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離島振興

計画記載頁
120

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
182名
県全体での
就職者数 → 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

42,379 42,053
一括

交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容 　合同就職説明・面接会を開催し、求職者と求人企業とのマッチングを促進する。

主な取組
地域巡回マッチングプログラム事業
（戦略的雇用対策事業）

施策（中項目）

対応する
主な課題

◎離島の定住人口維持のための雇用創出の取組や県内各地域内における公共職業安
定所等の関係機関の連携を強化し、地域の特性に応じて職業紹介や職業相談・指導を
充実させるとともに、マッチング機会の提供を拡大し、若年者、女性、高齢者、障害者等
の求職者側や企業等の求人側双方にきめ細かな支援を行う必要がある。

雇用機会の創出・拡大と求職者支援

施策（小項目） ―

事業名 活動内容

地域巡回ﾏｯ
ﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
事業(戦略的
雇用対策事

業)

　各県域において、年15回の就職セミナーを開催
(宮古島1回・石垣島1回)。当日は、キャリアセン
ターによる地元企業の相談、求人情報の提供など
により、求職者をサポートする。

活動状況

年度別
取組予定

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ
　合同就職説明会・面接会への参加求職者数は1,242名であった。地域の企業の求人開
拓などを行い、109名を本事業の参加企業への就職につなげることができた。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

着手
　合同就職説明・面接会により求職者と求人企業とのマッチングを促した結果、109名が
就職につながった。109名のうち、石垣島2名が島内勤務地で就職した。

推進状況

活動実績値

　各県域において、年15回の合同就職・説明面接会を開催(宮
古島１回・石垣島1回)。各回キャリアカウンセラー等のスタッフを
配置し、求職者の支援を積極的に行った。

延べ1,242名参加(うち宮古島27名、
石垣島31名)、就職者数109名(うち石
垣島2名)

平成27年度取組の効果

合同就職説明･面接会でマッチングを促進し、就職に繋げる。



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

44,000
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

106
7.1%

(23年)
5.1%

(27年度)
5.5％ △2.0%

5.1%
(27年度)

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

平成28年度計画

事業名 活動内容
地域巡回ﾏｯ
ﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
事業(戦略的
雇用対策事

業)

　各県域において、年14回の合同就職・説明面接会を開催(宮
古島1回・石垣島1回)。当日は、キャリアカウンセラーによるサ
ポートなどにより、求職者をサポートする。

参考データ（離島分） 離島の現状

－

①合同企業説明会等の参加者が就職に繋がるよ
う、新たな職場見学の機会の提供を含めた就職イ
ベントなど盛り込みながら、より効果的な雇用対策
事業を実施する。

①求職者が就職後の就労イメージが描けるよう、
職場見学の機会提供を含めた合同企業説明会・
面接会を開催し、より効果的なマッチングに取り組
んだ。

主な取組に対応する成果指標

完全失業率

・通常の職業紹介事業ではカバーできない地域や企業を中心に、圏域ごとにきめ細かいマッチングの
機会を提供することで、ミスマッチの解消を図っていく必要がある。

・離島・北部地域においては効率よく制度を周知するために、地域の特性を理解し、多くの事業所に関
心を持ってもらう工夫をする必要がある。

・地域ごとに求人開拓や合同就職説明・面接会を実施し、求人側・求職者側双方にきめ細かな支援を
行っていくことで、求職者と求人企業のマッチング機会を増やし、雇用情勢の改善を図る。

・離島・北部地域においては、合同就職説明会に併せて気軽に参加できる集合セミナーを開催する。ま
た、事業所について離島・北部地域の地元経済団体から地域の特性（業種や支援制度のニーズ等）の
ヒアリングを行い、ニーズに合った就職イベントを行う。

　平成27年の完全失業率及び有効求人倍率は、全国平均および沖縄県ともに改善傾向にある
が、新規求人に対する充足率は約2割程度となっており、雇用のミスマッチが生じている。
　・平成27年完全失業率 全国3.4％、沖縄5.1％（平成26年　全国3.6％、沖縄県5.4％）
　・平成27年有効求人倍率　全国1.20倍、沖縄0.84倍（平成26年　全国1.09倍、沖縄0.69倍）
　・平成27年新規求人に対する充足率　沖縄 22.3 ％（平成26年　24.5％）

○内部要因
・いつでも相談できるよう、常設の窓口が必要である。また、離島などでも対応できるよう巡回相談の継
続が必要である。

○外部環境の変化
・中小零細企業においては人材を求めているにも関わらず、採用活動への負担感から、都市部での合
同説明会への参加やハローワークへの求人を行っておらず、縁故採用に頼る企業も多いと考えられ
る。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
県内5圏域で月
6日以上の巡回
相談を実施 →

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

20,000 19,375 県単等

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　巡回相談は県内離島も含め5地区で（14日）実施し、相談件数は合計53件であった。う
ち離島分は宮古島、石垣島及び久米島にて延べ7日、29件の相談があった。なお、常設
窓口での電話等による相談は全体で1,232件であった。また、セミナーを24回開催し、643
名の参加があった。これらの相談及び周知機会を通じ、事業主への雇用支援策や助成
金制度の周知が図られた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　平成27年度における、常設の窓口や巡回での相談件数は620件、電話による相談は
1,232件であった。また、セミナーを24回開催し、514名の参加があったことから、事業主へ
の雇用支援策や助成金制度の浸透に一定の効果があった。

活動状況 活動実績値

　県内各地における巡回相談、セミナーの実施、助成金案内冊
子発行

巡回相談実施日数 14日（うち離島 7
日）、セミナー 24回開催（離島 巡回
時セミナー7回）、助成金冊子 7,000
部発行

事業名 活動内容

事業主向け
雇用相談事

業

　県内各地域（離島含む）で巡回相談及びセミ
ナーを実施した。さらに、雇用助成金制度の案内
冊子を発行し助成金の活用促進に努めた（地域
雇用開発助成金を含む各種助成金に係る相談及
び冊子）。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

取組内容
　地域雇用開発助成金等の国や市町村が行っている雇用支援も含め、雇用支援に関す
る情報を一元化し、社会保険労務士による事業主向けの雇用相談を行う。また、事業主
向けに雇用の助成金等の案内冊子を発行する。

年度別
取組予定

主な取組 地域雇用開発助成金の活用

対応する
主な課題

◎離島の定住人口維持のための雇用創出の取組や県内各地域内における公共職業安
定所等の関係機関の連携を強化し、地域の特性に応じて職業紹介や職業相談・指導を
充実させるとともに、マッチング機会の提供を拡大し、若年者、女性、高齢者、障害者等
の求職者側や企業等の求人側双方にきめ細かな支援を行う必要がある。

施策（中項目） 雇用機会の創出・拡大と求職者支援

施策（小項目） ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

雇用支援に関する情報を一元化し、社会保険労務士による事業主向けの巡回相談の実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

20,000 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

106
7.1％

（23年）
5.1％

（27年）
5.5% △2.0%

5.1％
（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

雇用支援施
策相談事業

・制度活用に至っていない理由の１つとして業務が忙しく時間的余裕がない、書類を作成する担当者がいない、手
続きが面倒などの意見があり、具体的に制度を活用するまでサポートをすることで制度活用の増加が見込める。
・離島・北部地域においては効率よく制度を周知するために、地域の特性を理解し、多くの事業所に関心を持って
もらう工夫をする必要がある。

平成27年度の取組改善案 反映状況

－

　グッジョブセンターおきなわにて、社労士による雇用支援施策
の相談を実施する。また、県内各地域（離島含む）で、巡回相
談及びセミナーを実施する。　また、助成金制度等の案内冊子
を発行する。

参考データ（離島分） 離島の現状

①相談者に対してその後の状況について連絡し、ニーズ
や状況に応じて窓口を案内するなど積極的に行い継続
的に支援する。また、助成金申請書の作成方法に関す
るセミナーを開催し、具体的な申請書の書き方を指導す
ることで制度活用に関するサポートを行う。

②離島・北部地域において気軽に参加できる集合セミ
ナー等を開催し、個別相談の需要をつくり、多くの事業
所に関心を持ってもらうことで巡回相談への流れを作
る。また、事業所について離島・北部地域の地元経済団
体から地域の特性（業種や支援制度のニーズ等）のヒア
リングを行い、ニーズに合った巡回相談を行う。

①助成金の申請書の書き方などより実務的な内
容のセミナーを開催した。

 
②宮古八重山に加え、久米島においても巡回相
談を開催した。

完全失業率

・相談者に対してその後の状況について連絡し、ニーズや状況に応じて窓口を案内するなど積極的に行い継続的
に支援する。また、助成金申請書の作成方法に関するセミナーを開催し、具体的な申請書の書き方を指導するこ
とで制度活用に関するサポートを行う。
・離島・北部地域において気軽に参加できる集合セミナー等を開催し、個別相談の需要をつくり、多くの事業所に
関心を持ってもらうことで巡回相談への流れを作る。また、事業所について離島・北部地域の地元経済団体から
地域の特性（業種や支援制度のニーズ等）のヒアリングを行い、ニーズに合った巡回相談を行う。

　沖縄県の完全失業率は全国に比して高い比率であり、開業率及び廃業率も全国1位である。平成25年
度にグッジョブセンターおきなわが開所し、公労使が一体となって雇用情勢の改善に取り組んでいる。本
事業も同センター内で実施しており、国・県・市町村・外郭団体等の様々な機関の雇用支援施策情報を一
元化し、常設の窓口を設置して対応したことにより相談件数も増加し、雇用状況の改善の一助となったと
見込まれる。完全失業率は平成28年度目標を前倒しで達成しており、目標達成見込みである。

○内部要因
・　いつでも相談できるよう、常設の窓口が必要である。
・　離島などでも対応できるよう巡回相談の継続が必要である。

○外部環境の変化
・沖縄県産業振興公社など関係団体と協調して離島などでの広報に努める必要がある。

平成28年度計画

事業名 活動内容
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
110人（県全体）
正規雇用化さ
れた従業員数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

14,602 12,170
一括

交付金
（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

31,607
一括交付金

（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容
  非正規従業員の正規化を図る県内企業に対して、従業員研修に係る費用（旅費及び宿泊費）
の一部（対象費用の３／４）を助成する。

主な取組 正規雇用化企業応援事業

施策（中項目）

対応する
主な課題

◎離島の定住人口維持のための雇用創出の取組や県内各地域内における公共職業安定所
等の関係機関の連携を強化し、地域の特性に応じて職業紹介や職業相談・指導を充実させる
とともに、マッチング機会の提供を拡大し、若年者、女性、高齢者、障害者等の求職者側や企
業等の求人側双方にきめ細かな支援を行う必要がある。

雇用機会の創出・拡大と求職者支援

施策（小項目） ―

事業名 活動内容

正規雇用化
企業応援事

業

９社への助成を行ない、18人の正社員転換が図られ
た。

活動状況

年度別
取組予定

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

大幅遅れ
  一括交付金を活用した新規事業　あったことから、国との事業スキームの調整等に時間を要
したた　め、事業開始が９月１日と遅れ、４月、５月の企業の研修の多い　時期を助成の対象期
間とすることができなかったことなどから、　助成金の活用が進まなかったと考えている。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

着手

  H27年度は、助成金の活用により18人（離島事業所では２人）の正社員転換が図られた。
　一括交付金を活用した新規事業であったことから、国との事業スキームの調整等に時間を要
したた　め、事業開始が９月１日と遅れ、４月、５月の企業の研修の多い　時期を助成の対象期
間とすることができなかったことなどから、　助成金の活用が進まなかったと考えている。

推進状況

活動実績値

９社への助成を行ない、18人の研修実施及び正社員転換が図られ
た。（離島事業所は１社、２人）

正規雇用化された従業員数18人（離島
事業所は２人）

平成27年度取組の効果

平成28年度計画

事業名 活動内容

正規雇用化
企業応援事

業

   非正規従業員の正規化を図る県内企業に対して、従業員研修に
係る費用（旅費及び宿泊費）の一部（対象費用の３／４）を助成す
る。

正規雇用化を図る県内企

業に対し、従業員派遣研修

費用を一部助成



（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

5
7.7％

（H19年）
― ― ―

5.2％
（H24年）

傾向 沖縄の現状

2人
（平成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 離島の現状

（本事業での）正社員転換者数

― ―

主な取組に対応する成果指標

離職率

・雇用の質の改善を推し進めるため、企業ニーズの把握に努め、必要に応じスキームの見直しを柔軟に行な
う。

・現在は「既存従業員の正社員転換」を助成要件としているが、「新規の正社員雇用」など、雇用の質の改善
を行なう企業ニーズ、声についてその把握に努める（アンケートの実施等）。

   沖縄県は全国一非正規労働者の割合が高いため、非正規労働者の正社員転換を推し進め、雇用
の質の向上を図る。

○内部要因

○外部環境の変化
・県内の雇用環境の改善とともに、人手不足も顕在化している。そのため、従業員の取り組みについてますま
す重要とされることから、正社員転換のメリット等を周知し、本事業の活用を促す。



(1)

―

452
離島振興

計画記載頁
121

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
5,900名
シルバー人材セン
ター会員数
(県全体）

→ 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

17,817 17,699 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

16,607 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容
　定年退職者等の高齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、もって高齢者の生き
がいの充実や高齢者社会参加の促進を図るなどのため、沖縄県シルバー人材センター
連合及び新設シルバー人材センターに対する運営費の支援を図る。

主な取組 シルバ-人材センタ-等への支援

施策（中項目）

対応する
主な課題

◎離島の定住人口維持のための雇用創出の取組や県内各地域内における公共職業安
定所等の関係機関の連携を強化し、地域の特性に応じて職業紹介や職業相談・指導を
充実させるとともに、マッチング機会の提供を拡大し、若年者、女性、高齢者、障害者等
の求職者側や企業等の求人側双方にきめ細かな支援を行う必要がある。

雇用機会の創出・拡大と求職者支援

施策（小項目） ―

事業名 活動内容

高齢者雇用
対策事業費

　沖縄県シルバー人材センター連合及び新設シル
バー人材センター（2件）に対する運営費の助成を
行い、活動を支援した。

活動状況

年度別
取組予定

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　シルバー人材センター事業について、市町村、沖縄県シルバー人材センター連合及び拠点セン
ター（市町村シルバー人材センター）と連携・協力により、読谷村に新たにシルバー人材センターが
設置され、また、会員数においても、目標数を上回っており、高齢者の就業機会の拡大に成果をあ
げることはできた。今後も引き続き、シルバ－連合、拠点センターの取り組みを支援し、より一層の
高齢者の就業機会の拡大に取り組む。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

着手

　シルバー人材センター事業について、市町村、沖縄県シルバー人材センター連合及び拠点セン
ター（市町村シルバー人材センター）と連携・協力により、読谷村に新たにシルバー人材センターが
設置され、また、会員数においても、目標数を上回っており、高齢者の就業機会の拡大に成果をあ
げることはできた。今後も引き続き、シルバ連合、拠点センターの取り組みを支援し、より一層の高
齢者の就業機会の拡大に取り組む。

推進状況

活動実績値

　シルバー人材センターの設置促進について、平成27年度は離島地域
における新規設置の動き（補助対象）はなかったため、本島を中心とし
た活動となった。

　沖縄県シルバー人材センター連合及び
新設シルバー人材センター（中城村、読
谷村）への補助　　17,599千円

平成27年度取組の効果

平成28年度計画

事業名 活動内容

高齢者雇用
対策事業費

　沖縄県シルバー人材センター連合及び新設シルバー人材セ
ンター（読谷村）に対する運営費の助成を行い、活動を支援す
る。

高齢者に対し就労と生きがいづくりを提供し、地域の活性化を図ることを目的としたシル

バー人材センターの運営を支援



（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

106
7.1％

（23年）
5.1％

（27年）
5.5% △2.0%

5.1％
（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町村の財政状況が厳しくシルバー人材センターの未
設置町村がまだまだ多いこと（24町村）から、引き続き新
規設置町村に対して助成を行うとともに、沖縄県シル
バー人材センター連合と連携し未設置町村に対し新規
設置を働きかけ、高齢者に対する就業機会の拡充・確保
を図る。

②連合及び拠点センターと連携して県内のシルバー人
材センターの活用方法やメリットなどを企業に提案し就
業開拓に取り組み、就業機会の拡充に努める。

③シルバー人材センターに関する周知活動はまだまだ
不十分であることから、拠点センター地域の一般家庭、
民間企業・官公庁を訪問し、チラシ配布等により就業分
野の開拓・拡大図るとともに、高齢者の就業機会の拡大
を図る。

①新設シルバー人材センターの設置について、県シル
バー人材センター連合と連携し、新設シルバー人材セ
ンターの設置に取り組んだが、町村の財政状況が厳し
く、中々進まない状況にある。引き続きシルバー連合と
連携を密にしながら取り組んでいく。

②県シルバー連合及び拠点センターの啓発活動等によ
り、会員数の増加に繋がった。

③拠点センター地域の一般家庭、民間企業及び官公庁
を訪問し、また、チラシ配布等により高齢者の就業拡大
等を図っており、平成27年度末には前年度より就業実
人員の増加が見込まれる。

主な取組に対応する成果指標

完全失業率

・シルバー人材センターの未設置町村に新設することで、未設置町村の就業を希望している高齢者の
雇用の機会を拡充できる。

・企業の訪問等によりシルバー人材センターの活用方法を提案することで、高齢者の雇用の機会を拡
充できる。

・町村の財政状況が厳しくシルバー人材センターの未設置町村がまだまだ多いこと（24町村）から、引
き続き新規設置町村に対して助成を行うとともに、沖縄県シルバー人材センター連合と連携し未設置
町村に対し新規設置を働きかけ、高齢者に対する就業機会の拡充・確保を図る。
・連合及び拠点センターと連携して県内のシルバー人材センターの活用方法やメリットなどを企業に提
案し就業開拓に取り組み、就業機会の拡充に努める。
・シルバー人材センターに関する周知活動はまだまだ不十分であることから、拠点センター地域の一般
家庭、民間企業・官公庁を訪問し、チラシ配布等により就業分野の開拓・拡大図るとともに、高齢者の
就業機会の拡大を図る。

　シルバー人材センター会員数については、平成23年度をピークに年々減少傾向にあったが、
平成26年度以降は増加傾向に転じている。引き続き、沖縄県シルバー人材センター連合と拠点
センターとの連携・協力により会員数の増加に努め、高齢者に対する就業機会の拡大を図り、
社会参加の促進を目指す。

○内部要因
・本県のシルバー人材センターの設置率は、町村の財政状況が厳しいことなどから、全国に比べて低
い状況である。昨年度は読谷村において新たに設置されたが、新規のシルバー人材センターの設置
は、町村の財政支援が必要である。

○外部環境の変化
・沖縄県の高齢者失業率（60歳以上）は、平成24年4.7％、25年4.3％、26年4.3％、27年3.8％となってお
り、平成25年までは改善傾向にあったが、平成24年以降は減少傾向の状況であり、失業率の改善を
図るためには、高年齢者の雇用・就業機会の拡充・確保が課題となっている。



(1)
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453
離島振興

計画記載頁
121

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
県内5圏域で月
6日以上の巡回
相談を実施 →

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

20,000 19,375 県単等

※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、常設の窓口や巡回での相談件数は620件、電話による相談は1,232件で
あった。また、セミナーを24回開催し、514名の参加があったことから、事業主への雇用支援策や助
成金制度の浸透に一定の効果があった。特定求職者雇用開発助成金を所管する沖縄労働局によ
ると、平成26年度の助成件数は3,319件で、前年度2,662件に比べ657件の増となった。高齢者の雇
用に関する助成金については平成25年度の1,523件から1,988件に増加した。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

着手

　巡回相談は県内離島も含め5地区で（14日）実施し、相談件数は合計53件であった。うち離島分
は宮古島、石垣島及び久米島にて延べ7日、29件の相談があった。なお、常設窓口での電話等に
よる相談は全体で1,232件であった。また、セミナーを24回開催し、643名の参加があった。これらの
相談及び周知機会を通じ、事業主への雇用支援策や助成金制度の周知が図られた。

推進状況 平成27年度取組の効果

活動状況 活動実績値

　県内各地における巡回相談、セミナーの実施、助成金案内冊子発行
巡回相談実施日数 14日（うち離島 7
日）、セミナー 24回開催（うち離島なし）、
助成金冊子 7,000部発行

取組内容
　国や市町村が行っている雇用支援も含め、雇用支援に関する情報を一元化し、社会保険労務士
による事業主向けの雇用相談を行う。また、事業主向けに雇用の助成金等の案内冊子を発行す
る。

主な取組 特定求職者雇用開発助成金の活用

年度別
取組予定

事業名 活動内容

事業主向け
雇用相談事

業

　平成27年度は常設(週5日）の相談窓口を設置し、社
会保険労務士による雇用支援制度（助成金等）に関す
る対面相談のほか、電話相談、セミナーの開催を行っ
た。また、県内各地域（離島含む）で巡回相談及びセミ
ナーを実施した。さらに、雇用助成金制度の案内冊子を
発行し助成金の活用促進に努めた。

施策（中項目）

対応する
主な課題

◎離島の定住人口維持のための雇用創出の取組や県内各地域内における公共職業安定所等の関係機関
の連携を強化し、地域の特性に応じて職業紹介や職業相談・指導を充実させるとともに、マッチング機会の提
供を拡大し、若年者、女性、高齢者、障害者等の求職者側や企業等の求人側双方にきめ細かな支援を行う
必要がある。

雇用機会の創出・拡大と求職者支援

施策（小項目） ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

20,000 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

106
7.1％

（23年）
5.1％

（27年）
5.5% △2.0%

5.1％
（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）

・制度活用に至っていない理由の１つとして業務が忙しく時間的余裕がない、書類を作成する担当者がいない、手
続きが面倒などの意見があり、具体的に制度を活用するまでサポートをすることで制度活用の増加が見込める。
・離島・北部地域においては効率よく制度を周知するために、地域の特性を理解し、多くの事業所に関心を持って
もらう工夫をする必要がある。

・相談者に対してその後の状況について連絡し、ニーズや状況に応じて窓口を案内するなど積極的に行い継続的
に支援する。また、助成金申請書の作成方法に関するセミナーを開催し、具体的な申請書の書き方を指導するこ
とで制度活用に関するサポートを行う。
・離島・北部地域において気軽に参加できる集合セミナー等を開催し、個別相談の需要をつくり、多くの事業所に
関心を持ってもらうことで巡回相談への流れを作る。また、事業所について離島・北部地域の地元経済団体から
地域の特性（業種や支援制度のニーズ等）のヒアリングを行い、ニーズに合った巡回相談を行う。

　沖縄県の完全失業率は全国に比して高い比率であり、開業率及び廃業率も全国1位である。平成25年
度にグッジョブセンターおきなわが開所し、公労使が一体となって雇用情勢の改善に取り組んでいる。本
事業も同センター内で実施しており、国・県・市町村・外郭団体等の様々な機関の雇用支援施策情報を一
元化し、常設の窓口を設置して対応したことにより相談件数も増加し、雇用状況の改善の一助となったと
見込まれる。完全失業率は平成28年度目標を前倒しで達成しており、目標達成見込みである。

○内部要因
・　いつでも相談できるよう、常設の窓口が必要である。
・　離島などでも対応できるよう巡回相談の継続が必要である。

○外部環境の変化
・沖縄県産業振興公社など関係団体と協調して離島などでの広報に努める必要がある。

参考データ（離島分） 離島の現状

－

①相談者に対してその後の状況について連絡し、ニーズ
や状況に応じて窓口を案内するなど積極的に行い継続
的に支援する。また、助成金申請書の作成方法に関す
るセミナーを開催し、具体的な申請書の書き方を指導す
ることで制度活用に関するサポートを行う。

②離島・北部地域において気軽に参加できる集合セミ
ナー等を開催し、個別相談の需要をつくり、多くの事業
所に関心を持ってもらうことで巡回相談への流れを作
る。また、事業所について離島・北部地域の地元経済団
体から地域の特性（業種や支援制度のニーズ等）のヒア
リングを行い、ニーズに合った巡回相談を行う。

①助成金の申請書の書き方などより実務的な内容のセ
ミナーを開催した。

②宮古八重山に加え、久米島においても巡回相談を開
催した。

主な取組に対応する成果指標

完全失業率

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

雇用支援施
策相談事業

　グッジョブセンターおきなわにて、事業主向けに社労士による雇用支
援施策（助成金等）の相談（週5日）および助成金等のセミナーを実施
する。併せて、社労士による企業訪問による相談も行う。また、県内各
地域（離島含む）で、巡回相談及びセミナーを実施する。
　また、助成金制度等の案内冊子「すまいる」を、前年度同様7000部
作成し、助成金の周知を図ることとしている。



(1)
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454
離島振興

計画記載頁
121

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
巡回による雇用
対策事業実施
地区　２地区
（宮古、八重山） → 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

64,000 61,428 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容
　各種雇用対策事業の離島への周知、地域と公共職業安定所の連携の強化等により、
離島の求職者を支援する。

主な取組 離島の求職者に対する支援

施策（中項目）

対応する
主な課題

◎離島の定住人口維持のための雇用創出の取組や県内各地域内における公共職業安
定所等の関係機関の連携を強化し、地域の特性に応じて職業紹介や職業相談・指導を
充実させるとともに、マッチング機会の提供を拡大し、若年者、女性、高齢者、障害者等
の求職者側や企業等の求人側双方にきめ細かな支援を行う必要がある。

雇用機会の創出・拡大と求職者支援

施策（小項目） ―

事業名 活動内容

地域巡回ﾏｯ
ﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
事業、事業
主向け雇用
相談事業

　各事業の宮古島市、石垣市での開催における周
知広報等を実施した。

活動状況

年度別
取組予定

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

―

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

着手

　 就職セミナーについては、宮古島で27名、石垣島で31名の参加者があり、うち石垣島2
名が島内勤務地で就職した。
　事業主向け巡回雇用相談については、宮古島、石垣島及び久米島で延べ7日、29件の
相談を実施し、事業主への雇用支援策や助成金制度の周知が図られた。

推進状況

活動実績値

  県内各圏域で、合同就職説明会・面接会を開催し、求人企業
と求職者のマッチング機会の提供を行う。県内各地域（離島含
む）で巡回相談及びセミナーを実施した。さらに、雇用助成金制
度の案内冊子を発行し助成金の活用促進に努めた。

対象離島市町村数：３市町（宮古島
市、石垣市、久米島町）

平成27年度取組の効果

合同企業説明・面接会、事業主向け巡回雇用相談の開催に係る周知広報の実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

64,000 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

106
7.1％

（23年）
5.1％

（27年）
5.50% △2.0%

5.1％
（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

平成28年度計画

事業名 活動内容

地域巡回ﾏｯ
ﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
事業、雇用
支援施策相
談事業

　各事業の宮古島市、石垣市での開催における周知広報等を
実施する。

参考データ（離島分） 離島の現状

－

①合同企業説明会等の参加者が就職に繋がるよ
う、新たな職場見学を含めた就職イベントなど盛り
込みながら、事業を実施する。

②助成金の申請書の書き方などより実務的な内容
のセミナーを開催した。また、宮古八重山に加え、
久米島においても巡回相談を開催する。

①求職者が就職後の就労イメージが描けるよう、
職場見学を含めた合同企業説明会・面接会を開
催し、より効果的なマッチングに取り組んだ。

②宮古・八重山に加え、久米島においても巡回相
談を開催した。

主な取組に対応する成果指標

完全失業率

・通常の職業紹介事業ではカバーできない地域や企業を中心に、圏域ごとにきめ細かいマッチングの
機会を提供することで、ミスマッチの解消を図っていく必要がある。

・離島・北部地域においては効率よく制度を周知するために、地域の特性を理解し、多くの事業所に関
心を持ってもらう工夫をする必要がある。

・地域ごとに求人開拓や合同就職説明・面接会を実施し、求人側・求職者側双方にきめ細かな支援を
行っていくことで、求職者と求人企業のマッチング機会を増やし、雇用情勢の改善を図る。

・離島・北部地域において気軽に参加できる集合セミナー等を開催し、個別相談の需要をつくり、多くの
事業所に関心を持ってもらうことで巡回相談への流れを作る。また、事業所について離島・北部地域の
地元経済団体から地域の特性（業種や支援制度のニーズ等）のヒアリングを行い、ニーズに合った巡
回相談を行う。

　平成27年の完全失業率及び有効求人倍率は、全国平均および沖縄県ともに改善傾向にある
が、沖縄県の完全失業率は全国に比して高い比率であり、開業率及び廃業率も全国平均を上
回っている。
　これらの県内雇用情勢の改善に向けては、地域も対象とした全県的な雇用施策の展開により
改善を図っていく必要がある。

○内部要因
・いつでも相談できるよう、常設の窓口が必要である。また、離島などでも対応できるよう巡回相談の継
続が必要である。

○外部環境の変化
・中小零細企業においては人材を求めているにも関わらず、採用活動への負担感から、都市部での合
同説明会への参加やハローワークへの求人を行っておらず、縁故採用に頼る企業も多いと考えられ
る。



(2)

―

456
離島振興

計画記載頁
121

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
10ヶ所
協議会
（県全体）

15ヵ所 20ヵ所 25ヵ所

→ 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

105,558 105,558
一括交付

金
（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

120,183
一括交付

金
（ソフト）

施策（中項目） 若年者の雇用促進

施策（小項目） ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容
　若年者の就業意識向上を目的に産学官・地域連携協議会を設置し、ジョブシャドウイング事業
をツールに地域の産学官連携の仕組み作りを推進する。

年度別
取組予定

主な取組
グッジョブ連携協議会等産学官で構成された協議
会の設置支援

対応する
主な課題

○沖縄県は若年者の失業率（沖縄11.3% 全国7.2％　H23）及び世帯主との続柄別中、その他家
族（同居している子供等）の失業率が非常に高く（沖縄15.2% 全国8.8% H22)、全体の完全失業率
を大きく押し上げている。
○その要因としては、就職に対する意思決定が他県と比較して遅いこと、県内に雇用の場が少な
いにもかかわらず県内志向が強いこと、採用予定企業側の求人票の提出及び採用内定が遅い
こと、学卒無業を容認する親の意識などがあげられる。（卒業前の内定時期について、高校、大
学とも全国では７割が12月までに内定しているのに対し、沖縄県では12月までに高校で４割、大
学で３割弱しか内定していない。また、学卒無業者率も高校は全国の約３倍、大学は全国の約２
倍となっている。）そのため産学官連携の下、就学時から職業観の醸成に向けた取組が必要で
ある。

事業名 活動内容

沖縄型産学
官・地域連
携グッジョブ
事業

　沖縄市、伊江村、竹富町、本部町、石垣市、与那原
町、久米島町、多良間村、今帰仁村、宜野湾市、糸満
市の11地区において、若年者等の就業意識向上の取
組みに係る活動の補助を行った。また、補助が終了し
た協議会等や協議会の設置を検討している地域に先
進事例の紹介や研修会等の側面的支援を行った（13
地区）。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

　補助を実施している11地区、また補助が終了した13地区に対
して、協議会運営の支援及び先進事例の紹介や研修会等の側
面的支援を行った

24ヶ所（うち離島：10か所）

平成28年度計画

事業名 活動内容

平成27年度取組の効果

着手
　　計画値25ヶ所のところ実績値24ヶ所(計画値の達成度が96％)であるので、順調であ
る。各地域が、産学官連携のもと職場体験等、地域のニーズに沿った様々な就業意識
向上の取組みを実施した結果、若年者の就業意識が向上した。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　　計画値25ヶ所のところ実績値24ヶ所(計画値の達成度が96％)であるので、順調であ
る。各地域が、産学官連携のもと職場体験等、地域のニーズに沿った様々な就業意識
向上の取組みを実施した結果、若年者の就業意識が向上した。

　産学官等が連携し就業意識の向上に取り組む地域（協議
会、市町村等）に対して補助を行う。昨年度の実績を踏まえ
て、継続8地域に新規2地域を加えた10地域を補助する。また、
補助終了後の地域や協議会新設を検討している地域に先進
事例の紹介や研修会等の側面的支援を行う（15地域）。

沖縄型産学
官・地域連
携グッジョブ

事業

地区コーディネーターの育成及び配置等に寄る拠点地区の支援、学校現場への普及



（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

107
11.3％
（23年）

8.3%
（27年）

9.2% △3.0%
8.3%

（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）

-

参考データ（離島分） 離島の現状

①平成27年度より地域連携プラットフォーム事業にて、
未設置市町村に対して産学官連携協議会のノウハウ等
の情報提供を行い、立ち上げ支援を行う。
②平成27年度は委託料を予算措置し、キャリア教育の
ノウハウを有する団体に委託し効果測定の研究開発を
実施する。
③地域連携プラットフォーム事業にて、各市町村協議会
の就業意識向上の取組やキャリア教育に関する成功例
の情報を広く周知し、コーディネーターの育成に必要な
情報の共有化を図るための研修会を実施する。
④地域連携プラットフォーム事業にて、キャリア教育に
関する取組の効果測定の手法を有識者会議で討議し
て確立する。現在は、ジョブシャドウイング等の取組後
にアンケート調査（働くことへのイメージが変わったか
等）を行っているが、アンケート以外にも就業意識が高
まったことを確認する必要があるか、あるとすればどの
ような手法がよいか等について検討し確立する。

①地域連携プラットフォーム事業にて、未設置市町村
に対して産学官連携協議会のノウハウ等の情報を提
供し、立ち上げ支援を行った。平成27年度は4地域（多
良間、今帰仁、宜野湾、糸満）が協議会等を立ち上げ
た。

②効果測定手法に係るアンケート調査票及びアンケー
ト活用マニュアルを開発した。

③地域連携プラットフォーム事業にて、コーディネー
ター研修会を4地区（北部・中部・南部・宮古）で各3回
実施し、合計123人が参加した。

④効果測定の手法に係るアンケート調査票及びアン
ケート活用マニュアルを開発した。

・引き続き、未設置市町村に対して会議やフォーラム等で産学官連携協議会のノウハウ等の情報提供を行い、
立ち上げ支援を行う。
・引き続き、各市町村協議会の就業意識向上の取組やキャリア教育に関する成功例の情報を広く周知し、コー
ディネーターの育成研修会を実施する。
・平成27年度に確立した効果測定アンケートによる調査を実施し、取組みに係る効果を測定する。

　成果指標である「若年者（30歳未満）の完全失業率」は、平成27年は8.3％と、平成23年の
11.3％と比較すると改善傾向にあり、目標を達成できる見込みである。
　中長期的な視点で、小中高校生等の若年者向けの就業意識向上の取組みを実施することに
より将来的な失業率の改善を目指す。

○内部要因
・各地域とも人材育成の必要性はある程度認識しているが、当該協議会の設置には、補助終了後の費用負担、
学校・家庭・企業等の幅広い関係団体との連携に必要な業務の負担、協議会の事務局を担うことによる負担等
から継続的な協議会の運営に不安を抱いている。
・コーディネーターの動きが活発でない地域は、補助終了後の活動が鈍る傾向がある。
・平成27年度にキャリア教育に関する取組みの効果測定の手法は確立したものの、効果測定の実施は平成28
年度以降となる。

○外部環境の変化

・産学官連携協議会を設置しやすい環境を整え、協議会のある市町村を増やすことにより、地域の就業意識向
上の取組みが図られ、将来的な就業者数の増加が期待できる。
・継続的にコーディネーターを育成することで、各地域の就業意識向上の取組みがより効果的に行われ活性化
することが期待できる。
・キャリア教育に関する取組みの効果測定を実施し、適正に評価することで、取組みの説得力が増し協議会未
設置地域への波及効果が期待できる。

主な取組に対応する成果指標

若年者（30歳未満）の完全失業
率

平成27年度の取組改善案 反映状況



(2)

―

457
離島振興

計画記載頁
121

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
10ヶ所
支援地域

15ヶ所 20ヶ所 15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

105,558 105,558
一括交付

金
（ソフト）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　計画値15ヶ所に対する実績値が11ヶ所（達成度73％）となったため、推進状況はやや遅れとなっ
た。支援地域としては11カ所に留まったが、地域のニーズにあった就業意識向上の取り組みがな
され、地域連携協議会等が実施した取り組みには計8,115人が参加した。また、補助終了後も活動
している地域と活動休止中の地域の連携協議会等が共に参加する戦略会議、フォーラムを開催
し、協議会の継続的な運営や活動の参考となる情報交換の場を設け、側面的支援を行なった。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

　計画値15ヶ所に対する実績値が11ヶ所（達成度73％）となったため、推進状況はやや遅れとなっ
た。支援地域としては11カ所に留まったが、地域のニーズにあった就業意識向上の取り組みがな
され、地域連携協議会等が実施した取り組みには計8,115人が参加した。また、補助終了後も活動
している地域と活動休止中の地域の連携協議会等が共に参加する戦略会議、フォーラムを開催
し、協議会の継続的な運営や活動の参考となる情報交換の場を設け、側面的支援を行なった。

活動状況 活動実績値

　産学官・地域連携による就業意識の向上に取り組む地域への
支援（地域型就業意識向上支援事業）。産学官・地域連携によ
る就業意識向上の取組への参加者数

11ヶ所（うち離島：5か所）
8,115人（うち離島：1,495人）

事業名 活動内容

沖縄型産学
官・地域連
携グッジョブ

事業

　産学官等が連携し就業意識の向上に取り組む地域
（産学官地域連携協議会、市町村等）に対し補助を行っ
た(11地域）。
　また、産学官地域連携協議会の効果的な取り組みを
促進するため、関係者を対象とした戦略会議（２回実
施）、フォーラム（118人参加）、コーディネーター研修会
（北部・中部・南部・宮古の4地区で各3回実施）を開催
し、協議会間の情報共有、先進事例の紹介、有識者に
よる講演を行った。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

取組内容
　地域における若年者等の就業意識向上を目的とした「地域の産学官等が連携する仕
組みづくり」を推進し、就業意識の向上に取り組む地域に対して支援を行う。

年度別
取組予定

主な取組 地域型就業意識向上支援事業

対応する
主な課題

○沖縄県は若年者の失業率（沖縄11.3% 全国7.2％　H23）及び世帯主との続柄別中、その他家族
（同居している子供等）の失業率が非常に高く（沖縄15.2% 全国8.8% H22)、全体の完全失業率を大
きく押し上げている。
○その要因としては、就職に対する意思決定が他県と比較して遅いこと、県内に雇用の場が少な
いにもかかわらず県内志向が強いこと、採用予定企業側の求人票の提出及び採用内定が遅いこ
と、学卒無業を容認する親の意識などがあげられる。（卒業前の内定時期について、高校、大学と
も全国では７割が12月までに内定しているのに対し、沖縄県では12月までに高校で４割、大学で３
割弱しか内定していない。また、学卒無業者率も高校は全国の約３倍、大学は全国の約２倍となっ
ている。）そのため産学官連携の下、就学時から職業観の醸成に向けた取組が必要である。

施策（中項目） 若年者の雇用促進

施策（小項目） ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

地域に産学官等で構成された地域連携協議会を設置し、就業意識向上につ
ながる地域独自の取組を支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

120,183
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

107
11.3％
（23年）

8.3％
（27年）

9.2% △3.0％
8.3％

（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

沖縄型産学
官・地域連携
グッジョブ事

業

・協議会の立ち上げについては、事業申請の準備を進めながら、関係者間の運営体制の調整や実施事業の検討
等で協議会の立ち上げに時間を要してしまい事業をスタートさせることができなかった地域や、別業務と重なりマ
ンパワー不足で申請に至らなかった地域があり、適切な助言や情報提供等が必要である。
・継続的にコーディネーターを育成することで、各地域の就業意識向上の取組みがより効果的に行われ活性化す
ることが期待できる。
・キャリア教育に関する取組みの効果測定を実施し、適正に評価することで、取組みの説得力が増し協議会未設
置地域への波及効果が期待できる。

平成27年度の取組改善案 反映状況

―

　産学官等が連携し就業意識の向上に取り組む地域（協議会、市町
村等）に対して補助を行う（10地域）。昨年度の実績を踏まえて、継続8
地域に新規2地域を加えた10地域を本年度の活動目標とする。

参考データ（離島分） 離島の現状

　平成27年度においては、本事業の事業主体である地
域連携協議会等の側面的な支援を行うため委託事業を
新設し、課題の改善を図る。
　新規事業における具体的な取り組み
　①未設置地域における協議会の立ち上げ支援
　②地域連携協議会等に向けた先進事例の紹介や情報
共有、意見交換など地域間のネットワークづくりを推進す
るための会議の開催
　③コーディネーターの人材育成のための研修
　④協議会等の取組みに対する効果測定や検証方法の
検討
　⑤地域の取組みの情報発信、周知広報を強化するた
めの専用サイトの開設　　等

　①未設置地域における協議会等の立ち上げ支援を行
い７地域（与那原、久米島、石垣、多良間、今帰仁、宜
野湾、糸満）が協議会等を新設した。
　②関係者を対象とした戦略会議及びフォーラムを開催
し、効果的な活動に繋がる先進事例の紹介や情報共
有、意見交換など地域間のネットワーク作りを推進し
た。
　③コーディネーター研修会を４地区（北部・中部・南部・
宮古）でそれぞれ３回開催した。
　④効果測定に係るアンケート及びアンケート活用マ
ニュアルを作成した。
　⑤専用サイトを開設し、協議会等の取組みの情報発
信を行った。

若年者（30歳未満）の完全失業
率

・引き続き、協議会未設置の地域に対して、地域型就業意識向上支援事業の案内や戦略会議・フォーラムを開催
し情報提供等を行う。
・引き続き、コーディネーター研修会を実施しコーディネーターの育成を図る。
・効果測定アンケート調査を実施し、各地域の取組みに係る効果を測定する。

　成果指標である「若年者（30歳未満）の完全失業率」は、平成27年は8.3％と、平成23年の11.3％と比較
すると改善傾向にあり、目標を達成できる見込みである。
　中長期的な視点で、小中高校生等の若年者向けの就業意識向上の取組みを実施することにより将来的
な失業率の改善を目指す。

○内部要因
・各地域とも人材育成の必要性は認識しているものの、産学官連携協議会の設置に対しては、学校･家庭･企業
等幅広い関係者との調整に時間を要することや協議会事務局を担うことによる負担、補助終了後の費用負担等
からハードルが高いと感じている。このため、支援地域が計画値まで達成できない状況となっている。
・補助終了後も各協議会等が就業意識向上の取り組みを継続的して実施していくためには、予算確保のために必
要な情報や効果的な事業展開を図るためのノウハウ、コーディネーターの人材育成等が必要となっている。
・平成27年度に地域のキャリア教育の取組みに対する効果測定の手法は確立したものの、効果測定の実施は平
成28年度以降となる。

○外部環境の変化

平成28年度計画

事業名 活動内容



(2)

―

459
離島振興

計画記載頁
121

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
100名
派遣者数
（県全体） → 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

13,229 12,901 県単等

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
  高校生県外インターンシップに参加することにより、高校生の就職、県内または県外の
就職における進路決定について寄与している。平成27年度は参加者99名。県外インター
ンシップ参加者の就職内定率は96.2％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
  高校生県外インターンシップに参加することにより、高校生の就職、県内または県外の
就職における進路決定について寄与している。平成27年度は参加者99名。県外インター
ンシップ参加者の就職内定率は96.2％となっている。

活動状況 活動実績値

　27社の県外企業において、離島地区を含む41校の高校３年
生99名をインターンシップへ派遣した。

県全体99名（八重山7名、宮古6名、
久米島2名）

事業名 活動内容

インターン
シップ拡大
強化事業

  インターンシップ派遣先企業として、関東12企
業・中京9企業・関西6企業の計27企業に99名の
高校生を派遣した。県外インターンシップの事前
研修として県内・県外企業の研究、比較をさせる
講座を全県（宮古・八重山・久米島含む）で開催
し、402名が受講した。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

取組内容
　来春高校卒業予定者が県外の企業において実際に就業体験を行うことで、職業に対
する知識・経験を深めるとともに、県外就職への自信を持たせることにより、新規高等学
校卒業予定者の雇用情勢の改善を図る。

年度別
取組予定

主な取組 インタ-ンシップ拡大強化事業

対応する
主な課題

○沖縄県の新規学卒者就職内定率は、全国ワーストクラスであるとともに、新規学卒者
の1年目の離職率も全国を大きく上回っており、新規学卒者に対しては、在学中からの
キャリアカウンセリング、インターンシップ、離職者対策の強化等、職業観の形成から就
職、定着までの一貫した総合支援が重要である。

施策（中項目） 若年者の雇用促進

施策（小項目） ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

県内高校生を県外企業へ派遣し、インターンシップを実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

17,121 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

108
86.6%

（23年3月卒）
92.7%

（27年3月卒）
92％ 6.10%

92.7%
（27年3月卒）

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

インターン
シップ拡大
強化事業

・これまでの県外インターンシップは、高校３年生を対象として、県外就職の促進を目的としてきたが、
今後は、生徒の視野の拡大や職業観の醸成を図り、早期の進路決定を促す観点から就業体験を行な
うことが必要である。

平成27年度の取組改善案 反映状況

―

  県内の高校２年生を対象に関東・関西・中京の企業でインターンシッ
プを実施し、就業意識の向上や就業観の醸成を図り、早期進路決定
を促し、新規高卒者の就職内定率の向上を図る。
平成28年度は、対象学年を３年生から２年生へ変更する移行年度と
なっているため、それぞれの学年を対象に県外インターンシップ派遣
を行なう。

参考データ（離島分） 離島の現状

①各県外事務所（東京事務所、大阪事務所等）と
連携し、幅広い業種、企業のインターンシップ受入
先確保に努め、高校生と受入企業のマッチングを
行う。
②事前研修において県外就職への興味・理解をも
たせる等、意識・関心を高める。また、就職する際
に、求められる人物像について認識させ、就職活
動への意識改革を促す

①県外事務所との調整の上、１１社の新規受入企
業を開拓した。また、沖縄県内に少ない製造業分
野の企業を7社から10社へ増やすことができた。

②事前研修においては、宮古・八重山・久米島を
含む全島にて実施した。県内と県外の環境の違い
を認識させるとともに、模擬面接等の実践をとお
し、就職活動への意識啓発を行なった。

新規学卒者の就職内定率
（高校）

・県外インターンシップの対象学年を２年生へ変更し、低学年から就業に対する意識付けを行なうこと
で、卒業後の就職内定率の向上を図る。（平成28年度は移行期間とし、高校２年生、３年生をそれぞれ
を対象としたインターンシップを実施する。）
・プログラムに就業体験だけではなく、企業見学を組み込むことで、多くの業種・業界に興味を持って貰
う。

  本県の新規高卒就職内定率は年々、改善傾向にあるものの、依然として、全国一低い状況が
ある。この事業で派遣された生徒については、就職活動が始まる前に、県外企業での就労体験
を実施したことで、就職活動に対する意識・関心が高められ、９月から行われる就職試験への
準備等について他の生徒より取組みが早く、派遣生徒の就職内定率96.2％は、全国平均（新規
学卒者の就職内定率（高校）98.2％）を下回るものの沖縄県新規高卒就職内定率（92.6％）より
は良い結果となっている。このことが県全体の就職内定率にも寄与したと考えられ、このままの
傾向が続けば、H28年度目標値として掲げた92％は概ね達成可能な水準であると見込まれる。

○内部要因
・他県と比較すると、本県の高校生の就職内定率は依然として、低い状況にある。その要因としては、
就業意識が低いこと、進路決定が遅い等があげられる。

○外部環境の変化
・県内の有効求人倍率が復帰後最高を記録するなど、県内の雇用情勢は改善の傾向にあり、一部の
業種においては、人手不足問題が深刻化している現状がある。また、県の人口増加計画も策定された
ところである。

平成28年度計画

事業名 活動内容



(2)

―

460
離島振興

計画記載頁
122

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
96名
派遣者数
（県全体）

→ 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

78,660 69,789
一括交付金

（ソフト）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　インターンシップ内容の充実及び効率化を図るため、平成25年度以降の目標値を見直し、平成27
年度は目標値を145名を目標として実施した。
　グローバルな職業観等を育成するために、短期インターンシップにおいては、大学生等を中心に
130名を５ヶ国７地域に派遣した。また、長期ジョブトレーニングにおいては、若年求職者を中心に
３ヶ国10企業へ11名を派遣し、派遣終了後、８名が海外企業に就職しており、若年者の雇用環境の
改善に一定の効果を上げた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

大幅遅れ

　インターンシップ内容の充実及び効率化を図るため、平成25年度以降の目標値を見直し、平成27
年度は目標値を145名を目標として実施したため、実施計画の推進状況としては大幅遅れとなる
が、事業実施自体は概ね順調である。
　グローバルな職業観等を育成するために、短期インターンシップにおいては、大学生等を中心に
130名を５ヶ国７地域に派遣した。また、長期ジョブトレーニングにおいては、若年求職者を中心に
３ヶ国10企業へ11名を派遣し、派遣終了後、８名が海外企業に就職しており、若年者の雇用環境の
改善に一定の効果を上げた。

活動状況 活動実績値

　　海外短期インターンシップへの派遣及び海外長期ジョブトレーニング
への派遣

海外短期インターンシップ派遣者数
130名（県全体）

海外長期ジョブトレーニング派遣者数
11名（県全体）

事業名 活動内容

沖縄若年者グ
ローバルジョ
ブチャレンジ

事業

　アジアを中心とした国際ビジネスの対応力を強化する
ため、35歳未満の県内若年者を海外企業での短期イン
ターンシップ（５ヶ国７地域）や長期のジョブトレーニング
（３ヶ国10企業）に派遣した。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

取組内容
　アジアを中心とした国際ビジネスの対応力を強化するため、35歳未満の県内若年者を海外企業
での短期インターンシップや長期のジョブトレーニングに派遣する。

年度別
取組予定

主な取組 沖縄若年者グローバルジョブチャレンジ事業

対応する
主な課題

○沖縄県の新規学卒者就職内定率は、全国ワーストクラスであるとともに、新規学卒者の1年目の
離職率も全国を大きく上回っており、新規学卒者に対しては、在学中からのキャリアカウンセリン
グ、インターンシップ、離職者対策の強化等、職業観の形成から就職、定着までの一貫した総合支
援が重要である。

施策（中項目） 若年者の雇用促進

施策（小項目） ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

アジアを中心とした国際ビジネスへの対応力を強化するため、県内若年者の海外でのイ

ンターンシップ及びジョブトレーニングを実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

77,977
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

107
11.3％
（23年）

8.3%
（27年）

9.2% △3.0%
8.3%

（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

沖縄若年者
グローバル
ジョブチャレ
ンジ事業

・短期インターンシップについては目標数に対し応募者が多いが、長期ジョブトレーニングについては応
募者が少ないため、周知広報の比重を長期ジョブトレーニングにおいて実施することにより、参加者増
を図る。また、長期ジョブトレーニングは派遣期間が90日となっているが、短い派遣期間のプログラムを
追加することで、参加者増を見込むことができる。
・派遣国の決定や変更、中止については、その都度県と事業受託者が協議して決定していたが、事業を
円滑に進めるためにも、事業実施体制や役割を明確にする必要がある。

平成27年度の取組改善案 反映状況

―

　アジアを中心とした国際ビジネスの対応力を強化するため、35
歳未満の県内若年者を海外企業での短期インターンシップ、イ
ンターンシップ（１か月コース）、長期のジョブトレーニングに派遣
する。

参考データ（離島分） 離島の現状

①効果検証において現地サポーターへのヒアリン
グを実施
②受入企業開拓について、現地での募集説明会の
実施
③社会人基礎力の個別研修を実施
④長期派遣者の語学研修のサポート方法を検討す
る
⑤ビザ取得が困難な地域について、現地受入企業
の協力も得ながら情報収集に努め、派遣国に応じ
た派遣方法について検討する

①効果検証において現地サポーターを招聘し、意
見交換を実施した。
②受入企業開拓について、４カ国にて現地での募
集説明会を実施した。
③社会人経験のない新卒生等に対し社会人基礎
力を向上させるため個別研修を実施した。
④長期派遣者の語学研修のサポート方法につい
て、派遣前の語学研修等の検討したが、平成27年
度中には実施しなかった。
⑤派遣国に応じた派遣方法について情報収集を
行い、ビザ取得が可能な企業等へ派遣した。

若年者（30歳未満）の完全失業
率

・長期ジョブトレーニングに応募した参加者に、事業を知るきっかけとなった広報媒体を聞き取りし、最も
多かったものを、より強化して周知することにより応募者増を図る。また、インターンシップ１か月コース
を設定し、選択肢を増やして参加者増を図る。
・県、事業受託者、参加者の役割や遵守事項、事業の実施体制を明確にすることにより、事業を円滑に
進め、安全性を考慮した派遣国の決定や、派遣の変更・中止について、柔軟に対応出来る実施体制を
整える。

　新規学卒者の就職内定率（大学等）は改善傾向にあり、既にH28目標値である82％は達成して
いる。しかし、全国平均の96.7％からは未だ下回っているため、引き続き本事業を推進していく。
特に、若年者の失業率や離職率は依然として高いことから、就職に関する視野を広げ、自ら国内
外へ就業機会を獲得する積極性とチャレンジ精神を醸成することにより、大学等の就職内定率
の向上及び若年者の失業率の改善に努める。

○内部要因
・短期インターンシップについては年度当初目標の125名を達成することができたが、昨年に比べ応募
者は減っており、長期ジョブトレーニングについては年度当初目標20名に対し応募者が19名、派遣者数
が11名となり、目標を達成することができなかった。応募者数減の理由は様々なことが考えられるが、
周知方法の見直しや応募しやすくなるよう事業スキームを検討するなど、対応が必要である。

○外部環境の変化
・タイ、インドネシアに派遣予定だった参加者について、派遣直前に爆弾テロ事件等の影響で派遣を見
送った。今後も派遣国の状況を注視するとともに、派遣国の安全性には十分注意する必要がある。

平成28年度計画

事業名 活動内容



(2)

―

461
離島振興

計画記載頁
122

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
25社
支援企業

→ 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

76,545 49,307
一括交付金

（ソフト）

県内企業雇
用環境改善
支援事業

　若年層を中心とした社員に対し、キャリアデザイ
ン構築の考え方や人が成長する仕組みの理解に
よるリーダーシップ養成手法などを実践的に学ぶ
研修を行い、12社において若年者定着に繋がる取
り組みが図られた。

着手

　平成26年度で若年者定着支援実践プログラム事業は終了し、平成27年度からは県内企
業雇用環境改善支援事業において、実践的に学ぶ研修を実施することにより、若年従業
員の定着に取り組む企業12社を支援した。
　また、経営者や人事担当者が定着に繋がる人材育成の手法等を学ぶ人材育成推進者
養成講座において、53名の人材育成推進者を養成し、会社全体で職場定着に取り組む企
業の増加に寄与した。

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

やや遅れ

　平成26年度で若年者定着支援実践プログラム事業は終了し、平成27年度からは県内企
業雇用環境改善支援事業において、実践的に学ぶ研修を実施することにより、若年従業
員の定着に取り組む企業12社を支援した。
　また、経営者や人事担当者が定着に繋がる人材育成の手法等を学ぶ人材育成推進者
養成講座において、53名の人材育成推進者を養成し、会社全体で職場定着に取り組む企
業の増加に寄与した。

　リーダーシップ養成手法などを実践的に学ぶ研修を行い、12社
において若年者定着に繋がる取り組みが図られた。

　若年者定着支援企業数12社
人材育成推進者養成数（企業数）
53名（42社）

推進状況 平成27年度取組の効果

主な取組 若年者定着支援実践ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業

事業名 活動内容

取組内容

　県内の離職率の低下を目指し、若年従業員の定着に取り組む企業に対し、企業経営者
向け、また採用3年未満を中心とする若年従業員及びメンター的な役割を果たす採用10年
程度の中堅従業員向けに、定着支援のためのセミナーと、自社課題解決のための実践プ
ログラムを連動して実施することにより、経営者と従業員が一体となって人材活性化に取
り組み、その後の企業内定着率を高めていく。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

○沖縄県の新規学卒者就職内定率は全国ワーストクラスである。また新規学卒者の1年
目の離職率も全国を大きく上回っている。このため、新規学卒者に対しては、在学中から
のキャリアカウンセリング、インターンシップ等に加え、就職後の離職対策の強化など、職
業観の形成から就職、定着までの一貫した総合支援が重要である。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

施策（中項目） 若年者の雇用促進

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

―

若年者の早期離職を改善するため、経営者、採用１～３年程度、中堅
社員のそれぞれに研修を実施し、企業内定着率を高める



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

65,841
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

109
7.7%

（19年）
6.7%

（24年）
6.4% 1.0ポイント

6.7%
（24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）

・引き続き、社内全体で若年者定着に取組む企業を支援するため、人材育成推進者養成講座と連携し
た若手社員等向けの実践研修を実施するとともに、人材育成の取り組みに関する企業の好事例や人材
育成のメリット等を記載したリーフレットを作成するなどし、更なる周知広報を図る。

○内部要因
・実践研修の受講人数（企業数）は、定員までは達しなかったため、参加企業を増やすことが課題であ
る。

○外部環境の変化
・県内の雇用環境の改善とともに、人手不足も顕在化している。そのため、人材定着の取り組みがます
ます重要となっている。

　当該指標は平成24年就業構造基本調査（総務省統計局）によるものであるが、平成19年調査
時は7.7％となっており、改善傾向にある。
　本取組みにおいては、企業等に対する人材育成体制構築の支援と併せ従業員向けのキャリア
アップ講座の実施等により、離職の防止を図り、離職率等の改善に寄与していくこととする。

・実践研修参加企業の増加を図るため、県内企業に対し人材育成の重要性について広く周知啓発する
取り組みを強化する必要がある。

―

①平成27年度より企業における人材育成のプロ
フェッショナル（人材育成推進者）を養成し、企業の
人材育成制度構築、離職率の改善を図ることを目
的とした「県内企業雇用環境改善支援事業」に統合
し、人材育成推進者研修と連動した従業員研修を
実施する。

①人材育成推進者研修と連動した従業員向けの
実践研修メニューを設置し、社内の各層（若手、シ
ニア層等）を対象に、人材育成の重要性への理解
や個々のスキルアップを図るための講座を行い、
12社の社員が参加した。

主な取組に対応する成果指標

離職率

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

平成28年度計画

事業名 活動内容

県内企業雇
用環境改善
支援事業

　従業員向けの人材育成実践研修を６月～２月にかけて実施す
る（全12回予定）。



(2)

―

461-2
離島振興

計画記載頁
H27新規

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
6,500人
参加者

→ 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

36,389 36,219
一括交付金

（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容
　産業界と学校現場をつなぐコーディネーターを配置し、中長期的な視点のもと、小中学
校で、雇用に課題を抱える業界と連携し、業界理解を深め産業人材を育成するための取
組を行う。

主な取組 未来の産業人材育成事業

施策（中項目）

対応する
主な課題

○沖縄県の新規学卒者就職内定率は全国ワーストクラスである。また新規学卒者の1年
目の離職率も全国を大きく上回っている。このため、新規学卒者に対しては、在学中から
のキャリアカウンセリング、インターンシップ等に加え、就職後の離職対策の強化など、職
業観の形成から就職、定着までの一貫した総合支援が重要である。

若年者の雇用促進

施策（小項目） ―

事業名 活動内容

未来の産業
人材育成事

業
（就業意識
支援環境づ

くり）

　観光リゾート産業、情報通信産業、建設産業、福
祉産業、医療産業、文化産業、物流・流通産業の７
業界と連携し、県内小中学校にて職業人講話、出
前講座、企業見学ツアー等の産業理解を促す取
組を行った。
　活動指標の参加者数については、計画値6,500
人に対し、実績値7,459人となった。

活動状況

年度別
取組予定

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　計画値6,500人のところ実績値7,459人(計画値の達成度が約115％)となっており、順調で
ある。産業界と連携し、県内小中学校にて産業理解を促す取組を行った結果、授業を受
けた約87％の児童生徒に産業理解への肯定的変化が見られた。

担当部課 商工労働部　雇用政策課

平成27年度実績

着手
　計画値6,500人のところ実績値7,459人(計画値の達成度が約115％)となっており、順調で
ある。産業界と連携し、県内小中学校にて産業理解を促す取組を行った結果、授業を受
けた約87％の児童生徒に産業理解への肯定的変化が見られた。

推進状況

活動実績値

観光リゾート産業、情報通信産業、建設産業、福祉産業、医療
産業、文化産業、物流・流通産業の７業界と連携し、県内小中学
校にて職業人講話、出前講座、企業見学ツアー等の産業理解を

促す取組を行った。

7,459人（うち離島：554人）

平成27年度取組の効果

産業界と学校現場をつなぐ

コーディネーターを県内小

中学校に配置し、将来世代

の産業人材を育成

産業界と学校現場をつなぐ

コーディネーターを県内小

中学校に配置し、将来世代

の産業人材を育成



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

35,356
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

107
11.3%

（ 23年）
8.3%

（ 27年）
9.2% △3.0%

8.3%
（ 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

平成28年度計画

事業名 活動内容

未来の産業
人材育成事
業（就業意
識支援環境
づくり）

　産業界と学校現場をつなぐコーディネーターを配置し、雇用に
課題を抱える業界と連携し、県内小中学校にて職業人講話、出
前講座、企業見学ツアー等の産業理解を促す取組を行う。

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

若年者（30歳未満）の完全失業
率

・本島北部地域、離島地域での実施を増やすことにより、地域には無い職業（産業)のイメージができ、
児童生徒の職業選択の幅が広がり、就業意識の向上へと繋がることが期待できる。

・全県的な事業展開を図るため、職業人講話等の実施数を増やすとともに、特に離島地域、北部地域で
の事業実施に向けた学校開拓に力を入れる。

　成果指標である「若年者（30歳未満）の完全失業率」は、基準値である平成23年は11.3％、平成
27年は8.3％と着実に改善しており、平成28年目標値9.2％の水準にも既に達しているため、目標
を達成できる見込みである。
　本事業では、中長期的な視点のもと、産業界と連携し、小中学生向けに職業人講話、出前講
座、企業見学ツアー等産業理解を促すための取組を実施しており、実施後のアンケートでは、約
87％の児童生徒が授業（取組）を受けた産業に対して、「興味を持った」と回答している。このよう
な取組をより推進することで、将来的な産業人材を育成し、雇用に課題を抱える分野等への人材
の輩出と就業者数の拡大を図る。

○内部要因
・本島北部地域、離島地域については、十分に実施出来てないため、実施数を増やし全県的に取組を
広げていく必要がある。

○外部環境の変化



(3)

―

462
離島振興

計画記載頁
122

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
84人
訓練定員

→ 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

43,457 23,716
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

42,014
各省
計上

緊急委託訓
練事業費

(うち離島分)

　宮古・八重山地域において、就職を希望する離転職者のうち、
職業能力の開発を必要とする者に対して企業等の民間教育訓
練機関を活用した職業訓練を行う。

平成28年度計画

事業名 活動内容

◎離島地域における職業訓練機会の充実等が課題となっており、民間教育訓練機関との
連携強化等による職業訓練の充実が必要となっている。

取組内容
　訓練機会の少ない宮古・八重山地域で、専修学校等の民間教育訓練機関を活用した幅
広い職業訓練の充実を図る。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

主な取組 緊急委託訓練事業

順調

　職業訓練定員は、計画値の126人を上回る219人の定員で訓練を実施し、134人が訓練
を受講した。訓練受講者は、平成26年度の137人から平成27年度は134人と同水準を維
持し、就職率についても平成27年度は73.6%となっており、国が設定する委託訓練修了者
の就職率（65%）を上回っている。

事業名 活動内容

緊急委託訓
練事業費

(うち離島分)

　地域の雇用状況等を踏まえ、介護訓練に係る
コースを開設した。就職を希望する離転職者のう
ち、職業能力の開発を必要とする者に対して民間
教育訓練機関を活用した職業訓練を行った。

推進状況 平成27年度取組の効果

着手 134人の離転職者が当該訓練を受講した。

活動状況 活動実績値

　宮古・八重山地域において、11コース、定員219人の職業訓練
を実施した。

訓練定員：219人
(宮古島106人、石垣島113人)

訓練受講者数：134人
(宮古島57人、石垣島77人)

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

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

施策（中項目） 職業能力の開発

施策（小項目） ―

担当部課 商工労働部労働政策課

訓練機会の少ない宮古・八重山地域における職業訓練の充実



（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

112
67.8％
(22年)

75.5%
（27年）

70% 7.7%
75.5%

（27年）

傾向 沖縄の現状

66.9%
（25年）

78.5%
（26年）

73.6%
（27年）

→
73.6%

（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年度は75.5%となり、昨年度より減少しているが、H28目標値（70%）及び国が設定する委
託訓練修了者の就職率（65%）を上回っている。今後も目標値を上回る就職率を達成するため、
引き続き各取組を推進していく。

委託訓練修了者（離島地域）の就職率

・平成26年度に開講した介護訓練コースの就職率が好調であったことから、今後も継続して実施する必
要がある。

・地域の実情に合わせ、人材が不足している観光等の訓練コースについて検討を行う必要がある。

・福祉系の訓練では、介護福祉士初任者研修よりも介護福祉士実務者研修の応募状況が好調であるこ
とから、離島でも実施出来ないか検討する。

○内部要因
・離島の訓練コースで定員割れや閉講等があった場合は、新たに離島に追加コースを設定するなどし
て、一定数の訓練定員数を確保するようにする。

○外部環境の変化
・離島地域においては、職業訓練を実施できる民間教育訓練機関が少ないため、訓練分野が限定され
る。
・訓練機関について、新たな訓練コースの開講を検討しても人材が見つからないという状況がある。
・訓練修了者の就職率は、本島地域に比べ就職先が限られるため低い傾向にある。(平成27年度就職
率75.5％（離島：73.6％））

①ワード、エクセル等を中心とした事務訓練だけで
はなく、福祉関係訓練に加え観光関係訓練コース
の開講を検討する。

②福祉関係コースの継続とコース増に向けて、関
係機関と調整し就職に結びつける。

①福祉及び観光関係の訓練導入を検討したが、実
施可能な訓練機関が無かった。

②福祉関係コースについては、平成27年度も継続
して実施している。

主な取組に対応する成果指標

委託訓練修了者の就職率

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



(4)

―

463
離島振興

計画記載頁
122

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

34,014
(34,014)

27,091
(27,091)

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

22,181 県単等
労働相談事

業

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

着手
労使を対象としたセミナーを開催し、労使双方において労働関係法令に対する知識を深
めてもらうことで、働きやすい職場環境づくりの推進を図った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ
専門家派遣により支援を実施する企業数が目標数に満たなかったが、専門家派遣の実
施により労働環境の改善、働きやすい職場環境の促進が図られると同時に、労働関係
法令セミナーの開催により労働基準法等に定める労働条件等の周知・啓発が図られた。

県内中小企業の働きやすい環境整備の促進を図るため、労働
関係法令セミナーを実施する。

活動状況 活動実績値

宮古・八重山地域において、労働者及び使用者を対象としたセ
ミナーを実施した。

セミナー参加者数：
宮古35名、八重山70名

事業名 活動内容

働きやすい
環境づくり支

援事業

宮古・八重山地域において、労働者及び使用者を
対象としたセミナーを実施した。

担当部課 商工労働部　労働政策課

平成27年度実績

取組内容
　労働者及び使用者が労働や労働問題に関する知識と理解を深め、健全な労使関係の
確立と労働者福祉の向上を図ることを目的として、労働大学講座を開催する。

年度別
取組予定

主な取組 安定的な労使関係の形成のための取組

対応する
主な課題

◎離島事業所のほとんどが中小・零細であり、労働条件の確保や改善に積極的に取り組む事業
者が十分とは言い難い状況にある。これらの事由も影響して、職場環境を理由の一つとして転職
や離職をする労働者がいることから、その改善を図ることが課題である。

施策（中項目） 働きやすい環境づくり

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

労働大学講座の開催



（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回
（25年）

２回
（26年）

18回
（27年）

―
76回

（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）

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

・労働相談やこれまでの調査結果等を踏まえたセミナーを開催して労働関係法令に関する知識を深
め、労使間トラブルを未然に防ぎ、働きやすい環境づくりを推進していく。

平成25年度まで離島におけるセミナー等の開催は隔年であったが、平成26年度以降は毎年
行っており、今後も離島におけるセミナー等を継続して開催する予定である。

○内部要因

○外部環境の変化

・平成27年度沖縄県労働条件実態調査によると、約４割の企業が採用時に労働条件通知書を交付し
ておらず、労働相談も増加傾向にある。

・労働関係法令に対する知識を深めてもらうことで、労使間トラブルを未然に防ぎ、働きやすい職場環
境づくりを推進していく必要がある。

労働大学講座等の開催数

参考データ（離島分） 離島の現状

①県内中小企業の働きやすい環境整備の促進を
図るため、使用者及び労働者等に対する労働関係
法令セミナーを実施し、事務所の特性に応じた処
遇改善の取組を支援する（宮古・八重山にてそれ
ぞれ９回実施予定）。

①県内中小企業の働きやすい環境整備の促進を
図るため、使用者及び労働者等に対する労働関
係法令セミナーを実施し、事務所の特性に応じた
処遇改善の取組を支援する（宮古・八重山にてそ
れぞれ９回実施）。



(4)

―

464
離島振興

計画記載頁
122

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

8,862 8,850 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

8,963 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容
　ワーク・ライフ・バランス企業認証制度のPRやセミナーの開催等により、県民、企業に
ワーク・ライフ・バランスの周知・啓発を行って、仕事と家庭の両立を推進する。

主な取組 ワーク・ライフ・バランス推進事業

施策（中項目）

対応する
主な課題

◎離島事業所のほとんどが中小・零細であり、労働条件の確保や改善に積極的に取り
組む事業者が十分とは言い難い状況にある。これらの事由も影響して、職場環境を理由
の一つとして転職や離職をする労働者がいることから、その改善を図ることが課題であ
る。

働きやすい職場環境づくり

施策（小項目） ―

事業名 活動内容

ワーク・ライ
フ・バランス
推進事業

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発を目的とした
講座を計２回開催した。

活動状況

年度別
取組予定

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　セミナー開催やアドバイザー派遣及びワーク・ライフ・バランス認証制度のＰＲ等によ
り、ワーク・ライフ・バランスの啓発・普及が図られ、働きやすい環境づくりに貢献した。
　平成27年度は、３社が沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業として認証された。

担当部課 商工労働部　労働政策課

平成27年度実績

着手
　企業経営者、総務・人事担当者向けの講座を開催することにより、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する普及・啓発を図った。

推進状況

活動実績値

　宮古・八重山地域において企業向けの講座を開催することに
より、ワーク・ライフ・バランスに関する普及・啓発を図った。

宮古：１回
八重山：１回

平成27年度取組の効果

平成28年度計画

事業名 活動内容

ワーク・ライ
フ・バランス
推進事業

　ワーク・ライフ・バランスセミナー、講座の開催により周知啓発
を行い、企業へのアドバイザー派遣を通して制度の理解を深
め、積極的な取組みを支援する。

一般県民・企業等への広報活動

ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催

アドバイザー派遣



（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

115
０社

（23年）
０社

（27年）
２社 増減なし

61社
（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ワーク・ライフ・バランス企業認証マークを作成
し、企業の求人広告や名刺等で企業ＰＲに活用す
ることでイメージアップにつなげるなど、認証を受け
るメリットを拡充し、企業の自主的な認証取得を促
す。
②メディアを活用した広報活動により、ワーク・ライ
フ・バランスの積極的な周知広報を行う。
③ワーク・ライフ・バランスの推進のためには、経
営トップの意識改革が重要であることから、効率的
な意識啓発を行うため、企業経営者や総務・人事
担当者など、管理職向けのセミナーを開催する。

①平成27年７月13日から８月３日まで認証マーク
の公募を広く実施し、選定委員会による審査を実
施し認証マークを選定した。
②ラジオCMやフリーペーパー等を活用した積極
的な周知方向を行った。
③企業経営者向けのセミナーを開催し、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進を図った。

主な取組に対応する成果指標

ワーク・ライフ・バランス認証制
度企業数

・企業におけるワーク・ライフ・バランス推進によるメリットについて、広く周知を図るとともに、企業内で
の取組みを支援する必要がある。

・ワーク・ライフ・バランスに取り組むメリットや必要性等の周知を図るため、引き続き企業向けの講座
を開催するとともに、アドバイザーの派遣を行い、企業内での取組みを支援する。

・県の広報番組や広報誌を活用して、ワーク・ライフ・バランスのさらなる普及啓発を図る。

・認証企業の周知広報について、これまで行ってきた、ホームページや季刊誌での公表に加え、認証
企業紹介のパンフレット等を作成し、社会的評価を高めていくことで、認証企業の更なる増加を目指
す。

　平成28年３月末時点で、県全体の認証企業数は61社と順調に増加しているが、現時点では
離島における認証企業はない。これは、沖縄本島に比べ、企業数そのものが少ないことが理由
の一つだと考えられるが、制度の普及・啓発が行き届いていないことも理由の一つであると思
われる。

○内部要因
・ワーク・ライフ・バランスの推進は、社員の満足度を高め、生産性を向上させるとともに人材の安定的
な確保につながることを理解してもらう取り組みが重要である。

○外部環境の変化
・九州・山口地域と連携し、広域的なワーク・ライフ・バランス推進についても検討が進んでいる。



(4)

―

464-2
離島振興

計画記載頁
10

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
1,000人
相談者数
870人
セミナー受講者
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

32,494 30,938
一括交付金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

46,677
一括交付金

（ソフト）

女性のおし
ごと応援事

業

　女性の「多様な働き方」を総合的に支援するため、仕事に関す
る相談やセミナーの開催、職場見学等を行うとともに、働き続け
られる環境整備に向けたプログラムの作成等を行う。

平成28年度計画

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

事業名 活動内容

女性のおし
ごと応援事

業
就業支援のため、相談会とセミナーを開催した。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

事務所内における電話・対面相談だけでなく、県内各地で行うセミナーと連動した相談会
の実施等を行ったことで、多数の相談に対応することができ、悩みに対する助言・情報提
供等を行うとともに、セミナーを通して、就職や就業継続に向けた支援を行うことができ
た。

相談会及びセミナー
宮古：各２回

八重山：各２回

宮古・八重山地域において、就業支援のための相談会とセミ
ナーを各２回ずつ開催した。

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
仕事に関する悩み相談への助言、情報提供を行うとともに、ビジネスマナーや自己理解
に関するセミナーを実施することにより、就職や就業継続に向けた支援を行うことができ
た。

主な取組
女性が働きがいをもって仕事に取り組むことができ
る環境づくり

商工労働部労働政策課

平成27年度実績

取組内容
女性が働きがいをもって仕事に取り組むことができる環境づくりを推進し、雇用の質の向
上を図るため、仕事に関する相談やセミナー等の開催、働き続けられる環境整備に向け
た取組み等を行い、女性の「多様な働き方」を総合的に支援する。

年度別
取組予定

担当部課

対応する
主な課題

◎離島事業所のほとんどが中小・零細であり、労働条件の確保や改善に積極的に取り組む事業者
が十分とは言い難い状況にある。これらの事由も影響して、職場環境を理由の一つとして転職や離
職をする労働者がいることから、その改善を図ることが課題である。

施策（中項目） 働きやすい環境づくり

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

専門相談員による相談・

情報提供

女性の労働者や就業希

望者に対するセミナーの

開催



（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

115
０社

（23年）
０社

（27年）
２社 増減なし

61社
（27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）

・これから働く女性、現在働いている女性も含め、全ての女性を対象員引き続き支援を続けていくととも
に、女性が働き続けられる環境を整備していく必要がある。

・仕事に関する相談への助言や情報提供、各種セミナー等の開催等により、引き続き女性の就業支援
を行う。

・女性の就業継続を阻害する要因の一つである出産・育児休業等に関し、育児休業前から職場復帰後
までの継続した支援を行うための実践的なプログラムを作成する。

　平成28年３月末時点で、県全体の認証企業数は61社と順調に増加しているが、現時点では離
島における認証企業はない。これは、沖縄本島に比べ、企業数そのものが少ないことが理由の
一つだと考えられるが、制度の普及・啓発が行き届いていないことも理由の一つであると思われ
る。

○内部要因
・平成27年度から、民間委託により新たに始まった事業。

○外部環境の変化
・女性活躍推進法の成立

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

ワーク・ライフ・バランス認証制
度企業数

平成27年度の取組改善案 反映状況
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離島振興

計画記載頁
123

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

127,457 108,496 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

主な取組 万国津梁産業人材育成事業

対応する
主な課題

◎離島における事業者においては、沖縄本島で開催される社外の人材育成講座や派遣
研究等に従業員等を参加させようにも旅費等の経費負担が大きく、機会が得にくいのが
現状である。

施策（中項目） 離島を支える多様な人材の育成・確保

施策（小項目） ―

取組内容

　海外展開に積極的に取り組む県内中小企業等の人材育成を図るため、海外展開に向
けたセミナーの開催や海外企業等への実務研修派遣、長期留学支援や海外からの専門
家等の招へいを支援するとともに、本事業参加企業や人材のネットワークを構築し、産業
の高度化、国際化に対応できる環境づくりに取り組む。

年度別
取組予定

  海外ＯＪＴ派遣等により、企業内の人材が貿易実務や現地の商習慣、プロモーション手
法、オフショア開発における工程管理等を習得し、海外ビジネスの拡大につながってい
る。
　また、県内研修には延べ977人が参加し、海外ビジネスを担う人材の育成・確保が進ん
だ。

活動状況 活動実績値

離島関係の取組としては、宮古島市及び石垣市の企業等への
事業周知説明会の開催、離島に所在する企業による海外ＯＪＴ
に対して補助を行った。

県内研修者数：937人（うち離島0人）
長期留学者数：新規4人、継続4人
（うち、離島0人）
ＯＪＴ派遣者数：26人（うち離島2人）
専門家招へい数：9回（うち離島0回）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

事業名 活動内容

担当部課 商工労働部　産業政策課

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

　離島においても、外国人観光客の受入や地域特産品の海外展開を図る動きが活発化
している。

万国津梁産
業人材育成

事業

　県内中小企業を対象に、海外展開に係る県内研
修や海外企業への実務研修派遣、海外大学院等
への留学派遣、海外専門家等の招聘を行った（計
画値950人に対し実績値947人）。離島関係の取組
としては、宮古島市及び石垣市の企業等への事
業周知説明会の開催、離島に所在する企業によ
る海外ＯＪＴに対して補助を行った。

海外展開に必要な知識や経験の習得を図るための研修、留学等



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

142,821 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

10人
（25年）

83人
（26年）

-
（27年）

↗
1,633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）

反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容

　引き続き、県内中小企業を対象に、海外展開に係る県内研修
や海外企業への実務研修派遣、海外大学院等への留学派
遣、海外専門家等の招聘を行う。

万国津梁産
業人材育成

事業

平成27年度の取組改善案

離島におけるセミナー参加人数

①関連する他の事業や市町村との連携強化を図
り、離島からの参加を促す。

①関連する他事業(中小企業課題解決プロジェク
ト推進事業)と連携し、本事業の周知に向けた説明
会を石垣市及び宮古島市においてそれぞれ１回
実施した。その結果、石垣市の企業２社が海外
OJT派遣を活用し、研修を行った。

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

・引き続き、関連する他の事業や市町村との連携強化を図り、離島からの参加を促す。

 平成27年度は、離島におけるセミナーを開催せず、石垣市、宮古島市において、事業説明会を
それぞれ１回開催し、石垣市13名、宮古島市１８名が参加した.ほか、石垣市の企業２社が海外
OJT派遣を活用して、オーストラリア、台湾で研修を行った。

○内部要因

○外部環境の変化
・宮古島、石垣島といった比較的大きな離島だけでなく、阿嘉島のように小規模な離島にも外国人観光
客が訪れるようになっており、欧州からの観光客も増えている。

・全国的に訪日観光客が増える中、クルーズ船を利用して台湾や中国などの東アジアから近場の九
州・沖縄を訪問する外国人客が増えている。

・離島において沖縄本島と同様のセミナー開催することは、参加人数や費用の面から困難だが、本事
業単独で実施するのではなく、中小企業支援のための他の事業と連携することで開催できる可能性が
ある。

・離島の市町村とも連携してきめ細かい情報提供を図ることで、離島の企業による本事業の活用を促
進できる可能性がある。
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離島振興

計画記載頁
123

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

市町村
産地組合

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

1,220 1,178 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,255 県単等

後継者育成
事業費
(工芸人材育
成事業）

　県は産地組合の申請に基づき、補助金を交付。各産地組合
が実施する後継者育成研修に対して補助する。
　平成28年度は、6産地組合は実施する事業を予定する。（うち
離島産地は、宮古島、石垣島で各3名の育成を予定）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　平成27年度は宮古上布が１名、八重山ミンサーが３名の修了生を輩出した。
今回の事業で各産地の後継者が輩出され、若手従事者が増えることで産地の生産量の増が見込
まれる。 　これらの人材は、研修終了後は産地組合の共同作業場を拠点として、生産活動に従事
し、各々の産地組合と協働で新製品開発や需要開拓などを行い、業界活性化・振興のために従事
することとなる。

※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年度は宮古上布が１名、八重山ﾐﾝｻｰが3名の修了生を輩出した。今回の事業で各産地
の後継者が輩出され、若手従事者が増えることで産地の生産量の増が見込まれる。
　今回は、宮古産地において受講予定者が、1名都合で辞退したため、やや遅れとなった。
　育成した人材は、研修終了後は産地組合の共同作業場を拠点として、生産活動に従事してお
り、業界活性化・振興のために活躍している。

平成28年度計画

事業名 活動内容

産地組合への補助及び後継者を育成する。
離島２組合（宮古島、石垣島）
４名（宮古島１人、石垣島３人）

活動状況 活動実績値

後継者育成
事業費

事業名 活動内容

担当部課 商工労働部　ものづくり振興課

　県は宮古及び八重山地区の産地組合の申請に
基づき、補助金を交付した。産地組合において後
継者育成研修を実施し、平成27年度は宮古地区1
名、石垣地区３名を育成した。

平成27年度実績

年度別
取組予定

取組内容

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

　従事者の確保及び育成を図ることを目的に各産地が行う後継者育成事業に対する補助。

主な取組 工芸産業における後継者等人材の育成

施策（中項目） 離島を支える多様な人材の育成・確保

◎ものづくり産業については、中小・零細の企業が大部分を占めていることや、生産技術
の高度化が立ち遅れている現状を踏まえ、離島を含む県内のものづくり産業が本県の経
済振興を担う移出型産業として成長していくためには、県外海外との競争に打ち勝つ、高
付加価値な製品を提供していく必要があり、その源泉となる企業、産地におけるものづくり
技術者の育成が求められている。

施策（小項目） ―

対応する
主な課題

織物産地組合の後継者育成事業への補助



（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

99
415人
（22年）

402人
（26年）

430人 △13人
1,799人
（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）

・技術・技法の研修終了後、継続的に生産活動ができる環境作り（作業場の提供、新商品開発手法の
講習会開催など)をすることで起業化に向けた支援を充実し、定着を促進する。
・育成した人材が充分な収入を得られるよう、技術研修に加え、経営やマーケティング、販売等に関する
知識を習得できるよう、研修内容の充実を図る必要がある。

・育成した人材が一定水準の収入が得られ、継続的に従事できる環境の整備が求められていることか
ら、一定の技術水準に達するまでは、産地組合において生産環境を提供するなど、長期スパンによる
指導体制を構築する。
・その後、起業化支援(製品開発、消費者動向の把握などの指導）事業を通して販売促進や販路開拓に
繋がる取組を行う。
・製作技術以外の経営・販売の知識を習得できるよう、研修内容の充実を図る。

離島の工芸産業従事者数

参考データ（離島分） 離島の現状

-

　県内工芸産業は、高齢化による従事者の減少に加え、個人事業者が多く家庭の事情で一時休
業するといった事例も多いことから、年によって従事者の変動幅が大きい。後継者育成の取組み
を進めるとともに、休業者の再就労等、安定的生産体制の確立を図ることで、Ｈ28目標達成を目
指す。

○内部要因

○外部環境の変化
・技術習得が十分でなく、自身での商品作りに不安を持った状態にあるため、販売促進や販路開拓まで
は取り組む状態にない。
・育成した人材が低収入や長期間を要する技術・技法の習得などにより、定着しない。
（長期間の技術習得は、産地組合からの発注業務を増やすことで技術習得の機会を作る必要がある。）
・新石垣空港の開港に伴う、観光客の増加で、関連業への就労環境も落ち着き、新たな人材が織物業
へ就労希望する者が増加傾向となっている。

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

①育成した人材が一定水準の収入が得られ、継続
的に従事できる環境の整備が求められていること
から、一定の技術水準に達するまでは、産地組合
において生産環境を提供するなど、長期スパンによ
る指導体制を構築する。
②起業化支援(製品開発、消費者動向の把握など
の指導）事業等を通して販売促進や販路開拓に繋
がる取組を行う。
③製作技術以外の経営・販売の知識を習得できる
よう、研修内容の充実を図る。

①②③各事業協同組合が実施機関となる本事業
を継続するとともに、研修内容に技術力の向上及
び製品開発企画のために専門家を活用した技術
習得カリキュラムを導入した。さらに販路拡大のた
めの流通業界の専門家による講習会、セミナーな
どに積極的に参加するようにした。
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離島振興

計画記載頁
123

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
600名
高度IT講座
受講者数

→
県

民間

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

129,028 123,288
一括

交付金
（ソフト）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　プレ講座等の座学講座は沖縄本島で提供されているが、業務獲得に向けて業務先の
企業で行うOJT講座等もあり、受講者のニーズに対応した講座の提供が可能である。今
後も引き続き市場調査やIT関連企業の要望の確認等を行い、より良い講座が提供でき
るよう取り組んでいく。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　高度IT講座受講者数は計画の600名を上回る978名となっており、取組は「順調」であ
る。
　当該講座を通して受講者のプロジェクトマネジメントやマーケティング等の知識や技術
が高度化、強化され、より大きな案件も獲得できるようになってきた。なお、当該講座を通
して受講者が獲得した受注額の合計は、約3.1億円となっている。

活動状況 活動実績値

　県内企業の新たなITビジネスの開拓、創出、拡大に向けた高
度人材の育成に取り組んでいる。

　本事業における各講座は離島地域
を含め県内全域で提供できるが、離
島地域のIT関連企業については、当
該講座の活用には至っていない。

事業名 活動内容

IT人材力育
成強化事業

　県内IT関連団体の要望を受け、早期に人材育成
事業を開始し、県内ITエンジニアの知識や技術力
の高度化・強化を図る講座を年間165回（受講者
数978名）開講した。

担当部課 商工労働部　情報産業振興課

平成27年度実績

取組内容
　県内IT関連産業を、これまでの業務受注型のビジネスモデルから業務提案型のビジネ
スモデルへの転換を図るため、高度IT技術者の育成のみならず、プロジェクトマネー
ジャー等、企画からシステム保守まで一貫して行うことができる人材の育成に取り組む。

年度別
取組予定

主な取組 ＩＴ人材力育成強化事業

対応する
主な課題

◎離島における事業者においては、沖縄本島で開催される社外の人材育成講座や派遣
研修等に従業員等を参加させようにも旅費等の経費負担が大きく、機会が得にくいのが
現状である。
◎離島の持つ独特な自然、文化資源や健康長寿などのソフトパワーは、次世代の産業
を創り出す資源として大きなポテンシャルを秘めているが、これらを事業化、産業化に結
びつけるノウハウをもった人材が少なく、新産業の創出や既存産業の高度化を効率的・
持続的に進めるためには、県内資源を適切にコーディネートできる人材の育成が求めら
れている。

施策（中項目） 離島を支える多様な人材の育成・確保

施策（小項目） －

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

県内ＩＴエンジニアの知識や技術の高度化・強化のための人材育成講座実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

137,022
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

100
２事業所
（23年度）

５事業所
（27年度）

６事業所 ３事業所
842事業所
（27年度）

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

IT人材力育成
強化事業

・１講座あたりの費用を抑え、より多くの講座を開講するためにも、引き続き県内IT関連講師の育成に
力を入れ、県内講師の派遣を増加させる必要がある。
・県内の高度ＩＴ人材がどの程度増えたかを見える化するとともに、本事業終了後の展開を検討する必
要がある。
・県内IT関連企業の業務繁忙期と重ならないよう、提供する講座の時期や期間等を検討する必要があ
る。

平成27年度の取組改善案 反映状況

―

　県内ITエンジニアの知識や技術力の高度化・強化を図るため、年間
約140講座の開講を予定している。

参考データ（離島分） 離島の現状

①人材育成講座の早期実施の要望については，
年度前公募の実施等、事業実施体制を見直すこと
で、引き続き年度当初からＩＴ人材育成の講座を開
始する。
②講座受講者の中から、講師人材を発掘して育成
を行うとともに、県内IT関連団体と連携して県内の
IT関連企業における講師人材等について調査を実
施する。
③新たに資格取得講座を開講し、県内ＩＴ人材のス
キルアップを図るとともに、県内ＩＴ企業の資格保有
者の調査を実施し、今後の比較資料として活用す
る。

①年度前公募を実施し、早期にIT人材育成の講
座を開始した。
②県内の講師人材を確保するため、講座受講者
の中から講師人材を発掘して育成を行っており、
実際に講座受講者が講師となる事例も現れてきて
いる。また、県内IT関連団体と連携し、県内のIT関
連企業における講師人材等について調査を実施
することを検討しているところである。
③新たに資格取得講座を開講し、県内ＩＴ人材の
スキルアップを図った。また、資格取得講座受講
者（県内ＩＴ企業）を対象に資格保有状況を調査し
ているところである。

情報通信関連企業の立地事業
所数

・引き続き、講座受講者の中から講師人材を発掘して育成を行うとともに、県内IT関連団体と連携して
県内のIT関連企業における講師人材等について調査を実施する。
・平成27年度から開講した資格取得対策講座等により県内ＩＴ人材のスキルアップを図るとともに、県内
ＩＴ関連企業における資格保有状況等を調査・分析し、本事業を含めた今後の展開に役立てる。
・講座の開講にあたっては、受講対象企業のニーズに合った時期や期間等を調整して実施する。

　平成28年１月１日現在、宮古島市及び石垣市に立地する情報通信関連企業の事業所数は５
事業所となっており、基準値である平成23年度から３事業所の増となっている。

○内部要因
・県内の指導者育成プログラムが不十分なこともあり、県内にIT関連講師が少ないことから、IT技術者
に加えてIT関連講師の育成が必要である。
・県内の高度ＩＴ人材がどの程度増えたかを表す指標がないため、「人材育成の見える化」が課題と
なっている。
・本事業は、平成28年度が事業期間の最終年度となる。

○外部環境の変化
・県内ＩＴ関連企業の業務受注件数が増加しており、企業が人材育成（講座受講）よりも業務の受注を
優先していることから、受講者が集まりにくい状況が続いている。

平成28年度計画

事業名 活動内容



(5)

―

470
離島振興

計画記載頁
123

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

77件
助成団体数

50件 50件 50件 50件

→ 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

105,955 103,754
一括交付

金
（ソフト）

対応する
主な課題

◎離島における事業者においては、沖縄本島で開催される社外の人材育成講座や派遣
研修等に従業員等を参加させようにも旅費等の経費負担が大きく、機会が得にくいのが
現状である。

主な取組
観光人材基礎育成事業(世界に通用する観光人
材育成事業）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

施策（小項目） ―

施策（中項目） 雇用を支える多様な人材の育成・確保

　事業者が更に実施しやすいように改善を行ったことにより、計画値50件に対し大幅に上
回る64件の実績となった。そのうち、離島への研修支援件数は17件、全体の約13%であっ
た。事業者が必要とする課題に応じた研修支援を行うことができた。

平成27年度取組の効果

着手

取組内容
　 国際観光地としての沖縄の評価の向上を目指し、国内外の観光客が満足する質の高
いサービスを提供できる人材を育成・確保するため、観光人材育成に関する研修事業を
行う民間企業等の自主的な取組に対し支援を行う。

研修実施事業者数

活動状況 活動実績値

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

推進状況

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

社会人基礎・接遇マナー、中間層向けコーチング・
マネジメント、インバウンド対応、ガイド、ダイバー
向け安全教育などの人材育成研修を行った。

研修実施事業者数64件
（うち離島11件:伊江島2、宮古島1,竹

富島2,久米島6,）

年度別
取組予定

平成27年度実績

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
　事業者が更に実施しやすいように改善を行ったことにより、計画値50件に対し大幅に上
回る64件の実績となった。そのうち、離島への研修支援件数は17件、全体の約13%であっ
た。事業者が必要とする課題に応じた研修支援を行うことができた。

企業・団体による観光産業従事者への研修を支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

123,882
一括交付

金
（ソフト）

（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

44.5%
(25年度）

45.5%
(26年度）

↗
45.5%

(26年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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

・外国人観光客の急増（H26→H27対前年度比69.4%増）により、語学及びインバウンド対応の必要性及
び重要性が高まっている。

沖縄の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況

①研修支援の方法について、派遣方式が好調で
あることから、引き続き実施する。その場合におい
て、あらかじめ講師により研修内容を連続した内容
によりパッケージ化し、事業者が選択する方法を採
用することで、より継続的・効果的な研修実施方式
へと改善を行う。
②よりレベルの高い研修を実施するため、業種ごと
に中核人材となる受講者を募集し、高度な集合型
研修を実施する。

①より事業者が利用しやすいよう、Webサイト（講
師データベスサイト「育人」）の改修等を行い、申
請手続の簡素化を図った。

②業種毎の業界経験年数5～10年の中核人材を
対象とした、高度集合型研修を実施した。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ

平成28年度計画

・より多くの事業者の研修支援ができるよう、研修支援方法の見直しを行う必要がある。

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

社会人基礎・接遇マナー、中間層向けコーチング・マネジメン
ト、インバウンド対応、ガイド、ダイバー向け安全教育などの人
材育成研修への支援を行う。

事業名 活動内容

・支援内容についてブラッシュアップを行い、、事業者の自主的な研修を促し、より多くの事業者へ研修
支援ができるよう効果的な研修支援方式へと改善を行う。

外国人観光客の満足度（外国語対応
力）

満足度は少しずつだが向上しており、研修支援の成果が徐々に現れてきたと考えられる。今後
も引き続き目標達成に向け、研修支援を実施する必要がある。

○内部要因

・学んだことを着実に身につけるため、一度限りではなく、継続的に研修を実施する必要がある。
・講師派遣については、平成27年度は受付期間の途中で予算に達し、受付を終了した。



(5)

―

471
離島振興

計画記載頁
85

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

1,673名
受講者数

1,800名 1,800名 1,800名

→
県

ＯＣＶＢ

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

105,955 103,754
一括交付

金
（ソフト）

対応する
主な課題

◎離島における事業者においては、沖縄本島で開催される社外の人材育成講座や派遣
研修等に従業員等を参加させようにも旅費等の経費負担が大きく、機会が得にくいのが
現状である。

主な取組 観光人材育成事業

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

施策（小項目） ― 

施策（中項目） 雇用を支える多様な人材の育成・確保

　講師派遣型研修において、131件の研修支援を実施し、受講者数が2,232名であった。
また、中核人材を対象とした集合型研修を4件開催、受講者数は76名であった。受講者
数は年々増加しており、観光関連企業の人材育成に貢献している。

平成27年度取組の効果

着手

取組内容
　国際観光地としての沖縄の評価の向上を目指し、国内外の観光客が満足する質の高
いサービスを提供できる人材を育成・確保するため、観光人材育成に関する研修事業を
行う民間企業等の自主的な取組に対し支援を行う。

　（一財）沖縄観光コンベンションビューローが設置している観光
人材育成センターにおいて、講師派遣型研修や集合型研修を
実施した。

活動状況 活動実績値

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

推進状況

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

接遇などの基礎研修、専門分野研修、英語・中国
語・韓国語等の語学研修の他、観光関連企業等
への集合型研修を実施した。

研修受講者数：2308名
（うち、離島受講者数233名）

年度別
取組予定

平成27年度実績

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
　講師派遣型研修において、131件の研修支援を実施し、受講者数が2,232名であった。
また、中核人材を対象とした集合型研修を4件開催、受講者数は76名であった。受講者
数は年々増加しており、観光関連企業の人材育成に貢献している。

講師派遣・集合研修等を
通じた観光産業従事者
のスキルアップ支援

ＯＣＶＢ実施による観光産業従事者へ
の研修事業を補助



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

123,882
一括交付

金
（ソフト）

（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

300名
(24年度見込）

2,308名
(27年度）

1900名 ↗
2,308名
(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）

○外部環境の変化

・外国人観光客の急増（H26→H27対前年度比69.4%増）により、語学及びインバウンド対応の必要性及
び重要性が高まっている。

沖縄の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況

①平成27年度はOCVBへの補助事業を終了し、現
在実施している委託事業に一本化する。

②よりレベルの高い研修を実施するため、業種ごと
に各事業者から受講者を募集し、高度な集合型研
修を実施する。

①補助事業については終了し、委託事業への一
本化を行った。

②業種毎の業界経験年数5～10年の中核人材を
対象とした、高度集合型研修を実施した。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ

平成28年度計画

・より多くの事業者の研修支援ができるよう、研修支援方法の見直しを行う必要がある。

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

接遇などの基礎研修、専門分野研修、英語・中国語・韓国語等
の語学研修への支援の他、観光関連企業等への集合型研修
を実施する。

事業名 活動内容

・支援内容についてブラッシュアップを行い、、事業者の自主的な研修を促し、より多くの事業者へ研修
支援ができるよう効果的な研修支援方式へと改善を行う。

観光人材育成研修受講者数(累計）

　研修受講者数については毎年増加しており、既にH28目標値を達成しており、順調である。
　満足度は少しずつだが向上しており、研修支援の成果が徐々に現れてきたと考えられる。今
後も引き続き目標達成に向け、研修支援を実施する必要がある。

○内部要因

・学んだことを着実に身につけるため、一度限りではなく、継続的に研修を実施する必要がある。
・講師派遣については、平成27年度は受付期間の途中で予算に達し、受付を終了した。



(5)
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472
離島振興

計画記載頁
124

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
2地区（宮
古、八重
山） → 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

7,982 7,403 県単等

施策（中項目） 離島を支える多様な人材の育成・確保

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

平成27年度実績

施策（小項目） ―

主な取組 アグリチャレンジ普及推進事業

対応する
主な課題

◎離島の持つ独特な自然、文化資源や健康長寿などのソフトパワーは、次世代の産業
を創り出す資源として大きなポテンシャルを秘めているが、これらを事業化、産業化に結
びつけるノウハウをもった人材が少なく、新産業の創出や既存産業の高度化を効率的・
持続的に進めるためには、県内資源を適切にコーディネートできる人材の育成が求めら
れている。

取組内容
　離島において、農産物の加工や販売を行うなど経営の6次産業化に取り組む農業者に
対し、新商品開発支援や機器・機材等施設整備支援、加工技術支援を行う。

年度別
取組予定

担当部課 農林水産部営農支援課

事業名 活動内容

アグリチャレ
ンジ普及推

進事業

・農産加工等の研修会・講座の実施：
13回（2地区）（宮古 8回、八重山5回）
・マッチング活動を通した既存商品のブラッシュ
アップ：　　14商品（宮古 2商品、八重山 12商品）

活動状況 活動実績値

　農業経営の６次産業化に取り組む農業者等に対し、新商品開
発のための講座やブライダル及びギフトカタログ用に向けた商
品のブラッシュアップ、販売強化に必要な商品仕様書の作成、
販売活動支援等、各種研修会等を実施した。

・新規起業者の育成　3起業（宮古 2
起業、八重山 1起業）
・新商品開発支援9商品（宮古 2商
品、八重山7商品）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　2地区（宮古、八重山）で衛生管理や品質管理、土産やギフト用等に向けた新商品開発
のための研修会・講座を13回（宮古 8回、八重山 5回）実施し、3名の新規起業者が育成
され（宮古 2起業、八重山 1起業）、9品の新商品（宮古 2商品、八重山 7商品）が開発さ
れた。マッチング活動では、ブライダルギフト用に4商品（宮古 1商品、八重山 3商品）、ギ
フトカタログ用に10商品（宮古 1商品、八重山 9商品）をブラッシュアップし、販路開拓をす
ることで農家所得の向上や農村地域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

　平成27年度は、宮古、八重山地区において農産加工等に関する講座等を開催し、延べ
174人（宮古 108人、八重山66人）が受講した。結果、新規に3人の起業者が育成された
（宮古 2起業、八重山 1起業）。ブライダルギフト用に4商品（宮古 1商品、八重山 3商
品）、ギフトカタログ用に10商品（宮古 1商品、八重山 9商品）がブラッシュアップされ、新
たな販路開拓につながり農家所得の向上を図ることができた。

農産物の加工や販売等6次産業化に取り組む農業者の支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

9,422 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

  3地区
（25年）

 0地区
（26年）

 1地区
（27年）

→
2地区
（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

アグリチャレ
ンジ普及推

進事業

・商品開発支援（2地区：宮古、八重山）
・マッチング活動実施

平成27年度の取組改善案 反映状況

①これまで開発された商品を新たに土産やギフト
用にブラッシュアップし、新商品開発の支援と農業
所得の向上に取り組むとともに、新規起業者の育
成についても、引き続き取り組んで行く。

①2地区（宮古、八重山）で3名の新規起業者が育成さ
れ（宮古 2起業、八重山 1起業）、9品の新商品（宮古 2
商品、八重山 7商品）が開発された。マッチング活動で
は、ブライダルギフト用に4商品（宮古 1商品、八重山 3
商品）、ギフトカタログ用に10商品（宮古 1商品、八重山
9商品）をブラッシュアップし、販路開拓をすることで農家
所得の向上や農村地域の活性化を図ることができた。

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

・これまで開発された商品を新たに土産やギフト用にブラッシュアップし、新商品開発の支援と農業所
得の向上に取り組むとともに、新規起業者の育成についても、引き続き取り組んで行く。

加工機材の整備支援

　25年～27年にかけて加工機材の整備支援を4カ所（八重山 1件、宮古 2件、久米島 1件）で実
施し、経営の6次産業化に取り組む意欲的な女性農業者に対し、衛生管理、品質管理等の支援
ができた。

○内部要因
・小規模経営のため販路開拓が厳しく、地域内流通に留まっている状況。新たに土産やギフト用に開
発して販路開拓に取り組んでいく必要がある。

○外部環境の変化
・離島においては輸送コストがかかることから輸送コストも含めた販路開拓の手法を実証していく必要
がある。

・引き続き、６次産業化に取り組む農業者を支援するとともに、他産業と連携し、商品のブラッシュアッ
プと周知を図りながら新たな販路開拓につなげる必要がある。



(5)

―

473
離島振興

計画記載頁
124

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
78人新規就
農者の確保

→
県・市町村

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

350,258 332,632
一括

交付金
（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

252,657
一括交付

金
（ソフト）

・前年同様に新規就農者に対する相談窓口の設置するとともに、研修生受入農家の支
援、初期投資の支援等により、就農相談から定着に向けた一連の支援を行うことで、新
規就農者数349名の育成・確保に繋がった。

沖縄県新規
就農一貫支

援事業

・地区推進会議の開催
・新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイザーの配置
・研修生受入農家等への助成
・農業機械や施設などの初期投資への支援

事業名 活動内容

平成28年度計画

順調

着手
　就農希望者の研修において、研修生の受入農家等への助成をはじめ就農相談から就
農定着に向けた取組の支援により、離島地域における新規就農者128人（単年度計画78
名に対し164％の増）を育成・確保できた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

・地区推進会議の開催
・新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイザーの配置
・研修生受入農家等への助成
・農業機械や施設などの初期投資への支援

・地区推進会議の開催
・新規就農コーディネーター及び農産
加工アドバイザーの配置(宮古島市)
・研修生受入農家等への助成（宮古
島市4名、竹富町１名）
・農業機械や施設などの初期投資へ
の支援（伊江村2名、久米島町5名、
宮古島市8名、石垣市2名、竹富町1
名、与那国町3名）

推進状況 平成27年度取組の効果

主な取組 沖縄県新規就農一貫支援事業

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

取組内容

意欲ある就農希望者を長期的に育成・確保するため、就農相談等に対応する人材の配
置や技術向上に向けた研修施設の整備や研修生（新規就農希望者）の受入体制の強化
をはじめ、就農定着に向けた支援として、就農５年未満を対象した農業用機械等の助成
支援を行う。

年度別
取組予定

担当部課

対応する
主な課題

○離島地域は、沖縄本島同様に農業従事者の高齢化と担い手不足が課題であるととも
に、本島と比べ農業依存が高いため、より新規就農者の育成・確保などの多様な人材育
成が重要である。

農林水産部　営農支援課

事業名 活動内容

沖縄県新規
就農一貫支

援事業

・地区推進会議の開催
・新規就農コーディネーター及び農産加工アドバイ
ザーの配置(宮古島市)
・研修生受入農家等への助成（宮古島市4名、竹
富町１名）
・農業機械や施設などの初期投資への支援（伊江
村2名、久米島町5名、宮古島市8名、石垣市2名、
竹富町1名、与那国町3名）

施策（中項目） 離島を支える多様な人材の育成・確保

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

―

390人

就農希望者の就農相談から研修、就農定着までを一貫して支援



（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

7
78人

（H22年）
549

（ H27年）
390人 471人

1,459
（ H27年）

傾向 沖縄の現状

74人
（ H24年）

69人
（26年）

70人
（27年）

→
237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）

新規就農者数(離島）【累計】

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

①今後も、青年就農給付金、農地集積関連事業な
ど、関連施策事業を活用し、新規就農者の育成・
確保に向け、引き続き取り組む。

②就農コーディネーターのスキルアップを行うた
め、就農コーディネーターとの情報交換はもとよ
り、新規就農希望者への情報提供資料作成や各
市町村等に就農に関する施策等について、就農
コーディネーターを対象に研修会や担当者会議を
実施する。

①相談内容に応じて各種事業を紹介するなど関
連施策事業と連携し、新規就農者の育成・確保に
取り組んだ。

②普及機関との意見交換会を実施した。また、研
修会等は実施していないが、事業要件の変更等
に併せて説明会を実施、情報の共有を図った。

主な取組に対応する成果指標

・引き続き、本取組の他、各々の新規就農者に状況に応じて、青年就農給付金、農地集積関連事業等
の関連施策事業の活用も含めて、新規就農者の育成・確保に取り組む。

・JAや農業会議等に配置された就農コーディネーターのスキルアップを行うため、就農コーディネー
ターとの情報交換や担当者会議を実施する。

離島における新規青年農業者
　　（15歳以上～40歳未満）

※H26年以降は18歳以上～45歳未満

離島における新規就農者数は年々増加傾向にあり、目標値である390人を既に達成している。
その要因として、新規就農者に対する相談から就農定着に向けての一貫した支援が充実したこ
とが、年間100人程度の新規就農者の育成・確保につながっている。新規就農者に占める青年
（45歳未満）についても毎年70名程度で推移している。

○内部要因
・要件の変更により、これまで支援対象となっていた者が当事業の対象から外れることとなるが、他の
関連する事業等での支援も可能で有り、継続して、新規就農者各々の状況に応じた支援の必要があ
る。

○外部環境の変化
・農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加、産地間競争等により厳し
くなっている。

・事業や情勢の変化が激しいこと、また各地域毎に事情が異なることから、新規就農コーディネーター
と普及機関やその他関係機関との連携を強化する必要がある。



(5)

―

474
離島振興

計画記載頁
124

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

市町村
公社

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

102,000 71,244
各省
計上

施策（中項目） 離島を支える多様な人材の育成・確保

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

平成27年度実績

施策（小項目） ―

主な取組 青年就農給付金事業

対応する
主な課題

◎離島の持つ独特な自然、文化資源や健康長寿などのソフトパワーは、次世代の産業を創り出す
資源として大きなポテンシャルを秘めているが、これらを事業化、産業化に結びつけるノウハウを
もった人材が少なく、新産業の創出や既存産業の高度化を効率的・持続的に進めるためには、県
内資源を適切にコーディネートできる人材の育成が求められている。

取組内容
　新規就農希望者又は就農直後5年以内の新規就農者に対する給付金の給付を行うこ
とにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図
る。

年度別
取組予定

担当部課 農林水産部営農支援課

事業名 活動内容

青年就農給
付金事業

【準備型】
　新規就農希望の研修者への給付金の給付
（研修先とのマッチング、年2回の公募、半年ごと
の研修状況確認）平成26年度と同様に5名に給
付。
【経営開始型】
　就農直後5年以内の経営の安定しない新規就農
者に対する給付金の給付
（経営改善指導、半年ごとの就農状況確認を行う
給付主体である市町村への指導及び給付対象者
への農業栽培に関する技術支援等）平成26年度
107名に対し、70名に給付。

活動状況 活動実績値

・対象希望者に向けての周知、公募、検討委員会及び給付。市
町村、　関係団体に対して周知及び市町村への補助金の交付、

取りまとめ。
給付金の給付：75人

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

・将来農業の担い手となり、沖縄県の農業を牽引していく新規就農希望者の就農前の研
修期間中に給付する準備型においては、5名に給付を行った。（宮古島４件、西表島１件）
・就農直後5年以内の新規就農者に給付する経営開始型については、70名となった。(伊
江島13件、伊是名島３件、南大東島４件、北大東島１件、久米島９件、宮古島14件、石垣
島15件、西表島６件、黒島１件、波照間島１件、与那国島３件)
・本事業は、給付対象者及び事業実施担当者への周知を図り、新規就農希望者が本事
業を知り、実施担当者が円滑に事業進めることが重要である。そこで、八重山地区にお
いて、関係機関への説明会を行い周知を図った。また、細かい案件や質問等に関して
は、訪問または来庁してもらい、直接話合いを設ける場を作り調整及び相談を行った。
・さらに、八重山地区の給付対象者に確認事項の説明を行った。
・その結果、多くの新規就農者及び就農希望者が本事業を活用し、担い手の確保に繋
がっている。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

・将来農業の担い手となり、沖縄県の農業を牽引していく新規就農希望者の就農前の研
修期間中に給付する準備型においては、5名に給付を行った。（宮古島４件、西表島１件）
・就農直後5年以内の新規就農者に給付する経営開始型については、70名となった。(伊
江島13件、伊是名島３件、南大東島４件、北大東島１件、久米島９件、宮古島14件、石垣
島15件、西表島６件、黒島１件、波照間島１件、与那国島３件)
・本事業は、給付対象者及び事業実施担当者への周知を図り、新規就農希望者が本事
業を知り、実施担当者が円滑に事業進めることが重要である。そこで、八重山地区にお
いて、関係機関への説明会を行い周知を図った。また、細かい案件や質問等に関して
は、訪問または来庁してもらい、直接話合いを設ける場を作り調整及び相談を行った。
・さらに、八重山地区の給付対象者に確認事項の説明を行った。
・その結果、多くの新規就農者及び就農希望者が本事業を活用し、担い手の確保に繋
がっている。

就農前後の青年新規就農者の就農定着を図るための給付

金を給付



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

207,834
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

7
78人

（H22年）
549

（ H27年）
390人 471人

1,459
（ H27年）

傾向 沖縄の現状

74人
（H24年）

69人
（26年）

70人
（27年）

→
237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）

平成28年度計画

事業名 活動内容

青年就農給
付金事業

【準備型】
　新規就農希望の研修者への給付金の給付
（研修先とのマッチング、年2回の公募、半年ごとの研修状況確
認）
【経営開始型】
　就農直後5年以内の経営の安定しない新規就農者に対する
給付金の給付
（経営改善指導、半年ごとの就農状況確認を行う給付主体であ
る市町村への指導及び給付対象者への農業栽培に関する技
術支援等）

平成27年度の取組改善案 反映状況

・毎年、新規就農者78人超を維持するため、市町
村に配置された就農コーディネーターを活用し、新
規就農者のみならず、受け入れ先や一般農家に対
しても、本事業及び関連事業の周知、誘導を進め
る。
　
・要領等の改正に伴い、新たに本事業の情報共有
する必要があること及び、担い手の育成・確保を図
るため、市町村、JA、農家代表等で構成する「沖縄
県農でグッジョブ推進会議」等を開催し、各関係機
関の取組み状況の把握と今後の支援対策を共有
し、新規就農者や認定新規就農者等の育成に取
組む。

・関係機関の情報共有化を図るため、オンライン情
報共有システムの利用促進を図る。

・毎年、新規就農者78人超を維持するため、市町
村に配置された就農コーディネーターを活用し、新
規就農者のみならず、受け入れ先や一般農家に
対しても、本事業及び関連事業の周知、誘導を進
めた。
　
・要領等の改正に伴い、新たに本事業の情報共有
する必要があること及び、担い手の育成・確保を
図るため、市町村、JA、農家代表等で構成する
「沖縄県農でグッジョブ推進会議」に参加し、本事
業について周知を図った。

・関係機関の情報共有化を図るため、オンライン
情報共有システムの利用促進を図った。

主な取組に対応する成果指標

新規就農者数(離島）【累計】

参考データ（離島分） 離島の現状

・毎年、新規就農者78人超を維持するため、市町村に配置された就農コーディネーターを活用し、新規
就農者のみならず、受け入れ先や一般農家に対しても、本事業及び関連事業の周知、誘導を進める。
　
・引き続き、要領等の改正に伴い、新たに本事業の情報共有する必要があること及び、担い手の育成・
確保を図るため、市町村、JA、農家代表等で構成する「沖縄県農でグッジョブ推進会議」等を開催し、
各関係機関の取組み状況の把握と今後の支援対策を共有し、新規就農者や認定新規就農者等の育
成に取組む。

・引き続き、関係機関の情報共有化を図るため、オンライン情報共有システムの利用促進を図る。

離島における新規青年農業者
　　（15歳以上～40歳未満）

　成果目標である新規就農者数は年々増加傾向にあり、目標値である5年間で390人を達成で
きた。増減の要因として、関連事業が充実し、就農相談の際に各種情報提供を行えたことが、
年間78人を超える新規就農者の育成・確保につながっている。

○内部要因
・5カ年間の目標値である新規就農者数390人超を維持するため、本取組だけでなく、新規就農一貫支
援事業等の関連事業等を活用し、就農相談や農地確保に向けた支援体制を強化する必要がある。

・新規就農や、事業に関しての問い合わせが多々ある。

○外部環境の変化
・農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加、産地間競争等により厳し
くなっている。そのような中では、関係機関の情報の共有化が必要であるが、十分になされていない。

・準備型においては、研修先の掘り起こしを行うため、受け入れ先についても本事業の理解を深めても
らう必要がある。

・開始型については、給付主体となる市町村間においての情報共有が少ないため、関係機関と連携
し、就農相談会等をとおし、新規就農希望者に広範囲の情報提供や各市町村等に就農に関する施策
等の説明会を行い、関係機関での情報の共有化を図る必要がある。



(5)

―

474-2
離島振興

計画記載頁
H26新規

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
78人新規就
農者の確保

→ 県等

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

12,297 10,908 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

15,053 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-6 雇用対策と多様な人材の育成・確保

取組内容
　本事業では、将来農業を希望する一般県民や農林高校生等の農業未経験者を対象
に、基本的な農業の座学や体験の実施や農業をしたい方に対する就農・就業相談会を開
催、新規就農向けの講座を開講するなど、就業機会の拡大を図る。

年度別
取組予定

施策（中項目） 離島を支える多様な人材の育成・確保

施策（小項目） ―

主な取組 就農サポート事業

対応する
主な課題

○ものづくり産業については、中小・零細の企業が大部分を占めることや、生産技術の高
度化が立ち遅れている現状を踏まえ、離島を含む県内のものづくり産業が、本県の経済
振興を担う移出型産業として成長していくためには、県外海外との競争に打ち勝つ、付加
価値な製品を提供していく必要があり、その源泉となる企業、産地におけるものづくり技術
者の育成が求められている。

担当部課 農林水産部　営農支援課

事業名 活動内容

就農サポー
ト事業

・就農相談員等の配置
・新規就農講座の開催

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

・就農相談員等の配置
・新規就農講座の開催

・就農相談（相談件数：宮古41件・八
重山23件）
・新規就農講座の開催（宮古：164人・
八重山：73人）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
就農相談や新規就農講座等の支援により、離島地域における新規就農者１２２人を育成・
確保できた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　就農希望者や農業未経経験者等の就農相談に対応する人材の配置や技術向上に向け
た農業大学校での実践研修（新規就農希望者）等を実施し、就農相談から就農までの道
筋をサポートすることで、新規就農者128人（計画に対し164％の増）を育成・確保できた。

就農支援強
化事業

・就農相談員等の配置
・新規就農講座の開催

事業名 活動内容

就農相談員の配置

新規就農講座

390人

就農相談員の配置

新規就農講座

390人



（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

7
78人

（H22年）
549

（ H27年）
390人 471人

1,459
（ H27年）

傾向 沖縄の現状

74人
（H24年）

69人
（H26年）

70人
（H27年）

→
237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）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①引き続き、就農コーディネーターと連携するととも
に、就農希望者等への栽培技術の向上に向け、指
導農業士等の先進農家や県立農業大学校への短
期研修、JA等の関係団体等の研修受入調整を強
化する。

②新規就農者及び新規就農希望者への技術研修
会の開催をはじめ、県立農業大学校への短期研修
やJA等の関係団体で、農業技術研修ができるチャ
レンジ農場等への周知及び誘導を行う。

①研修会を開催するとともに、新規就農コーディ
ネータと連携し、就農支援を行った。

②研修会や講座等について、ホームページでの周
知以外にも関係機関と情報を共有し、就農希望者
への周知に努めた。

・新規就農者等の栽培技術及び経営能力の習得を図るため、就農サポート講座において、基礎と実践
など、レベルを分けて実施できないか、カリキュラムの改善を検討する。

離島における新規青年農者数
(15歳以上～40歳未満）

※Ｈ26年以降は18歳以上～45歳未満

成果目標である新規就農者数は年々増加傾向にあり、目標値である5年間で390人を達成できる
見込みである。増減の要因として、関連事業が充実し、就農相談の際に各種情報提供が行えた
ことが、年間78人を超える新規就農者の育成・確保につながっている。

○内部要因
・新規就農者（新規参入者）は、栽培技術が不十分な状況にある。また、県内では、農業研修を受ける
施設が限られている。

○外部環境の変化
・農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少や高齢化、耕作放棄地の増加、産地間競争等により厳しく
なっている。

・就農希望者に対する講座において、2回に分けて行っているが、同一内容の講座で有り、内容を変え
ることで幅広いニーズに対応する必要がある。

主な取組に対応する成果指標

新規就農者数(離島）【累計】

参考データ（離島分） 離島の現状


