
番号 計　画　名 番号 政　策　目　標 番号 施　策 体系コード

1 観光振興計画 1 国際的海洋性リゾート地の形成 (1) 観光地の魅力の増進 010101

(2) 観光客の移動の円滑化 010102

(3) 公共施設の整備 010103

(1) 健康保養型観光の推進 010201

(2) 環境保全型自然体験活動の推進 010202

(3) 文化交流型観光の推進 010203

(4) 体験滞在・交流の推進 010204

3 コンベンション・アイランドの形成 (1) 国際会議等の誘致 010301

(2) コンベンション機能及び受入体制の充実 010302

(1) 観光客受入体制の確保 010401

(2) 沖縄の宣伝と観光客の来訪の促進 010402

(3) 観光の利便性の増進 010403

5 産業間の連携の強化 (1) 観光土産品対策と県産食材の安定供給 010501

(2) 観光関連サービス業の育成と連携の強化 010502

2 情報通信産業振興計画 1 情報通信産業の振興 (1)
情報通信産業振興地域制度及び情報通
信産業特別地区制度の活用

020101

(2) 通信コストの低減 020102

(3) 情報通信関連産業支援施設の整備 020103

(4)
国内外コンテンツ・先進的アプリケーション
の集積

020104

(5) 一元的な企業誘致・支援体制の構築 020105

(6)
情報通信関連産業に係る人材の育成・確
保

020106

(7) 情報通信分野に係る研究開発の促進 020107

(8) 情報通信基盤の整備 020108

3 農林水産業振興計画 1
おきなわブランドの確立と生産供給
体制の強化

(1)
戦略品目の生産拡大によるおきなわブラ
ンドの確立

030101

(2) 安定品目の生産供給体制の強化 030102

2 流通・販売・加工対策の強化 (1)
流通・販売・加工対策の強化と観光産業と
の連携強化

030201

(2) 食品の安全性の確保 030202

(3) 製糖企業の経営体質強化 030203

(1) 担い手の育成・確保 030301

(2) 農協、森林組合、漁協の経営基盤の強化 030302

(3) 金融制度と共済制度の充実 030303

(4) 価格制度の充実 030304

4 農林水産技術の開発・普及 (1) 新技術の開発と試験研究機関の整備 030401

(2)
農林水産業技術の普及と情報システムの
整備・強化

030402

4

3
農林水産業・農山漁村を支える担
い手の育成・確保

国民の総合的な健康保養の場の形
成と体験・滞在型観光の推進

国内外の観光客受入体制の整備と
誘客活動の強化

2

施策体系表



番号 計　画　名 番号 政　策　目　標 番号 施　策 体系コード

(1) 農業の基盤整備 030501

(2) 森林の基盤整備 030502

(3) 水産業の基盤整備 030503

(1) 生活環境基盤と情報基盤の整備 030601

(2)
グリーンツーリズム等の促進と緑化の推
進

030602

7 環境と調和した農林水産業の推進 (1) 特殊病害虫の根絶と侵入防止等 030701

(2) 赤土等流出防止対策の推進 030702

(3)
土づくりと堆肥等の資源循環システムの
推進

030703

(4) 森林と漁場環境の保全 030704

4 職業安定計画 1
雇用機会の創出・拡大と求職者支
援

(1)
地域雇用開発促進法に基づく雇用開発の
促進と求職者支援

040101

(2) 沖縄特別雇用開発推進事業の推進 040102

(3) 雇用支援制度の活用促進 040103

(4)
地方公共団体による臨時・応急の雇用創
出

040104

(5) 雇用情勢への機動的な対応 040105

(1) 高齢者の就業機会の拡大 040201

(2) 障害者の就業機会の拡大 040202

(3) 女性の就業機会の拡大 040203

3 若年労働者の雇用促進 (1) 高校新規学卒者の就職支援 040301

(2) 大学生等新規学卒者の就職支援 040302

(3) 若年求職者の就職支援 040303

4 職業能力の開発と人材育成 (1) 事業主等による職業能力開発の促進 040401

(2)
公共職業能力開発施設等における職業
能力開発の充実

040402

(3)
多様な教育訓練資源を活用した職業能力
開発の拡充

040403

(4) 職業能力評価の拡充と技能振興 040404

(5) 重点産業を担う人材の育成 040405

5 働きやすい環境づくり (1) 労働時間の短縮と勤労者福祉の推進 040501

(2)
男女雇用機会均等法の周知と仕事と家庭
の両立支援

040502

(3) 安定的な労使関係の形成 040503

(1) 駐留軍等労働者の雇用の安定 040601

(2) 駐留軍関係離職者の再就職の促進 040602

亜熱帯・島しょ性に適合した農林水
産業の基盤整備

6
多面的機能を生かした農山漁村の
振興

5

6

高齢者・障害者等の就業機会の拡
大

2

駐留軍等労働者の雇用対策の推進



番号 計　画　名 番号 政　策　目　標 番号 施　策 体系コード

5 産業振興計画 1 製造業の再構築 (1) ものづくり基盤の強化と新製品の開発 050101

(2) 研究開発の促進 050102

(3) 県産品の市場占有率の向上 050103

(4) 産業の情報化 050104

2 オキナワ型産業の戦略的展開 (1) 重点産業の成長促進 050201

(2) 研究開発の促進 050202

(3)
沖縄型経営革新計画の積極的な承認及
び総合的支援体制の強化

050203

(4) ベンチャー企業等への金融支援強化 050204

3 企業の立地促進 (1)
特別自由貿易地域制度等を活用した加工
交易型産業の立地促進

050301

(2) 産業高度化地域への企業の立地促進 050302

(3) 金融業務特別地区への企業の立地促進 050303

(4) 立地企業に対する支援体制の強化 050304

4 販路開拓と物流対策 (1) 販路開拓の支援 050401

(2) 新たな物流システムの構築 050402

(3) 中小小売商業の活性化 050403

5 産業人材の育成・確保 (1) 産業人材の育成・確保 050501

6 国際交流・協力推進計画 1 国際交流・協力の推進 (1) 国際化に対応する人材の育成・確保 060101

(2) 国際化に対応する環境づくり 060102

(3) 国際交流・協力の推進 060103

2 世界各地とのネットワークの形成 (1) ウチナーンチュ・ネットワークの推進 060201

(2) 海外移住者等交流・支援 060202

7 環境保全実施計画 1 循環型社会の構築 (1) 廃棄物の減量化・リサイクル等の推進 070101

(2) 廃棄物処理施設等の整備促進 070102

(3) 不法投棄防止体制の強化 070103

(4) おきなわアジェンダ２１の推進 070104

(5) 環境影響評価制度の推進 070105

2 自然環境の保全・活用 (1) 自然環境保全地域指定の推進 070201

(2)
自然公園地域の指定、拡大、管理、整備、
利活用の促進

070202

(3) 多様な生物の生息・生育環境の保全 070203

(4) 環境教育の推進 070204

(5) 赤土等流出防止対策 070205

(6) 地球温暖化対策 070206

(7) 大気環境・騒音等対策 070207

(8) 水環境保全対策 070208

(9) ダイオキシン類等化学物質対策 070209

(10) 基地公害対策 070210



番号 計　画　名 番号 政　策　目　標 番号 施　策 体系コード

8 福祉保健計画 1 健康長寿の推進 (1) 健康長寿の推進 080101

(2) 母子保健の充実 080102

(3) 地域リハビリテーション支援体制の整備 080103

(4) 介護予防と生活支援 080104

(5) 健康づくりの推進 080105

（６） 健康福祉に寄与する都市公園の整備 080106

2
子どもが健やかに生まれ育つ環境
づくり (1) 母子保健の充実 080201

(2) 多様な保育サービスの提供 080202

(3) 仕事と家庭の両立支援 080203

(4) 児童の健全育成 080204

（５） 青少年の健全育成 080205

（６） 要保護児童等支援 080206

（７） ひとり親家庭等の自立支援 080207

3
高齢者が安心して暮らせる環境づく
り

(1) 地域リハビリテーション支援体制の整備 080301

(2) 介護予防と生活支援 080302

(3) 地域ケア体制の整備 080303

(4) 介護サービスの充実 080304

（５） 痴呆性高齢者対策 080305

（６） 老人福祉施設等整備 080306

（７） 高齢者の生きがい対策と社会参加の促進 080307

（８） 住宅性能水準の向上 080308

4
障害のある人が活動できる環境づく
り

(1) 障害者の自立と社会参加の促進 080401

(2) 障害児（者）施設整備 080402

(3) 心身障害児（者）の歯科治療の充実 080403

(4) バリアフリー化の促進等 080404

(5) 障害者の就業機会の拡大 080405

5 健康づくりと保健衛生の推進 （１） 健康づくりの推進 080501

（２） 歯科保健の推進 080502

（３） 疾病予防の対策 080503

（４） 難病のための対策 080504

（５） 有害生物対策 080505

（６） 動物愛護センターの施設整備 080506

（７） 健康危機管理体制の強化 080507

（８） 観光関連食品の衛生対策 080508

（９） 水道の整備 080509

6 保健医療体制の整備 （１） 医療提供体制の充実 080601

（２） 看護職員の確保と資質向上 080602

（３） 離島医療体制の拡充 080603

（４） 救急医療体制の充実 080604



番号 計　画　名 番号 政　策　目　標 番号 施　策 体系コード

7 地域福祉社会の形成 （１） ボランティア活動の推進等 080701

（２） バリアフリー化の促進等 080702

（３） 利用者本位の福祉サービスの推進 080703

（４） ハンセン病元患者の社会復帰支援 080704

（５） 相談機能の充実・強化 080705

（６） 母子保健の充実 080706

（７） 多様な保育サービスの提供 080707

（８） 児童の健全育成 080708

（９） 介護予防と生活支援 080709

9 教育推進計画 1
潤いと生きがいのある生涯学習社
会の形成

(1) 生涯学習推進体制の充実 090101

(2)
県民の学習ニーズに応える学習機会の拡
充

090102

2 (1) 豊かな心を培う教育の推進 090201

(2) 確かな学力を身に付ける教育の推進 090202

(3) たくましい心と体を育む教育の推進 090203

(4) 個性を大切にする教育の推進 090204

(5)
世界と手をつなぐグローバルな教育の推
進

090205

(6) 魅力ある学校づくりの推進 090206

3
国際社会に生きる人材及び情報活
用能力の育成

(1) 国際社会に活躍する人材育成の推進 090301

(2) 情報化に対応した教育の推進 090302

4
豊かな心を持ち、夢・実行力のある
青少年の健全育成

(1)
健やかな青少年を育む地域活動・体験活
動の拡充

090401

(2)
ユイマール精神でつなぐ学校・家庭・地域
社会の連携

090402

5 家庭・地域の教育機能の活性化 (1)
生き生きした活動を支え る社会教育基盤
の整備・充実

090501

(2)
時代のニーズに応える社会教育活動の充
実

090502

(3)
しつけ・心の触れあいのある家庭教育機
能の充実

090503

6
健康な体をつくり県民が輝くスポー
ツの振興

(1) 県民一人一人が輝く生涯スポーツの推進 090601

(2)
県民に夢と希望を与える競技スポーツの
推進

090602

(3) 社会体育施設の整備・充実 090603

7 豊かな感性を育む文化の振興 (1) 文化財の保護と活用 090701

(2)
文化施設の整備・充実 と芸術文化活動の
推進

090702

10 文化振興計画 1 (1) 歴史資料の編集と活用 100101

(2) 文化財保護・活用の推進 100102

(3) 伝統的な技能・技術・生活文化の伝承 100103

(4)
歴史と伝統文化を発信する施設・空間づく
り

100104

自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充
実

沖縄文化の源を確認できる環境づく
り



番号 計　画　名 番号 政　策　目　標 番号 施　策 体系コード

2 芸術を体感できる機会と環境づくり (1) 芸術鑑賞機会の提供 100201

(2)
優れた芸術鑑賞や創作活動を支える基盤
づくり

100202

(3) 文化情報提供の充実 100203

3 多様な創造活動を育む環境づくり (1) 多様な文化活動の支援 100301

(2) 県内外の文化交流の充実 100302

(3) 青少年のための環境づくり 100303

(4) トップアーチストを育む環境づくり 100304

4 文化の興隆を支える仕組みづくり (1) 文化を支援する体制の充実・強化 100401

(2) 取り組みを検証できる仕組みづくり 100402

(3) 産業につなぐ支援と仕組みづくり 100403

11 社会資本整備計画 1 産業振興を支援する社会資本整備 (1)
質の高い観光・リゾート地形成のための空
港整備

110101

(2)
質の高い観光・リゾート地形成のための港
湾整備

110102

(3)
質の高い観光・リゾート地形成のための陸
上交通基盤整備

110103

(4) 産業基盤施設の整備 110104

(5) 建設業の活性化 110105

(6)
モノレールとバスの合理的機能分担の促
進

110106

2 環境と調和した社会資本の整備 (1) 上水道の整備 110201

(2) 下水道の整備 110202

(3) 公園・緑地の整備 110203

(4) 住宅の整備 110204

(5)
都市計画マスタープランの充実と住民参
加

110205

(6)
市街地の整備（土地区画整理・再開発事
業）

110206

(7) 都市計画道路の整備 110207

(8) 都市モノレール等の整備 110208

(9) 河川の整備 110209

(10) ダムの整備 110210

(11) 砂防施設等の整備 110211

(12) 海岸保全施設等の整備 110212

3 持続的発展を支える基盤づくり (1) 空港の整備 110301

(2) 港湾の整備 110302

(3) 陸上交通基盤の整備 110303

(4) 安定した水資源の確保 110304


