
平成26年度　重点施策事業一覧

将来像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
「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
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
サンゴ礁の生態系の保全・再生を図るため、実証事業や潮流シミュレーショ
ンモデルの検討、オニヒトデ駆除などを実施する。

自然保護・緑化推進課

環境政策課
344,859

★ マングース対策事業
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・緑化推進課 89,798

★ 世界自然遺産登録推進事業
自然環境の利用と保全の現状、将来の利用予測にあわせ、対応策を検討
するなど「奄美・琉球」の世界自然遺産登録の早期実現を図る。

自然保護・緑化推進課 14,350

★ 赤土等の流出防止対策
赤土等流出による海や河川の汚濁を防止し、自然環境の保全を図るため、
赤土等流出防止活動を行う団体への財政支援や環境教室の開催など、赤
土等流出防止対策を推進する。

環境保全課 30,572

★ 自然環境に配慮した農業 農業における赤土等流出防止対策を推進し、自然環境の保全を図る。
営農支援課
村づくり計画課
農地農村整備課

2,087,591

★
自然環境の保全・再生・防災機能戦
略的構築事業

自然環境の変遷等の実態調査等を行い、「自然環境再生指針（仮称）」の
策定やモデル事業の実施に向けた検討を行う。

環境政策課 32,697

（２）持続可能な循環型社会の構築

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 90,000

建設リサイクル（ゆいくる）制度活用
事業

廃棄物の減量化など環境負荷を軽減する循環型社会を構築するため、県
内で発生する廃棄物を再資源化した建設リサイクル資材（ゆいくる材）を認
定し、公共工事等において利用推進を図る。

技術管理課 10,783

新 海岸漂着物地域対策推進事業
海岸に散乱する漂着ごみの回収処理を行うなど、海岸漂着物対策を推進
し、良好な景観及び自然環境の保全を図る。

環境整備課 335,769

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 426,737

（３）低炭素島しょ社会の実現

★
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設備の導入等、環境対策への補助を
行う。

環境政策課 108,081

★
未利用資源、エネルギー活用促進
事業

十分に活用されていない地産エネルギーの有効活用を促進するため、天
然ガスの試掘調査と、海洋温度差発電の実証実験を行う。

産業政策課 160,155

★
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の実証実験や省エネ
住宅等の普及促進を図る。

産業政策課 464,705

（４）伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造

★
沖縄文化活性化・創造発信支援事
業

芸術文化の創造・振興・発信の一層の推進を支援するため、地域の芸能・
行事等の文化資源を活用した取組等に対し支援を行う。

文化振興課 188,458
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★
琉球王国外交文書等の編集刊行及
びデジタル化事業

琉球王国の外交文書「歴代宝案」や交流史等に関する資料を編集・刊行す
るとともに、保存・活用のためのデジタル化、テキスト化を行う。

文化財課 40,796

新
★ しまくとぅば普及継承事業

日常生活や学校等で活用できる、「しまくとぅば」読本の作成・配布や県民大
会の開催等、県民運動を展開する。

文化振興課 26,462

★ 沖縄遺産のブランド開発・発信事業
遺跡を利用した新たな観光資源の創出等を図るため、旧石器人骨「港川
人」に匹敵する旧石器人骨の発掘調査及び調査成果の発信を行う。

文化振興課 22,962

★ 文化発信交流拠点整備事業
沖縄独自の文化の保全・継承や芸術文化創造活動等を持続可能なものと
するため、文化発信交流拠点の整備を行う。

文化振興課 12,067

新
★ 博物館・美術館魅力アップ事業

沖縄県立博物館・美術館において、県民はもとより、観光客や修学旅行生
等の来館者数の大幅増を図るため、常設展示の改善や館内案内表示の整
備等を行う。

文化振興課 44,693

★ 空手道会館（仮称）の建設
沖縄伝統空手を独自の文化遺産として保存・継承・発展させるとともに、
「空手発祥の地・沖縄」を国内外に発信するため、空手道会館（仮称）を建
設する。

文化振興課 1,408,000

（５）文化産業の戦略的な創出・育成

★
沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称）
整備事業

工芸産業の技術や技法の高度化、市場ニーズに対応した製品開発、工芸
分野の起業家の育成などを推進する「工芸の杜（仮称）」の整備を行う。

ものづくり振興課 10,283

伝統工芸品等の感性型ものづくり産
業の振興

消費者ニーズにマッチした工芸品の開発、展示会への出展など販路開拓
や工芸縫製・金細工技術者の養成を支援する。

ものづくり振興課 102,257

★ アーツマネージャー育成事業
文化芸術活動を支えるマネジメント人材を育成するため、実践的な講座を
開催するとともに県内外への派遣研修を行う。

文化振興課 44,203

★
沖縄文化等コンテンツ産業創出支援
事業

沖縄県の文化等を活用したコンテンツ制作プロジェクトに対し投資を行う
ファンドを設立し、制作の供給やハンズオン支援の提供により、プロデュー
サーの育成、県内コンテンツ関連事業者のビジネススキル向上を図る。

文化振興課 49,972

★ 文化観光戦略推進事業
沖縄の特色ある文化･芸能等を活用した新たな観光メニューの創出や県内
芸能団体等による海外派遣公演の実施など、観光振興の取組を促進す
る。

文化振興課 205,290

（６）価値創造のまちづくり

★ 沖縄らしい風景づくり推進事業
沖縄独特の風景・まちなみ景観の創生を図るため、人材育成や技術開発
等、地域景観の向上に係る合意形成や良質な公共空間の創出に向けた取
組等を行う。

都市計画・モノレール課 55,297

住宅企画事業
沖縄の気候・風土に根ざした、独自の環境共生住宅の普及・啓発及び伝統
的な住宅建築等の技術者育成を目的とした講演会を実施する。

住宅課 28,676

新
★ 沖縄グリーンプロモーション事業

亜熱帯の特性を活かした沖縄らしい花と緑の名所作りを推進するため、花
と緑の人材育成、自立かつ持続的に活動する緑化団体の構築に向けた支
援を行う。

自然保護・緑化推進課 27,796

（７）人間優先のまちづくり

都市公園整備事業
災害時の避難場所、環境緑化や自然の保全、緑とふれあう憩いの場所の
創出、レクリエーション活動の場としての都市公園整備を行う。

都市計画・モノレール課 3,775,080
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

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 6,991,891

市街地再開発事業
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、既成市街地における老朽建築物の除却や敷地の統合、
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 212,845

鉄軌道を含む新たな公共交通シス
テム導入促進事業費

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、早期導入に向け取り組む。

交通政策課 118,028

★ 交通体系の整備推進
ＩＣ乗車券システム及びノンステップバスの導入や時差出勤等、基幹バス導
入に向けた交通需要マネジメント施策を実施する。

交通政策課 2,207,756

33

将来像２　心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して

「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

（１）健康・長寿・おきなわの推進

★ 長寿復活健康づくり事業
沖縄県の長寿復活に向けて、県民全体での健康づくりに取組むため、普及
啓発、次世代への健康教育など総合的な健康づくりを推進する。

健康長寿課 166,994

★ 健康行動実践モデル実証事業
健康行動へ誘導する新たな手法の開発及び沖縄型食事等の健康効果実
証を行う。

健康長寿課 71,000

新 がん予防対策推進事業
本県における効果的ながん予防対策の推進を図るため、がん患者の登
録、アルコール対策等を実施する。

健康長寿課 12,983

★
沖縄県総合運動公園プロサッカース
タジアム事業

県内唯一の公認第1種陸上競技場である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 2,132,713

★ 社会体育活動の推進
総合型地域スポーツクラブや各スポーツ関係機関と連携し、県民がスポー
ツできる機会の拡大とスポーツへの関心と意欲を高め、社会体育活動の推
進を図る。

スポーツ振興課 189,295

競技力維持・向上対策事業費
国民体育大会及び九州ブロック大会への選手派遣と、競技力を向上させる
ための事業等に支援を行う。

スポーツ振興課 207,227

（２）子育てセーフティーネットの充実

こども医療費助成事業
こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成を図る
ため、市町村が実施するこども医療費助成制度について、対象経費の1/2
を補助する。

健康長寿課 1,144,342

特定不妊治療費助成事業
健康保険の適用外となっている特定不妊治療に要した経費の一部を助成
する。

健康長寿課 211,706

生涯を通じた女性の健康支援事業
生涯を通じた女性の健康の保持増進を図るため、女性健康支援センター
及び不妊専門相談センターを設置し、また、健康教育事業及びHTLV-1母
子感染対策事業を実施する。

健康長寿課 6,967
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

安心こども基金事業
保育所整備、保育士研修などを実施し、子どもを安心して育てることができ
る体制の整備を図る。

青少年・子ども家庭課

子育て支援課
3,882,526

★ 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
ための支援を行う。

子育て支援課 1,330,622

新 待機児童解消支援基金事業
待機児童解消の加速化を図るため、保育定員等の拡大に取組む市町村に
対し、交付金を交付する。

子育て支援課 334,680

新
保育士産休等代替職員配置支援事
業

認可保育所の保育士が出産又は傷病により、長期間にわたって継続する
休暇を必要とする場合の産休代替要員の配置に要する経費を支援する。

子育て支援課 34,830

新
★ 事業所内保育総合推進事業

待機児童の解消と働きやすい環境づくりのため、事業所内保育所施設の
設置を促進する。

子育て支援課 7,947

特別保育事業等助成事業費
市町村が実施する延長保育、休日保育・夜間保育、病児･病後児保育等に
対し支援を行う。

子育て支援課 1,049,414

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。

子育て支援課 252,403

児童健全育成補助事業費
放課後児童クラブの運営費支援など、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。

子育て支援課 796,216

新 結婚環境等改善支援事業
晩婚化や非婚化に関する地域毎の特殊性やその他要因等を調査・分析
し、その改善等にむけた方法の検討を行う。

青少年・子ども家庭課 10,248

新
★ 子ども・若者育成支援事業

困難を有する子ども・若者の一次相談窓口となる総合相談センターの設置
など、支援体制の構築を図る。

青少年・子ども家庭課 41,543

非行少年を生まない社会づくりの推
進

非行少年の検挙・補導活動を強化し、関係機関と連携した健全育成活動を
推進するとともに、少年の福祉を害する犯罪から守るための取組を推進す
る。

少年課
交通指導課
警務課

196,562

★ 母子家庭等への支援事業
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、技能習得支援や母子生活支援モデル事業、ひとり親
家庭技能習得支援事業を実施する。

青少年・子ども家庭課 429,502

児童虐待防止対策事業
専門家配置等により、被虐待児と家庭への支援を行うとともに、中央児童
相談諸所への「おきなわ子ども虐待ホットライン」の開設等により、児童虐
待の未然防止、早期発見に努める。

青少年・子ども家庭課 76,413

（３）健康福祉セーフティーネットの充実

新 地域福祉支援計画策定事業
沖縄県の地域福祉支援計画を策定するとともに、市町村の地域福祉計画
の策定及び実施を支援する。

福祉政策課 3,399

地域福祉推進事業費
誰もが住みなれた地域で自立した生活をおくれるよう、福祉サービスの質
の向上や福祉サービス利用者の保護等を目的とした事業を推進する。

福祉政策課 444,949

高齢者権利擁護総合推進事業
認知症に対する理解促進や地域医療の支援体制を構築し、住みなれた地
域で暮らせる環境づくりを推進する。

高齢者福祉介護課 6,172
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

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及び家族
を支援するネットワーク構築のため、交流会等を実施する。

高齢者福祉介護課 4,932

老人福祉施設整備事業
特別養護老人ホームなどの施設の新築、改築等に要する費用を一部補助
する。

高齢者福祉介護課 324,370

地域生活支援事業
専門的・広域的な相談支援の実施等により、障害の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、生活支援や就業支援を行う。

障害福祉課 155,993

新
障害のある人もない人も暮らしやす
い社会づくり事業

障害者に対する誤解や偏見等をなくし、共にささえ合う社会づくりのため、
広域相談専門員の配置、調整委員会の設置、相談員に対する研修等を実
施する。

障害福祉課 45,577

★ 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。

障害福祉課 37,286

重度心身障害者（児）医療費助成事
業費

重度心身障害者の医療費助成事業を行う市町村に対し、費用の一部を補
助する。

障害福祉課 1,151,440

自殺対策緊急強化事業
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･強化ﾓﾃﾞﾙ事業等）を強化する。

健康長寿課 68,180

県立新八重山病院整備事業
八重山圏域における中核病院としての役割を果たすため、老朽化が著しい
八重山病院の整備を行う。

県立病院課 281,367

★ 医師確保対策
県立病院での後期臨床研修、医学生を対象とした修学資金貸与、離島等
への医師派遣事業等を実施し、専門医等の養成・確保を図る。

保健医療政策課 1,436,554

看護師等確保対策事業
看護職員の養成及び安定的な確保のため、養成所の運営費補助、離職防
止や定着促進等に向けた取組を行う。

保健医療政策課 348,004

救急医療体制の充実
広域災害救急医療情報システムを運用した災害・救急医療体制の強化や
小児保護者向けの救急電話相談を行う。

保健医療政策課 33,903

★ 救急医療用ヘリコプター等の活用
救急医療用ヘリコプターによる迅速な救命処置や、自衛隊機等による急患
搬送時の添乗医師等の確保により、救急医療体制を強化・維持する。

保健医療政策課 289,483

特定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。

保健医療政策課 33,181

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等において、がん医療従事者研修、がん相談
支援、情報提供を行うことにより、がん医療水準の均てん化を図る。

保健医療政策課 51,144

★ 島しょ型福祉サービス総合支援事業
福祉サービスの充実に向け、小規模離島で介護サービスを行う事業所の
運営を支援する。

高齢者福祉介護課 35,328

結核対策
結核の発生予防及びまん延防止ための施策を推進するとともに、結核患
者の早期発見・早期治療のための対策や結核医療の適正な実施を図る。

健康長寿課 67,979

感染症対策
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取組を推進する。

健康長寿課 182,498
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

予防接種の推進
予防接種法に基づく定期接種の実施率向上のための普及啓発等や接種
費用の補助などを実施する。

健康長寿課 86,836

難病相談・支援センター事業
難病相談・支援センターの機能強化を図り、地域で生活する難病患者・家
族等への相談支援や地域交流活動の促進、就労支援などを推進し、患者
の自立と社会参加を促進する。

薬務疾病対策課 7,437

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難病医療専門医の配置や、介護者の休息（レスパ
イト）等の一時入院事業などを実施する。

薬務疾病対策課 12,333

（４）社会リスクセーフティーネットの確立

新
★

女性のためのセーフティネット実証
事業

性暴力被害者ワンストップ支援センター実証事業、ＤＶ防止対策事業、性暴
力・性犯罪防止広報啓発事業を行うことにより、沖縄型性暴力被害者等支
援のネットワーク構築を図る。

平和援護・男女参画課 28,357

ＤＶ対策推進事業
ＤＶ被害者への相談、保護及び自立支援を行うとともに、未然防止に向け
た広報啓発を行う。

青少年・子ども家庭課 82,271

安全なまちづくり推進事業
自主防犯ボランティア団体に対する支援、治安情勢に的確に対応した犯罪
抑止対策を推進するとともに、子供・女性を守る総合的な取組を推進する。

県民生活課
生活安全企画課
子供・女性安全対策課

29,153

飲酒運転根絶に向けた社会づくりの
推進

飲酒運転根絶に向けた県民意識の高揚を図るとともに、関係機関やボラン
ティア等と連携した交通安全教育や交通安全活動を推進する。

交通企画課
交通指導課
交通機動隊
県民生活課

56,042

サイバー犯罪・サイバーテロ対策事
業

サイバー犯罪・サイバーテロ対策に必要な専門的技術・知識を有する捜査
員を育成し、犯罪捜査に必要な資機材を整備するとともに、広報啓発活動
を推進する。

生活保安課 7,597

暴力団総合対策
暴力団犯罪や薬物銃器事犯の取締りを徹底するとともに、関係機関・団体
と連携した暴力団排除活動を推進する。

暴力団対策課 20,052

警察安全相談体制の整備
相談受理体制を整備し、県民から寄せられる各種相談への適切な対応を
行うとともに、関係機関との更なる連携強化を図る。

広報相談課
警務課

33,063

交通環境の整備
交通の安全と円滑を確保するための交通安全施設等の交通環境の整備を
推進する。

交通規制課 1,521,500

被害者支援の推進
民間の被害者支援団体と連携し、犯罪被害者等の負担軽減、安全の確
保、被害の早期回復等のための取組を推進する。

警務課 2,326

★ 防災システムの機能強化
防災通信機能の拡充強化、平常時における行政情報伝送の効率化等を図
るため、システムの再整備を行う。

防災危機管理課
総合情報政策課

3,720,672

新
消防共同指令センター整備支援事
業

全県的な消防共同指令センターの整備を促進するため、市町村等に対し、
消防施設の共同部分の整備費用の一部を助成する。

防災危機管理課 257,790

新 沖縄県大規模災害時対策事業
大規模災害に被災した際の県外からの応援受入や、被災した地域への派
遣拠点や受入の仕組みを検討する。

防災危機管理課 15,849

離島空港における耐震化対策等の
推進

県管理空港の耐震に関する基礎条件(現況施設、地形、地質等）の整理を
行い、今後の防災・耐震方針を検討する。

空港課 117,911
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 民間建築物耐震診断、改修等事業
耐震診断、改修設計及び耐震改修を実施する民間ＲＣ造住宅の所有者等
へ補助を行う。

建築指導課 29,418

★ 建築物の耐震化促進支援事業
建築物の耐震促進のための普及啓発活動、構造相談に関する支援及び鉄
筋コンクリート造耐震技術者の人材育成を行う。

建築指導課 19,730

住宅・建築物安全ストック形成事業
アスベストによる被害の未然防止を図るため、多数の者が利用する建築物
のアスベスト対策を促進する。また、大規模建築物の耐震診断を支援す
る。

建築指導課 38,494

★ 無電柱化推進事業
災害時の緊急輸送道路の確保、観光地等における良好な景観形成の促
進、高齢者や障害者をはじめ歩行者に優しい安全で快適なゆとりある道路
空間創出のため、無電柱化の推進を図る。

道路管理課 1,496,890

橋梁長寿命化修繕事業
県が管理する道路及び道路橋672橋について、計画的な修繕更新を推進
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
図る。

道路管理課 2,468,000

治水対策（多自然川づくり等）
洪水被害の軽減のための河川改修や洪水調節、上水道用水の安定供給
及び河川環境保全を目的とした儀間ダムの建設を行う。

河川課 1,784,399

地すべり対策事業費
人命、財産、公共施設の安全確保のため、地すべり防止施設の整備を行
う。

海岸防災課 408,620

砂防事業 人命、財産、公共施設の安全確保のため、砂防施設の整備を行う。 海岸防災課 162,842

急傾斜地崩壊対策事業
人命、財産、公共施設の安全確保のため、急傾斜地崩壊防止施設の整備
を行う。

海岸防災課 285,148

海岸堤防等老朽化対策緊急事業
老朽化により機能が確保されていない海岸保全施設であって、緊急にその
機能の強化又は回復を行う必要があるものについて、老朽化対策計画に
基づいた整備を行う。

海岸防災課 211,420

高潮対策事業
高潮、波浪、津波等により被害が発生するおそれのある地域について、堤
防・護岸・離岸堤・突堤等の海岸保全施設の新設又は改良の整備を推進
する。

海岸防災課 497,930

治山事業
森林の維持造成を通じて潮風害の防止、山地災害の復旧、予防対策及び
生活環境の保全形成を図る。

森林管理課 614,722

（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

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、日米地位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、着実な実施に努める。

基地対策課 35,303

地域安全政策事業
沖縄に関連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。また、普天間飛行場の一日も早
い危険性除去に取り組む。

地域安全政策課 141,458

普天間飛行場・那覇港湾施設返還
問題対策事業

普天間飛行場及び那覇港湾施設の返還及び移設に関する諸問題の調整
を行う。

地域安全政策課 4,047
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

不発弾処理事業
県内に埋没する不発弾の探査・発掘等を実施し、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を行うなど、不発弾等
の早期処理を図る。

防災危機管理課 2,722,156

所有者不明土地実態調査事業
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 100,772

新
★ 米軍施設の環境対策

米軍施設における新たな環境保全のしくみづくりのために、国及び米軍と
調整・連携を図るうえで必要な基地環境関連情報を収集する。

環境政策課 30,607

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。

平和援護・男女参画課 16,235

（６）地域特性に応じた生活基盤の充実・強化

下水道事業
下水道事業を実施している県、市町村において、汚水を収集・処理するた
めの汚水管渠および処理施設等の整備・改築を行う。

下水道課 11,688,000

生活に密着した道路整備事業
（県道）

地域におけるコミュニティを結びつけ、地域の活性化や良好な生活環境の
確保のため、生活に密着した道路整備等に取組む。

道路街路課 20,350,342

公営住宅整備事業
名護団地4期：48戸、与那原2期：40戸、神森1期：96戸、大謝名1期：118戸
の建設、県営新川団地等の実施設計、南風原・南風原第2団地の実施設
計等、その他住宅施策を実施する。

住宅課 4,415,163

水道用水供給施設整備事業
将来の水需要、水源水質に適切に対応するため、石川浄水場高度浄水処
理施設等の水道施設を整備するとともに、老朽化した導・送水施設や浄水
施設等の更新、耐震化を推進する。

建設計画課 14,209,087

沖縄県住宅リフォーム市町村助成支
援事業

省エネ住宅の促進や住宅のバリアフリー化を推進するため、既存住宅の増
改築・リフォームにより安全・安心で潤いのある居住環境整備を図る。

住宅課 15,000

（７）共助・共創型地域づくりの推進

村づくり交付金事業費 農業生産基盤の整備と農村生活環境の整備を総合的に実施する。 農地農村整備課 1,153,072

83

将来像３　希望と活力あふれる豊かな島を目指して
「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

（１）自立型経済の構築に向けた基盤の整備

那覇空港整備促進事業費
那覇空港における第二滑走路等の早期供用に向けて、国と連携し整備を
促進する。

交通政策課 22,659

那覇空港ターミナル地域整備事業
那覇空港の国内線ターミナルと国際線ターミナルを連結する施設（際内連
結施設）等の整備を促進する。

交通政策課 4,981

★ 那覇港の人流・物流機能強化
那覇港の開発発展と利用の促進を図るため、那覇港管理組合において、
国際流通港湾化を目指す那覇港の整備等を行う。

港湾課 1,950,441
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 中城湾港の整備
港湾の活性化と新港地区を含む背後圏に立地する製造業の活性化を図る
ため、定期船就航に向けた、定期航路の実証実験を行うとともに、中城湾
港の緑地整備を行う。

港湾課 1,903,735

★ 本部港の整備
北部地域の拠点港湾に位置づけられる本部港の整備を行う。
（岸壁(-7.5m)の改良及び防波堤（沖）の整備、上屋の整備）

港湾課 1,543,000

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

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 21,229,964

離島港湾の整備
県管理の離島港湾において、一般公衆の利用に供する目的で港湾内の水
域施設、外郭施設、係留施設又臨港交通施設の建設および改良を行う。

港湾課 2,546,690

沖縄都市モノレール延長整備事業
沖縄都市モノレールの延長区間におけるモノレールインフラ、関連道路、幸
地ＩＣ（仮称）等の整備や既存区間におけるインフラ部の修繕を行う。

都市計画・モノレール課 12,676,914

都市モノレール建設推進事業費
重要な基幹交通である沖縄都市モノレールの利用者の増加に繋がる効果
的な施策を実施する。

都市計画・モノレール課 138,422

（２）世界水準の観光リゾート地の形成

★ 沖縄観光ブランドの形成
沖縄型ウェルネスツーリズム等関連事業者への活動支援、沖縄型リゾート
ダイビングの構築、外国人を含む教育分野における新たな旅行メニューの
創出などに取組む。

観光振興課 178,933

新
★ 沖縄感動体験プログラム実証事業

沖縄独自の文化、スポーツ等の地域観光資源を活用した感動体験モデル
の実証事業や沖縄観光閑散期のイメージ改善に向けた情報発信を実施す
る。

観光政策課 73,197

★ 戦略的MICE誘致促進事業
ＭＩＣＥ誘致を拡大するため、展示会出展やセミナー開催、情報発信等のプ
ロモーションの実施や受入体制の強化を図る。

観光振興課 301,790

★ スポーツアイランド受入体制の整備
スポーツイベントや、各種スポーツキャンプ・合宿等の誘致・受入・斡旋を行
うワンストップ窓口の整備を行う。

スポーツ振興課 1,212,049

★ スポーツコンベンションの推進
国内外から集客効果の高いスポーツコンベンションの誘致や大会開催への
支援を行う。

スポーツ振興課 36,043

統合リゾート検討事業
カジノを含む統合リゾート導入に伴う効果や課題について調査研究を行うと
ともに、県民に周知し、統合リゾートについて県民の理解を深める。

観光政策課 17,427

★
新 大型MICE受入環境整備事業

既存施設では対応できない大規模MICEの誘致促進のため、多目的ホール
や展示場、中小会議室を備えた全天候型施設の整備を行う。

観光振興課 30,903
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 沖縄観光国際化ビッグバン事業
航空路線の誘致や国際的な沖縄観光ブランドの認知度向上を図るととも
に、外国人観光客数の増加に向け市場特性等を踏まえたプロモーションを
推進する。

観光振興課 2,487,793

★ 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、新規需要開拓のためのターゲット
を特定した季節ごとのきめ細やかなプロモーションや航空路線の拡充を促
すためのプロモーション等を推進する。

観光振興課 690,699

★ クルーズ船プロモーション事業
クルーズ船の寄港を促進するため、展示会出展や広報活動、情報発信等
のプロモーションの実施や受入体制の強化を図る。

観光振興課 119,415

★ 離島観光活性化促進事業
離島観光の振興を図るため、離島の魅力発信や旅行商品の造成促進等の
プロモーションを推進する。

観光振興課 299,447

★ フィルムツーリズム推進事業
ロケ地としての沖縄の魅力を内外へ発信し、ロケ誘致を推進するとともに、
地域との連携により受入体制の強化を図る。

観光振興課 99,576

新
★ 観光産業経営強化事業

県内の中小ホテル業が共通して抱える喫緊の課題の解決を図るため、アド
バイザー派遣等を実施する。

観光振興課 34,985

★ 観光客受入体制の整備
外国人観光客の受入基盤の充実、誘客拡大につながるエンターテインメン
トの創出・開催支援、観光危機管理に関する先導的取組などを実施する。

観光振興課 378,830

★ 修学旅行推進強化事業
沖縄への修学旅行を安定的に確保するため、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 169,591

★ マリーナの整備
沖縄観光の振興に資するため、沖縄本島東海岸（中城湾港西原与那原地
区）にビーチとマリーナを中心とした海洋性レクリエーション基地の形成を
図る、浮桟橋等のマリーナ施設を整備する。

港湾課 525,000

★ 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 110,703

新 観光産業実態調査事業
観光関連事業所を対象としたアンケート調査等により観光産業の現状と課
題を把握・分析し、課題解決に向けた施策立案につなげる。

観光政策課 11,425

新
★ 沖縄観光消費額向上モデル事業

観光土産品の満足度と消費額の向上のため、観光土産品に観光客ニーズ
等を反映させるとともに、商品化から広報・販売へ向けたモデル事業を実
施する。

観光政策課 64,682

★ 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 59,843

★
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 19,671

（３）情報通信産業の高度化・多様化

★ アジア情報通信ハブ形成促進事業
アジア－沖縄－首都圏間を海底光ケーブルで接続することで、通信回線網
（ネットワーク）を構築し沖縄を東アジアの情報通信のハブとして形成促進
する。

情報産業振興課 1,000,203
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ クラウド拠点形成等促進事業
クラウド･データセンターに実装される共通システムの構築及び県内データ
センターを活用したサービス創出への補助を行う。

情報産業振興課 655,395

★
クラウドオープンネットワーク国際研
究開発拠点形成事業

次世代型ネットワークとクラウド技術を融合する最先端国際研究開発機関
の研究開発等活動への補助を行う。

情報産業振興課 134,739

★
モバイル機器等検証拠点形成促進
事業

市場の拡大が見込まれるモバイル機器等の検証業務を県内に取込むた
め、検証・認証システムの基盤構築を行う事業者を支援する。

情報産業振興課 386,636

（４）アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成

★ 沖縄国際物流ハブ活用推進事業
那覇空港を拠点とするハブ機能を活用し、臨空・臨港型産業の企業誘致及
び海外主要マーケットに向けた県産品販路拡大を図るとともに、沖縄のハ
ブ機能を活用した全国特産品の流通プラットフォームの形成を図る。

国際物流商業課 652,145

★ 臨空・臨港型産業集積支援事業
新規に臨空・臨港型事業を行う企業に対し、拠点施設の設置等、初期投資
負担の軽減に資する支援措置を講じ、企業の立地・早期集積を促進する。

国際物流商業課 80,542

★
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賃貸工場を整備し、立地する企
業の初期投資の軽減や早期操業を支援する等、県内の製造業及び関連産
業の振興を図る。

企業立地推進課 3,268,952

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 36,258

新
★ 企業誘致促進事業

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 169,525

★ 航空機整備基地整備事業
那覇空港に航空機整備施設等を整備することにより航空機整備産業の誘
致を図り、関連する企業集積を促進する。

国際物流商業課 4,781,250

（５）科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成

★
知的・産業クラスター形成に向けた
研究拠点の構築

沖縄科学技術大学員大学等を核とした県内外の大学・研究機関・企業等
のネットワーク構築、グローバルベンチャー企業の創出や国際研究拠点と
しての地位の確立を促進する。

科学技術振興課 1,643,933

★ 先端医療技術の産業化促進
細胞医療産業の集積によるバイオ産業を振興するため、県外大手バイオ
企業誘致の呼び水となる大学病院との共同研究を強力に推進する基盤を
整備する。

ものづくり振興課 271,402

新
★ 医療拠点形成基本構想策定事業

がん治療の最先端医療である、重粒子線治療施設の導入に向けた基本構
想を策定する。

科学技術振興課 44,000

新
★ 新産業研究開発支援事業

沖縄をイノベーションの拠点とするため、技術力の高いベンチャー企業の優
れた研究や研究成果の事業化について支援する。

産業政策課 205,146

★
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、県内外の大学研究機関等と県内企
業のマッチング支援や産学共同研究開発を実施する。

産業政策課 188,964
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

（６）沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出

新
★

スポーツ関連産業創出の戦略的な
推進

スポーツの産業化に向けた戦略を構築するため、モデル事業の実施やス
ポーツビジネス人材育成のニーズ等の調査・検証を行うとともに、スポーツ
を活用した産業振興に資するための戦略を構築する。

スポーツ振興課 36,287

（７）亜熱帯性気候等を活かした農林水産業の振興

さとうきび生産支援
さとうきびの持続的な生産振興に向け、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 184,301

★ 災害に強い栽培施設の整備事業
台風等の自然災害や気象変動に対応し、定時・定量・定品質な農産物を供
給する産地を形成し、農家の経営安定を図るため、強化型パイプハウス等
の整備を行う。

園芸振興課 1,263,100

★ 果樹生産イノベーション事業
おきなわ果実のブランド産地の育成を図るため、光センサーによる選果
データ等を活用した高品質果実生産支援システム等の開発や、栽培環境
の改善等に対する支援を行う。

園芸振興課 128,510

新 鳥獣被害防止対策
鳥獣による農作物被害を防止するため、広域捕獲活動や被害防止対策の
実証など、地域ぐるみの被害防止対策を行う。

営農支援課 109,567

★ おきなわ紅茶ブランド化支援事業
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、生産者への
普及等を通じて県産紅茶の生産・品質の安定化とブランド化を促進する。

糖業農産課 33,994

おきなわブランド豚供給推進事業
系統造成により作出された高能力豚の維持・増殖を図り速やかな農家への
普及を図る。

畜産課 38,659

★ 養豚生産性向上緊急対策事業
飼料高騰による養豚農家の戸数と出荷頭数の減少に歯止めをかけるた
め、生産性向上につながる取組を支援する。

畜産課 229,000

新
★ 配合飼料製造基盤整備事業

配合飼料原料の移入コスト削減のため、飼料穀物保管施設（サイロ）の整
備を行う。

畜産課 5,840

★
漁業者の安全操業の確保を支援す
る事業

漁業者の生命・財産等の安全を確保するため、広域の通信エリアを確保で
きる無線機の設置等を行う。

水産課 79,111

★ ６次産業化や他産業との連携強化
農林水産業の６次産業化や他産業との連携強化により、農林漁業者の所
得向上及び農山漁村の地域活性化を図る。

村づくり計画課
営農支援課
流通・加工推進
課

182,753

★ 分みつ糖振興対策支援事業
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 1,255,003

★ 含みつ糖振興対策事業
離島地域における含みつ糖製造事業者の経営安定を図るため、製造合理
化対策、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 3,273,613

★
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、県外出荷に係る輸送費の一部を補
助する。

流通・加工推進課 2,831,400

★
県産食肉ブランド国内外流通対策強
化事業

香港に流通保管施設を設置し、販売展開手法を実証・検証するほか、「ア
グーブランド豚肉」トレーサビリティシステムの整備等、需要拡大とブランド
力向上を図る。

畜産課 146,538
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 中央卸売市場活性化事業
県産農産物を県内実需者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・加工推進課 536,100

★
産地漁協ビジネス連携新商品開発
支援事業

水産素材の付加価値向上と観光需要への対応を図るため、新商品開発を
支援するとともに、産地漁協と加工流通・観光産業との持続的な連携体制
を構築する。

水産課 81,369

★
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

漁業生産額拡大のため、主要消費地や料理店等の市場調査、マーケティ
ング戦略の作成、戦略的プロモーション等を実施する。

水産課 40,484

新
家畜伝染病監視・防疫情報ネット
ワーク構築事業

家畜伝染性疾病情報の集約及び初動防疫に必要なネットワークシステム
を構築。地図情報と組合わせた防疫マップを県統合型ＧＩＳを基盤に整備す
る。

畜産課 26,147

★ 新規就農者の育成・確保対策
就農希望者等への就農相談・研修、就農初期の機械等導入支援、就農前
の研修期間から就農定着までの所得確保支援など、就農定着まで一貫し
た支援を行う。

営農支援課 1,269,455

★ 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金率を全国平均並に低減させるた
め、農業共済組合が行う農業共済加入促進事業を支援する。

糖業農産課 180,992

新 農地中間管理機構事業
担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を加速するため、農地
の中間的受け皿となる公的機関（農地中間管理機構）の整備及び活動支
援を行う。

農政経済課 557,239

★
うちなー島ヤサイ商品化支援技術開
発事業

「売れる島ヤサイを作る」への転換を推進し島ヤサイの商品性向上を図る
ため、収集系統の特性評価や商品力強化品目・系統の栽培体系の確立等
を行う。

農業研究センター 97,362

★ 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 80,343

★
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 30,363

★ 農業生産基盤整備
亜熱帯特性等を生かした特色ある農林水産業を図るため、地域特性に適
合したきめ細やかな生産基盤を行う。

村づくり計画課
農地農村整備課

17,927,201

農地の保全強化
防風施設、排水施設等の整備により、台風等の自然災害から農地や農業
施設等を保全する。

村づくり計画課
農地農村整備課

2,259,732

水産生産基盤整備事業 水産物の生産拠点である漁港において、施設の整備を行う。 漁港漁場課 2,475,299

★ 農村多面的機能の強化
農山漁村の魅力を県民に広く紹介し、地域リーダー活動、グリーン・ツーリ
ズム実践者の支援や人材育成を図る。

村づくり計画課 204,440

（８）地域を支える中小企業等の振興

新 中小企業等の総合支援の推進
中小企業新事業活動促進法による経営革新制度の周知を図り、計画策定
の促進及び計画達成率を高めることで、中小企業の基盤強化を図る。

中小企業支援課 21,493

★
中小企業課題解決・地域連携ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ推進事業

県内中小企業者の経営基盤強化及び持続的発展のため、中小企業者等
からプロジェクトを公募・採択し、経営支援等を行う。

産業政策課 610,699
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 沖縄型ビジネスモデル構築事業
経済効果が大きいと見込まれる業界を対象に、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。また、県内中小企業の実
態を計数的に把握するため、経営指標を作成する。

中小企業支援課 19,149

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引下
げ及び信用保証料の負担軽減を図る。

中小企業支援課 10,381,412

モノレール旭橋駅周辺地区再開発
事業

安全・快適な歩行空間の整備とバスターミナルの利便性の向上を図り、商
業、宿泊、居住等多様な都市機能を導入して、合理的かつ健全な高度利用
を図る。

建築指導課 240,400

★
沖縄建設産業グローバル化推進事
業

新たな市場として期待されるアジア等の海外市場への参入を促進するた
め、海外展開へ意欲のある企業への支援を行い、県内建設企業の受注機
会拡大を図る。

土木総務課 27,256

（９）ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成

新
★

沖縄中小ものづくり企業競争力強化
事業

県内中小ものづくり企業の資金調達手法の多様化を図るため、地元金融
機関と連携して自由度の高い資金供給手法を構築する。

ものづくり振興課 1,280,611

★ 県内事業者の販売力の強化
県産品のプロモーション、商品開発支援等の総合的な支援を行うほか、県
内消費拡大の推進、県内小売店舗の県外・海外展開支援、商店街活性化
推進等の取組を行う。

国際物流商業課 216,187

新
★ 小規模離島電力安定供給支援事業

離島における電力の安定的で適切な供給を確保するため、送電用海底
ケーブルの敷設・更新事業への補助を行い、低炭素島しょ社会の実現を図
る。

産業政策課 206,452

工業用水道施設整備事業
工業用水を安定的に供給するため、小那覇増圧ポンプ場等の老朽化した
工業用水道施設を計画的に更新し、あわせて耐震化を推進する。

建設計画課 195,460

（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、ひとり親世帯等の求職者の様々なニーズに対し、研修・
訓練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 447,753

★
沖縄型総合就業支援拠点の拡充に
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」
において、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 287,817

★ 雇用の質の向上
企業雇用環境を改善し、働きがいのある職場づくりを促進するため、「人材
育成企業認証制度」等に取組み、県内企業の人材育成を促進する。

雇用政策課 51,090

★ 県外・海外就職へのチャレンジ
高校生の県外インターンシップ派遣や県内若年者の海外ジョブトレーニン
グ等、県外や海外への就職希望者を対象に支援を行う。

雇用政策課 84,038

★ 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とした企業説明会や研修会等を実施し、
就職活動の支援を行う。

雇用政策課 316,752

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。

労働政策課 554,788

ワーク・ライフ・バランス推進事業
仕事と家庭を両立しながら充実した生活を営むことができるよう、働きやす
い職場環境の整備促進のため、セミナー開催など普及啓発を図る。

労働政策課 8,862

沖縄駐留軍離職者等対策費
（一財）沖縄駐留軍離職者対策センターで実施される駐留軍離職者対策事
業及びアスベスト相談事業に対し補助を行う。

労働政策課 6,309
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 就業意識の向上
完全失業率を全国並みに改善するため、「みんなでグッジョブ運動」をはじ
めとした取組を企業や学校・教育機関、行政機関等の連携により実施し、
県民一人ひとりの就業意識の喚起を図る。

雇用政策課 196,182

（11）離島における定住条件の整備

★
沖縄離島住民等交通コスト負担軽
減事業

割高な離島住民等の交通コストを低減するため、船賃及び航空賃の一部
を負担する。

交通政策課 1,211,995

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 980,854

★ 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 77,496

★
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本島南部周辺離島を結ぶ高速大容量の中継伝
送路（海底光ケーブル）を整備し、安定的かつ高度な情報通信基盤を構築
する。

総合情報政策課 2,848,085

農村生活環境基盤の強化
農業集落排水施設や農業集落内の道路、排水路等を整備し、農村環境の
向上を図る。

村づくり計画課
農地農村整備課

1,975,287

★ 水道広域化推進事業
水道サービスの地域間格差是正のため、県内コンセンサスを図るための取
組み、実証事業等を実施する。

生活衛生課 25,576

離島空路確保対策事業費
離島航空路線の確保・維持を図るため、離島航空路線の運航により生じた
路線収支の損失額に対する補助、並びに航空機購入費用の補助を行う。

交通政策課 541,313

離島航路補助事業費
離島航路の確保・維持を図り、離島住民の生活の安定、産業の発展等に
資するため、離島航路事業により生じた欠損額に対して補助を行う。

交通政策課 443,538

★ 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、航路事業者が船舶を確保する
際の船舶建造費又は購入費を補助する。

交通政策課 2,288,095

バス路線補助事業
利用者が少なく運賃収入だけでは路線維持が困難な赤字路線に対し欠損
額を補助し、地域住民の日常生活に必要な移動手段を確保する。

交通政策課 151,800

離島空港整備事業
離島空港施設の機能向上及び老朽化に伴う基礎調査及び更新整備等を
行う。

空港課 473,498

離島空港保安管理対策事業
離島空港の基本施設及び航空保安施設等の適正な維持管理を図り、航空
の安全性及び空港の効率性の向上を行う。

空港課 976,014

定住を支援する道路整備
(伊良部大橋、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 20,329,964

（12）離島の特色を生かした産業振興と新たな展開

宮古圏域広域公園基本計画策定等
事業

宮古圏域における広域公園基本計画の策定を行う。 都市計画・モノレール課 31,474

★
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
構築及びこれを実施する人材を育成する。

地域・離島課 42,247
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 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 179,314

（13）駐留軍用地跡地の利用促進

★ 大規模駐留軍用地跡地利用推進費
普天間飛行場返還予定地をはじめとする駐留軍用地跡地等の利用促進を
図るため、沖縄県が行う跡地利用計画の策定に係る調査を行う。

企画調整課 58,490

★ 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 1,572,074

113

将来像４　世界に開かれた交流と共生の島を目指して

「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

（１）世界との交流ネットワークの形成

沖縄21世紀交流プログラム基本構
想策定事業

沖縄21世紀ビジョンで掲げる「世界に開かれた交流と共生の島」実現のた
め、沖縄21世紀国際交流基本戦略（仮称）を策定する。

広報交流課 5,300

★ おきなわ国際協力人材育成事業
国際協力を担う人材の育成や、国際感覚及びグローバルな視点を持った
人材を育成する。

広報交流課 42,630

新 多文化共生推進調査事業
県内在住の外国人の実態を把握するため、実際の在住外国人の実態・
ニーズを調査する。

広報交流課 1,990

新 沖縄ソフトパワー発信事業
米国において、沖縄の文化、歴史、自然、平和を希求する県民の心などの
魅力（ソフトパワー）を総体的に発信し、沖縄の認知度を高める。

広報交流課 51,959

（２）国際協力・貢献活動の推進

平和の礎事業
沖縄戦の戦没者について、新たに判明した戦没者氏名を「平和の礎」へ追
加刻銘等を実施する。

平和援護・男女参画課 2,920

平和創造・発信事業
平和を希求する沖縄の心を国内外に発信するため、「沖縄平和賞」の贈賞
及び受賞式等を実施する。

平和援護・男女参画課 16,236

5

将来像５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して

「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
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 57,581

新
★ 家庭教育力促進「やーなれー」事業

家庭教育の改善と充実を図るため、広報活動や家庭教育支援フォーラム、
講演会の開催、家庭教育支援リーダー等の養成、生活実態調査を行う。

生涯学習振興課 62,852
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

新 知の拠点パワーアップ事業
社会のニーズに応えられるよう、資料の充実、レファレンスの強化、知の交
流拠点強化の観点から、図書館の機能高度化を図る。

生涯学習振興課
（県立図書館）

59,746

新
★ 県立図書館ビジネス支援充実事業

県立図書館において、関連機関と連携しビジネスや就職に関する情報を収
集し提供を行う。

生涯学習振興課
（県立図書館）

28,341

（２）公平な教育機会の教授に向けた環境整備

★
離島児童・生徒支援センター(仮称)
整備事業

高校のない離島出身者の経済的負担の軽減を図るため､生徒の寄宿舎及
び交流拠点機能等を持つ複合施設の整備を行う。

教育支援課 771,395 

離島高校生修学支援事業
市町村が行う離島高校生の通学費や居住費等に要する経費について支援
を行う。（国1/2、県1/4を支援）

教育支援課 35,460 

新
高等学校等奨学のための給付金事
業

教育費（授業料以外）の負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対し奨
学支援を行う。

教育支援課 379,410 

★ 複式学級の課題解消
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 93,154

離島読書活動支援事業
図書館未設置町村への公立図書館の設置推進や同町村教育委員会と連
携した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）

14,494

（３）自ら学ぶ意欲を育む教育の充実

幼児教育支援制度
学びの基礎力育成支援アドバイザーを配置して保幼小の連携体制を構築
し、学びの基礎力を育むとともに、幼児教育の充実と小学校教育への円滑
な移行を図る。

義務教育課 11,454

★ キャリア教育マネジメント事業
教職員のキャリア教育実践力の向上やキャリア教育コーディネーター配置
等により、高校卒業時における進路未決定者の減少に資する。

県立学校教育課 21,456

新
★ 進学力グレードアップ事業

県外国公立大学等への進学を推進するため、関東地区・関西地区等を主
な研修先として、県外国公立大学等合格支援プログラムや教員指導力向
上プログラムを行う。

県立学校教育課 79,127

新
★ 就職活動キックオフ事業

県立高等学校における就職活動支援推進のため、支援員の配置や宿泊研
修を実施する。

県立学校教育課 161,503

特別支援教育の推進
障害のある幼児・児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支
援するため、特別支援教育の推進及び充実を図る。

県立学校教育課 94,784

★ 学力向上推進事業
「確かな学力」の向上を図るため、個々の児童生徒の習熟度に応じた学習
支援や教員の指導力向上、県内大学のネットワーク等を活用した学力向上
推進地域の育成等を行う。

義務教育課 46,680

（４）国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築

外国青年招致事業
諸外国との相互理解を深め、我が国の国際化を推進するため、外国語指
導助手を全ての県立高等学校へ配置する。

県立学校教育課 223,698

★
グローバル・リーダー育成海外短期
研修事業

グローバル社会や多様化・複雑化する社会ニーズに対応できる人材を育
成するため、高校生の諸外国への短期派遣研修を実施する。

県立学校教育課 108,099
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「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

★ 国際性に富む人材育成留学事業
国際化社会で活躍し、沖縄県の振興・発展を担う人材を育成するため、高
校生や大学生等を国外へ長期派遣（6ヶ月～2年間）する。

県立学校教育課 192,647

沖縄科学技術向上事業
科学技術に接する機会を提供し、理系人材を育成するため、沖縄科学グラ
ンプリの開催や先端研究機関等への生徒派遣、合同宿泊学習会等を実施
する。

県立学校教育課 7,342

「使える英語」推進事業
英語体験宿泊学習（小中学生English Summer Camp）の実施等により、英
語によるコミュニケーション能力の向上を図る。

義務教育課 12,191

（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
経済成長著しいアジア等、海外に展開するグローバルな産業人材を長期
かつ継続的に育成し、県内企業等の国際化、高度化を目指す。

産業政策課
広報交流課

241,910

新産業の創出や産業のグローバル
化を担う人材の育成

新たな産業振興を担うアントレプレナー人材の戦略的な育成のため、県内
の大学、高専、専門学校及び産業界等の産学連携による次世代人材育成
のネットワーク形成を図る。

産業政策課 9,261

（６）地域社会を支える人材の育成

★ 福祉・介護人材育成基盤整備事業
地域完結型で質の高い福祉サービスを提供できる人材を育成するため、人
材育成の指針を示すガイドライン、従業員のキャリアアップの標準となるカ
リキュラムの作成等を行う。

福祉政策課 72,730

23

その他

「新」は平成26年度に新規に実施する事業

「★」は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業

事　　業 概　      　要 課  名
予算額
（千円）

行政改革推進費
行財政改革プランの着実な実施により、21世紀ビジョンを実現する行政連
携及び行政体制並びに財政基盤の確立等に取り組む。

行政管理課 16,684
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