
Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan・Do)

決算見込額
（単位：千円）

進捗状況

①
IT活用地域医療連携システム構築事
業

- 順調

② 災害時の救急医療体制の充実 7,688 順調

③ 周産期保健医療体制整備事業 885 順調

④ 地域支え合い体制づくり推進事業 15,216 順調

⑤ 治水対策（情報提供等）
349,403

(203,008)
順調

⑥

土砂災害警戒避難体制支援事業
※「土砂災害情報システム」は「沖縄
県防災システム」に統合
（再掲）

- 順調

⑦
沖縄県防災情報システム機能強化事
業

5,841 順調

⑧ サイバー犯罪・サイバーテロ対策事業 7,518 順調
警察本部　生活安全部生活保安課、警
備部警備第一課

「おきなわICT総合戦略」基本施策総括表
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

平成27年度

担当部課

保健医療部　健康長寿課

子ども生活福祉部　高齢者福祉介護課

土木建築部　河川課

土木建築部　海岸防災課

知事公室　防災危機管理課

主な取組

保健医療部　保健医療政策課

保健医療部　保健医療政策課

対応する主な課題

健康で安全・安心な暮らしの実現に向けては、健康・長寿など
を生かした県民の幸福度が高まる社会を構築し、次世代に継
承していくことが求められている。
このため、保健医療・福祉サービス等の向上、防災体制の強
化、サイバー犯罪に対する防犯等の強化を推進する。

基本施策  1-(1) 健康で安全、安心な暮らしの実現

1



（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(1)-①

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
がん：5
糖尿：1
脳卒中：3
心筋梗塞：0
地域連携ｸﾘ
ﾃｨｶﾙﾊﾟｽ導
入圏域数

がん：5
糖尿：1
脳卒中：3
心筋梗塞：0

全圏域
県

県医師会

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

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ――
　県医師会が構築する地域連携クリティカルパス（おきなわ津
梁ネットワーク）について、加入促進のための普及啓発を支援
する。

順調

　地域連携のクリティカルパス導入圏域数は、計画値を達成。脳卒中についても全圏域
において導入されている。
　また、地域連携クリティカルパス（おきなわ津梁ネットワーク）に調剤情報共有システム
が追加され、加入施設数は調剤薬局34施設を含む208施設、登録患者数は11,057人とな
り、平成26年度に比べ78施設増加しており、患者本人の状態（特定健康診査の結果や受
診記録など）がわかり、効果的な保健指導や治療ができる。

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

地域連携クリティカルパス導入圏域数
がん：５、糖尿病：１

脳卒中：５、心筋梗塞：０
がん：５、糖尿病：１

脳卒中：５、心筋梗塞：０

事業名 活動内容

―
　県医師会が構築する地域連携クリティカルパス（おき
なわ津梁ネットワーク）について、ホームページ等を活
用して加入促進のための普及啓発を支援した。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 保健医療部　保健医療政策課

ICTの利活用
等の概要

特定健康診査の結果を基本情報に、各医療機関における検査結果や地域医療連携パ
ス情報、医療機関や各医療保険者が行う特定保健指導情報等を集積及び共有し、県民
への適切な保健指導や医療勧奨、治療等を行う。

平成27年度実績

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 ＩＴ活用地域医療連携システム構築事業

取組内容
圏域の中核病院である県立病院に電子カルテシステムを整備し、県医師会が構築する
地域連携クリティカルパス（おきなわ津梁ネットワーク）により地域の医療連携体制を構
築する。

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

電子カルテシステムの整備
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

77施設
3,491人
（25年）

130施設
6,226人
（26年）

208施設
11,057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）

参考データ 沖縄県の現状

地域連携クリティカルパス
（おきなわ津梁ネットワーク）加入状況

（連携医療機関、登録患者数）

・ネットワークの活用による診療報酬が新設されたことにより、地域連携クリティカルパス(おきなわ津梁
ネットワーク）の有効性は高まっていることから、参加医療機関がその機能を十分に活用できるよう、
活用方法についての説明を行っていく必要がある。

・おきなわ津梁ネットワークへの医療機関及び県民の加入促進を図るため、引き続き広報活動を継続
していく。

・また、参加医療機関に対しては、おきなわ津梁ネットワークが十分に利活用できるよう、活用方法に
ついての説明も行っていく。

　おきなわ津梁ネットワークへ参加する医療機関数、県民の登録者数は共に増加しており、患
者本人の状態を把握や効果的な保健指導や早期の治療を行うことができる。

○内部要因
・平成28年度より、参加医療機関から利用料を徴収する予定である。そのため、参加医療機関が減る
可能性もあることから、おきなわ津梁ネットワークへ参加するメリットを説明し、更なる利活用を促進す
る必要がある。

○外部環境の変化
・診療報酬改定により、診療情報提供書等のネットワークの活用による診療報酬が新設されたことか
ら、全県統一のネットワークシステムであるおきなわ津梁ネットワークの有効性は高まっているといえ
る。

成果指標

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①圏域毎に医療機関や県民向けの公開講座等を
実施し、地域連携クリティカルパス（おきなわ津梁
ネットワーク）の利便性を説明するとともに、ホーム
ページ、医師会、医療機関及び県・市町村等の広
報を活用し加入促進を図る。

①おきなわ津梁ネットワークの広報活動を行った
ことにより、県民の登録者数も増加し、平成27年
度に1万人を突破した。

【その他取組】
　調剤情報共有システムを追加した結果、調剤薬
局におけるおきなわ診療ネットワークの利用が可
能となり、34の調剤薬局が参加している。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(1)-②

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

20チーム
DMAT(災害
派遣医療
チーム）数

22チーム 23チーム 24チーム 25チーム

→
県

救急告示病院
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

7,805 7,688 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 災害時の救急医療体制の充実

取組内容
災害時に迅速な救急医療活動の展開を図るため、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養
成、広域災害救急医療情報システムの導入・運用を行う。

年度別計画

担当部課 保健医療部　保健医療政策課

ICTの利活用
等の概要

広域災害救急医療情報システムの導入

平成27年度実績

事業名 活動内容

救急医療対
策事業費

広域災害救急医療情報システムの運用を行うとと
もに、新規にＤＭＡＴを1チーム養成し、県内ＤＭＡ
Ｔは計22チームとなった。

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養成 24チーム 22チーム

順調

　ＤＭＡＴ養成のために医師等の受講が必要なＤＭＡＴ養成研修には、各都道府県ごとの
受講枠という制限があるうえ、その枠で既存ＤＭＡＴの欠員補充にも対応しなければなら
ないが、計画的に受講することにより、1チーム増加の22チームの養成を図ることが出来
た。

ＤＭＡＴの養成、広域災害救急医療情報システム

の導入・運用
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

7,428 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

19チーム
(25年度)

21チーム
(26年度)

22チーム
(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）

平成28年度計画

事業名 活動内容

救急医療対
策事業費

広域災害救急医療情報システムの運用を行うとともに、計画的
な受講枠の活用によりＤＭＡＴの養成を行っていく。

成果指標

－

平成27年度の取組改善案 反映状況

①前年度に引き続き、欠員補充によるDMAT養成
研修受講においては、既存ＤＭＡＴの欠員状況を
的確に把握し、より優先度の高い県内各ＤＭＡＴの
混成で受講し、限られた受講枠でも欠員により編
成が出来ないＤＭＡＴが発生しないよう留意しつつ
新規ＤＭＡＴの養成を図っていく。

①より優先度の高い県内各ＤＭＡＴの混成で受講
し、限られた受講枠でも欠員により編成が出来な
いＤＭＡＴが発生しないよう留意しつつ新規ＤＭＡＴ
の養成を図ったことにより、1チームの増加を達成
した。

参考データ 沖縄県の現状

沖縄県内のＤＭＡＴ数

・県内94病院が、広域災害救急情報システムの入力に習熟する必要がある。
・市町村及び、関係機関が広域災害救急医療情報システムを活用できるようにする必要がある。

・県内94病院、市町村及び関係機関を対象とした、説明会等を行い周知を図るとともに、広域災害救
急医療情報システムの入力訓練を実施する。

　ＤＭＡＴ養成研修受講枠の制限があるため、計画値には及ばなかったが、ＤＭＡＴ数は年々増
加している。ＤＭＡＴを養成することで、災害時の救急医療体制を拡充することができた。

○内部要因
・DMATについては、広域災害救急医療情報システムは、順調に活用されている。
・県内94病院については、広域災害救急医療情報システムの基本的な部分は活用されている。
・市町村及び、関係機関については、広域災害救急医療情報システムが活用されていない。

○外部環境の変化
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(1)-③

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

関係団体

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

885 885 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

885
各省
計上

事業名 活動内容

周産期医療
体制整備対
策事業

沖縄県周産期空床情報ネットOPeNの管理運営を行う。

順調
　県内７箇所の周産期母子医療センターにおける空床情報を更新し、インターネットで常
時閲覧できる環境を確保したことで、周産期母子医療センター相互の連携や、円滑な搬
送に寄与することができた。

平成28年度計画

推進状況 平成27年度取組の効果

「沖縄県周産期空床情報ネットOPeN」の運営 -
アクセス件数：5,491

（27病院）

（細事業）
周産期医療
対策事業

 円滑な搬送体制を確保するため　周産期空床情
報ネットワークの管理運営を行った。

活動指標名 計画値 実績値

平成27年度実績

事業名 活動内容

担当部課 保健医療部　健康長寿課

ICTの利活用
等の概要

周産期母子医療センターの空床情報をインターネットで管理する

取組内容
　全ての妊産婦に安全、安心な妊娠・出産ができる環境と、新生児の健やかな発育発達
を支える環境を整えるため、周産期保健医療体制の整備を図るとともに、本県の実情に
即した総合的な周産期保健医療の確保、向上に資する関係者研修会を行う。

年度別計画

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 周産期保健医療体制整備事業

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

周産期母子医療センターへの補助

周産期医療情報ネットワー

クの構築

周産期保健医療協議会、周産期医療関係者研修会

周産期空床情報ネットワーク の運営
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

2.7
（22年）

2.9
（26年）

2.3 △ 0.2
2.1

（25年）

4.1
（22年）

4.0
（26年）

減少 0.1
3.7

（26年）

11.2
（22年）

11.5
（26年）

9.6 △ 0.3
9.5

（26年）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

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）

○外部環境の変化
・公費による14回の妊婦健診が実施されたものの、依然として未受診のまま出産に至る妊婦がいる。
また身体だけではなく、核家族化等の影響による社会的、経済的なリスクを抱える妊婦も増えている。

・沖縄県周産期空床情報ネットOPeNの安定的な管理運営（稼働）を行うことにより、搬送の円滑化や
迅速化につなげる。

・沖縄県周産期空床情報ネットＯｐｅＮを安定的に管理運営（稼働）していく。

○内部要因
・年々分娩を取扱う医療機関が減少しているため、周産期における搬送体制について再検討していく
必要がある。

・ハイリスク妊産婦等の増加により総合周産期母子医療センターの病床利用率は満床状態にある。

参考データ 沖縄県の現状

―

　全国に比べ、乳幼児死亡率、周産期死亡率及び低体重児出生率ともに高めで推移している。
　H28目標値の達成に向けて引き続き、周産期医療体制の充実強化や周産期の搬送体制の整備に努め
ると共に、妊婦等に対して早期の妊娠の届け出の勧奨、母子健康手帳交付時の保健指導等、妊婦健康
診査の充実に取組むほか、予期せぬ妊娠に悩む女性に対する支援にも取組む。

乳児死亡率（出生千対）

周産期死亡率（出生千対）

低体重児出生率（出生百対）

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

－ -
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(1)-④

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

20箇所
地域支え合
い体制づく
り事業助成
箇所数

市町村

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 15,216 県単等

推進状況 平成27年度取組の効果

順調

　地域支え合い体制づくり事業助成箇所は、計画値20箇所のところ８箇所だが、助成した
市町村では地域の支え合い活動の立ち上げ支援、地域活動の拠点整備、見守り活動等
の支え合い体制づくり推進された。
　国のモデル事業から始まった通いの場づくりでのいきいき百歳の取組を実施したのが
５市村、通いの場は15箇所であった。国のモデル事業を終了した平成28年度も通いの場
は継続され、24箇所に増加し、住民主体の地域づくりが推進されている。
　通いの場づくり、地域共生ホームなど他事業との抱き合わせで着手している事業もあ
り、地域の支え合い体制づくりが推進されている。

地域支え合い体制づくり事業助成箇所数 20箇所 ８箇所

地域支え合
い体制づくり

事業

　市町村が行う地域の支え合い活動の立ち上げ
支援、地域活動の拠点整備、見守り活動等へ助
成した。

活動指標名 計画値 実績値

平成27年度実績

事業名 活動内容

担当部課 子ども生活福祉部　高齢者福祉介護課

ICTの利活用
等の概要

情報共有のためのネットワークやシステムの整備　等

取組内容

  ひとり暮らし高齢者や高齢者だけの世帯が増加傾向にある中、その安否確認や日常生
活支援については、市町村などの行政サービスだけでなく、地域住民による取組が重要
である。
  当該事業を通じて、地域における高齢者等への支援や日常的な見守り・支え合う体制
づくり、地域ネットワークづくり等を促進する。

年度別計画

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 地域支え合い体制づくり推進事業

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

ネットワークの整備、先進的事業の立ち上げ支援
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（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

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

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）

・引き続き、県ホームページへの掲載や市町村への通知等、事業の周知を図るとともに、市町村への
訪問等による意見交換や情報提供によって、事業の更なる活用を推進する。また、過年度助成した実
施主体（市町村、団体）に対して、継続状況や事業効果等の確認を行う。

・市町村に対して、新たな仕組みの導入や人材育成など地域を支えるために必要なネットワークづくり
のための事業としての活用を呼びかけ、周知を図る。

○内部要因
・当初、国において、平成23年度限りの事業（当初予算３億円）であったが、事業期間を平成26年度ま
で延長され実施していた。国の事業が終了したことに伴い、県単独基金である介護保険推進基金を財
源に、当事業を平成27年度から当初予算に計上している。

○外部環境の変化
・国のモデル事業である通いの場でのいきいき百歳体操の取組と合わせて、住民主体の地域づくりが
推進された。

・市町村への周知及び事業取組状況の実態把握や、前年度事業の継続状況や事業効果等の確認が
必要と考える。

・市町村に対し、地域を支えるために必要なネットワークづくりのための事業に活用してもらうよう周知
する必要がある。

―

　市町村が行う地域の支え合い活動の立ち上げ支援、地域活動の拠点整備、見守り活動等へ
助成することで、各地域の現状や課題などの実情に即した事業支援を行うことができ、支え合
い体制づくりが推進された。

―

参考データ 沖縄県の現状

①県ホームページへの掲載や市町村への通知等
で具体的に事業の周知を図るとともに、市町村へ
の訪問等による意見交換や情報提供（これまでの
事業を一覧にして配布）によって、事業の更なる活
用を推進する。

①県ホームページへの掲載や市町村への通知
等、事業の周知を図り、市町村への訪問等による
意見交換や情報提供によって、事業の活用を促し
た。

成果指標

地域支え合
い体制づくり

事業

　平成26年度にて、国の基金が終了となった。しかし、事業の
継続の必要性があることから、平成28年度以降においても予
算を計上し、市町村が行う地域の支え合い活動の立ち上げ支
援、地域活動の拠点整備、見守り活動等へ助成する。

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
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(1)-⑤

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

436,852
(203,008)

349,403
(203,008)

一括
交付金

（ハード）

順調

　ダム維持修繕について計画値２ダム（座間味ダム、金城ダム）に対し、実績２ダム(座間
味ダム、金城ダム）の維持修繕を行ったことにより、順調に推移している。
　また、座間味ダム、金城ダムのダム管理用制御処理設備を改良したことにより、ダムの
情報をリアルタイムで関係機関や一般住民へ提供することができ、洪水時の警戒・避難
活動を迅速化し被害低減が図られた。

推進状況 平成27年度取組の効果

ダム情報基盤整備 ２ダム ２ダム

事業名 活動内容

沖縄振興公
共投資交付
金（河川）

　ダム情報基盤の整備は、倉敷ダム及び金城ダ
ムのダム管理用制御処理設備の改良を行った。
　河川情報基盤の整備は、沖縄県と沖縄総合事
務局間の通信機能の二重化を行った。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 土木建築部　河川課

ICTの利活用
等の概要

ダム情報基盤の整備、河川情報基盤の整備

平成27年度実績

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 治水対策（情報提供等）

取組内容
治水対策については、ダム情報基盤、河川情報基盤の整備により、洪水時の避難活動
の迅速化や被害軽減を図る。

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

ダム情報基盤の整備

（県管理６ダム：我喜屋、倉敷、金城、座間味、真栄里、儀間）

河川情報基盤の整備

（雨量計１６箇所、水位計２７箇所、カメラ２９箇所等）
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

200,717
(87,449)

一括交付
金

（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

0件
(23年)

5件
(27年)

5件
(28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）

参考データ 沖縄県の現状

長寿命化計画策定件数（県管理ダム）

・各ダムの長寿命化計画について、機械設備と電気通信設備は策定済であり、ダム土木構造物を策
定する必要がある。また、真栄里ダムは国営石垣島土地改良事業と協力して実施する。
・河川情報基盤の基幹システム整備において、各関係機関の協力を得ながら実施する必要がある。

・平成２９年度までに機械設備、電気通信設備、ダム土木構造物を統合した長寿命化計画を策定す
る。また、真栄里ダムは当面、現設備の補修で対応する。
・河川情報基盤の基幹システム整備において、各関係機関と情報交換及び綿密な調整等を行い、他
システムとの連携及びネットワークの構築を図る。

　県管理５ダム（我喜屋ダム、座間味ダム、真栄里ダム、倉敷ダム、金城ダム）における機械設備、電気通
信設備の長寿命化計画を策定（平成２６年２月策定）した。本計画に基づき老朽化した施設の更新等を実
施することにより、安定した水の供給が図られる。

　自然災害から県民の生活と財産を守るための生活基盤の機能強化としての情報基盤整備について、計
画通りの進捗である。

○内部要因
・土木構造物としてダムの老朽化が著しい。

○外部環境の変化
・真栄里ダムは農林事業との連携が必要である。
・河川情報基盤の基幹システム整備において、各関係機関の他システムとの連携・ネットワーク接続
が必要となる。

沖縄振興公
共投資交付

金(河川)

　我喜屋ダムのダム管理用制御処理設備の改良を行う。併せ
て、真栄里ダム、座間味ダムの長寿命化計画の更新を行う。
　河川情報基盤は、基幹システムの整備を行う。

成果指標

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

　年度毎の河川及びダム施設の情報基盤整備計
画を策定し、将来の改良・更新コストの縮減、平準
化を図る。

  河川及びダム施設の情報基盤整備計画を策定
し、計画どおりに進捗している。

平成28年度計画

事業名 活動内容
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(1)-⑥

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
６市町村
土砂災害情
報相互通報
システム設
置市町村数

「土砂災害情
報相互通報シ
ステム整備事
業」（社会資本
総合整備交付
金事業）廃止

→

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

- - ―

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 土砂災害警戒避難体制支援事業

取組内容
土砂災害から県民の生命を守るため、市町村の行う防災訓練を支援し、土砂災害に対
する警戒避難体制の整備を促進する。

年度別計画

担当部課 土木建築部　海岸防災課

ICTの利活用
等の概要

即報システムの強化

平成27年度実績

事業名 活動内容

土砂災害警
戒避難体制
支援事業

　市町村が行う土砂災害に対する防災訓練につ
いて、県関連事業（土砂災害相互通報システム整
備事業）を防災危機管理課所管防災情報システ
ムに統合し、一元化を図った。当該防災システム
を活用した訓練を支援したことにより土砂災害に
対する警戒避難体制の整備を促進した。

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

土砂災害情報相互通報システム設置市町村数 9市町村 6市町村

順調

　県関連事業（土砂災害相互通報システム整備事業）は平成25年度廃止された。また、
これまで同事業にて県が土砂災害危険箇所を有する33市町村との間に整備した「土砂
災害情報システム」については平成27年度に防災危機管理課所管「防災情報システム」
と統合された。
　当該防災システム及び6市町村に設置した防災無線並びに、市町村独自で設置済み、
設置予定の防災無線を利用することで、土砂災害警戒避難体制の支援を行った。
　平成27年度は土砂災害危険箇所を有する全ての市町村（33市町村）において「防災情
報システム」を利用した防災訓練を行った。

災害情報の共有化と組織体制等の充実・強化

土砂災害警戒避難体制構築の支援

防災システムを使用した市町村に対する土砂災害防災訓練の支援

「沖縄県防災情報システム機能強化事業」（防災危機

管理課）により、「沖縄県防災システム」に統合
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

－ ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

33市町村
(25年度）

33市町村
(26年度）

33市町村
（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）

平成28年度計画

事業名 活動内容

土砂災害警
戒避難体制
支援事業

　市町村が行う土砂災害に対する防災訓練について、「防災情
報システム」及び6市町村に設置した防災無線並びに市町村独
自で設置した防災無線等の防災関連システムを活用した土砂
災害警戒避難体制の支援を行う。
　防災訓練を通して土砂災害を想定した「自助」「共助」「公助」
に対する意識向上を促進し、土砂災害に対する理解の推進に
つなげる。

成果指標

－

平成27年度の取組改善案 反映状況

　土砂災害に対する警戒避難体制の整備を促進す
るため、土砂災害に対する防災訓練では、各市町
村と防災関連システムの活用方法等について綿密
な調整を行う。

　充実した訓練を実施できるよう、事前に各市町
村及び気象台と既存防災関連システムの活用方
法等について綿密な調整を行った。

参考データ 沖縄県の現状

土砂災害情報相互通報システムを含
めた防災関連システムを利用した土

砂災害防災訓練参加市町村

　県と市町村間の土砂災害関連情報伝達の円滑化や報告業務の効率化を図るため「防災情報システ
ム」を含めた防災関連システムの活用方法を含めた災害報告方法の説明を継続的に行い、総合的な
防災システムによる土砂災害警戒避難体制の支援を行う。

　土砂災害危険箇所を有する全ての市町村（33市町村）において「防災情報システム」を利用した防災訓
練を行っている。土砂災害に対する警戒避難体制の整備を促進するため、継続して支援を行っていく必要
がある。

○内部要因

　土砂災害危険箇所を有する全ての市町村（33市町村）で「防災情報システム」を利用した訓練を継続
的に実施するよう留意する必要がある。

○外部環境の変化

　市町村からの土砂災害報告に時間を要し、正確な災害情報を迅速に得ることができない状況なた
め、県で整備した防災関連システムの使用習熟度を向上し、県と市町村間の情報伝達を円滑に行う必
要がある。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 №

1-(1)-⑦

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

5,841 5,841 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

5,841 県単等
防災情報
システム
運営事業

　防災情報システム操作研修会の開催、訓練等でシステムを
活用する際の操作支援、システム監視及び障害対応等

順調

　平成26年度に防災情報システムが整備され、県、市町村、消防本部の連携強化を図る
基盤が構築された。
　平成27年度以降は、システム操作研修や、同システムを活用した防災訓練等を通じ
て、システム操作の習熟を図る。

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

－ － －

事業名 活動内容

防災情報
システム
運営事業

　防災情報システム操作研修会の開催、訓練等で
システムを活用する際の操作支援、システム監視
及び障害対応等

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 知事公室　防災危機管理課

ICTの利活用
等の概要

　市町村長が発令する避難勧告等の災害情報について、防災情報システムを活用する
ことにより、全県的に多様な手段で情報を伝達する体制が構築された。

平成27年度実績

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 沖縄県防災情報システム機能強化事業

取組内容

　県・市町村・消防本部間で各種の気象観測情報や被害情報を伝達・共有するシステム
として平成１６年度より運用を開始して以来、災害時の初動体制確立に大きな役割を果
たしてきた「沖縄県防災情報システム」において、東日本大震災の教訓を踏まえた機能
強化のための再構築を実施する。

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

基本計画
策定

システム
設計

システム
更新

システム
運用開始
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

（　年） （　年） （　年）

傾向 全国の現状

（　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）

参考データ 沖縄県の現状

－

　新たな機能を有した防災情報システムの運用が開始したことから、県、市町村、消防本部の連携強
化を図る基盤は構築された。
　今後は、自衛隊等その他防災関係機関との情報を共有する体制の構築が求められる。

　大雨や台風など、実際に発生した災害時における防災情報システムの操作技術、理解は深まりつつ
あるものの、地震や津波等事例のない大規模災害については、システムが活用できるか不透明であ
る。
　引き続き、防災関係機関が合同で実施する訓練等において、システムを積極的に活用し、大規模災
害時におけるシステム操作を習熟する機会を増やすとともに、システムの利用促進を図る。

　住民へより迅速な情報提供を図るため、ポータルサイト、携帯メール、フェイスブック、ツイッ
ター等複数の情報提供手段が構築された。また、災害時におけるホームページの負荷増に備
えるため、民間ポータルサイト運営事業者との協定に基づく負荷分散機能が構築され、全県的
に多様な手段で情報を伝達する体制が構築された。

○内部要因
・防災情報システムに関する知識や操作技術向上のため、システム操作研修会や訓練でのシステム
活用等により、担当者のシステム操作技術への理解は深まったものの、担当者以外でも活用できる体
制を構築する必要がある。

○外部環境の変化

成果指標

－

平成27年度の取組改善案 反映状況

　大規模災害を想定した関係機関が参加する訓練
等で、防災情報システムの活用方法を検討する。

　新たな機能を有した防災情報システムの運用を
開始したことで、災害対応に係る報告事項等を広
報へ二次利用することが可能となり、広報業務の
省力化が図られた。
　また、システム操作技術の向上を図るため、大
規模災害を想定した訓練において、同システムを
活用し、システム操作の習熟を図った。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(1)-⑧

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

サイバーテ
ロの防止

０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

7,930 7,518 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる豊かな県民生活の実現

基本施策 健康で安心安全な暮らしの実現

主な取組 サイバー犯罪・サイバーテロ対策事業

取組内容

　サイバー犯罪の抑止及びサイバーテロの発生を未然に防止するため、サイバー犯罪
の事件検挙の推進、サイバー空間に氾濫する違法・有害情報の排除、インターネット利
用者のマナー・モラルや危険性の認識を向上させる広報啓発活動、サイバー犯罪捜査
のための資機材の整備、サイバー犯罪・サイバーテロ対策に必要な人材の育成に取り
組む。

年度別計画

担当部課 警察本部生活安全部生活保安課、警備部警備第一課

ICTの利活用
等の概要

　スマートフォンやパソコンの解析を迅速に行うために、解析用資機材やソフトウェアを整
備している。

平成27年度実績

事業名 活動内容

サイバー犯
罪・サイバー
テロ対策事

業

　インターネット利用者のマナー・モラルの向上に
よるサイバー犯罪の未然防止を目的とした広報啓
発活動の実施した。
　サイバー犯罪対策に必要な人材育成に取り組んだ。
　サイバー犯罪捜査のための資機材を整備した。
　重要インフラ事業者（１５事業者：５４名）及びサイバー
攻撃対策プロジェクト要員を対象としたサイバーセキュ
リティセミナーを実施した。

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

サイバーテロの防止 ０件 ０件

順調

　平成27年中、サイバー犯罪の防犯講演等の広報啓発活動を、過去最多の92,551人（前
年比8,323人増）を対象に実施し、犯罪の未然防止を図った。
　県内重要インフラ事業者間において、サイバーテロに対する意識高揚が図られ、県警と
の連携強化が図られた。

サイバー犯罪の検挙

インターネット利用者のマナー・モラルの向上方策

サイバー犯罪の検挙

インターネット利用者のマナー・モラルの向上方策
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

7,878 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

0件
（25年）

0件
（26年）

0件
（27年）

0件
（ 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、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

平成28年度計画

事業名 活動内容

サイバーセ
キュリティ対

策事業

　インターネット利用者のマナー・モラルの向上によるサイバー
犯罪の未然防止を目的とした広報啓発活動を実施する。
　サイバー犯罪捜査のための資機材を整備する。
　サイバー犯罪対策に必要な人材の育成を図る。

成果指標

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①サイバー犯罪を担当する捜査員の理解度に応じ
た教養体系や制度の確立を図る。
②各部門捜査員に対するサイバー犯罪捜査対処
能力に係る教養を実施する。
③サイバー犯罪捜査検定制度（初級・中級）の活
用を図る。
④民間知見を活用した捜査能力の向上を図る。
⑤人員及び装備資機材の充実を図る。

①サイバー犯罪捜査に係る若手警察官等を対象
とした基礎教養、犯罪捜査に従事する警察官等を
対象とした応用教養など、レベル別教養を実施し
た。
②県警察学校で実施する各種専科におけるサイバー犯罪捜査の教
養を実施した。
③検定取得を通じた捜査員のサイバー犯罪捜査能力の向上に取り
組んだ。
④琉球大学工学部が行う情報技術講義に警察官を派遣した。（派遣
人数のべ３人）
⑤上記教養等により捜査員のサイバー犯罪対処能力向上を図るとと
もに、スマートフォン簡易解析用資機材の充実を図っている。

参考データ 沖縄県の現状

サイバーテロ発生件数

・悪質化、巧妙化するサイバー犯罪に対処するための、サイバー犯罪に関する捜査員の知識・技能の
向上が必要である。

　サイバー空間においては、標的型攻撃等のサイバー攻撃が激化している上、本県は地理的・政治的情
勢からもサイバー攻撃の標的となることが懸念されることから、引き続き取組を強化する必要がある。
　なお、これまで、県内においてサイバーテロの発生はない。

○内部要因
・スマートフォンの削除データ復元等の高度な解析及び海外製スマートフォンの解析には、より高価な
解析用資機材が必要であるが、その整備費用が十分でない
・サイバーセキュリティ対策業務に従事する人材が不足している。

○外部環境の変化
・情報通信技術の発展により新たなサービスを悪用したサイバー犯罪が増加している。
・標的型攻撃等のサイバー攻撃の激化による大規模な情報漏えい事案等が発生している。
・家電や自動車等、様々なものがインターネットに接続されるＩｏＴ(アイオーティー：Internet of Things）時
代の到来によりサイバー犯罪の更なる増加が懸念される。
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４　取組の改善案（Action）

・民間知見を活用した捜査能力の向上（琉球大学との協定締結、高度な知識を有するテクニカルアド
バイザー・国立沖縄高専教授の委嘱）に向けた取組を実施する。
・サイバー犯罪を担当する捜査員の理解度に応じた教養体系や制度の確立に向けた取組を実施する
ほか、引き続き各部門捜査員に対するサイバー犯罪捜査対処能力について教養を推進する。
・サイバー犯罪捜査検定制度（初級・中級）を積極的に活用する。
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