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１ 復帰50周年記念関連
176,009千円
（対前年：皆増）

２ 基地問題の解決
194,329千円

（対前年：△1,434,396千円）

３ 危機管理・消防防災
3,158,782千円

（対前年：△252,889 千円）

【主な事業】

① 沖縄復帰50周年記念式典【新規】・・・・・・ 103,535千円
沖縄の発展を祈念した記念式典及び記念レセプションの開催

② 米軍基地問題情報発信強化事業【新規】・・・ 31,942千円
米軍基地問題について、様々な手法を用いて県内外に広く発信

③ アジア太平洋地域平和連携推進事業【新規】・・ 28,036千円
アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に向けた取組の実施

④ 復帰50周年記念誌制作【箇所新規】・・・・・・ 12,496千円
本土復帰時点から50年間の沖縄県の記録をまとめた記念誌の発行

【主な事業】
① 消防防災ヘリ導入推進事業【拡充】･･ 22,658千円 (9,842千円)

消防防災ヘリ基地の施設構想及び基本計画の策定等
② 不発弾等処理事業費・・・・・・・・ 2,903,859千円(2,921,114千円)

不発弾処理の促進による爆発事故の未然防止を目的とした事業

４ 広報・広聴、特命
152,047千円

（対前年：△1,938千円）

【主な事業】
① 広報活動事業費・・・・・・・・・・・ 95,162千円(101,512千円)

新聞、テレビ、ＳＮＳほか時代に即した各種媒体を活用した広報活動
※復帰50周年記念誌制作費除く

② 特命推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 14,025千円 (30,413千円)
特命事項への対応に要する経費

令和４年度当初予算（案）概要 【知事公室】

【主な事業】
① ワシントン駐在員活動事業費・・・・・・ 64,768千円(66,354千円)

米国における基地問題に関連する情報収集及び情報発信
② 辺野古新基地建設問題対策事業・・・・・ 41,243千円(41,243千円)

(1)国民的議論の機運醸成のための知事トークキャラバンの実施
(2)憲法や行政法に精通する弁護士や専門家への個別相談等

③ その他基地関係対策費・・・・・・・・・ 88,318千円(88,497千円)
沖縄の米軍基地問題に関する調査、知事訪米等の実施

④ 特定地域特別振興事業・・・・・・・・・・ 皆減 (1,432,631千円)
事業完了

※ ( )は前年度当初予算
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令和４年度一般会計当初予算の概要【総務部】

２ 県有財産の効率的管理

1 私学の振興

３ 琉球政府文書等の利用推進

• 公共施設マネジメント推進事業 1,949（1,259）
（公共施設のマネジメントによる施設の長寿命化、効率的利活用の全庁的取組の推進）

• 防災危機管理センター棟（仮称）整備事業 146（65）
（災害対策本部機能を備えた防災危機管理センター棟を建築するための基本設計）

令和４年度当初予算 1,564億円
対前年度 ＋120億円

単位：百万円（注）カッコ書きは、前年度当初予算額

• 私立学校等教育振興費 2,613（2,533）
（教育内容の充実、学校経営の健全化）

• 高等学校等就学支援金事業 4,510（3,822）
（生徒等への授業料負担の軽減）

• 私立学校通学費負担軽減事業（補助） 28（29）
（私立高等学校等に在籍する低所得世帯の生徒の通学費の支援）

• 私立専修学校授業料等減免事業 1,262（1,036）
（専修学校に通う生徒の授業料等の負担軽減）

※公債費の元利償還金や市町村への県税収入に係る交付金等 130,465百万円

• 琉球政府関係文書デジタル・アーカイブ事業 117（225）
（琉球政府文書等のデジタル化、インターネット公開）

• 在米沖縄関係資料収集公開事業 14（16）
（米国国立公文書館等から収集した沖縄関係資料のデジタル化、インターネット公開）
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〈企画部予算のポイント〉
・離島・過疎地域の産業振興及び定住条件の整備、情報通信基盤の整備については、切れ目のない施策が不可欠であることから、重点的に配分。
・主な増額事業：離島における情報通信基盤の高度化（＋13億円）
・主な減額事業：沖縄振興特別推進交付金の市町村交付分(ソフト交付金市町村分) （△47.8億円）

大東地区情報通信基盤整備推進事業費 (△23.5億円)
※沖縄本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブル敷設工事の完了に伴う減

企画部 令和４年度当初予算（案）概要

６新たな振興計画の推進等
1億円

【主な取り組み】

・新たな振興計画の推進
76百万円

・ＳＤＧｓ未来都市の実現や
普及啓発 36百万円

２ DXの推進、情報通信基盤
の整備 13億円

【主な取り組み】

・ＤＸ人材の育成、関連施策の推進
58百万円

・庁内ネットワークインフラ、県防
災行政無線等の整備・運用・管理

7.8億円

１ 離島・過疎地域の産業振興・
定住条件の整備 69億円

【主な取り組み】

・離島住民等の航路、空路における
交通コスト負担軽減 23.6億円

・離島における情報通信基盤の高度化
13億円

・沖縄本島と離島の交流促進
2.2億円

３ 交通体系の機能強化
７億円

【主な取り組み】

・地域住民の生活に関係するバス
路線の確保・維持 1.6億円

・シームレスな陸上交通体系の構築
1.4億円

・鉄軌道導入に向けた機運醸成
51百万円

４ 駐留軍用地跡地の有効
利用の促進 11億円

【主な取り組み】

・駐留軍用地跡地の有効かつ
適切な利用推進

11億円

５ 科学技術の振興
7億円

【主な取り組み】

・OIST等を核としたイノベーショ
ン・エコシステムの構築

4.8億円

7 沖縄振興特別推進交付金
（市町村） 182億円
【主な取り組み】

・沖縄振興特別推進交付金の
市町村交付分

(ソフト交付金市町村分)182億円

８ その他 44億円

【主な取り組み】
・参議院議員通常選挙(7月)
及び沖縄県知事選挙（9月）の管理執行

12.3億円
・市町村振興宝くじの収益金等の交付金

6.8億円

令和４年度当初予算要求額 335億円（対前年度比 △60億円、△15.4％）
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• 世界自然遺産登録地の自然環境や生物多様性の保全及び適正な観光等による利用の推進に要する経費

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捕獲及び希少種回復状況調査に要する経費

世界自然遺産保全・適正利用推進事業

外来生物侵入防止事業費

• 「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に 関する条例」に基づく埋立用材の
搬入届出に係る審査に要する経費

自然環境の保全・再生・継承及び持続可能な利用

372,280 （237,814）

138,569 （86,640）

51,148 （51,417）

• 国立自然史博物館を県内に誘致するため、シンポジウムの開催などの取組に要する経費
国立自然史博物館誘致推進事業 26,766 （5,281）

外来種対策事業

• 定着外来種の捕獲及び未定着外来種の侵入防止対策に要する経費
455,102 （104,120） 拡充

拡充

拡充

新規

環境部 令和４年度当初予算案の概要
～世界に誇る沖縄の自然環境を守る～

令和４年度当初予算額 4,054百万円
対前年度 870百万円増 （27.3％増）

世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成

・ 県の公用車を率先してＥＶ・ＰＨＶに転換し、電動化に向けた基盤整備を図るために要する経費

電動車転換促進事業 369,790 （302,246）

島しょ型資源循環社会構築事業 36,745 （30,995）
・ 本県に適したリサイクル体制を整備するための調査・検討及び支援に要する経費

山の日全国大会開催検討事業 10,592 （0）
・ 県民が山に親しむ契機や山からの恩恵を再認識する機会を創出するため、令和5年度の山の日全国大会に向けた
検討に要する経費

食品廃棄物調査事業 4,840 （2,100）
・ 食品ロス削減の推進に向けた家庭系食品ロス量把握等の調査に要する経費

拡充

拡充

環 境 部 の 主 な 事 業 （括弧内の金額は令和3年度予算額） 単位：千円

拡充
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米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決

47,625 （29,541）基地周辺環境対策推進事業

• 返還予定基地周辺における化学物質情報の収集や基地環境問題に係る人材育成、有機フッ素化合物対策の実施に要する経費

拡充

健 や か な 暮 ら し と 安 心 を 支 え る 充 実 し た 医 療 提 供 体 制 の 確 保
(狂犬病対策及び動物の愛護・管理の促進)

• 動物愛護管理センター・譲渡推進棟の運営、犬猫の譲渡推進及び傷病野生鳥獣の収容に要する経費

動物救護事業

海岸漂着物等地域対策推進事業

• 海岸に漂着した軽石等の回収・処分、軽石についての利活用手法の検討等に要する経費

赤土等流出防止総合対策事業

• 河川や海域の生態系のみならず観光産業や漁業にも大きな影響を与える赤土等の流出を防止する
ため、総合的な赤土等流出防止対策に関する取組実施に要する経費

136,865 (119,957)

持続可能な海洋共生社会の構築

サンゴ礁保全・再生総合対策事業

• サンゴ礁保全・再生に関する調査研究、対策の検討・実施、サンゴ礁保全再生活動の普及に要する
経費

拡充

拡充

580,825 (150,863)

68,948 (68,948)

25,549 (20,780)

環 境 部 の 主 な 事 業 単位：千円
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【子ども生活福祉部】 令和４年度一般会計当初予算案の概要

３． 高齢・障害者福祉＜418.4億円＞ （383.4億円）

⑮介護給付費等負担事業費＜172.0億円＞（169.4億円）
⑯特別養護老人ホーム等施設整備＜10.6億円＞（9.6億円）
⑰介護職員処遇改善事業＜12.6億円＞ 等

介護サービス提供体制の整備等 ＜214.2億円＞

⑱障害者介護給付費等事業費＜147.0億円＞（137.9億円）
⑲障害者の職業的自立促進・地域生活への支援等＜49.1億円＞（48.5億円）
⑳障害福祉職員処遇改善事業＜8.1億円＞

障害者就労の促進、地域生活への支援等 ＜204.2億円＞

６．復帰５０周年記念関連事業＜0.9億円＞ ［再掲］

㉙女性活躍推進シンポジウムの開催＜0.2億円＞
㉚第32軍司令部壕保存・公開事業＜0.6億円＞
㉛「アメリカ世の記憶」米軍統治下時代の証言映像の収録・発信＜0.1億円＞

７．新型コロナウイルス感染症対策＜5.1億円＞ ［再掲］

㉜新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業＜1.8億円＞
㉝介護・障害福祉事業所等におけるサービス提供体制の確保等＜0.9億円＞
㉞ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業＜1.4億円＞ 等
※今後の感染状況等を踏まえ、引き続き適切に対応する。

令和４年度当初予算案1,015.3億円
（対前年度＋106.4億円、＋11.7％）

【拡充】

【拡充】

５． 平和・男女共同参画・県民生活＜12.0億円＞ （11.5億円）

㉔沖縄全戦没者追悼式＜0.2億円＞（0.2億円）
㉕第11回沖縄平和賞授賞式＜0.3億円＞ 等

沖縄戦の継承と「沖縄のこころ」の発信 ＜6.3億円＞

㉖性の多様性の尊重＜0.1億円＞（0.1億円）
㉗女性力推進事業費＜0.1億円＞（0.1億円） 等

男女共同参画社会等の実現 ＜1.7億円＞

㉘消費者行政活性化事業＜0.4億円＞（0.4億円） 等
消費者行政の推進等 ＜4.0億円＞

２． 子育て・要保護児童対策等＜370.0億円＞ （366.1億円）

⑧幼児教育・保育の無償化＜162.6億円＞（164.6億円）
⑨県外保育士誘致支援＜0.1億円＞
⑩医療的ケア児の受け入れ支援＜0.5億円＞（0.1億円）
⑪公的施設を活用した放課後児童クラブ整備支援＜1.5億円＞（3.8億円）
⑫民間クラブ環境改善支援（ 賃借料支援1.5億円）＜1.9億円＞（0.1億円）等

⑬要保護児童等への支援等＜40.7億円＞（39.6億円）
⑭ひとり親家庭等の自立支援等＜38.6億円＞（36.2億円）等

子育て支援の充実等 ＜231.4億円＞

要保護児童対策等 ＜138.6億円＞

【拡充】

【拡充】

【拡充】

１． 子どもの貧困対策＜73.8億円＞ （14.9億円）

①子どもの貧困対策市町村支援事業＜3億円＞
②沖縄子供の貧困緊急対策事業＜3.1億円＞（2.8億円）
③ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業＜1.5億円＞
④ひとり親家庭・低所得子育て家庭日常生活支援事業＜0.6億円＞
⑤ヤングケアラー等寄り添い支援事業＜0.4億円＞
⑥ヤングケアラー支援体制強化＜0.2億円＞
⑦沖縄子どもの未来県民会議負担金事業＜0.3億円＞ 等

【拡充】

４． 生活保護・地域福祉等＜141.0億円＞ （132.9億円）

㉑被保護世帯への各種扶助＜103.0億円＞（103.7億円）等

生活保護、生活困窮者自立支援等 ＜114.3億円＞

㉒地域住民を見守り、支えるネットワーク形成促進事業＜0.1億円＞（0.1億円）等
地域共生社会の実現、包括的な支援体制の整備等 ＜25.6億円＞

㉓性暴力被害者ワンストップ支援センターの運営＜1.1億円＞（1.0億円）
性暴力被害者等に対する支援 ＜1.1億円＞

（ ）内の金額は令和３年度当初予算額

【新規】

【新規】
【新規】

誰一人取り残さない社会の実現に向けて、沖縄県子どもの貧困対策計画に基づく取組を
着実に推進するために、子どもの貧困対策推進基金への積立を行う（基金規模60億円）

基金の
積み増し

【新規】
【新規】
【新規】

【新規】
【新規】
【新規】

【新規】

【新規】

【新規】

新規

6



◎県事業＜３億円＞
【新規】ひとり親家庭・低所得子育て日常生活支援事業＜0.6億円＞
・ひとり親家庭または低所得子育て家庭へのヘルパー派遣
【新規】ヤングケアラー支援体制強化事業＜0.2億円＞
・ヤングケアラーの実態調査及び関係機関職員研修
【新規】ヤングケアラー等寄り添い支援事業＜0.4億円＞
・ヤングケアラーの実態把握及び家庭訪問による支援等
【新規】若年妊産婦支援促進事業＜0.1億円＞
・若年妊産婦に対する相談支援及び居場所設置促進

など
◎市町村事業＜３億円＞
【新規】子どもの貧困対策市町村支援事業＜３億円＞
・市町村が実施する就学援助及び独自事業への支援

１．子どもの貧困対策推進基金を活用した事業 ６億円
※保健医療部分含む

１．子どもの貧困対策推進基金を活用した事業 ６億円
※保健医療部分含む

３．【拡充】子育て総合支援事業 5.4億円３．【拡充】子育て総合支援事業 5.4億円

①拠点型子供の居場所運営事業＜0.4億円＞
・専門的な個別支援を必要とする子どもを受け入れる拠点型の居場所運営

②支援員及び子供の居場所の活動支援事業＜0.4億円＞
・貧困対策支援員等へ助言するコーディネーター配置及び研修実施

③離島及び広域相談体制整備事業＜0.2億円＞
・小規模離島町村への支援員等を派遣及び電話、メールによる広域相談

④県立高校の居場所づくり運営支援事業＜1.1億円＞
・学校内外の関係者等と連携した就学継続支援を行う居場所運営

⑤食支援連携体制構築事業＜0.1億円＞
・企業等から提供された食料品等を居場所等へ届ける体制づくり

【新規】⑥保健に関する相談支援事業＜0.2億円＞
・子ども達の性に関する悩み等への相談支援及び居場所職員への研修等

など

・生活困窮家庭の小中学生や高校生を対象とした学習支援
（24市町村32教室予定）

・進学校や難関大学等を目指す成績良好な生活困窮世帯の中高生を対象と
した進学塾を活用した学習支援
（６市町11教室予定）

・高校中退者、中卒進路未決定者、若年無業者等に対する短期プログラム
開催及びキャリア形成支援の手法とりまとめ

子どもの貧困対策関係事業

２．【拡充】沖縄子供の貧困緊急対策事業 3.1億円２．【拡充】沖縄子供の貧困緊急対策事業 3.1億円

４．【新規】ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業 1.5億円４．【新規】ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業 1.5億円

５．若年者キャリア形成支援モデル事業 0.3億円５．若年者キャリア形成支援モデル事業 0.3億円

・その他、課の運営費等

・ひとり親家庭等低所得世帯の児童が放課後児童クラブを利用する際の
利用料補助

令和４年度当初予算案：73.8億円
（R3：14.9億円）

子どもの貧困対策推進基金原資積立事業 57億円

◎基金積立
【拡充】子どもの貧困対策推進基金積立事業＜57億円＞
・子どもの貧困対策を継続実施するため、基金原資として新たに57億円を積
み増す。（基金規模６０億円）
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令和４年度当初予算(案）概要【保健医療部】

Ⅰ 一般会計 96,506,298千円 （対R3当初予算:79,447,044千円 +17,059,254千円増 （21.5％増））

２ 医療サービスの充実

１ 医師等医療従事者の育成・確保

(１) 救急医療用ヘリコプター活用事業（298,062千円）
ドクターヘリ事業の安定運航に要する経費

(１) 医師確保に要する経費（2,179,976千円）
医師修学資金等貸与事業など計23事業【ソフト３事業】

(２) 看護師等確保に要する経費（1,460,964千円）
看護師等養成所運営補助、大学運営交付金など計26事業【ソフト１事業】

(３) 県内国公立大学薬学部設置推進事業（11,255千円）
県内国公立大学への薬学部設置を推進するための経費【ソフト】

(２) 沖縄医療施設等施設整備事業（1,935,018千円）
老朽化等に伴い移転新築に要する経費を補助する経費【ハード】

３ 精神保健・難病対策

(１) 精神障害者自立支援医療費（7,636,879千円）
精神障害者通院医療費の公費負担に要する経費

(２) 難病医療費等対策事業（2,853,246千円）
特定医療費（指定難病）の公費負担に要する経費

(１)こども医療費助成事業（2,274,888千円）
市町村が行うこども医療費助成事業に対する補助に要する経費【拡充】

(３) 妊娠期からのつながるしくみ体制構築事業（14,423千円）
母子健康包括支援センター体制強化及びモデル事業の実施【ソフト】【新規】

(４) 小児慢性特定疾病医療費助成事業（616,955千円）
小児慢性特定疾病医療費の公費負担に要する経費

４ 母子保健の充実

５ 健康・長寿おきなわの推進

(１) 健康増進計画推進事業（32,497千円）
健康おきなわ21の推進に要する経費

(２) 生活習慣病予防対策事業（35,400千円）
生活習慣病予防、企業における「健康経営」を推進するための経費【ソフト】【新規】

(１) 水道基盤強化推進事業（17,569千円）
水道広域化・広域連携の推進に要する経費【ソフト】

６ 安心・安全な生活衛生の確保

Ⅱ 国民健康保険事業特別会計 158,872,637千円 (R３：159,178,178千円 △305,541千円(-0.2%))

沖縄県及び市町村の国民健康保険事業の運営に要する経費

(３) 北部基幹病院整備推進事業（214,520千円）
公立沖縄北部医療センターの整備を推進するための経費【拡充】

(２)こども医療費助成現物給付支援事業（45,990千円）
こども医療費助成の拡充を確実に実施できるよう市町村へ補助【新規】
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新型コロナウイルス感染症対策【保健医療部】

２ 感染症患者等に対する支援
（１） 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設運営事業

R4年度：7,547,768千円 R3年度：1,783,322千円
新型コロナ感染症軽症者への宿泊療養等施設の設置・運営【包括】

医療提供体制の構築
１ 医療機関・医療従事者への支援
（１） 新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業

R４年度：7,512,087千円 R3年度：5,149,947千円
新型コロナウイルス感染症患者等受け入れのため、医療機関が空床とした
病床に対する支援【包括・臨時】

相談・検査体制の構築

令和４年度当初予算額：24,787,481千円 （令和３年度コロナ対策当初予算 10,220,803千円）

※国の包括支援交付金、地方創生臨時交付金を活用した事業

（２） 新型コロナウイルス感染症医療機関協力金交付事業
R4年度：1,269,506千円 R3年度：703,612千円
新型コロナ患者等を受け入れた医療機関に対する協力金交付【臨時】

１ 感染症相談体制の構築
（１） 新型コロナウイルス感染症相談体制強化事業

R4年度：61,094千円 R3年度：132,873千円
感染症に係る一般的な問い合わせに対して、コールセンターを設置【包括】

（２） 新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査強化事業
R4年度：1,641,778千円 R3年度：1,397,773千円
エッセンシャルワーカーに対するＰＣＲ検査及び県民が安価にＰＣＲ検査を
行うための検査機関への支援【臨時】

３ クラスター対策・医療チーム等派遣
（１） 新型コロナウイルス感染症対策医療チーム等派遣支援事業

R4年度：88,723千円 R3年度：41,696千円
DMAT等への医療活動支援要請や患者搬送等を行う医療コーディネーターの
配置【包括】

２ 検査体制の構築
（１） 新型コロナウイルス感染症検査体制確保事業

R４年度：940,181千円 R3年度：533,305千円
新型コロナ感染症にかかる検査体制の確保【包括】

（２） 新型コロナウイルス感染症療養等臨時施設運営事業
R4年度：996,879千円 R3年度：0千円
新型コロナ感染症にかかる入院待機者を一時的に受け入れる施設の設置・

運営【包括】

（２） 新型コロナウイルス感染症保健所体制強化事業
R４年度：225,916千円 R3年度：38,934千円
新型コロナ感染症対策に取り組む保健所支援員の配置等体制の強化【包括】

・沖縄県感染防止対策認証制度事業
R4年度：131,742千円 R3年度：0千円
「安全・安心の店舗をつくる・まもる・ひろめる県民運動の実施」として、
飲食店等に対する感染防止対策の認証・支援【臨時】

・沖縄県ワクチン接種促進事業
R4年度：1,260,670千円 R3年度：0千円
市町村によるワクチン接種を補完するため、広域ワクチン接種センターの
設置・運営【包括】感染防止対策認証制度の推進

ワクチン接種の推進

・新型コロナウイルスワクチン個別接種・職域接種促進事業
R4年度：419,302千円 R3年度：0千円
ワクチン接種の個別接種に協力する医療機関の取組に対する支援、及び
職域での接種を行う企業等に支援し、効果的・効率的な接種を促進【包括】9



一般会計当初予算額５２５億１,６７１万２千円
（令和3年度当初予算額 566億5,937万5千円 対前年度比△41億4,266万3千円、7.3％減）

１ おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化 ２6億2千7百万円

◎沖縄型耐候性園芸施設整備事業 （４４１百万円） 沖縄型耐候性園芸施設の整備補助

◎沖縄アグー豚ゲノム育種推進事業 （９百万円） DNAチップを用いたゲノム育種改良の推進

○肉用牛群改良基地育成事業費 （６７百万円） 産肉能力検定や組織的な育種改良により優良雄牛を造成

◎サンゴ礁漁業におけるSDGｓブランド化推進事業 （１１百万円） 資源管理と高付加価値化の推進

○さとうきび生産総合対策事業 （９０百万円） ハーベスター等の高性能農業機械の導入支援等、さとうきびの機械化推進

２ 県産農林水産物の安全と消費者信頼の確保 28億2千万円

◎特殊病害虫特別防除事業 （１，４３２百万円） ミバエ類・イモゾウムシ等の特殊病害虫の侵入防止・根絶対策

○家畜伝染病予防事業 （２２７百万円） 口蹄疫、豚熱、鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病の侵入・発生予防及び

まん延防止対策

○水産新市場整備事業 （９８百万円） 糸満漁港における高度衛生管理型荷捌施設の整備

農林水産部 令和４年度当初予算（案）

◎はソフト交付金、□はハード交付金、○はその他（内閣府一括計上、各省計上、県単等）

３ 多様なニーズに対応するフードバリューチェーンの強化 59億9千4百万円

◎農林水産物条件不利性解消事業 （２，１７８百万円） 県産農林水産物を県外等に出荷する際の輸送補助

○中央卸売市場再整備に関する調査研究事業 （２３百万円） 施設規模、機能等を含めた再整備の内容を調査

◎分蜜糖振興対策支援事業 （１，１８４百万円） 分蜜糖製造コストの補填及び機器等の整備補助

◎含蜜糖振興対策支援事業 （１，６６７百万円） 含蜜糖製造コストの補填及び機器等の整備補助
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○県立農業大学校移転整備事業 （１，７２３百万円） 農業大学校の移転整備により学習環境の強化及び効率化を推進

○農地中間管理機構事業 （１２８百万円） 農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積及び集約化の支援

○新規就農者支援事業 （１６２百万円） 青年新規就農者への機械・施設の導入に対する支援

○新規畑人資金支援事業 （１９２百万円） 青年新規就農者の育成・確保のための資金支援

◎赤土等流出防止営農対策促進事業 （２０５百万円） 農地における赤土等流出防止対策

○多面的機能支払交付事業 （３２４百万円） 地域ぐるみで実施する農地・農業用施設等の適切な維持保全管理活動

及び農村環境の質的向上活動に対する支援

□農業集落排水事業（２，３４９百万円） 農村集落における生活排水等の汚水を処理する施設の整備

４ 担い手の経営力強化 27億3千4百万円

◎はソフト交付金、□はハード交付金、○はその他（内閣府一括計上、各省計上、県単等）

５ 農林水産業のイノベーション創出及び技術開発の推進 19億8千万円

◎AIを活用した作物障害画像診断に向けた体制整備事業 （７８百万円） 農家自身で作物障害の原因を特定できる画像診断

システムの構築及び利用に向けた体制整備

◎持続可能な沖縄型果樹生産技術開発事業 （３９百万円） 果樹安定供給技術の開発、ゲノム情報を活用した品種育成法の導入

◎オキナワモモズクの生産底上げ技術開発事業 （１７百万円） 漁場の環境変動に対応するモズクの養殖技術の開発

６ 成長産業の土台となる農林水産業の基盤整備 2４１億６千５百万円

□○水利施設整備事業 （４，２２１百万円） 農業用水源の開発、かんがい施設及び排水施設の整備

○水産生産基盤整備事業 （１，３１７百万円） 漁港における防波堤等の外郭施設や係留施設の整備

◎沖縄型森林環境保全事業 （４４百万円） 松食い虫等に対する戦略的防除対策の実施

７ 魅力と活力のある農山漁村地域の振興 ４１億１千５百万円
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（３） デジタル社会を支える情報通信関連産業の高度化・高付加価値化

（４） アジアのダイナミズムを取り込む国際物流拠点の形成と臨空・臨港型
産業の集積

（５） 科学技術イノベーションの創出と次世代を担う持続可能な産業の振興

（８） 地域を支える第二次産業と県産品の振興

（１） 県民所得の着実な向上につながる企業の「稼ぐ力」の強化

（11） 誰もが安心して働ける環境づくりと多様な人材の活躍促進

(1) 世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成

（５） 新たな価値を創造し、産業を牽引する人づくりと人材の確保

１ アジアのダイナミズムを取り込む国際物流拠点の形成と臨空・臨港
型産業集積の実現プロジェクト

２ 「リゾテックおきなわ」の推進による産業の高度化・高付加価値化の
実現プロジェクト

３ イノベーションの加速による魅力ある産業創出の実現プロジェクト

４ 快適に生活するための「稼ぐことのできる」経済社会の実現プロ
ジェクト

５ ものづくり産業の戦略的発展の実現プロジェクト

１ 低炭素で災害に強い、沖縄らしい島しょ型エネルギー社会の実現
プロジェクト

２ 事業の継続と誰もが安心して働ける環境づくりの実現プロジェクト

３ 新たな価値を創造し産業を牽引する人づくりの実現プロジェクト

将来像３ 希望と活力にあふれる豊かな島を目指して

令和４年度の基本施策新たな振興計画（案）※抜粋

商工労働部の施策体系

Ⅰ 希望と活力にあふれる豊かな沖縄の産業を育てる

Ⅱ 産業を支える強靱な土台をつくる

（６） 沖縄の優位性や潜在力を生かした新たな産業の創出

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

将来像３ 希望と活力にあふれる豊かな島を目指して

将来像５ 多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して

【重点項目１】

【重点項目２】

【重点項目３】

「実現プロジェクト」 による施策の展開と商工労働部の対応方針（令和４年度重点項目）

１ 電気の安定的かつ適正な供給の確保を前提としたクリーンエネルギーの導入拡大と地産地消の推進
２ 「リゾテックおきなわ」の推進による産業DXの加速化
３ 足腰の強い経済構造へ転換していくための稼ぐ力の強化
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１ アジアのダイナミズムを取り込む国際物流拠点の形成と臨空・臨港型産業集積の実現プロジェクト （2,087百万円）

①◎ 国際航空物流機能強化推進事業 748百万円 ④◎ 沖縄国際物流ハブ活用推進事業 125百万円
②◎ アジア・ビジネス・ネットワーク事業 30百万円 ⑤◎ 航空関連産業クラスター形成促進事業 21百万円
③◎ 物流対策総合支援事業 86百万円 ⑥◎ 沖縄県投資環境プロモーション事業 46百万円

２「リゾテックおきなわ」の推進による産業の高度化・高付加価値化の実現プロジェクト（676百万円）

①◎［新］沖縄ＤＸ促進支援事業 152百万円 ③◎ ［新］データ活用プラットフォーム構築事業 87百万円
②◎ ResorTech Okinawa推進事業 64百万円 ④☆ ［新］産業人材デジタルリテラシー強化事業 30百万円

３ イノベーションの加速による魅力ある産業創出の実現プロジェクト （472百万円）

①◎［新］バイオ関連産業事業化促進事業 202百万円 ④◎ スタートアップエコシステム構築支援事業 128百万円
②◎［新］バイオ関連企業経営支援事業 41百万円 ⑤◎ 健康・医療データサイエンス人材育成事業 20百万円
③◎ 健康食品ブランド力強化普及支援事業 28百万円

４ 快適に生活するための｢稼ぐことのできる｣経済社会の実現プロジェクト（2,131百万円）

①◎ ＩＣＴビジネス高度化支援事業 217百万円 ④◎［新］産業間連携おきなわブランド戦略推進事業 22百万円
②◎ 稼ぐ企業連携支援事業 140百万円 ⑤ 小規模事業経営支援事業費 1,185百万円
③◎ 事業承継推進事業 91百万円

Ⅰ 希望と活力にあふれる豊かな沖縄の産業を育てる （6,032百万円）

◎：ソフト交付金 ☆地方創生推進交付金 ［新］：新規事業

【重点項目２】

【重点項目３】
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１低炭素で災害に強い、沖縄らしい島しょ型エネルギー社会の実現プロジェクト （529百万円）

①◎［新］島しょ型エネルギー社会基盤構築事業 512百万円 ② クリーンエネルギーアイランド推進事業 14百万円

３ 新たな価値を創造し産業を牽引する人づくりの実現プロジェクト （ 246百万円）

①◎［新］ＤＸ人材養成事業 45百万円 ④◎ 沖縄未来のＩＴ人材創造事業 20百万円
②◎ 先端ＩＴ人材育成支援事業 55百万円 ⑤◎ デジタル人材ＵＩＪターン支援事業 29百万円
③ ［新］奨学金返還支援事業 6百万円 ⑥☆［新］プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 43百万円

２ 事業の継続と誰もが安心して働ける環境づくりの実現プロジェクト（63,162百万円）

① 県単融資事業費 62,304百万円 ④◎ パーソナルサポート事業 120百万円
②◎ 若年者活躍促進事業 200百万円 ⑤◎ 女性のおしごと応援事業 31百万円
③◎ 離職者等就職促進事業 53百万円 ⑥◎ 非正規労働者処遇改善事業 11百万円

５ ものづくり産業の戦略的発展の実現プロジェクト （666百万円）

①◎ 琉球泡盛新発展戦略事業 40百万円 ④◎ 製造業県内発注促進事業 19百万円
②◎ 産学官連携製品開発支援事業 56百万円 ⑤◎ ものづくり生産性向上支援事業 48百万円
③◎［新］島工藝おきなわ販路拡大推進事業 31百万円

Ⅱ 産業を支える強靱な土台をつくる （63,937百万円）

【重点項目１】

◎：ソフト交付金 ☆地方創生推進交付金 ［新］：新規事業
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