
「★」　は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業
「新」　は新規に実施する事業

第１　沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して

事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（１）自然環境の保全・再生・適正利用

★ サンゴ礁の保全再生
サンゴ礁の再生のための実証事業や潮流シミュレーションモデル
の検討・構築、オニヒトデ駆除などサンゴ礁の生態系の保全・再生
を図る。

自然保護課
環境政策課

384,816

★
新

赤土等流出防止活動支援事業
赤土等の流出防止活動を行う団体への財政支援や環境教育ツー
ルの提供等を行う。

環境保全課 19,460

★
閉鎖性海域における堆積赤土等
の対策事業

閉鎖的な海域に堆積した赤土等の対策手法の検討を石垣島川平
湾をモデル海域にして実施する。

環境保全課 58,132

★ 自然環境に配慮した農業
農業における赤土等流出防止などに対する対策を推進し、自然環
境の保全に努める。

村づくり計画課
農地水利課
農村整備課
営農支援課

4,024,254

★ マングース対策事業
沖縄島北部地域におけるマングースの侵入防止及び捕獲を徹底
し、希少種等の生息分布域の回復を図る。

自然保護課 85,579

★
自然環境の保全・再生・防災機能
戦略的構築事業

自然環境再生指針の策定に向けた自然環境の変遷等の実態調
査・検討を行う。また、環境経済評価を取入れた費用便益計測手
法の制度向上を図るとともに、モデル事業を実施する。

環境政策課 72,609

★
新

世界自然遺産登録推進事業
琉球諸島の世界自然遺産登録を推進するため、イリオモテヤマネ
コ等希少種生息調査を行い、必要なデータを収集する。

自然保護課 34,222

（２）持続可能な循環型社会の構築

建設リサイクル資材認定制度（ゆ
いくる）活用事業

県内で発生する廃棄物を再資源化し製造された建設リサイクル資
材を認定（ゆいくる材）し、公共工事等において利用推進を図る。

技術管理課 10,400

再生水の利用促進
（水環境創造事業）

豊富にある下水処理水を新たな水資源として、水洗トイレ用水や
散水等の雑用水に有効利用することで、節水型リサイクル社会の
形成に資する。

下水道課 138,000

公共関与推進事業
地域の理解を得て、公共関与による産業廃棄物管理型最終処分
場の整備を目指す。

環境整備課 175,854

★ オガコ養豚普及促進事業
悪臭や汚水等環境負荷の低減効果に優れた「オガコ養豚」の普及
を推進する。

畜産課 78,917

★ 沖縄型畜産排水対策モデル事業
畜産排水規制に適切に対応するための処理技術の検討及び農家
等に向けた汚水浄化施設管理マニュアルの確立、普及を行う。

畜産課 30,234

（３）低炭素島しょ社会の実現

★
スマートエネルギーアイランド基
盤構築事業

再生可能エネルギー導入に伴う系統安定化対策技術等の実証実
験や、ＥＶ車及び省エネ住宅等の普及促進を図り、島しょ型スマー
トグリッドモデル地域の形成を目指す。

産業政策課 2,112,662

平成２５年度　重点施策事業一覧表
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

★
未利用資源・エネルギー活用促
進事業

海洋温度差発電技術に係る実証試験や波力発電などの海洋エネ
ルギーの利用可能性調査を実施する。

産業政策課 49,939

★
新

観光施設等の総合的エコ化促進
事業

観光関連事業者が行う省エネルギー等の環境対策への補助を実
施する。

環境政策課 130,560

（４）伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造

新 しまくとぅば県民運動推進事業
地域性・多様性のある「しまくとぅば」の普及促進を県民運動として
展開するための各種取組みを行う。

文化振興課 15,548

★
沖縄文化活性化・創造発信支援
事業

地域の伝統芸能・文化の保存継承、芸術文化の創造発信を行うた
め、地域の文化資源を活用した事業に対し支援を行う。

文化振興課 233,058

★
新

琉球王国外交文書等の編集刊行
及びデジタル化事業

琉球王国時代の外交文書「歴代宝案」の復元や琉球王国交流史
に関する資料の編集・刊行作業を行う。

文化財課 38,430

伝統芸能公演支援事業
沖縄の伝統芸能を鑑賞する機会をより多くの人々に提供できるよ
う、新進舞踊家や国の重要無形文化財保持者等の公演支援を行
う。

文化振興課 16,000

文化芸術地域振興支援事業
本島及び離島地域において芸術性の高いクラッシック音楽の鑑賞
機会を提供し、文化芸術の振興を図る。

文化振興課 13,538

★
新

空手道会館（仮称）建設事業
空手発祥の地・沖縄を国内外に発信するための拠点として、「空手
道会館（仮称）」を建設するため、管理・運営・展示計画の策定等を
行う。

文化振興課 20,000

★
新

文化発信交流拠点整備事業
国立劇場おきなわの機能を補完するため、周辺施設を整備し、沖
縄伝統芸能の活動拠点となる文化発信交流拠点を形成する。

文化振興課 16,138

（５）文化産業の戦略的な創出・育成

★
新

工芸産地組合高度化促進事業
本県における工芸産地組合の高度化及び次世代経営者を育成す
る。

ものづくり振興課 17,773

★
工芸コンテンツ産業活用促進事
業

伝統的な工芸技術、意匠などを「工芸コンテンツ」としてアーカイ
ブ」化を行い、伝統工芸品の形状・意匠を活用した新工芸品の開
発を行う。

工芸振興センター 30,000

★
工芸縫製・金細工技術者養成事
業

工芸縫製・金細工技術者を養成し、沖縄の工芸産業の振興を図
る。

工芸振興センター 20,075

★ 文化観光戦略推進事業
「沖縄文化観光戦略」に基づき、沖縄の文化・芸能等を観光資源と
して活用した観光振興の取組みを促進する。

文化振興課 111,026

★
新

アーツマネージャー育成事業
本県の文化芸術をマネジメントし社会に提供できる人材「アーツマ
ネージャー」を育成するため、県内外に研修生をOJT派遣する。

文化振興課 16,100

★
沖縄文化等コンテンツ産業創出
支援事業

投資ファンドによる作成資金の供給、製作段階に応じたサポート、
販路開拓支援、プロデューサーの育成など、沖縄文化等を活用し
たコンテンツ産業の振興を図る。

文化振興課 56,023
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（６）価値創造のまちづくり

村づくり交付金
農業生産基盤と農村生活環境の整備を総合的に行うことにより、
農村の持つ個性的で魅力ある村づくりを形成し、地域の活性化を
図る。

村づくり計画課
農村整備課

1,536,408

団体営中山間地域総合整備事業
自然・経済・社会的に不利な中山間地域の農業生産基盤及び生
活環境基盤の整備を総合的に実施し、沖縄らしい風景等の保全と
地域の活性化を図る。

村づくり計画課
農村整備課

520,561

★ 沖縄らしい風景づくり推進事業
普遍的観光資源である沖縄独特の風景・まちなみ景観の創生を図
るため、風景づくりに係る広報啓発、人材育成、技術開発等を行
う。

都市計画・
モノレール課

3,554

都市公園における風景づくり、緑
化等の推進

災害時の避難場所、環境緑化、バリアフリー化等の公園整備を行
う。

都市計画・モ
ノレール課

1,032,240

全島みどりと花いっぱい運動事
業

県民の緑化活動に対する支援や全島緑化の取組みへの普及啓
発、緑と花の名所づくり等の取組みを行う。

森林緑地課 10,000

（７）人間優先のまちづくり

都市公園安全･安心対策緊急支
援事業
（園路、広場等のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化）

老朽化した公園施設の再整備やバリアフリー化等を行い、利用者
がより安全で安心して利用できるよう整備を進める。

都市計画・
モノレール課

470,580

街路整備事業(真地久茂地線、胡
屋泡瀬線等)

安全で快適なゆとりある道路空間を創出するとともに、交通渋滞を
緩和し、物流・交通流の円滑化を図る。（４車線拡幅、歩道の設
置、緑陰の形成、無電柱化等)

道路街路課 5,493,335

沖縄都市ﾓﾉﾚｰﾙ延長整備事業
沖縄都市ﾓﾉﾚｰﾙについて、首里駅から西原入口（沖縄自動車道）
まで延長し、高速道路との連携による広域的な公共交通ネット
ワークの形成を図る。

都市計画・
モノレール課

6,967,776

モノレール旭橋駅周辺地区再開
発事業

モノレール旭橋駅周辺の再開発を実施し、県都那覇の玄関口とし
ての顔となる風格と豊かな都市空間の形成を図る。

建築指導課
企画調整課

11,000

市街地再開発事業等
（山里第一地区、農連市場地区）

都市再開発法、密集市街地における防災街区整備の促進に関す
る法律に基づく事業により、敷地の統合、公共施設の整備、防災
機能の改善等を行う。

都市計画・
モノレール課

180,970

第２　心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して

事業名（選定後） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（１）健康・長寿・おきなわの推進

健康づくり活動の推進

健康増進計画「健康おきなわ２１」に基づき、県民一体となった健
康づくり運動の推進や継続的な健康管理体制の整備などにより、
健康長寿おきなわを目指す。また、健康づくりに欠かせない食につ
いて普及啓発を図り、県民運動として食育を推進する。

健康増進課 108,549

★
沖縄県総合運動公園
プロサッカースタジアム事業

沖縄県総合運動公園陸上競技場の機能を維持しつつ、Ｊ2規格
サッカー公式戦を開催できるように改修する。

都市計画・
モノレール課

1,267,000
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

★
新

芝人養成事業
スポーツキャンプ誘致におけるインフラ整備として芝管理の専門知
識と技術を兼ね備えた人材を育成する。

スポーツ振興課 70,000

競技力維持・向上対策事業費
(公財)県体育協会を中心として各競技団体の充実・強化を図り、全
国及び国際的に活躍できるトップアスリートを組織的・計画的に育
成する。

スポーツ振興課 192,662

★
新

沖縄スポーツアイランド拠点会館
（仮称）整備支援事業

スポーツアイランド沖縄形成に資する「沖縄県スポーツアイランド
拠点会館（仮称）」を整備するため、沖縄県体育協会へ補助する。

スポーツ振興課 24,160

（２）子育てセーフティーネットの充実

★ 待機児童対策特別事業
待機児童の解消に向け、認可外保育施設の認可化移行及び質の
向上のための支援等を行う。

青少年・
児童家庭課

851,363

安心こども基金事業
保育所整備や保育士の処遇改善及び保育士研修など、子育て支
援に取組む。

青少年・
児童家庭課

6,759,074

★ 放課後児童クラブ支援事業
放課後児童クラブの公的施設活用等を促進し、環境の改善、質の
向上、利用者の負担軽減を図る。

青少年・
児童家庭課

165,006

児童健全育成補助事業費
放課後児童クラブへの支援など、子育てしやすい環境、子どもが
健やかに育つための環境の整備を図る。

青少年・
児童家庭課

701,550

地域子育て活動支援事業
地域において子育て支援活動に取組むＮＰＯ法人等に対し助成を
行う。

青少年・
児童家庭課

12,000

医療費の負担軽減
市町村が行うこども医療費助成事業費への補助、特定不妊治療
費の一部助成、県内医療機関で出生した新生児への先天性代謝
異常等検査等を実施する。

健康増進課 1,330,392

特別保育事業費等助成事業
市町村が実施する延長保育、特定保育、休日・夜間保育、病児・
病後児保育等に対し助成する。

青少年・
児童家庭課

957,300

★ 母子家庭等への支援
母子家庭や父子家庭等に対する医療費の一部助成及び母子家庭
等の自立促進・就業支援、技能習得支援や民間アパートを活用し
た「母子保護の実施」のモデル事業を行う。

青少年・
児童家庭課

437,204

児童虐待防止対策

専門家配置により保護者のカウンセリングなど、被虐待児童と家
庭への支援を行う。また、中央児童相談所へ「おきなわ子ども虐待
ホットライン」を開設し関係機関との連絡体制を整えるとともに、夜
間等に電話相談体制を充実することにより、児童虐待の未然防
止・早期発見に努める。

青少年・
児童家庭課

63,304

妊産婦を支える体制づくり
妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減のため妊婦健
康診査費の市町村への補助や、地域格差なく全ての妊産婦等が
安全・安心な妊娠出産ができるよう周産期医療体制を整備する。

健康増進課 183,645

青少年健全育成推進事業費
青少年の健全育成を図るため、深夜はいかい防止県民一斉行動
等による社会環境の浄化に取組むとともに、子ども・若者育成支援
ネットワーク及び支援体制の構築を図る。

青少年・
児童家庭課

16,323

少年非行防止対策の推進
学校、警察、地域が連携して少年の非行防止や立ち直り支援、非
行防止教室の開催など予防教育の充実を図り、非行少年を生まな
い社会づくりを推進する。

少年課 16,646
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（３）健康福祉セーフティーネットの充実

★
島しょ型福祉サービス総合支援
事業費

小規模離島における介護サービスの提供確保、基盤拡充を図るた
めの運営経費を支援する。

高齢者福祉
介護課

35,370

老人福祉施設整備事業費
特別養護老人ホーム等の老人福祉施設の新築、改築等の整備に
要する費用の一部を補助する。

高齢者福祉
介護課

493,762

高齢者権利擁護総合推進事業
認知症に対する理解の促進や地域医療の支援体制の構築を推進
し、住みなれた地域で生活できる環境づくりを進める。

高齢者福祉
介護課

4,689

新 若年性認知症対策推進事業
若年性認知症の実態調査や孤立しやすい若年性認知症の本人と
介護家族を支援するためのネットワーク構築のため、交流会等を
開催する。

高齢者福祉
介護課

4,932

地域支え合い体制づくり事業
自治体、住民組織、NPO法人等との協働による、地域資源を活用
したネットワークの整備、先進的事業の立ち上げ支援など、日常的
な支え合い活動の体制づくりに対し助成を行う。

高齢者福祉
介護課

87,832

地域生活支援事業

県内の相談支援体制の整備促進、専門性の高い広域的な相談支
援を実施する。また、障害がある人が社会参加などを通じて生活
の質的向上が図られるよう、支援者の養成や情報支援などの事業
を実施する。

障害保健福祉課 149,099

新
障害のある人が暮らしやすい地
域づくり推進事業

障害のある人が地域社会で活躍できる環境づくりのため、県民の
理解を深める啓発広報、市町村等と連携した権利擁護を推進する
体制構築など支援を行う。

障害保健福祉課 34,906

★ 障害者就労チャレンジ事業
障害者就労事業所の新規取引拡大等により、事業所全体の総売
上高の向上と就労拡大を支援し、地域での自立生活を実現する。

障害保健福祉課 50,886

重度心身障害者（児）医療費助成
事業

重度心身障害者の福祉の増進を図るため、重度心身障害者の医
療費助成事業を行う市町村に対し、補助金を交付する。

障害保健福祉課 1,104,918

がん患者家族等支援体制の強化

地域がん診療連携拠点病院及び支援病院において、がん医療従
事者研修事業、院内がん登録促進事業、がん相談支援事業、普
及啓発・情報提供事業等を行うことにより、がん医療水準の均てん
化を図る。

医務課 79,151

医師確保対策
医学生を対象にした離島医療体験実習を行うなど離島地域などの
医師不足の解消、勤務医の勤務状況の改善を図る各種施策を実
施する。

医務課 921,909

救急医療体制の充実
広域災害・救急医療情報システムを整備・運用した災害・救急医療
体制の強化や小児科医師等による小児患者の保護者らに対し電
話相談等を行う。

医務課 48,982

救急医療用ヘリコプターの活用
救急医療用ヘリコプターを活用した傷病者の救命率の向上や添乗
医師等の確保を図り、救急医療体制を強化・維持する。

医務課 282,022

看護師等確保対策
看護職員の養成、安定的な確保のため、養成所の運営補助、離
職防止、定着促進に向けた事業を行う。

医務課 315,557
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

特定市町村保健師等人材確保及
び活動支援

地域保健の円滑な実施を図るため、離島等小規模町村への保健
師等の人材確保やへき地保健指導所の運営費を補助する。

医務課 35,713

地域福祉推進事業
福祉サービス利用者の保護や福祉サービスの質の向上及びボラ
ンティア活動の振興等を目的とした事業を推進する。

福祉・援護課 101,870

自殺予防対策
自殺対策緊急強化基金等を活用し、地域における自殺対策（相談
支援、人材養成、普及啓発等）を強化する。

障害保健福祉課 78,354

感染症対策
結核、肝炎、エイズなどの感染者を早期発見・早期治療するため
の検査や新型インフルエンザ等感染症の予防・まん延防止のため
の施策を推進する。

健康増進課 334,766

難病相談・支援センター事業
難病相談・支援センターを設置し、難病患者・家族等の日常生活に
おける悩み等に対する相談、就労支援などを行う。

薬務疾病対策課 3,734

重症難病患者入院施設確保事業
入院治療が必要となった在宅重症難病患者に対して、適時適切な
入院施設の確保等が行えるよう、地域の医療機関と連携し難病医
療体制を整備する。

薬務疾病対策課 46,459

医療施設耐震化整備事業
医療施設の耐震化を促進するため、災害拠点病院、救命救急セン
ターを有する病院等へ工事に要する経費を補助する。

医務課 325,232

（４）社会リスクセーフティーネットの確立

★ ステップハウス運営事業
ＤＶ被害者が女性相談所での一時保護後、地域で自立した生活を
送るための「ステップハウス」を運営し、自立支援を図る。

青少年・
児童家庭課

19,214

安全なまちづくりの推進
「ちゅらさん運動」の浸透と定着、自主防犯ボランティア団体の支
援を図るとともに、治安情勢に的確に対応した犯罪防止活動を推
進する。

県民生活課
安全なまちづくり
推進課

4,022

交通安全対策
関係機関やボランティア等と連携し交通安全教育や交通安全活動
を実施し、飲酒運転のない社会環境を目指す。

県民生活課
交通企画課
交通指導課

11,629

サイバー犯罪対策
インターネットや携帯電話を利用したサイバー犯罪の取締りの強
化、犯罪の未然防止に向けた広報啓発活動を実施する。

生活保安課 7,830

暴力団対策
あらゆる法令を駆使した取締りと官民一体となった暴力団排除活
動を強力に推進する。

暴力団対策課 20,042

交通安全施設等整備の推進

幹線道路や生活道路において交通信号機、道路標識及び道路標
示等の交通安全施設を重点的に整備するとともに、最先端の情報
通信技術を活用した高度道路交通システム（ITS）の推進を図り、
交通の安全の確保と円滑化を推進する。

交通規制課 1,405,923

河川改修事業
（国場川、安里川、安謝川等）

流域の洪水被害の軽減を図るため、国場川、安里川、安謝川を改
修する。

河川課 1,313,377

橋梁長寿命化修繕事業（県道等）

沖縄県が管理する道路橋672橋について、「橋梁長寿命化修繕計
画」に基づき、従来の事後的な修繕・更新から予防的な修繕・計画
的な更新を推進し、緊急時の輸送道路の確保等、安全・安心な道
路ネットワークの確保を推進する。

道路管理課 2,443,000
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

★ 無電柱化推進事業
災害時の緊急輸送道路の確保や観光地における景観形成を図る
ため、無電柱化を推進する。

道路管理課 1,670,000

災害時要援護者避難支援計画促
進事業

災害時における、高齢者や障害者等の災害時要援護者を中心と
した地域住民に対する支援体制の構築に取組む。

福祉・援護課 6,688

★
民間住宅・建築物の総合的な耐
震化対策

耐震化率向上促進のための普及啓発活動や耐震構造等相談支
援 、高度な専門技術を要する耐震診断技術者の育成及び民間RC
造住宅の耐震診断・改修等補助事業等を実施する。

建築指導課 60,514

土砂災害対策
人命、財産、公共施設の安全確保のため、土砂災害対策施設の
整備を行う。

海岸防災課 795,578

高潮等対策
県民の生命、財産を守るため、海岸保全施設の新設又は改良、老
朽化した施設の機能強化又は回復を行う。

海岸防災課 687,596

防災対策（調査・システム機能強
化）

沖縄周辺で発生する地震や津波による被害想定調査や現行の総
合行政情報通信ネットワーク（防災行政無線）の高度化を図る。

防災危機管理課
情報政策課 153,430

治山事業費
潮風害及び山地に起因する災害対策として、荒廃山地災害の防
止対策、水土保全施設の整備、海岸防災林の造成等を行う。

森林緑地課 826,918

水産物供給基盤機能保全事業
老朽化及び耐用年数を経過した漁港･漁場施設の維持・更新整備
や、高潮・地震等の自然災害に対する予防対策も含めた漁港施設
の機能強化を図る。

漁港漁場課 1,581,515

（５）米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決

地域安全政策事業

沖縄に関する安全保障上の問題、国際情勢等を調査・分析し、諸
課題への対応など政策立案に資する研究を行うとともに、島しょ地
域における様々な危機管理について調査・研究を行う。
また、普天間飛行場の県外移設実現に向けて取り組む。

地域安全政策課
防災危機管理課 141,118

基地対策

在日米軍再編で示された海兵隊の兵力等の削減、嘉手納飛行場
より南の施設･区域の返還、日米地域協定の抜本的な見直し等を
日米両政府に強く働きかける。
また、SACO合意事案の円滑、着実な実現に努める。

基地対策課 33,023

普天間飛行場・那覇港湾施設返
還問題対策事業

普天間飛行場移設問題について、政府に対し、日米共同発表を見
直し、県外移設及び早期返還を強く求めるとともに、現飛行場の危
険性の除去及び騒音の軽減に取り組むよう求める。また、那覇港
湾施設の移設を促進するため、国及び関係自治体等と調整を行
う。

地域安全政策課 3,935

不発弾等処理事業費
県内に埋没する不発弾の探査・発掘等の実施や、市町村の公共
事業に係る探査費及び発見された不発弾の処理費用の補助など
を行う。

防災危機管理課 2,647,209

所有者不明土地調査事業
県内の所有者不明土地の実態を調査し抜本的解決策を検討する
ため、現況把握や問題点の整理等を行う。

管財課 90,200

戦没者遺骨収集事業
戦没者遺骨収集情報センターにおいて一元化された遺骨情報を
活用して作業の加速化を図る。

福祉・援護課 16,246
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（６）地域特性に応じた生活基盤の充実・強化

公営住宅整備事業
（県営住宅の建設）

名護団地第3期：49戸、神森団地：96戸、与那原団地第1期：80戸、
第2期：40戸の建設。大謝名団地における基本・実施設計及び南
風原団地、南風原第２団地の基本設計等を行う。

住宅課 2,203,934

下水道事業
本島中南部西海岸の都市部を中心とした５市３町２村及び中城湾
に面する３市２町２村の汚水を収集・処理するための幹線および処
理場施設の整備・改築を行う。

下水道課 8,053,000

水道用水供給施設整備事業
石川浄水場高度浄水処理施設等の水道施設の整備や老朽化した
導・送水施設、浄水施設等の更新、耐震化を推進する。

建設計画課 11,296,965

（７）共助・共創型地域づくりの推進

農地・水保全管理活動支援事業
農地・農業用水施設等の資源について、地域共同で保全・管理を
行う活動に対し支援を行う。

村づくり計画課 62,270

新 ゆがふ農山漁村認定確立事業

農山漁村のブランド力を高める認定制度を確立して、農山漁村の
魅力ある資源（食、景観・文化・伝統、人）を生かして活動する団体
を認定し、県内外に広く発信することで農山漁村地域の活性化を
図る。

村づくり計画課 11,000

★
新

グリーン・ツーリズム支援事業
農家民宿実践者の質の向上のための研修等を実施し、利用者の
増加を図る。

村づくり計画課 20,600

第３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して

事業名（選定後） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（１）自立型経済の構築に向けた基盤の整備

★ 製造業振興物流対策事業 物流コストの負担を軽減するため、モデル事業等を実施する。 国際物流推進課 80,600

那覇空港整備促進事業費
国と連携し、那覇空港第２滑走路の早期整備に向けた取組みを推
進する。

交通政策課 26,998

那覇空港ターミナル地域整備 那覇空港の国内線・国際線旅客ターミナルの整備を行う。 交通政策課 93,316

那覇港の整備

那覇港の開発発展と利用の促進を図るためとともに、適正で効率
的な管理運営を行うことを目的にとして設立された那覇港管理組
の組織団体として国際流通港湾を目指す那覇港の整備等への支
援を行うものである。

港湾課 1,078,047

★ 中城湾港の整備

新港地区は東ふ頭の早期供用を促進するとともに、取扱貨物量の
増大を図り、定期船就航を目指す。また、泡瀬地区は、国や沖縄
市との連携を図り、泡瀬地区埋立事業、港湾施設整備事業を推進
する。

港湾課 4,092,000

圏域の拠点港湾等の整備
（本部港等）

本部港は、北部圏域の国際交流や物流機能の拠点として、大型ク
ルーズ船に対応する旅客船バースや防波堤等の整備を推進す
る。

港湾課 840,000

那覇空港自動車道の整備促進
那覇空港と沖縄自動車道を連絡し、高速交通サービスを提供する
ため、豊見城東道路および小禄道路の早期完成を促進する。区間
延長約20km

道路街路課 国直轄
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

沖縄西海岸道路の整備促進

中南部圏域西海岸の地域拠点、広域交流拠点(那覇空港・那覇
港)、高規格幹線道路（沖縄自動車道・那覇空港自動車道）を相互
に連絡し、物流の効率化、交通渋滞の緩和を図るため、区間延長
約50kmの地域高規格道路の整備を促進する。

道路街路課 国直轄

ハシゴ道路ネットワークの構築
(南部東道路等)

南部東道路等の幹線道路の整備を推進し、本島南北軸・東西軸を
有機的に結ぶ幹線道路網（ハシゴ道路ネットワーク)の構築を図
る。

道路街路課 4,677,000

★ 交通体系の整備推進

  「沖縄県総合交通体系基本計画」のもと、時差出勤、基幹バス導
入に向けたTDM（交通需要マネジメント）施策を実施、ＩＣ乗車券シ
ステムやノンステップバスの導入など、総合交通体系の整備を推
進する。

交通政策課 883,412

鉄軌道を含む新たな公共交通シ
ステムの導入促進事業

鉄軌道等導入の実現に向けて、導入するルートや条件整備に資
する検討を行い、早期導入に向け取組む。

交通政策課 51,246

（２）世界水準の観光リゾート地の形成

★ 沖縄観光ブランド形成事業
離島観光振興のための情報発信の強化や医療ツーリズムの実現
戦略の検討など、付加価値の高い観光を推進し沖縄観光のブラン
ド化を図る。

観光振興課 138,811

★ 観光客受入体制整備事業
観光地の安全を確保するための観光危機管理対策や観光客の誘
客拡大につながるプロジェクトへ支援等を行う。

観光振興課 419,444

★ 地域観光資源創出支援事業
地域が主体となった観光資源の創出事業等に対し支援を行い、地
域における観光メニューの充実を図る。

観光振興課 47,004

★
スポーツ・ツーリズム戦略推進事
業

スポーツイベントの開催、各種スポーツキャンプ受入体制の整備
等、スポーツ・ツーリズムの普及と定着を図る。

スポーツ振興課 482,621

新 沖縄感動産業戦略構築事業
沖縄の自然、文化、スポーツなどの観光資源を活用し、沖縄オリジ
ナルの感動体験を演出できる受入体制の整備や人材育成に向け
た戦略を構築する。

観光政策課 10,718

観光誘致対策事業
国内外での誘客プロモーション及び観光関連業界・団体とのタイ
アップ事業等の支援を行う。

観光振興課 176,705

★ 沖縄観光国際化ビッグバン事業
新石垣空港、那覇空港新国際線ターミナル、那覇港クルーズ旅客
船ターミナルなど主要インフラ整備に併せた海外市場開拓や集中
的な航空路線誘致を行う。

観光振興課 2,932,333

★ 国内需要安定化事業
国内観光客の安定的な確保を図るため、新規需要の開拓や航空
路線の拡充を促すため、ターゲットを特定しきめ細やかなプロモー
ションを推進する。

観光振興課 783,649

離島観光活性化促進事業
離島の魅力発信、離島国内チャーター便造成やプロモーション等
を行い、離島誘客を促進する。

観光振興課 299,318

★ 戦略的MICE誘致促進事業
MICE誘致インセンティブを確保するとともに、情報発信や受入体制
の強化を推進する。

観光振興課 353,963

★ クルーズ船プロモーション事業
クルーズ船誘致インセンティブを確保するとともに、情報発信や受
入体制の強化を推進する。

観光振興課 110,461
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

★
新

修学旅行推進強化事業
県内への修学旅行者の確保のため、新たな体験プログラムの提
供、事前・事後学習の支援、県外説明会の実施等を行う。

観光振興課 170,598

★ 多言語観光案内サイン整備事業

　
沖縄県全域の主要観光施設等を対象に、多言語観光案内サイン
の統一的な整備を行う。

観光振興課 120,792

★
誰にでもやさしい観光地づくり形
成事業

観光バリアフリーのコーディネート機能等を充実させ、沖縄県を訪
れる高齢者や障害者等観光客の受入体制の強化を図る。

観光振興課 23,027

環境共生型観光地づくり支援事
業

市町村やＮＰＯ等地域の団体が行う、自然環境等の保全に配慮し
た観光地づくりの取組みを支援する。

観光振興課 44,272

★
世界に通用する観光人材育成事
業

観光客が満足する質の高いサービスを提供できるよう、民間企業
が実施する観光人材の育成や語学研修に対し支援を行う。

観光振興課 134,900

★ 沖縄特例通訳案内士育成事業
外国人観光客に対する通訳案内士の不足に対応するため、改正
沖縄振興特別措置法に盛り込まれた沖縄特例通訳案内士(外国
人観光客への外国語による通訳案内)を育成する。

観光政策課 30,432

（３）情報通信関連産業の高度化・多様化

★
モバイル機器等検証拠点形成促
進事業

「モバイル機器等」に関する検証・認証システムの基盤構築を行う
事業者を支援し、県内情報通信産業の多様化・高度化と雇用の促
進を図る。

情報産業振興課 310,045

★ 沖縄型クラウド基盤構築事業
更なるＩＴ企業の集積・産業振興を図るため、クラウド・データセン
ターを整備する。

情報産業振興課 4,756,350

（４）アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成

★
国際物流拠点産業集積地域賃貸
工場整備事業

国際物流拠点産業集積地域（うるま地区）において、立地する企業
の初期投資の軽減や早期操業を支援するため、賃貸工場を整備
する。

企業立地推進課 1,910,472

★
新

国際物流拠点施設整備事業
国際物流拠点産業集積地域（那覇地区）を拡張し、ロジスティクス
センターを整備する。

企業立地推進課 4,351,442

★ 企業誘致促進
本県への企業誘致を促進するため、各種展示会への出展や国内
外での誘致セミナー等を実施する。

企業立地推進課 159,863

国際物流拠点産業集積地域うる
ま地区対策事業

国際物流拠点産業集積地域（うるま地区）のワンストップサービス
による、施設等の適正な管理及び立地企業の操業支援を行う。

企業立地推進課 89,753

★ 臨空・臨港型産業集積支援事業
那覇空港の国際航空物流ハブ機能の活用を検討する企業に対
し、沖縄進出に係る初期投資費用を支援する。

国際物流推進課 100,542

★
沖縄国際航空物流ハブ活用推進
事業

那覇空港の国際航空物流ハブ機能を活用し、臨空型企業の誘致
や県産品の販路拡大のほか、海外路線誘致及び外国人観光客の
誘客等に取組む。

国際物流推進課 509,558
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

新 航空機整備基地整備事業
臨空型産業及び雇用の創出を図るため、那覇空港に航空機整備
事業用の格納庫施設等を整備する。

国際物流推進課 122,995

★
那覇港国際コンテナターミナル事
業

国際物流拠点の形成に向けた港湾機能の強化を実現するため、
国際物流及び国内物流の効率化を図るための事業である。

港湾課 616,500

グローバル市場に向けた展開支
援の強化

アジアを中心とした海外向けの県産品の販路拡大、県内企業の進
出強化、観光誘客の推進及び航空路線の拡大等を図る。
北京・上海・香港・台北への海外事務所設置、タイ・シンガポール
等へ委託駐在員を配置する。

国際物流推進課 121,975

（５）科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成

★
沖縄ライフ・イノベーション創出基
盤
強化事業

ライフサイエンス分野の研究機関・企業等の集積を図るため、高度
な研究施設・機器の整備を行う。

科学技術振興課 314,157

★
知的・産業クラスター形成推進事
業

グローバルなベンチャー企業の創出や国際研究拠点としての地位
の確立、既存企業の研究開発型企業への転換を促進する。

科学技術振興課 181,516

★
知的クラスター形成に向けた研究
拠点構築事業

沖縄科学技術大学院大学等を核とした県内外の大学・研究機関・
企業等の共同研究を促進し、ネットワーク構築を図る。

科学技術振興課 469,691

★
亜熱帯・島しょエネルギー基盤技
術研究事業

沖縄科学技術大学院大学等の研究基盤を活用し、民間主導によ
るクリーンエネルギー等の産業化に向けた技術開発を支援する。

科学技術振興課 702,200

★
沖縄感染医療研究ネットワーク基
盤構築事業

感染症や成人細胞白血病（ＡＬＴ）等の疾患をターゲットとした研究
ネットワークの形成や共同研究を行う。

科学技術振興課 165,860

★
新

医療基盤活用型クラスター形成
支援事業

県内に集積しつつある医療技術の発展のため、細胞調整設備や
人材・ネットワークを活用した臨床研究を支援する。

科学技術振興課 165,660

★
重粒子線施設導入に係る検討基
礎調査事業

がんの治療方法として重粒子線治療施設導入基本構想策定調査
を実施し県内への施設導入の可能性について検討を行う。

科学技術振興課 90,587

★
ライフスタイルイノベーション創出
推進事業

大学等の有望な研究シーズを活用し、県内中小企業と大学研究
機関等のマッチング支援及び産業振興や県民生活の向上に結び
つく産学共同研究開発を実施する。

産業政策課 188,598

★
沖縄サイエンスキャラバン構築事
業

沖縄の科学技術・産業振興を担う人材を育成するため、離島・遠
隔地等への出前講座や地域イベントにおける科学教室の開催な
どを行う。

科学技術振興課 72,445

（６）沖縄の魅力や優位性を活かした新たな産業の創出

★
微生物等を活用した汚染土壌の
浄化処理技術開発事業

微生物や植物など、生物を活用した汚染土壌浄化技術を持つ県
内企業の育成を図る。

ものづくり振興課 174,335

★
アジア金融情報センター構想策
定事業

アジアの金融市場の動向や国内外の投資家の状況などを分析
し、金融特区における実現可能な金融情報センターのあり方を検
討する。

情報産業振興課 16,000
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（７）亜熱帯性気候等を活かした農林水産業の振興

★ 災害に強い栽培施設の整備事業
園芸作物を計画的・安定的に供給できるブランド産地の育成、自
立した産地の形成のため台風等気象災害に対応した生産施設等
の導入を支援する。

園芸振興課 1,214,000

★
新

果樹生産イノベーション事業
県産熱帯果樹等のブランド化を図るため、光センサー選果機を活
用した栽培技術向上支援システム等を開発し、生産施設内の環境
や土壌排水改善等のモデル事業等を行う。

園芸振興課 98,500

さとうきび生産支援
さとうきびの持続的な生産振興のため、適期栽培管理の実施、作
型の改善、規模拡大、優良種苗の生産配布による品質向上、生産
安定を図る。

糖業農産課 184,434

★
新

おきなわ紅茶ブランド化支援事業

県内茶産業の再生のため、紅茶やフレーバーティーの安定生産技
術に関する研究を行い、県内茶生産者への研究成果の普及等を
通して、県産紅茶の生産・品質の安定化を図り、ブランド化を促進
する。

糖業農産課 66,645

おきなわブランド豚供給推進事業
費

アグーブランド豚やおきなわブランド豚の能力向上、繁殖性・産肉
性を兼ね備えた高能力の系統造成豚「オキナワアイランド」を養豚
農家へ安定的に供給する。

畜産課 32,684

★
新

県産食肉ブランド国内外流通対
策強化事業

県産食肉のブランド力強化及び販売促進を図るため、香港におい
て県産食肉の流通保管施設の運用やトレーサビリティシステムを
構築する。

畜産課 130,000

★ 畜産環境基盤整備事業 名護市豊原地区に位置するブロイラー農場の移転整備を行う。 畜産課 672,000

★
新

自給型畜産経営飼料生産基盤構
築事業

県内の粗飼料自給率向上のため、モデル地区に飼料用サトウキ
ビの導入と専用収穫機を一体的に整備する。

畜産課 162,400

★
養殖ハタ類の国際的産地形成推
進事業

養殖ハタ類の量産及び消費拡大を図るため、陸上養殖の低コスト
化、水無し輸送技術の普及及び販売促進を実施する。

水産課 30,446

★ 分みつ糖振興対策支援事業費
分みつ糖製造事業者の経営安定を目的に、気象災害等影響緩和
対策、製造合理化対策等の支援を行う。

糖業農産課 1,340,100

★ 含みつ糖振興対策事業費
離島地域における含みつ糖製造事業者の経営安定をはかるた
め、製造合理化・製糖施設の整備、安定供給対策等の支援を行
う。

糖業農産課 3,691,248

★
農林水産物流通条件不利性解消
事業

沖縄県が定める農林水産物について、県外向け出荷に係る輸送
コストについて補助する。

流通政策課 2,829,692

★ 県産農林水産物の販路拡大
プロモーション活動等を通じ、国内外への県産農林水産物の販路
拡大を図る。

流通政策課 80,531

★ 地産地消の推進
ホテル・学校給食等への県産食材供給のマッチング支援、「おきな
わ食材の店」の活動支援等、地産地消を推進する。

流通政策課 24,667
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H25予算額

（千円）

★ プレミアム加工品開発支援事業
県産農林水産物を活用した加工品の商品開発の人材育成、プレミ
アム認証を支援する。

流通政策課 46,000

★ 県産農林水産物販売力強化事業
県内農業生産法人等の人材を対象に、首都圏の飲食や販売等に
関連する企業でＯＪＴ研修等を行い、戦略人材を育成する。

流通政策課 66,400

★ 中央卸売市場活性化事業
県産農産物を学校給食を中心に安定的に供給するため、中央卸
売市場に配送センターを兼ねた冷蔵施設を整備する。

流通政策課 18,085

★
産地漁協ビジネス連携新商品開
発支援事業

産地漁協の水産物を活用した加工商品の開発を支援する。 水産課 91,732

★
持続的な漁業生産額拡大のため
のマーケティング支援事業

漁業生産高を拡大するために継続的なマーケティングを行い、県
産魚介藻類（マグロ、モズク等）の魚価向上及び消費拡大を図る。

水産課 55,300

★
新

イネヨトウの交信かく乱法による
防除技術普及事業

サトウキビに重大な被害を与えるイネトヨウ防除のため、交信かく
乱技術の農家への普及、交信かく乱技術の低コスト化に向けた研
究を行う。

営農支援課 184,984

新
特定家畜伝染病危機管理体制強
化事業

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの特定家畜伝染病の侵
入・発生に備え、迅速な初動防疫に必要な備蓄倉庫、機材等を整
備し防疫体制の強化を図る。

畜産課 39,238

★ 沖縄県新規就農一貫支援事業
農業の担い手育成・確保のため、就農希望者への就農相談、新規
就農者育成研修、就農初期における施設や機械整備の支援など
の就農定着まで一貫した支援を行う。

営農支援課 498,481

新 就農サポート事業
将来農業を希望する農業未経験の農林高校生や県民等を対象
に、就農相談や支援講座等を開催し、新規就農者の増加を図る。

営農支援課 14,252

★ 沖縄型農業共済制度推進事業
安全で安定的な母集団を確保し共済掛け金率を全国平均並みに
低減させるため、農業共済組合が行う農業共済加入促進事業へ
補助を行う。

糖業農産課 179,383

農地利用適正化等活動支援
農業委員会及び農業会議の運営・活動の支援とともに、農地利用
関係の許可事務における適正化の推進を図る。

農政経済課 214,032

人と農地の問題解決支援
人と農地の問題解決に向けた「人・農地プラン」推進等により、担
い手の育成・確保、農地集積及び経営力強化を図る。

農政経済課 122,325

★
おきなわ山羊飼養・流通消費促
進事業

おきなわヤギのブランド化と産地形成を目指し、肉質調査の研究
や山羊肉ＰＲのための試食会等を実施する。

畜産課 20,246

★
キク日本一の沖縄ブランド維持の
ための生産基盤強化技術開発事
業

小ギク栽培に使用される白熱電球に代わる代替電照（ＬＥＤ等）を
利用した効果検証や露地向け電照資材の開発を行う。

農業研究センター 10,491

★
うちなー島ヤサイ商品化支援技
術開発事業

島ヤサイの収穫（出荷）可能時期、食味や機能性などを明らかに
し、消費者ニーズにあった栽培技術を確立する。

農業研究センター 60,491
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★
新たな時代を見据えた糖業の高
度化事業

個性豊かな｢売れる黒糖｣を作る糖業へ転換するために、黒糖向け
サトウキビの育種と生産、黒糖の加工、販売まで一連の技術開発
を実施する。

農業研究センター 59,381

★
新

気候変動対応型果樹農業技術開
発事業

気候変動に対応した果樹品種や生産技術の開発など、生産から
流通・加工までの一貫した沖縄型果樹産業支援技術を開発する。

農業研究センター 136,580

★
新

野菜花き類の施設管理高度化技
術開発事業

施設内の栽培環境下における補光や保温、炭酸ガス施肥などの
環境制御技術を用い、植物に対する効果試験等を行う。

農業研究センター 143,982

★
肉用牛生産拡大沖縄型牧草戦略
品種作出総合事業

本県の気象・土壌条件等の栽培環境に適応した、TDN収量の高
い、「沖縄型牧草戦略品種」を作出するため研究を行う。

畜産研究センター 21,742

★
新

世界一おいしい豚肉作出事業
世界一おいしい豚肉「アグーブランド豚」作出のため、アグー全ゲノ
ムＤＮＡの解読を行い、ゲノム情報を活用した育種改良システム構
築のための研究を行う。

畜産研究センター 57,036

★
モズク消費拡大に向けた機能性
成分高含有品種育成と加工技術
開発

オキナワモズクの付加価値強化と消費拡大のため、機能性成分に
着目した品種育成と加工技術の開発を行う。

水産海洋技術
センター

32,715

★
県産魚介類の安定供給に向けた
生産性高度化事業

亜熱帯性海域に適した魚介類の生産量増大と安定供給のため、
ヤイトハタの海面養殖生産技術開発、シャコガイの陸上養殖技術
開発の研究を行う。

水産海洋技術
センター

13,716

県営かんがい排水事業
干ばつ及び湿害による農作物の被害防止のため、農業用水源の
開発、畑かん施設の整備及び排水不良地域における排水路の整
備を行う。

村づくり計画課
農地水利課

6,436,239

農地保全整備事業
自然災害による農地及び農業用施設の被害発生を未然に防止す
ることにより、農業生産の維持・向上、優良農地の確保や農業経
営の安定を図る。

村づくり計画課
農村整備課

2,772,032

★
新

沖縄型資源循環利用システム構
築事業

本島北部地域の造成未利用地等を活用し、早生樹種等の有用未
利用樹種による森林整備を実施し、沖縄に適した資源循環型施業
の確立を図る。

森林緑地課 29,042

（８）地域を支える中小企業等の振興

★
中小企業課題解決・地域連携プ
ロジェクト推進事業

成長可能性のある県内中小企業や企業の枠を越えた地域連携体
の有望プロジェクトに対し、経営コンサルティング、専門家派遣及
び事業費補助等を行う。

中小企業支援課 685,484

★ 沖縄型ビジネスモデル構築事業

沖縄県の中小企業に最適なビジネスモデルを構築し、地域特性等
を活かせる企業の育成を図るため、経済効果が大きいと見込まれ
る業界を対象に、業界全体及び個々の企業の課題、問題点、改善
の方向性を明らかにする調査・分析を実施する。

中小企業支援課 21,200

県単融資事業
県内中小企業の支援のため、事業活動に必要な資金の融資や金
利の引き下げ及び信用保証料の負担軽減を図る。

中小企業支援課 10,386,481

★
新

沖縄建設産業グローバル化推進
事業

島しょ性・亜熱帯性に起因する沖縄独自の建設技術等を海外に販
売・展開する建設関連企業等のグローバル化への取組を支援す
る。

土木総務課 22,066
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（９）ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成

★
オキナワものづくりネットワーク構
築事業

県内の金属加工、一般機械器具製造業の集積と競争力強化を図
るため、県内外企業等の連携による装置開発を支援する。

ものづくり振興課 79,135

★ 沖縄県縫製業新展開促進事業
県内衣類縫製業の新たな事業展開・多角化を促進するため、縫製
技術力の向上や新商品開発・販路拡大の取組みを支援する。

ものづくり振興課 39,717

★ 戦略的製品開発支援事業
本県における競争力のあるものづくり産業の創出を促進するた
め、産学官等の共同企業体による製品開発を支援する。

ものづくり振興課 248,400

★
沖縄サポーティングインダスト
リー基盤強化事業

ものづくり人材の育成を推進し、集積した企業との研究開発及び
技術支援等の基盤を強化する。

工業技術センター 32,223

★ 県産品拡大展開総合支援事業
県産品の販路拡大を総合的に支援するため、マーケティング調
査、商品開発、ビジネスマッチング、プロモーション等を行う。

国際物流推進課
ものづくり振興課 273,426

★ 泡盛域外出荷拡大支援事業
泡盛の域外出荷拡大のため、製品開発・販売展開支援、認知度向
上のための広報活動及び調査研究事業を総合的に実施する。

ものづくり振興課 123,612

（１０）雇用対策と多様な人材の確保

★ 戦略的雇用対策事業
若年者や中高年、子育て中の女性といった求職者等の様々な
ニーズに対し、人材育成やマッチング促進等のメニューを提供し、
効果的な就職支援を行う。

雇用政策課 427,800

★
沖縄型総合就業支援拠点の形成
に向けた取組

求職者や事業主等への総合的な支援を行う「グッジョブセンターお
きなわ」を設置し、個々のニーズに対応したワンストップサービスを
実施する。

雇用政策課 260,400

★
若年者定着支援実践プログラム
事業

企業経営者及び従業員が一体となって人材の育成に取組、若年
者の企業内定着率を高める。

雇用政策課 30,100

★
沖縄若年者グローバルジョブチャ
レンジ事業

県内若年者を対象に、海外でのインターンシップ及びジョブトレー
ニングを実施し、実務的な国際感覚や異文化適応力を強化する。

雇用政策課 73,020

★
沖縄型産学官・地域連携グッジョ
ブ事業

産学官及び地域が連携した事業展開を行うことで、県民の就業意
識の向上と県民運動の拡充を目指す。

雇用政策課 129,612

★ 新規学卒者等の就職支援 県内の高校生や大学生等を対象に就職活動の支援を行う。 雇用政策課 395,269

緊急委託訓練事業費
離転職者の早期就職を支援するため、専修学校や民間企業など、
様々な民間教育訓練機関等を活用した委託訓練（職業訓練）を実
施する。

労政能力開発課 529,946

新みんなでグッジョブ運動推進事
業

沖縄県の完全失業率を全国並みに改善するため、企業や学校・教
育機関、行政機関等の連携により「みんなでグッジョブ運動」を展
開し、県民一人ひとりの就業意識の喚起を図る。

雇用政策課 31,000
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（１１）離島における定住条件の整備

★
新

離島地区情報通信基盤整備推進
事業

沖縄本島と先島地区及び南部地区（久米島周辺）を結ぶ高速大容
量の海底光ケーブル及び中継施設を整備し、安定的かつ高度な
情報通信基盤を構築する。

情報政策課 799,359

石油製品輸送等補助事業
沖縄本島から県内離島へ輸送される石油製品について、本島並
みの価格の安定と円滑な供給を図るため、輸送経費等に対して補
助を行う。

地域・離島課 938,526

★ 離島生活コスト低減実証事業
離島における生活必需品に係る輸送経費等を補助し、離島住民
の割高な生活コストの低減と定住条件の整備を図るための実証事
業を行う。

地域・離島課 124,778

★
沖縄離島住民等交通コスト負担
軽減事業

離島住民を対象に、割高な船賃及び航空賃を鉄道運賃並みに低
減するため一部費用を負担し、離島の定住条件の整備を図る。

交通政策課 2,234,300

★ 水道広域化推進事業
割高な離島の水道料金を本島並みに軽減する等水道サービスの
地域間格差を是正するため、水道広域化に向けた調査、実証事業
等を行う。

生活衛生課 23,902

★ 専門医派遣巡回診療支援事業
離島に住む住人が島内で専門医の診察が受診できるよう、離島診
療所において専門医による循環診療を実施する。

医務課 45,200

★ 離島航路運航安定化支援事業
小規模離島航路の確保・維持を図るため、伊平屋、与那国、渡嘉
敷航路における船舶の建造又は購入費用を補助する。

交通政策課 1,756,546

定住を支援する道路整備
（伊良部架橋、石垣空港線等）

自立的な地域づくりと定住支援を図るため、離島架橋など地域特
性に応じた道路整備を推進するとともに、空港、港湾・漁港等の交
通拠点間を相互に連結させるための整備を実施する。

道路街路課 4,527,000

水道用水の恒久的な安定確保
（儀間ダム）

洪水調節、上水道用水の安定供給及び河川環境の保全のための
流水の確保を目的として、儀間川に儀間ダムを建設する。

河川課 644,415

（１２）離島の特色を活かした産業振興と新たな展開

★
離島特産品等マーケティング支
援事業

離島特産品等の販売を促進するため、外部専門家を活用した販
売戦略の構築及び人材育成を支援する。

地域・離島課 49,000

★ 沖縄離島体験交流促進事業
沖縄本島の児童生徒を離島に派遣し、地元の住民や児童生徒と
の交流のもと、体験学習や民泊等を実施する。

地域・離島課 125,856

（１３）駐留軍用地跡地の利用促進

★
大規模駐留軍用地の跡地利用推
進

普天間飛行場等の駐留軍用地の利用促進を図るため、跡地利用
計画の策定等を行う。

企画調整課 57,824

★ 特定駐留軍用地内土地取得事業
駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、跡地利
用推進法に基づき指定された特定駐留軍用地内の土地を取得し、
公有地の拡大を図る。

企画調整課 1,218,390
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第４　世界に開かれた交流と共生の島を目指して

事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（１）世界との交流ネットワークの形成

次世代ウチナーネットワーク育成
事業

県内の若者と海外移住者子弟等との交流を通して、次世代のウチ
ナーネットワークを構築する。

交流推進課 52,894

新
沖縄21世紀交流プログラム基本
構想策定事業

沖縄21世紀ビジョン基本計画で目指す「世界に開かれた交流と共
生の島」実現のため、外部意見も踏まえながら基本構想を策定す
る。

交流推進課 8,247

★
新

おきなわ国際協力人材育成事業
国際協力に貢献できる人材を育成するため、ＪＩＣＡ沖縄と協力を
図りながら県内の学生を対象とした出前授業や、ＯＤＡの現場視察
等の派遣事業を行う。

交流推進課 47,889

（２）国際協力・貢献活動の推進

ＪＩＣＡ研修員受入事業
沖縄と地形的、気候的特徴が類似する太平洋島しょ国に対し水道
技術、ノウハウの技術移転等を目的として、ＪＩＣＡ研修員を受け入
れる。

企業局
総務企画課

2,505

★
子や孫につなぐ平和のウムイ事
業

戦争体験者の証言を収集・記録し、平和への思いを子や孫の世代
に伝える。

平和・男女
共同参画課

14,229

第５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して

事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

（１）沖縄らしい個性を持った人づくりの推進

学校・家庭・地域の連携協力推進
事業

学校、家庭及び地域住民等が協力し、学校支援や家庭教育支援、
放課後子ども教室を行うなど、地域全体で教育に取組む体制づく
りを推進する。

生涯学習振興課 64,607

親子電話相談事業
友人関係等で悩む子どもや保護者の家庭教育に関する悩みや不
安に対し、電話相談を実施する。

生涯学習振興課 6,065

新 子どもの生活リズム改善事業
児童生徒や保護者へ生活リズムに関する調査を行い、健全育成と
学力向上に向けた取組の基礎資料を得る。

生涯学習振興課 4,055

（２）公平な教育機会の享受に向けた環境整備

★ 複式学級教育環境改善事業
8名以上の複式学級を有する小学校へ学習支援員として非常勤講
師を配置し、個々の学年に応じたきめ細かな指導を行う。

学校人事課 75,904

★
離島児童・生徒支援センター（仮
称）整備事業

離島児童・生徒支援センター（仮称）の整備に要する経費。 教育支援課 64,583

離島高校生修学支援事業
高等学校未設置離島の高校生を対象に通学費や居住費等に要す
る経費を支援する。

教育支援課 39,000

★
離島・へき地における学習支援事
業

離島・へき地の中学校に学習支援員を配置し、高校進学のための
学習支援を行う。（市町村へ補助事業）

義務教育課 16,310

離島読書活動支援事業
離島図書館未設置町村における公立図書館の設置を推進し、同
町村教育委員会と連携し、一括貸出事業や移動図書館を実施す
る。

生涯学習振興課
（県立図書館） 11,000
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事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

戦中戦後の混乱期における義務
教育未修了者支援事業

戦中戦後の混乱期における義務教育未終了者の実態把握と学習
機会を希望するものへの支援を行う。

義務教育課 23,155

（３）自ら学ぶ意欲を育む教育の充実

★ キャリア教育マネジメント事業
教員のキャリア教育実践力を向上させるため、キャリア教育コー
ディネーターを指定校７校に配置しキャリア教育の充実を図る。

県立学校教育課 22,638

★ 夢・実現学力向上研究事業
学習支援員や地域人材の活用をとおして、学習意欲を高め、学力
の向上を図る。

義務教育課 43,692

新 学力向上先進地域育成事業
県内大学と連携し、質の高い授業展開と学習習慣を確立し児童生
徒一人ひとりの「確かな学力」の向上へ資する。（平成25年度は4
市町村8校を指定）

義務教育課 15,012

★ 教育相談・修学支援事業
不登校や中途退学が懸念される生徒の在籍する高等学校へ社会
福祉士を派遣し、カウンセリング等を行う。

県立学校教育課 19,035

児童生徒の心のケア
専門知識を有するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーを配置し児童生徒の心のケアやカウンセリング等を行う。

県立学校教育課
義務教育課 175,747

★ 中学生いきいきサポート事業
中学校に「中学生いきいきサポート相談員」を配置し、不登校生徒
の登校復帰やあそび非行傾向のある生徒の立直りを支援する。

義務教育課 64,000

新 学びの基礎力育成事業
公立幼稚園における3年保育のモデル実施や、幼児期における学
びの基礎力を支援するアドバイザーを配置する。

義務教育課 10,018

特別支援教育の推進
特別支援学校への看護師の配置、発達障害等の支援を必要とす
る生徒の在籍校（県立高校）へ支援を配置する。

県立学校教育課 56,509

（４）国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築

沖縄科学技術向上事業
沖縄科学グランプリや科学フォーラムの開催、先端研究機関等へ
の生徒派遣等、科学技術への興味・関心をもつ機会をつくる。

県立学校教育課 8,931

★ 国際性に富む人材育成留学事業
グローバルに活躍できる人材を育成するため、高校生70名を１年
間、大学生等３０名を６ヶ月から２年間海外へ派遣する。

県立学校教育課 173,596

★
グローバル・リーダー育成海外短
期研修

グローバルな視点を持った人材を育成するため、海外サイエンス
体験短期研修、高校生芸術文化国際交流プログラムなどを実施す
る。

県立学校教育課
文化財課 68,954

英語立県沖縄推進戦略事業
国際性と多様な能力を持った人材を育成するため、英検取得者数
増加への取り組みや海外留学・交流派遣等を実施する。

県立学校教育課 10,000

新 「使える英語」推進事業
英語体験宿泊学習の実施など、英語に対する興味関心を高め、英
語によるコミュニケーションへ の積極的な態度を育成する。

義務教育課 11,737
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外国青年招致事業
外国語教育の充実、地域間交流を推進するため、外国語指導助
手を全ての県立高等学校に配置する。

県立学校教育課 220,258

（５）産業振興を担う人材の育成

万国津梁産業人材育成事業

県内中小企業等のグローバルな人材育成を図るため、県内セミ
ナーや海外大学院等への留学派遣、国内外企業等へのＯＪＴ派遣
等の実施や、高校生を対象としたアジアユース人材育成プログラ
ム等を実施する。

産業政策課
交流推進課

232,881

（６）地域社会を支える人材の育成

シミュレーションセンターを活用し
た医療人材育成拠点の形成

診療トレーニングセンター（シミュレーションセンター）を整備し、卒
前教育から初期研修、後期(専門)研修におけるスキルの取得、離
島勤務前後での再トレーニング、女性医師の復職研修及び復帰支
援を含めた生涯研修でのトレーニング等を行う。

医務課 347,403

★
福祉・介護人材育成基盤整備事
業

地域完結型で質の高いサービスを提供できる人材の育成を継続
的に行える体制を整備する。

福祉・援護課 72,730

その他

事業名（取組） 事業概要 課  名
H25予算額

（千円）

行政改革推進費
外部の有識者で構成する沖縄県行財政改革懇話会等を中心に行
財政改革の着実な推進を図る。

行政管理課 9,768
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