか
ら、水道施設の維持、保全に苦慮しており、災害対策のための施設の耐震補強や管路の耐震化な
どの整備が進んでいない状況にある。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

水道施設（市町村管理）の更新・耐震化



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

78
10％

（22年）
10％

（26 年）
31% ―

24％
（26年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

①市町村水道担当課長会議や市町村水道担当者との
協議等の際に、引き続き老朽化施設の計画的な更新、
水道施設整備において耐震化等への取り組み（基幹管
路の新設、更新にあたっては耐震管を採用する等）を指
導する。

②島嶼県である本県においては、大規模災害により被
災した場合の大きな影響があるが、全国平均と比較して
基幹管路の耐震化率が低調であるため、引き続き水道
施設整備費の予算確保に向けて国との協議を行ってい
くが、全国的に減少傾向にあり確保が困難になりつつあ
るため、施設整備の優先順位を付け効率的な耐震化対
策に向けて取り組む。

③技術基盤が脆弱な市町村事業体においては、要望が
あれば、広域化推進事業において、企業局の協力のもと
技術支援を行う。

①市町村水道担当課長会議や市町村水道担当者
との協議等の際に、老朽化施設の計画的な更新、
水道施設整備において耐震化等への取組み（基
幹管路の新設、更新にあたっては耐震管を採用す
る等）を指導した。

②水道施設整備費の予算確保に向けて国との協
議を行った。また施設整備の優先順位を付け効率
的に耐震化対策に向けて取り組むよう指導した。

③市町村事業体が効率的に技術支援を受けるこ
とができるよう、技術支援実施要領を策定するとと
もに、企業局の協力のもと、機器類更新時におけ
る機材の選定等、要望に応じた技術支援を行っ
た。

・市町村水道担当課長会議や市町村水道担当者との協議等の際に、引き続き老朽化施設の計画的な
更新、水道施設整備において耐震化等への取り組み（基幹管路の新設、更新にあたっては耐震管を採
用する等）を指導する。

・島嶼県である本県においては、大規模災害により被災した場合の大きな影響があるが、全国平均と比
較して基幹管路の耐震化率が低調であるため、引き続き水道施設整備費の予算確保に向けて国との
協議を行っていくが、全国的に減少傾向にあり確保が困難になりつつあるため、施設整備の優先順位
を付け効率的な耐震化対策に向けて取り組む。

・技術基盤が脆弱な市町村事業体においては、要望があれば広域的推進事業において、企業局の協
力のもと技術支援を実施する。

―

　老朽化した水道施設の更新、耐震化を推進しているが、小数点以下の四捨五入により基準値
と現状値が同値となっている。しかしながら、このままではＨ28目標値に届かないため、目標値の
達成に向けて更なる取り組みが必要である。

○内部要因
・一部の市町村水道事業体においては、技術者の確保が困難な事由等により技術基盤が脆弱である。

○外部環境の変化
・水道施設整備費（公共）については、全国的に減少傾向（当初予算において、平成28年度は平成21年
度の約1/5）にあるため、予算確保が困難になりつつある。

・安全な水を将来にわたって安定的に供給するため、市町村水道事業に対し、老朽化施設の計画的な
更新、耐震化等への取り組みを継続的に指導する必要がある。

・基幹管路等の耐震適合性などの水道の耐震化に関する技術的な情報提供を行うことにより、より効果
的な耐震化対策の促進を図る必要がある。

主な取組に対応する成果指標

基幹管路の耐震化率（上水道）

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
0.4km
主要な管渠等
の耐震化延長

1.8km 0.4km 1.3km 1.4km

→ 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

111,526
(26,522)

104,889
(26,522)

一括
交付金

（ハード）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

223,900
一括交付

金
（ハード）

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 　安全・安心な生活の確保

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

取組内容
　「下水道長寿命化計画」を策定し、長寿命化対策を含めた施設の改築、管渠の耐震化
を進める。また、震災時に下水道が最低限有すべき機能を確保するため、施設の耐震化
及び被災した際の機能のバックアップ対策を進める。

対応する
主な課題

◎離島においては、下水道施設の整備から20年余り経過しているが、耐震化等機能向
上も考慮した長寿命化対策が進んでいない。

主な取組

沖縄振興公
共投資交付
金(下水道課
市町村事業)

　老朽化した下水道施設の改築及び長寿命化計
画の策定を行う下水道事業実施市町村に対し、国
からの交付金を配分した。

年度別
取組予定

下水道事業（長寿命化・地震対策）

・主要な管渠等の耐震化延長：
０km(離島分)
・長寿命化計画の策定：１箇所（石垣
市)

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

　老朽化した下水道施設の改築及び長寿命化計画の策定を行
う下水道事業実施市町村に対し、国からの交付金を配分した。
　石垣市から提出された長寿命化計画に書に対して、助言・指
導を行い、計画策定を完了させた。

担当部課 土木建築部　下水道課

平成27年度実績

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　主要な管渠等の耐震化延長は、計画値4ｋｍに対し、実績値5.3ｋｍ（27年度）の整備延
長となり順調に取組を推進することができた。
　主要な管渠等の耐震化によって、災害対策に強い下水道施設の推進が図られた。

着手

　施設の老朽化による事故発生や施設の機能停止を未然に防止することができる。ま
た、離島では地理的条件の特異性もあり災害後の復旧に時間を要することが想定
されるが、下水道施設が被災した場合においても、下水道の果たすべき機能を確
保することができ、被害の影響を最小限に抑制することが期待できる。

推進状況 平成27年度取組の効果

沖縄振興公
共投資交付
金(下水道課
市町村事業)

　老朽化した下水道施設の改築を行う下水道事業実施市町村
に対し、国からの交付金を配分する。

平成28年度計画

事業名 活動内容

下水道施設の耐震化



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

74
24.4％
（22年）

72.1％
（27年）

― 47.7%
42.9％
（27年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①下水道長寿命化計画に基づきライフサイクルコ
ストの最小化を図り、計画的に下水道施設の長寿
命化・地震対策を推進する。

①石垣市において、新たに雨水管及び未策定処
理区域汚水管路の下水道長寿命化計画を策定
し、計画的な更新、耐震化を推進した。

主な取組に対応する成果指標

重要な幹線等の耐震化率

・下水道長寿命化計画に基づきライフサイクルコストの最小化を図り、計画的に下水道施設の長寿命
化・地震対策を進めていく必要がある。

・中長期的な計画である下水道ストックマネジメント計画の策定を推進するため、策定が必要な市町村
に対して、課題等を確認するとともに、計画策定に関する助言・指導や予算措置などのフォローアップ
を行う。

　重要な幹線等の耐震化率（下水道）については24.4％（22年度）から72.1％（27年度）となって
おり順調に推移している。今後とも当取組を推進し、老朽化施設の計画的な更新、耐震化を進
めていく。

○内部要因
・沖縄県の下水道事業は、事業開始から40年以上経過しているため、既存施設（ストック）の増大、施
設の老朽化、耐用年数の超過等の課題が多い。厳しい財政状況下で効果的に施設の改築・更新、管
渠等の耐震化に取り組む必要がある。

○外部環境の変化
・国の財政支援制度として、現行の下水道長寿命化計支援制度を発展させた「下水道ストックマネジメ
ント支援制度」が創設され、、平成28年度より、施設の改築に対する交付は「下水道ストックマネジメン
ト計画」の基づくものに限定されることとなった。
　ただし、平成32年度までに限り現行の下水道長寿命化支援制度に基づく支援が継続されることと
なった。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
0ha
浸水対策整
備面積

0ha 0ha 9ha 24ha

→ 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 ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

市町村 ―

平成28年度計画

事業名 活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　那覇市、浦添市など各市町村において雨水管の整備等を行い、浸水対策整備面積
は、計画値75haに対し、実績値70ha（平成26年度）であった。
　また、那覇市において総合的な浸水対策を図るため「下水道浸水被害軽減総合計画」
を策定し、順調に取組を推進することができた。

市町村事業
(社会資本整
備総合交付

金)

　石垣市において、雨水管の整備等を行う。

着手
　離島地域においても局所的な大雨など整備水準を超える降雨に対する被害を軽減
することで、地域住民の生命・財産を保護し、都市機能を確保することができ
る。

活動状況 活動実績値

　石垣市において雨水管の整備等を行い、浸水対策整備面積
は、計画値9haに対し、実績値9ha（平成27年度）であった。

浸水対策整備面積：9ha(離島分)

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容

市町村事業
(社会資本整
備総合交付

金)

　石垣市において、雨水管の整備等を行った。

災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 下水道事業（浸水対策）

担当部課 土木建築部　下水道課

平成27年度実績

取組内容
　都市における安全性の確保を図るため、総合的かつ効率的な浸水対策を推進する。ま
た、雨水幹線や貯留浸透施設等の整備や内水ハザードマップの作成を行う。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

◎石垣市においては雨水管渠等の整備が進まず、台風時や局所的な豪雨が発生した際
に床下浸水等の被害が発生するなど、十分な雨水排除ができない地域がある。

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

雨水幹線や貯留浸透施設等の整備



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

75
63.8％
（22年）

78.6％
（27年）

― 14.8％
57.4％
（27年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

・浸水被害のある地域を中心に、効率的、効果的な浸水対策の検討、推進を図っていく必要がある。

・関係市町村の雨水管渠等の整備状況、浸水対策を図るうえでの課題等をヒアリングや勉強会等で確
認するとともに、今後の予算措置の見直しを含めたフォローアップを行う。

　浸水対策の進捗を図るため石垣市において雨水管の面整備を行っている。今後も、下水道計
画区域内で浸水被害が発生している箇所を優先的に整備し、浸水対策の推進を図る。

○内部要因
・厳しい財政状況下で、市町村は未普及対策（汚水事業）に充当する予算が優先となり、浸水対策（雨
水事業）が後回しになる傾向があり、取組を進める上で課題となっている。

○外部環境の変化
・平成27年1月、総務省より下水道事業についても公営企業会計を導入を求める通知が行われたこと
から、国が示した平成31年度までに公営企業法適用に向け集中的に取り組まなければならないが、固
定資産調査・台帳整備等の移行事務作業が膨大なため、中小自治体などでは下水道整備に影響が
出る可能性もある。

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①各市町村の雨水管渠等の整備状況、課題等を
的確に把握する。

②既存下水道施設を活用した対策の検討や河川
など他事業の計画や施設と連携した対策を検討す
る。

③浸水対策に係る市町村下水道職員向けの勉強
会等を１回開催し、人材育成・情報共有の取組み
を推進する。

①平成27年10月に開催した市町村下水道職員向
け沖縄県浸水対策勉強会において、浸水対策区
域図及び浸水対策に関する課題を作成・提出さ
せ、各市町村の現状把握に努めた。

②勉強会でのグループ討議を通して、各自管内で
の浸水対策に関する課題について、対応案を検
討させた。

③勉強会において、３市村から浸水対策取組事例
紹介を通して、情報共有等の取組みを推進した。

主な取組に対応する成果指標

下水道による都市浸水対策達
成率

平成27年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
０市町村
作成市町村
数

15市町村

→ 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

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

取組内容
　住民へ災害の危険度・避難経路等の情報を提供し、行政が災害に対する予防対策等
を検討することを目的として、市町村が作成するハザードマップの基礎となる津波浸水想
定図を作成する。

対応する
主な課題

◎本県の離島においては、避難誘導体制の強化を図る必要があることから、各種災害
の発生を想定したハザードマップの作成等の支援が重要である。

主な取組

―
　市町村等を対象とし、津波防災地域づくりに関す
る法律についての説明会及び県外自治体の先進
事例の紹介を行った。

年度別
取組予定

津波・高潮警戒避難体制の整備事業

ハザードマップ作成市町村数：0市町
村

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

　市町村等を対象とし、津波防災地域づくりに関する法律につ
いての説明会及び県外自治体の先進事例の紹介を行った。

担当部課 土木建築部　海岸防災課

平成27年度実績

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　平成27年度にハザードマップを作成した市町村は無く、作成済みは37市町村のままで
あるが、県としては市町村に対し説明会を開催し、津波防災地域づくりに関する法律の
説明や県外自治体の先進事例の紹介などの支援を行った。

着手
　離島において平成27年度にハザードマップを作成した市町村は無く、作成済みは11市
町村のままであるが、県としては市町村に対し説明会を開催し、津波防災地域づくりに関
する法律の説明や県外自治体の先進事例の紹介などの支援を行った。

推進状況 平成27年度取組の効果

―

平成26年度に公表した津波浸水想定図に関する報告書（概要
版）やGISデータ等の資料を市町村へ提供し、ハザードマップ未
作成市町村へ助言を行いながら、ハザードマップ作成を促進さ
せる。

平成28年度計画

事業名 活動内容

最大クラスの津波に関するハザードマップ作成



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

76

最大クラス
の津波に関
する「津波
浸水想定」
を策定中
（25年）

11市町村
（26年）

15市町村 11市町村
37市町村
（26年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①市町村にハザードマップの作成･検証を促進させ
るため、新たに作成した津波浸水想定図に関する
報告書（概要版）やGISデータ等の資料を市町村へ
積極的に提供し、市町村へ助言を行う。

①全市町村に対し、新たに作成した津波浸水想定
図に関する報告書（概要版）やGISデータ等の資
料を提供し、説明会等において助言を行った。

主な取組に対応する成果指標

津波高潮ハザードマップ作成
市町村数

・県が平成26年度に公表した津波浸水想定図は、過去に公表した浸水想定図と浸水範囲が異なること
から、各市町村が作成済みのハザードマップについて、検証を推進する必要がある。

・ハザードマップ未作成の市町村については、積極的に情報提供・助言を行い、作成を促進させる必要
がある。

・市町村にハザードマップの作成・検証を促進させるため、引き続き、津波浸水想定図に関する資料を
提供し、助言を行う。

市町村等を対象とし、津波防災地域づくりに関する法律についての説明会及び県外自治体の
先進事例の紹介を行った。津波浸水想定図はHPでの公表等による情報提供を行っており、H28
目標値は達成できる見込みである。

○内部要因

○外部環境の変化
県は、市町村等を対象とし、津波防災地域づくりに関する法律についての説明会及び県外自治体の先
進事例の紹介を行った。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
1件
整備計画
策定件数

1件 2件 2件

→ 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

- -
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

-
各省
計上

未着手

　県は、市町村が策定する狭あい道路整備計画の基礎資料となる二項道路等の指定道
路図を作成し、県のホームページで一部公開した。
　県は離島を含めた市町村の担当者が出席する会議で挟あい道路整備事業の説明を
行い、活用を呼びかけた。

　県は指定道路図を精査し、追加公開する。
　県は引き続き、関係市町村に対し事業の説明を行い周知活
動を実施する。

平成28年度計画

事業名 活動内容

-

推進状況 平成27年度取組の効果

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

　県は、市町村が策定する狭あい道路整備計画の基礎資料となる二項道路等の指定道路図を作成し、県のホームページ
で一部公開した。県は市町村の担当者が出席する会議 等で挟あい道路整備事業の説明を行い、活用を呼びかけた。糸満
市では、狭あい道路の現状を把握するための調査が実施され、今後整備計画策定に向けた資料として活用される。なお、
進捗状況については、取組内容である「県及び特定行政庁における指定道路図の作成及び公開」については実施してお
り、また、糸満市では今後の整備計画策定に向けた取り組みを行っている等の理由から「やや遅れ」と判断した。

-
・県は指定道路図を一部公開した。
・県は市町村に対し、当該事業の周知を行った。

活動状況 活動実績値

- －

平成27年度実績

事業名 活動内容

対応する
主な課題

幅員が４ｍに満たない狭あい道路は、県内各地に存在しており、地震や火事などの緊急
時に避難や救助活動に支障となる恐れがあり、防災機能の低下が懸念される。

取組内容
　狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成を図るため、県及び特定行政庁に
おける指定道路図の作成及び公開、市町村における狭あい道路の調査及び整備計画
策定を促進する。

年度別
取組予定

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 狭あい道路整備事業

担当部課 土木建築部　建築指導課

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

市町村における狭あい道路整備計画策定促進



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

0市町村
（25年度）

0市町村
（26年度）

0市町村
（27年度）

↘
0市町村
（27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、外部環境の変化）

（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）

参考データ（離島分） 離島の現状

・引き続き県は市町村に対し、他県の取組状況を含め具体的な事業効果を紹介し、当該事業の必要
性を周知する。

整備計画策定に向けた調査事業等を
実施した市町村

　平成24年度は石垣市・宮古島市・糸満市の3市、平成25年度は糸満市・那覇市の2市、平成26
年度は糸満市が調査等を行っており、狭あい道路整備計画の策定に向けた準備が着実に進ん
でいる。

○内部要因

○外部環境の変化
・整備計画を策定することが挟あい道路整備事業の推進につながるが、挟あい道路の拡幅整備は市
町村の負担が大きいため、整備計画の策定には至っていない。

・県は市町村に対し、他県の取組状況を含め具体的な事業効果を紹介し、当該事業の必要性を周知
する必要がある。

①県は市町村に対し、他県の取り組み状況を含め
具体的な事業効果を紹介し、当該事業の必要性を
周知する。

①県は市町村に対し当該事業内容の説明会を開
催し、事業効果を紹介するなどの周知をおこなっ
た。

主な取組に対応する成果指標

-

平成27年度の取組改善案 反映状況
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

30件
耐震診断支援
件数

80件 200件 200件 200件

→ 県

0件
耐震改修等支
援件数

20件 40件 100件 100件

→ 県

200人
受講者数

200人 200人 200人 200人

→ 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

0 0 ―

0 0 ―

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

対応する
主な課題

○沖縄県は、台風常襲地帯であること等の地域性から鉄筋コンクリート造の住宅が多く、
木造住宅と比較して耐震診断・改修費用が高く所有者負担が大きいことから民間住宅の
耐震化が立ち遅れている。

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災対策の強化

主な取組 民間住宅・建築物の総合的な耐震化対策

平成27年度実績

取組内容

民間住宅・建築物の耐震診断、耐震改修設計及び改修工事費用への支援。
県内建築物の耐震化率の向上を図るため、高度な構造技術を要する耐震技術者を育成する。
建築物の耐震化促進のため、シンポジウム等普及啓発活動及び耐震構造相談に関する県民及び建築士向
け窓口を設置する。
ＲＣ造ピロティ建築物の耐震性の向上を図るため、低コストで簡易な耐震性能評価方法を開発し、最適かつ
経済的な耐震改修工法の選定マニュアルを作成する。

年度別
取組予定

担当部課 土木建築部建築指導課

－ －

活動状況 活動実績値

事業名 活動内容

建築物の耐
震化促進支

援事業

鉄筋コンクリート耐震技術者育成講習会及びシン
ポジウム等建築物の耐震促進のための普及啓発
活動の事業見直しを行った。

民間建築物
耐震診断・
改修等事業

民間住宅・建築物に対する耐震診断・改修等補助
のスキーム見直しを行った。

推進状況

着手

　民間住宅・建築物に対する耐震診断・改修等補助のスキーム見直し及び講習会並びに
シンポジウム等建築物の耐震促進のための普及啓発活動の事業見直しを行った。
　よって、耐震診断・改修等に対する支援件数、耐震技術者育成数、講習会受講者数と
もに実績無しであった。

平成27年度取組の効果

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

大幅遅れ

　民間住宅・建築物に対する耐震診断・改修等補助のスキーム見直し及び講習会並びに
シンポジウム等建築物の耐震促進のための普及啓発活動の事業見直しを行った。
　よって、耐震診断・改修等に対する支援件数、耐震技術者育成数、講習会受講者数と
もに実績無しであった。

民間住宅・建築物の耐震診断費用への支援民間住宅・建築物の耐震改修設計・改修工事・建替工事費
民間住宅・建築物の耐震診断費用への支援

民間住宅・建築物の耐震改修設計・改修工事・建替工事費用への支援

シンポジウム・講演会による普及啓発、技術者育成支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

5,590
各省
計上

16,100
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

-
82％

（20年）
85.1％
（25年）

90% 3.1ポイント
85.1％
（25年）

傾向 沖縄の現状

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

建築物の耐
震化促進支

援事業

　既存建築物の耐震化を周知するとともに容易に耐震診断を
行うための体制を構築する事業を行う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

非木造住宅
等耐震・改
修等事業

・民間鉄筋コンクリート造等の耐震診断を実施する事業
・改修設計・耐震改修工事を実施する住宅所有者等補助を行う
市町村に対して支援する事業

平成28年度計画

事業名 活動内容

参考データ（離島分） 離島の現状

-

①モデル事業の結果を踏まえ、検証を行い、住民
ニーズの把握及びモデルケースの見直しに努め
る。
②担当者会議の実施や担当者あて情報提供を行
うことで、耐震診断・改修等に対する事業制度等の
周知を行い、補助制度策定市町村の増加を図る。
③県内建築士関係団体等の協力を得ながら、県内
建築士事務所の開設者に対し、所属建築士の耐
震技術者講習会受講の呼びかけを行う。

①モデル事業を検証し、非木造住宅における安価
で簡易な耐震診断事業の実施やその他住宅・建
築物等における耐震診断・改修等への補助ス
キームの見直しを行った。
②担当者会議の実施や担当者あて情報提供及び
耐震診断・改修等に対する事業制度等の周知を
行った。
③育成する耐震技術者を十分に活用できるよう事
業スキームの見直しと事業スキームに即した耐震
技術者講習会の内容検討を行った。

主な取組に対応する成果指標

住宅耐震化率

・非木造住宅における簡易診断事業を実施し、耐震診断・改修の県民ニーズを把握する必要がある。
・担当者会議を実施し、耐震診断・改修等に対する市町村補助制度の創設及び耐震化率向上の必要性を周知す
る必要がある。
・県内建築士関係団体の協力のもと、耐震診断技術者の人材育成に向け取り組む必要がある。

・住宅の耐震対策については、簡易耐震診断事業の実施や所有者等に対する積極的な普及啓発や相談窓口の
設置を通して、耐震診断・改修等に対する県民ニーズを把握する。
・担当者会議を実施し、耐震診断・改修等に対する市町村補助制度の創設を促進する。
・耐震診断技術者を育成し、容易に耐震診断・改修を行いやすい環境を整備する。

　平成25年度時点における現状値は、基準値に対し、3.1％上昇している。
　今後も引き続き住宅耐震化率の目標値実現に向け既存建築物の耐震化を周知するとともに
容易に耐震診断を行うための体制を構築する事業を進めていくが、H28年度の住宅耐震化率の
見込みは87％程度の見込みとなっている。

○内部要因
・民間住宅・建築物の総合的な耐震化対策では、耐震診断及び改修等の支援への問い合わせは多
かったものの、住民ニーズの多くは耐震改修ではなく支援対象外である建替であり、事業制度と住民
ニーズとのミスマッチが生じている。
・耐震診断相談者へ耐震診断に関するアンケートを実施したところ、多額な費用がかかることから耐震
診断に至らないことが判明した。
・特定建築物における耐震化率は高いものの、緊急輸送道路沿道の高層建築物において既存耐震不
適格建築物が残存しており、幹線道路沿道の耐震化を図る必要がある。

○外部環境の変化
・昭和56年以前に建設された民間住宅は現在の耐震基準を満たしておらず、また昭和５４年以前に建
設された住宅は、地震に対する強度が全国の半分程度となっており、さらに塩分含有量の多い骨材が
使用された可能性が高いことから、老朽化が著しい建物が多い。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
6ha
保安林整
備
面積

→ 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

311,436
（135,366）

301,673
(133,742）

着手
　防風・防潮林の整備面積は3.8ha（内離島3.8ha）であり、次年度以降の植栽木の適切な
維持管理の実施により、農地等の保全が図られる見込みである。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　防風・防潮林の整備面積は3.8ha（内離島3.8ha）であり、次年度以降の植栽木の適切な
維持管理の実施により、農地等の保全が図られる見込みである。

活動状況 活動実績値

　保安林の防風・防潮機能を維持強化するための森林の造成、
改良等を行う。

3.8ha　（離島3.8ha：伊平屋村1.7ha、
久米島町0.86ha、本部町0.16ha、
座間味村0.5ha、宮古島市0.35ha、
多良間村0.13ha、竹富町0.14ha）

推進状況 平成27年度取組の効果

担当部課 農林水産部　森林管理課

事業名 活動内容

治山事業費
　保安林の防風・防潮機能を維持強化するための
森林の造成、改良等を行い、整備面積は3.8ha（内
離島3.8ha）となった。

平成27年度実績

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

年度別
取組予定

施策（中項目） 社会リスクセーフティネットの充実

施策（小項目） 災害に強い県土づくりと防災の強化

主な取組 治山事業

対応する
主な課題

○季節風、潮風、飛砂等の被害から住宅、農地等を保全するための防風保安林、潮害
防備保安林の整備が求められている。

取組内容 保安林の防風・防潮機能を維持強化するための森林の造成、改良等を行う。

防風・防潮林の整備と適切な維持管理



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

256,598
(27,600)

内閣府
計上

93,240
一括交付

金
（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

556ha
（26年）

560ha
（27年）

563ha
（28年） （ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

―

○外部環境の変化

・事業着手後に生じる設計変更や施工方法に対する地元からの追加要望等諸課題の解決及び確実な
事業執行のために早期発注が必要である。

・関係機関調整、事前手続の実施。
・事業実施箇所の情報収集及び調査の早期実施。

・引き続き事業の早期発注を実施。
・引き続き事業実施箇所について、関係市町村等地元の要望・意見等の情報収集の早期実施。

参考データ（離島分） 離島の現状

防風・防潮林整備面積

　これまでの防風林・防潮林の整備の取組により、整備面積は
27（23）ha（6.8（5.7）ha/年)となり、計画値の6ha/年に概ね計画どおり推移している。平成28年目
標値に向け、引き続き、取組を推進する。
※数値の隣の（）書きは離島実績内数

○内部要因

・確実な事業執行のため、事業実施に必要な保安林の指定、施工同意等諸条件の早期解決を図る必
要がある。

主な取組に対応する成果指標

治山事業費
(交付金事業)

　保安林の防風・防潮機能を維持強化するための森林の造成
を行う。

事業名 活動内容

治山事業費
(補助金事業)

　保安林の防風・防潮機能を維持強化するための森林の造
成、改良等を行う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①引き続き事業の早期発注を実施。

②引き続き事業実施箇所について、関係市町村等
地元の要望・意見等の情報収集の早期実施。

①　上半期執行率を78.9％に設定し事業に取り組
んだが、達成することが出来なかった。入札不調
や不落が原因と考える。
②　年度当初に各事務所において、市町村等に
対して事業の説明会等を実施する等、事業の周
知や情報交換を行った。

平成28年度計画



(3)

―

252
離島振興

計画記載頁
77

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県・市町村

他府県

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

36,327 31,188 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

34,586 県単等

対応する
主な課題

○沖縄県に米軍基地が過密に存在する中では、数多く発生している演習等関連の事件・
事故、米軍人等による犯罪や交通事故などの米軍基地から派生する事件・事故は、直ち
に県民の重大な被害に繋がり、大きな負担になっている。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

施策（中項目） 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決

施策（小項目） ―

主な取組 日米両政府への要請活動

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

取組内容
米軍基地から派生する事件・事故の防止、日米地位協定の見直し等に係る日米両政府
への要請活動

年度別
取組予定

担当部課 知事公室　基地対策課

事業名 活動内容

基地関係業
務費

政府への要請活動
・防衛大臣等に対して、平成27年７月30日に、基地の整理縮小などに
関する要請を行った。（渉外関係主要都道県知事連絡協議会）
・日米両政府に対して、平成28年３月３日、４日及び15日に、基地か
ら派生する諸問題の解決促進に関する要請を行った。（沖縄県軍用
地転用促進・基地問題協議会）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
米軍の演習等に伴う事故等の防止及び安全管理の徹底のほか、鳥島射爆撃場及び久
米島射爆撃場の返還について、日米両政府に要請を行い、沖縄県の考え方を伝達して
いる。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

米軍の演習等に伴う事故等の防止及び安全管理の徹底等の
ほか、鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還について、日
米両政府に要請を行っている。

－

　平成27年中に発生した米軍関係の事件・事故件数は92件、米軍構成員等による犯罪
は34件、42人である。平成26年中の事件・事故件数は116件、犯罪は29件、27人であっ
た。
　事件・事故発生後、適宜日米地位協定の見直しも含めて日米両政府に要請を行い、沖
縄県の考え方等を伝達していることから、順調とした。

基地関係業
務費

日米両政府への要請活動

事業名 活動内容

平成28年度計画

順調

米軍基地から派生する事件・事故の防止、日米地位協定の見

直し等に係る日米両政府への要請活動



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

－ － － ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

－

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況

①米軍の演習等に伴う事故等は、１件たりともあっ
てはならないと考えており、真に実効性のある再発
防止策のあり方を米軍側において検討する必要が
あることから、今後も要請等を通じて強く働きかけ
ていく。
②鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場について
は、引き続き、当該空域・水域の解除や返還を、久
米島町、漁業関係団体、軍転協とも連携しながら、
あらゆる機会を通じて求めていく。

①事件・事故の再発防止等については、軍転協や
渉外知事会と連携するなどして、日米両政府に対
して要請を行った。

②鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還につ
いては、軍転協と連携し、日米両政府に対して要
請を行った。

主な取組に対応する成果指標

・米軍の演習等に伴う事故等は、１件たりともあってはならないと考えており、真に実効性のある再発
防止策のあり方を米軍側において検討する必要があることから、今後も要請等を通じて強く働きかけ
ていく。

・鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場については、引き続き、当該空域・水域の解除や返還を、久米島
町、漁業関係団体、軍転協とも連携しながら、あらゆる機会を通じて求めていく。

－

　米軍の演習等に伴う事故等の防止及び安全管理の徹底や鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃
場の返還について、米軍をはじめ日米両政府等関係機関に対し要請を行ってきたが、演習等に
伴う事故等について実効性のある再発防止策が講じられているとはいえない状況にあり、ま
た、両射爆撃場の返還は実現されていない。

○内部要因
・軍転協や渉外知事会として、日米地位協定の見直しを含めて日米両政府に要請し、実効性のある再
発防止策を講じるよう求めているが、未だ事件・事故が発生している。
・鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還についても、実現していない。

○外部環境の変化

・米軍への施設・区域の提供は、日本国政府が実施していることから、日米両政府に対し、粘り強く働
きかける必要がある。



(3)

―

253-1
離島振興

計画記載頁
77

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

300 300 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

303 県単等
不発弾等

処理事業費

　被災者支援を目的に設置している沖縄県不発弾等対策安全
基金の運用を行う。
　不発弾等による爆発事故が発生した場合は、被災者等への
支援を行う。

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

不発弾等の爆発事故による被災者等の支援や、被害を受けた
住宅、施設等の復旧等の措置を支援する。

定期預金で運用している６億円の受
取利息（約300千円）を基金へ積み立
てた。

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
基金積み立て額の増加により、不発弾等の爆発事故が発生した場合の被害者等への支
援や被害住宅等への支援、施設復旧等のための体制強化が図られた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
基金積み立て額の増加により、不発弾等の爆発事故が発生した場合の被害者等への支
援や被害住宅等への支援、施設復旧等のための体制強化が図られた。

担当部課 知事公室　防災危機管理課

事業名 活動内容

不発弾等
対策安全

事業

①定期預金で運用している６億円の受取利息（約
300千円）を基金へ積み立てた。
②平成27年度は不発弾等の爆発事故が発生しな
かった。

平成27年度実績

取組内容
不発弾等の爆発事故による被災者等の支援や、被害を受けた住宅、施設等の復旧等の
措置を支援する。

年度別
取組予定

施策（中項目） 米軍基地から発生する諸問題及び戦後処理問題の解決

施策（小項目） －

主な取組 不発弾処理対策（不発弾等対策安全事業）

対応する
主な課題

○沖縄県の不発弾処理重量は全国の約４割を占めており、今なお約2,100トンの不発弾
が埋没していると推計されている。不発弾から県民の生命・財産を守るため、その早期処
理を図ることが重要課題となっている。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

不発弾等の爆発事故防止および事故による被害対策の実



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － －

傾向 沖縄の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

①住民避難等を含めた事前の対策を市町村がス
ムーズに行えるよう補助の拡充を図る一方、不発
弾爆発事故が発生した場合の被害の状況把握の
ため、事前の損害調査等を必要に応じて行うよう引
き続き助言する。
②不発弾爆発事故の被害を最小限に止めるため、
市町村主催の不発弾処理会議において地域関係
者への説明をおこなっており、引き続き住民の不発
弾に対する意識を高め、被害等の未然防止に努め
る。
③日頃から不発弾に対する住民の関心を高めるよ
う、引き続き新聞や自治会広報誌等を利用した広
報活動に努める。

①住民避難等を含めた事前の対策を市町村がス
ムーズに行えるよう補助の拡充を図る一方、不発
弾爆発事故が発生した場合の被害の状況把握の
ため、事前の損害調査等を必要に応じて行うよう
助言を行った。
②　不発弾等の爆発事故による被災者等へ支援
するための基金を効率的に運用し、その運用益を
基金へ積み立て、不発弾等の爆発事故に備え支
援体制の強化を図ってきた。
③広報活動や市町村説明会等を実施し、同事業
の周知を図り、不発弾爆発事故が発生した場合の
円滑な支援が行えるよう関係団体の連携に努め
た。

・住民避難等を含めた事前の対策を市町村がスムーズに行えるよう補助の拡充を図る一方、不発弾爆
発事故が発生した場合の被害の状況把握のため、事前の損害調査等を必要に応じて行うよう引き続き
助言する。

・不発弾爆発事故の被害を最小限に止めるため、市町村主催の不発弾処理会議において地域関係者
への説明をおこなっており、引き続き住民の不発弾に対する意識を高め、被害等の未然防止に努める。

・日頃から不発弾に対する住民の関心を高めるよう、引き続き新聞や自治会広報誌等を利用した広報
活動に努める。

－

　23年度は、2市町において不発弾現地爆破処理に係る損害調査を実施したので、その費用を
基金を取り崩して支援した。24年度は、1449千円、25年度は、360千円、26年度は、300千円の基
金運用益を繰り入れたことによる基金残高の増加により、支援体制の強化が図られた。
（平成23年度基金取り崩し額：7,602千円　　平成24年度基金運用益：1449千円、25年基金運用
益：360千円、26年基金運用益：300千円、27年基金運用益：300千円）
　これらの資金を活用することで円滑な避難誘導及び安全な不発弾処理対策が行えるようになり
事故防止へと繋がっている。

○内部要因
・不発弾爆発事故が発生した場合、市町村及び関係団体との連携が重要となる。

○外部環境の変化
・被害者への支援及び損害家屋等への支援など住民の生活に直結しており、迅速な対応が求められ
る。

広報活動や市町村説明会等を実施し、同事業の周知を図り、不発弾爆発事故が発生した場合の円滑
な支援が行えるよう関係団体の連携に努める必要がある。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況



(3)

―

253-2
離島振興

計画記載頁
77

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

2,173,412 1,930,821
内閣府
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

2,074,600
内閣府
計上

不発弾等
処理事業費

住民からの探査要望に基づき、畑、原野及び住宅地等の磁気
探査、発掘を実施し、不発弾等処理の加速化を図る。

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

　市町村経由で住民等への要望調査を年3回実施し、要望に基
づき磁気探査及び発掘を3回行った。

探査面積は約６７万㎡、発掘重量は約１．２ト
ンとなっている。

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　作物の植付け時期に伴う磁気探査中止等の理由によりやや遅れとなったが、市町村と
連携し、住民からの要望を調査することにより、より広範囲な不発弾の探査・発掘が可能
となった。
　また、年度末の農作物の収穫遅れに対応できるよう繰越を行い、不発弾処理の加速化
を図った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

　作物の植付け時期に伴う磁気探査中止等の理由によりやや遅れとなったが、市町村と
連携し、住民からの要望を調査することにより、より広範囲な不発弾の探査・発掘が可能
となった。
　また、年度末の農作物の収穫遅れに対応できるよう繰越を行い、不発弾処理の加速化
を図った。

担当部課 知事公室　防災危機管理課

事業名 活動内容

不発弾等
処理事業費

　市町村経由で住民等への要望調査を年3回実施
し、要望に基づき磁気探査及び発掘を3回行った。

平成27年度実績

取組内容
住民等から受け付けた面積100㎡を超える探査要望箇所において、不発弾等の探査・発
掘を促進する。

年度別
取組予定

施策（中項目） 米軍基地から発生する諸問題及び戦後処理問題の解決

施策（小項目） －

主な取組 不発弾処理対策（広域探査発掘加速化事業）

対応する
主な課題

○沖縄県の不発弾処理重量は全国の約４割を占めており、今なお約2,100トンの不発弾
が埋没していると推計されている。不発弾から県民の生命・財産を守るため、その早期処
理を図ることが重要課題となっている。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

不発弾埋没情報等による不発弾等の探査・発掘の推進



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

約2,100トン
（23年）

約2,012トン
（27年）

約1,950トン
（28年）

約88トン ―

傾向 沖縄の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

①要望者が必要な時期に必要な情報が得られるよ
う、事業周知のための広報を実施するとともに、市
町村の広報誌及びホームページを活用した広報を
行う（年1回から3回程度）等、市町村とも連携して取
り組む。
②市町村担当者から申請者に対し、申し込みから
探査完了まで1年程度日数を要する旨を説明し、理
解を得た上で申し込みを行ってもらう。

①要望者に対し、情報が得られるよう市町村とも連
携し、市町村のホームページや広報誌等で情報提
供を行った。
②要望者からの探査要望時期を確認し磁気探査
を行った。
③発見率の高い地域及び緊急性のある地域から
優先的に磁気探査を行った。
④年度末の作物の収穫遅れにも対応できるよう、
繰越による不発弾等処理の加速化を図った。

・要望者が必要な時期に必要な情報が得られるよう、事業周知のための広報を実施するとともに、市町
村の広報誌及びホームページを活用した広報を行う（年1回から3回程度）等、引き続き市町村とも連携
して取り組む。

・引き続き、市町村担当者から申請者に対し、申し込みから探査完了まで1年程度日数を要する旨を説
明し、理解を得た上で申し込みを行ってもらう。

－

　不発弾の磁気探査は順調に推進しているが、不発弾量については、平成27年度末の処理目標
を1,980トンとしており、実績値は2,012トンで目標を32トン下回った。年々不発弾量が減少してお
り、目標達成は厳しい状況にあるため、H28目標値達成に向けて更なる事業周知が不可欠であ
る。

○内部要因
・住民等からの探査要望に基づき実施する事業であるため、要望者が必要な時期に必要な情報が得ら
れるよう事業の周知が必要となる。

○外部環境の変化
・不発弾等の探査・発掘には、住民からの申し込みを受けてから探査完了まで1年程度日数を要するこ
とから、住民が理解のうえ申し込みする必要がある。

・住民等からの探査要望に基づき実施する事業であるため、住民に身近な市町村と連携し、周知を図る
必要がある。

主な取組に対応する成果指標

埋没不発弾量（推計）

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況



(3)

―

253-3
離島振興

計画記載頁
77

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

217,499 166,802
内閣府
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

251,038
内閣府
計上

不発弾等
処理事業費

　市町村事業の単独公共工事における不発弾等の探査・発掘
等、発見された不発弾等の安全化処理対策を実施する。

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

市町村事業の単独公共工事における不発弾等の探査・発掘等
32件、発見された不発弾等の安全化処理対策28件を実施した。

探査面積は約11万㎡、発掘重量は約０．０３ト
ンとなっている。

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　市町村の単独公共工事を対象とした市町村支援事業を実施し、補助事業対象外の工事
についても磁気探査を実施したことにより、不発弾等の発見及び処理が行われており、県
民の生命と財産の確保がなされている。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　市町村の単独公共工事を対象とした市町村支援事業を実施し、補助事業対象外の工事
についても磁気探査を実施したことにより、不発弾等の発見及び処理が行われており、県
民の生命と財産の確保がなされている。

担当部課 知事公室　防災危機管理課

事業名 活動内容

不発弾等
処理事業費

市町村事業の単独公共工事における不発弾等の
探査・発掘等32件、発見された不発弾等の安全化
処理対策28件を実施した。

平成27年度実績

取組内容

　市町村事業の単独公共工事に係る不発弾等の探査・発掘等を行う市町村磁気探査支
援事業、発見された不発弾等の安全化処理対策を行う市町村特定処理支援事業を実施
する。
　磁気探査を行うことにより安全安心な土地を創出することが出来る。

年度別
取組予定

施策（中項目） 米軍基地から発生する諸問題及び戦後処理問題の解決

施策（小項目） －

主な取組 不発弾処理対策（市町村支援事業）

対応する
主な課題

○沖縄県の不発弾処理重量は全国の約４割を占めており、今なお約2,100トンの不発弾
が埋没していると推計されている。不発弾から県民の生命・財産を守るため、その早期処
理を図ることが重要課題となっている。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

市町村の単独公共工事に係る不発弾等の探査・発掘の促進



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

約2,100トン
（23年）

約2,012トン
（27年）

約1,950トン
（28年）

約88トン ―

傾向 沖縄の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

①国に対し、市町村単独事業と不可分の事業であ
ることを説明し、予算の繰越を認めてもらうよう調整
を進めていく。

②市町村説明会等において、沖縄県市町村支援事
業補助金交付要綱・同事務要領の周知徹底を図
り、適切な時期に補助金交付申請を行うよう指導す
る。

③認可ヒアリングの際は、各市町村防災担当課と
工事担当課の双方の参加を求め、両担当者間の
情報共有を促進し、事業実施に向けた体制を整え
る。

・事業実施から完了にかけて、市町村防災担当課
と工事担当課との連携を密にするよう、助言・指導
し、不発弾等の探査・発掘事業を効率的に実施す
る。

①国に対し、市町村単独事業と不可分の事業であ
ることを説明、平成２８年度から繰越が認められ
た。

②平成27年度は、市町村の要望通り実施してお
り、今年度も引き続き各市町村における磁気探査
支援事業、特定処理支援事業の推進を図る。

③市町村説明会及び認可ヒアリングにおいて、各
市町村防災担当者と工事担当課双方の参加によ
り、事業実施から完了にかけ連携がとれるよう指
導を行った。

・市町村説明会等において、沖縄県市町村支援事業補助金交付要綱・同事務要領の周知徹底を図り、
適切な時期に補助金交付申請を行うよう引き続き指導する。

・認可ヒアリング等の際は、引き続き、各市町村防災担当課と工事担当課の双方の参加を求め、両担
当者間の情報共有を促進し、事業実施の体制を整える。

・事業実施から完了にかけて、市町村防災担当課と工事担当課との連携を密にするよう、引き続き、助
言・指導を行う。

－

　県内市町村より申請のあった３３事業において磁気探査を実施し、１発の不発弾が発見され
た。
　公共工事・民間工事を問わず、県内で発見された不発弾のうち、現地処理が必要な２６件３６
発について、処理を行った。

○内部要因
・市町村磁気探査支援事業は、市町村の単独事業に付随して行われるため、県・市町村（事務担当と
工事担当）で単独事業の進捗に係る調整を図る必要がある。

○外部環境の変化
・市町村の単独事業の遅れによる、市町村磁気探査支援事業の執行に影響がある。

・市町村単独事業を対象に、市町村説明会や予算・認可ヒアリング等を実施し、単独事業の進捗による
磁気探査の遅れがないよう、調整を図る必要がある。

主な取組に対応する成果指標

埋没不発弾量（推計）

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況



(3)

―

253-4
離島振興

計画記載頁
77

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

407,486 407,486
内閣府
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

482,000
内閣府
計上

不発弾等
処理事業費

　民間による住宅等の開発箇所における不発弾等探査費を補
助する。

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

　民間による住宅等の開発箇所における不発弾等探査費128件
を補助した（受付：22市町村）。

探査面積は約1０万㎡、発掘重量は
約０．１５トンとなっている。

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　平成27年度は、市町村の協力を得ながら事業を実施した結果、実施件数は前年度120
件から128件へ伸びた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　平成27年度は、市町村の協力を得ながら事業を実施した結果、実施件数は前年度120
件から128件へ伸びた。

担当部課 知事公室　防災危機管理課

事業名 活動内容

不発弾等
処理事業費

　民間による住宅等の開発箇所における不発弾等
探査費128件を補助した（受付：22市町村）。

平成27年度実績

取組内容

平成24年度から民間工事における磁気探査の促進を図る目的で、市町村を事業主体とし
て民間による住宅等の開発箇所における不発弾等探査費を補助する事業が創設された。
平成25年度から事業主体を県へと変更し、事業の効率的な推進を図る。
（適用要件：民間工事であること。磁気探査深さは５ｍ以内。面積制限なし。）

年度別
取組予定

施策（中項目） 米軍基地から発生する諸問題及び戦後処理問題の解決

施策（小項目） －

主な取組 不発弾処理対策（住宅等開発磁気探査支援事業）

対応する
主な課題

○沖縄県の不発弾処理重量は全国の約４割を占めており、今なお約2,100トンの不発弾
が埋没していると推計されている。不発弾から県民の生命・財産を守るため、その早期処
理を図ることが重要課題となっている。

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

民間による住宅等の開発等に係る不発弾等の探査・発掘の促進



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

約2,100トン
（23年）

約2,012トン
（27年）

約1,950トン
（28年）

約88トン ―

傾向 沖縄の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

①全県的に事業促進するため、市町村関係者への
説明会（年１回）を行い、住宅等磁気探査計画段階
での事前相談を周知を図っており、引き続き実施す
る。
②磁気探査の必要性や磁気探査実施後の安全性
等について周知を図るため、リーフレットを作成し、
関係機関への説明及び建設業者への磁気探査研
修を引き続き実施する。
③市町村の担当者に対し、住宅等磁気探査事業制
度が個人負担がないことをアピールしてもらうよう
働きかけている。受付けは、市町村経由で受付表
を県にＦＡＸ送信するなど事務の円滑化を図るため
引き続き実施する。

①事業促進のため、市町村関係者への説明会に
おいて、住宅等磁気探査計画段階での事前相談
や全額補助であることを周知するよう働きかけてい
る。
②磁気探査の必要性や磁気探査実施後の安全性
等について周知を図るため、関係機関や建設業者
を対象とした磁気探査研修会において説明を行っ
ている。
③市町村経由で受付表を県にＦＡＸ送信するなど
の事務の円滑化が図られている。
④年度末の補助金交付申請にも対応できるよう繰
越を行い、事業の拡充を図った。
⑤磁気探査を行う関係団体（申請書作成者）と調
整をおこなったことにより、申請から交付決定まで
の期間が短縮された。

・全県的に事業促進するため、市町村関係者への説明会（年１回）を行い、住宅等磁気探査計画段階で
の事前相談を周知を図っており、引き続き実施する。

・磁気探査の必要性や磁気探査実施後の安全性等について周知を図るため、リーフレットを作成し、関
係機関への説明及び建設業者への磁気探査研修を引き続き実施する。

・市町村の担当者に対し、住宅等磁気探査事業制度が個人負担がないことをアピールしてもらうよう働
きかけている。受付けは、市町村経由で受付表を県にＦＡＸ送信するなど事務の円滑化を図るため引き
続き実施する。

－

　平成27年度の民間による住宅等の開発箇所における不発弾探査において、６発の不発弾が発
見された。今後とも、各関係機関、マスコミ等へ本工事の周知を行い、事業の拡大を図る。

○内部要因
・補助金交付申請の審査にあたっては、審査業務にあたる技術支援員3名が入札により決定するため、
毎年技術支援員が入れ替わり、年度初めに支障が生じる。

・県側の業務を執行する上で、組織体制の強化を図る必要がある。

○外部環境の変化
・申請者の申請書作成（図面作成、数量等の拾い出し、適正な見積り等）がスムーズになったことによ
り、交付決定までの期間が短縮され、申請件数の増が見込まれる。。

・民間住宅等開発工事に対する補助事業のため、磁気探査の必要性や磁気探査実施後の安全性を周
知し、磁気探査業務への関心が高まるよう、広報活動を工夫する必要がある。

・県は業務改善・効率化を図り、円滑な対応をする必要がある。

主な取組に対応する成果指標

埋没不発弾量（推計）

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況



(3)

―

254
離島振興

計画記載頁
77

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→

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

0 0
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

0
各省
計上

施策（中項目） 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） －

主な取組 遺骨収集情報センターの活用

対応する
主な課題

○戦後60年あまりを経過した現在でも戦没者の遺骨がまだ完全に収骨されていない。関
係者の高齢化が進み情報も少なくなっていることから、遺骨収集の加速化が求められて
いる。

取組内容
　遺骨収集情報センターを拠点として、未収骨等情報の収集整理を強化し、収集整理し
た情報を遺骨収集ボランティア団体等に提供することにより、遺骨収集の加速化を図る。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　平和援護・男女参画課

事業名 活動内容

慰霊等事業
費

　宜野座村、金武町（11埋葬地）において戦没者
未収骨壕等調査を実施し、未収骨の状況を把握し
た。また、必要に応じて民間ボランティア団体へも
情報提供を行った。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

－ －

推進状況 平成27年度取組の効果

着手予定
　戦没者未収骨壕等調査について、現在、沖縄本島地域で実施しており、離島地域につ
いては未収骨の状況に応じて対応する。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　金武町、宜野座村（計11埋葬地）において、戦没者未収骨壕等調査をした結果、宜野
座村１件の未収骨情報が判明した。今後は厚生労働省に対して当該箇所の情報提供を
行う予定である。

事業名 活動内容

慰霊等事業
費

　収容所のあった名護市において、戦没者未収骨壕等調査を
実施し未収骨の状況を把握する。また、ボランティア団体へも
必要に応じて情報提供を行う。

遺骨収集情報センターへの未収骨情報の一元化

ボランティア団体等への情報提供



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

263柱
(25年）

194柱
（26年)

110柱
（27年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①遺骨収集を行っている団体やボランティア等から
更に詳細な情報（地域でまだ未収骨に関する情報
を持っている人から証言を聞き出す等）を収集す
る。また、地域住民や市町村からも情報収集する。

①戦後71年が経過し情報収集が難しくなってお
り、引き続き詳細な情報を持っている人や地域住
民、市町村から情報収集を行う。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ 沖縄の現状

・遺骨収集を行っている団体やボランティア等から更に詳細な情報（地域でまだ未収骨に関する情報を
持っている人から証言を聞き出す等）を収集する。また、地域住民や市町村からも情報収集する。

沖縄戦没者収骨状況

　市町村等と連携し、未収骨地域等の調査を行うとともに、そこで得られた情報を整理し、収骨
主体であるボランティア等へ提供するとともに、ボランティア等に対して収骨活動を安全かつ円
滑に行えるよう活動費に対する支援を拡充した結果、収集数は平成26年度は194柱、平成27年
度は110柱となり、基準値（毎年平均100柱程度）より増加している。
　未収骨情報を集中的に管理しボランティア団体と連携を密にすることにより、埋没壕等危険場
所の情報があれば速やかに厚生労働省に遺骨収集を依頼し、遺骨収集の加速化を今後とも進
めていく。

○内部要因

○外部環境の変化
・現在、これまで蓄積された収骨情報を基に、収骨済み箇所の整理を行っているが、既に収骨が終了
したと思われた箇所からも新たな遺骨が発見される状況がある。

・戦後71年が経過していることから、収骨・未収骨の状況を把握している者の数が少なく、また、調査協
力者も高齢であるため、聞き取った収骨・未収骨情報が曖昧であったり、不正確であったりする場合が
ある。そのため、当時の状況を知る方々が生存している間に遺骨収集を加速させる必要がある。

・遺骨収集を行っている団体やボランティア等から、壕等収骨現場の詳しい状況など精度の高い未収
骨情報を収集する必要がある。また、地域住民や市町村からも精度の高い未収骨情報の収集を行う
必要がある。



(3)
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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

0 0
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

0
各省
計上

施策（中項目） 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 安全・安心な生活の確保

平成27年度実績

施策（小項目） －

主な取組 民間ボランティア団体等の活動支援

対応する
主な課題

○戦後60年あまりを経過した現在でも戦没者の遺骨がまだ完全に収骨されていない。関
係者の高齢化が進み情報も少なくなっていることから、遺骨収集の加速化が求められて
いる。

取組内容
遺骨収集実績の９割を占める民間団体やボランティアによる収骨活動を支援することに
より、遺骨収集の加速化を図る。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　平和援護・男女参画課

事業名 活動内容

慰霊等事業
費

　遺骨収集実績の９割を占める民間団体やボラン
ティアに対する活動支援（車両燃料代、弁当代等
を支援）を行うことにより、遺骨収集の加速化を
図った。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

－ －

推進状況 平成27年度取組の効果

着手予定
　民間団体やボランティアに対する活動支援については、各団体からの申請に応じて支
援する事業となっており、これまで、離島における活動については各団体からの申請が
ないことから、着手予定となっている。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　例年遺骨収集を行っている２団体が今年度は遺骨収集を実施しなかったため支援件数
や支援金額は昨年度よりも減少しているが、遺骨収集活動は順調に推移している。

事業名 活動内容

慰霊等事業
費

　遺骨収集実績の９割を占める民間団体やボランティアに対す
る活動支援（車両燃料代、弁当代等を支援）を行うことにより、
遺骨収集の加速化を図る。

遺骨収集を行う民間ボランティア団体等の活動支援



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

263柱
(25年）

194柱
（26年)

110柱
（27年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①遺骨収集を行っている団体やボランティア等、ま
た、地域住民や市町村から直接ヒアリングする等
の機会を多くもつことで、更に詳細な情報を収集す
る。

①遺骨収集を行っている団体やボランティア等と
連携を密にし、収骨・未収骨情報を積極的に収集
した。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ 沖縄の現状・推移

・遺骨収集を行っている団体やボランティア等、また、地域住民や市町村から直接ヒアリングや情報提
供等の機会を多く持つことで、更に詳細な情報を収集する。

沖縄戦没者収骨状況

　市町村等と連携し、未収骨地域等の調査を行うとともに、そこで得られた情報を整理し、収骨
主体であるボランティア等へ提供するとともに、ボランティア等に対して収骨活動を安全かつ円
滑に行えるよう活動費に対する支援を拡充した結果、収集数は平成26年度は194柱、平成27年
度は110柱となり、基準値（毎年平均100柱程度）より増加している。
　未収骨情報を集中的に管理しボランティア団体と連携を密にすることにより、埋没壕等危険場
所の情報があれば速やかに厚生労働省に遺骨収集を依頼し、遺骨収集の加速化を今後とも進
めていく。

○内部要因
・ボランティア等による収骨活動は行われたが、収骨に至らなかった現場もあった。

・今後とも精度の高い未収骨情報を地域住民や市町村から収集し、民間団体やボランティア団体等に
対して当該情報を提供していく必要がある。

○外部環境の変化

・県の担当者のみでは遺骨情報の収集には限界があるため、遺骨収集を行っている団体やボランティ
ア等あるいは地域住民や証言者から、壕等収骨現場の詳しい状況など精度の高い未収骨情報の収
集及び情報提供を行う必要がある。



(3)
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
国
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

0 0
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

0

施策（中項目） 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決

「主な取組」検証票
基本施策 1-7 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決

平成27年度実績

施策（小項目）

主な取組 一元化された未収骨情報による遺骨収集の加速

対応する
主な課題

○戦後60年あまりを経過した現在でも戦没者の遺骨がまだ完全に収骨されていない。関
係者の高齢化が進み情報も少なくなっていることから、遺骨収集の加速化が求められて
いる。

取組内容
　可能な限り遺骨を収骨するため、遺骨収集の更なる加速化を図り、一定期間を目途に
集中的に取り組むよう国に要請する。

年度別
取組予定

担当部課 子ども生活福祉部　　平和援護・男女参画課

事業名 活動内容

慰霊等事業
費

　糸満市において実施された戦没者未収骨壕等
調査の結果に基づき、埋没壕等の危険を伴う現
場での遺骨収集を厚生労働省に要請する。

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

－ －

推進状況 平成27年度取組の効果

着手予定
　戦没者未収骨壕等調査については、現在、沖縄戦の最終激戦地である沖縄本島中南
部で実施しており、離島地域については未収骨の状況に応じて対応する。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　遺骨収集情報センターで整理された未収骨情報から、埋没壕等の遺骨収集を行う際に
危険を伴う場所（ボランティア団体等による遺骨収集が困難な場所）を抽出し、厚生労働
省に対し当該現場での遺骨収集の実施を要請することにより、危険を伴う箇所での遺骨
収集の加速化が図られた（平成27年度は糸満市束里での埋没壕での遺骨収集を実
施）。
 平成27年度は平成26年度と同数の４箇所の危険を伴う現場での遺骨収集について、厚
生労働省に要請しており、順調に取組が進んでいる。

事業名 活動内容

慰霊等事業
費

　糸満市において実施された戦没者未収骨壕等調査の結果に
基づき、埋没壕等の危険を伴う現場での遺骨収集を厚生労働
省に要請する。

遺骨収集の加速化並び一定期間を目途にした集中的取組に係

る国への要請



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

263柱
(25年）

194柱
（26年)

110柱
（27年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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年度の取組改善案 反映状況

①遺骨収集を行っている団体やボランティア等から
直接ヒアリングの機会を多く持つことで、具体的な
未収骨に関する情報を収集する。また、地域住民
や市町村からも未収骨に関する情報を収集する。

②既に収骨が終了したと思われる箇所から新たな
遺骨が発見されたり、また、不正確な収骨・未収骨
情報が存在することから、遺骨収集情報センターと
連携を図りながら情報収集に取り組んでいく。

①遺骨収集を行っているボランティア団体、地域
住民や市町村から情報収集を行った。

②遺骨収集情報センターと連携を図りながら情報
収集に取り組んだ。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ 沖縄の現状

・遺骨収集を行っている団体やボランティア等から直接ヒアリングの機会を多く持つことで、具体的な未
収骨に関する情報を収集する。また、地域住民や市町村からも未収骨に関する情報を収集する。

・既に収骨が終了したと思われる箇所から新たな遺骨が発見されたり、また、不正確な収骨・未収骨情
報が存在することから、遺骨収集情報センターと連携を図りながら情報収集に取り組んでいく。

・未収骨情報を集中的に管理しボランティア団体等との連携を密にすることにより、埋没壕等危険場所
の情報があれば速やかに厚生労働省に遺骨収集を依頼し、遺骨収集の加速化を今後とも進めてい
く。

沖縄戦没者収骨状況

　市町村等と連携し、未収骨地域等の調査を行うとともに、そこで得られた情報を整理し、収骨
主体であるボランティア等へ提供するとともに、ボランティア等に対して収骨活動を安全かつ円
滑に行えるよう活動費に対する支援を拡充した結果、収集数は平成26年度は194柱、平成27年
度は110柱となり、基準値（毎年平均100柱程度）より増加している。
　未収骨情報を集中的に管理しボランティア団体と連携を密にすることにより、埋没壕等危険場
所の情報があれば速やかに厚生労働省に遺骨収集を依頼し、遺骨収集の加速化を今後とも進
めていく。

○内部要因
・未収骨情報の整理や、遺骨収集ボランティアの支援団体数の増加等遺骨収集の加速化に向けた取
組を行った結果、平成27年度の収骨数は平成26年度よりは減となったものの、基準値（毎年平均100
柱程度）よりも多い110柱となった。

○外部環境の変化

・遺骨収集を行っている団体やボランティア等から、壕等収骨現場の詳しい状況など精度の高い未収
骨情報の収集を行う必要がある。また、地域住民や市町村からも精度の高い未収骨情報の収集を行
う必要がある。


