
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
琉球王国外交文書等の編集刊行及び
デジタル化事業

41,899 順調

②
琉球政府文書等の記録保存措置事
業

137,571 順調

③
社会全体における男女共同参画の実
現

103 順調

④ 村づくり交付金
913,459

(529,645)
市町村

順調

⑤ 平和学習デジタルコンテンツ整備事業 1,560 順調

「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

主な取組

平成27年度

担当部課

総務部　総務私学課

対応する主な課題

ふれあいや交流を促進し活力ある地域の創造に向けては、イ
チャリバチョーデー、ユイマールなど沖縄の心に根ざした相互
扶助の精神の醸成が求められている。
このため、沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり、共助・
共創型地域づくりの推進、平和の心の発信と平和学習の推
進、ワーク・ライフ・バランスを推進する。

基本施策  1-(3) ふれあいや交流を促進し活力ある地域を創造

農林水産部　農地農村整備課

子ども生活福祉部　平和援護・男女参画
課

教育庁文化財課

子ども生活福祉部 平和援護・男女参画
課
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(3)-①

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

５冊
事業関連
刊行物数
(累計)

26冊

→ 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

44,820 41,899
一括

交付金
（ソフト）

「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 ふれあいや交流を促進し活力ある地域を創造

主な取組 琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業

取組内容
沖縄独自の歴史文化の原点につながる琉球王国の外交文書「歴代宝案」及び交流史等
に関する資料を早期に編集・刊行するとともに、収集資料および「歴代宝案」等の保存と
活用のためデジタル化に取り組む。

年度別計画

担当部課 教育庁文化財課

ICTの利活用
等の概要

琉球王国外交文書等のデジタル化

平成27年度実績

事業名 活動内容

琉球王国外
交文書等の
編集刊行及
びデジタル
化事業

　歴代宝案の『歴代宝案　訳注本　第９冊』『中琉
歴史関係檔案　道光朝（三）』『同（四）』『同（五）』、
『歴代宝案編集参考資料15』を刊行するとともに、
琉球王国の外交・交流関係資料のデジタル化を
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

事業関連刊行物数（累計） ２０冊 ２２冊

琉球王国外交資料のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ﾃｷｽﾄ化 ―
   1034枚

(27年)

順調

　琉球王国外交関係資料として　『歴代宝案　訳注本　第９冊』『中琉歴史関係檔案　道
光朝（三）』『同（四）』『同（五）』、『歴代宝案編集参考資料15』の合計５冊を発行し、図書
館・大学等の関係機関へ提供することができた。また、外交資料のデジタル化・テキスト
化は琉球関係檔案史料1034枚のデジタル化を行い、今後の公開に向けデータの蓄積が
できた。

琉球王国外交文書等の編集刊行物の発刊
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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

44,757
一括交付

金
（ソフト）

（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

１２冊
（平成25年

度）

１7冊
（平成26年

度）

２２冊
（平成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

琉球王国外
交文書等の
編集刊行及
びデジタル化
事業

　平成28年度は『歴代宝案訳注本　第４冊』『歴代宝案校訂本
第15冊』及び、『歴代宝案編集参考資料16』、『中琉歴史関係
檔案　道光朝』３冊の刊行、交流関係史料の調査と史料のデジ
タル化・テキスト化を実施する。

成果指標

－

平成27年度の取組改善案 反映状況

①国外史料調査は平成27年度は台湾と中国福建
省の調査を実施する。

①平成27年度の国外資料調査は、史料について
の有力な情報を得たため台湾に重点的に調査を
行った。

参考データ 沖縄県の現状

刊行物の発刊冊数（累計）

・交流関係資料であるベッテルハイム日記の翻訳事業について、翻訳者によって語句や表記が区々で
あり、刊行に向けて統一する必要がある。

・ベッテルハイム日記の翻訳について、内容の検討、語句や表記の統一を行うため、編集協力会議を
設置し、編集作業を進める。

歴代宝案の校訂本・訳注本ならびに参考資料等の刊行物を計画通り発刊しており、デジタル化
も順調に推進している。

○内部要因
・交流関係資料であるベッテルハイム日記の翻訳について、翻訳者によって語句や表記が区々であ
る。

○外部環境の変化
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(3)-②

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

16万簿冊

→
（終期）

H32年度
まで

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

144,000 137,571
一括交付

金
（ソフト）

「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 ふれあいや交流を促進し活力ある地域を創造

主な取組 琉球政府文書等の記録保存措置事業

取組内容
琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業
・ 資料をデジタル化しインターネットで公開することにより県民等の利用に供する。

年度別計画

担当部課 総務部　総務私学課

ICTの利活用
等の概要

琉球政府文書等のデジタル化

平成27年度実績

事業名 活動内容

琉球政府文
書デジタル・
アーカイブ
ズ推進事業

　琉球政府文書4,340,449コマのデジタル化を行
い、劣化資料には紙力強化など必要な修復措置
を行った。
　 また、デジタル化資料をインターネットで公開す
るためのシステムを構築するとともに、公開のた
めの書誌情報の登録及び個人情報保護措置を実
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

琉球政府文書のデジタル撮影コマ数 4,326,800コマ 4,340,449コマ

順調

　平成27年度は、計画値4,326,800コマを上回る、4,340,449コマのデジタル化を行い、順
調に取組を推進した。
　劣化資料については、紙力強化等の修復措置を行い、インターネット公開のための書
誌情報の登録と個人情報保護措置を実施した。
　 また、デジタル化資料をインターネットで公開するためのシステムを構築し、平成28年
３月末時点において、琉球政府文書125簿冊を公開した。

琉球政府文書等の保存措置及びデジタル化、ホームページ公開
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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

145,044
一括交付

金
（ソフト）

（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

2,228,532
（25年度）

3,373,900
(26年度）

4,340,449
(27年度）

↗ ―

状
況
説
明

平成28年度計画

事業名 活動内容

琉球政府文
書デジタル・
アーカイブ
ズ推進事業

　 琉球政府文書のデジタル化（年度計画数値：4,326,800コマ）
と劣化資料の修復措置を行う。また、インターネット公開のため
の書誌情報の登録と個人情報保護措置を実施する。
　 デジタル化した資料については、インターネットで公開する。

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業
の実施においては、事業受託者と沖縄県公文書館
指定管理者を交えた定例会を開催し、事業の進捗
状況の把握と改善策を検討し着実な事業実施に繋
げる。

②撮影過程で確認された劣化の進んだ資料の修
復措置と、個人情報保護措置については、どの程
度の取組が必要か、類似機関の状況を参考に効
率的な取組を検討する。

③デジタル化資料のホームページでの公開に関し
ては、利用者にとって検索しやすく、管理者にとっ
て維持管理がしやすく低コストなシステムを構築す
るため、IT専門員及び公文書館指定管理者などの
関係機関とも連携をとって調査・検討する。

①県、事業受託者及び沖縄県公文書館指定管理
者による定例会を２箇月に１回 開催するとともに、
対応を要する課題毎に随時調整会議を実施した。

②劣化資料の修復については、沖縄県公文書館
指定管理者と連携し修復を実施した。
　 個人情報保護措置については、沖縄県公文書
館指定管理者、国立公文書館及び他府県公文書
館等の状況について情報収集を行い、内部基準
を設定し実施した。

③インターネット公開システムについては、ＩＴ専門
員、沖縄県公文書館指定管理者と連携し、国立公
文書館及び他府県公文書館へヒアリングを実施
する等情報を収集し仕様を検討した。
　公開システムの仕様は、低コストなパッケージソ
フトを導入し、視認性、操作性、検索性に優れ、職
員によるデータの更新等管理運営が容易なシステ
ムを平成28年３月に構築し、テスト公開を実施し
た。

参考データ 沖縄県の現状

デジタル化コマ数

事業の規模拡大により、デジタル化コマ数が増加した。
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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）

 ・現在公開している資料を書籍や出版物等へ掲載する場合は、沖縄県公文書館管理規則（平成7年
沖縄県規則第50号）に基づき、出版物等掲載許可が必要となっている。利用者が適切な方法で自由に
資料を利用できるように、先進事例の状況を参考にするなど、関係規定の見直しも含め検討が必要で
ある。

 ・事業の実施にあたっては、引き続き、県、事業受託者及び指定管理者との定例会等を実施し、課題
の共有と改善策について協議する。

 ・デジタル化する資料、公開する資料及び解説等を充実させる資料については、公開システムへのア
クセス状況等を参考に利用者のニーズを分析して優先順位を決定する。また、システムの機能向上に
ついては、アクセス数、利用者アンケート及びレファレンスを確認する他、費用対効果も勘案して改修
を検討する。

○内部要因
　琉球政府文書の保存やデジタル化及びインターネット公開については、沖縄県公文書館の管理運営
を委託されている指定管理者との連携が不可欠であるため、県、事業者、指定管理者との協力体制を
図る必要がある。

○外部環境の変化
   平成28年３月からデジタル化資料の一部をインターネットで公開したところであり、年度計画に沿って
随時資料を公開し、公開資料数の充実を図ることとしている。　公開する資料の優先順位や解説を充
実させる資料群については、利用者のニーズを踏まえて実施する必要がある。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(3)-③

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

184 103 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

129 県単等
男女共同参
画行政推進

費

　女性の人材情報データベースについて、引き続きホームペー
ジで公開を行う。

順調
　女性の人材情報データベースを県ホームページで公開し、庁内、県内自治体及び関係
団体等への人材情報の提供を図った。

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

男女共同参
画行政推進

費

　女性の人材情報データベースについて、引き続
きホームページで公開した。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 子ども生活福祉部 平和援護・男女参画課

ICTの利活用
等の概要

人材情報データベースの整備

平成27年度実績

基本施策 ふれあいや交流を促進し活力ある地域を創造

主な取組 社会全体における男女共同参画の実現

取組内容
　県や市町村の審議会等、政策・決定方針の場へ女性の参画を促進することを目的と
し、県内外の各分野で活躍している女性に関する情報を収集・登録・公開する。
　男女共同参画社会への意識啓発を広く県民に行う。

「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

女性の人材情報データベースの整備

啓発学習事業、相談事業等の実施
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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

324人
（25年）

324人
（26年）

324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

人材情報データベース登録者数

・人材情報のデータ化が可能となったため、更新作業に係る作業が軽減され、より新しい情報が提供
できる。

・社会全体における男女共同参画の実現にむけて、県の審議会委員への女性の参画拡大や県の管
理職や女性の積極的登用及び職域拡大など、身近なところから取り組めることを行い、さらには企業
や団体における女性の参画促進へつながるような広報啓発の強化が必要である。

・女性の人材データベースの登録者へ現状確認を行い、最新の情報となるよう更新を行う。

・引き続き女性の人材情報データベースの活用と新規登録者について、各関係機関・団体へ通知や会
議等において広報を行う。

　データベース登録者数については、横ばいで推移しているが、女性の人材情報データベース
を県ホームページへ掲載し、県・市町村等の各種審議会における女性委員の選定等に活用し
た。
　本取組の推進により、社会全体における男女共同参画社会の形成に寄与していく。

○内部要因
・すべての人材情報登録者へ郵送により最新の情報を提供してもらうよう依頼を行うため、更新までに
時間を要する。

・更新依頼により、登録削除などが考えられる事から、新規登録者の確保のため、各関係機関・団体
へ登録依頼を行う必要がある。

○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

①女性の人材データベース登録者へ現状確認を
行い、最新の情報となるよう更新を行う。

②引き続き女性の人材情報データベースの活用と
新規登録者について、各関係機関・団体への通知
や会議等において広報を行う。

①人材情報が紙媒体であったものを、データ化す
ることにより、更新作業の準備は整った。

②関係部局、市町村へ人材情報の活用を促し、
人材情報の提供を行った。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(3)-④

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

兼城地区
他

→ 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

1,083,645
（529,645）

市町村

913,459
（529,645）

市町村

一括
交付金

（ハード）

順調
　兼城地区他13地区において、農業生産基盤とともに自然環境・生態系保全施設等を整
備することにより、農業・農村がもつ多面的機能が発揮され、農山漁村の活性化と農村
環境の保全が図られた。

自然環境・生態系保全施設の整備地区数 ― 14地区

推進状況 平成27年度取組の効果

事業名 活動内容

活動指標名 計画値 実績値

村づくり交付
金事業費

　兼城地区他13地区において、農業生産基盤とと
もに自然環境・生態系保全施設等の整備を行っ
た。

年度別計画

担当部課

ICTの利活用
等の概要

平成27年度実績

農林水産部　農地農村整備課

情報基盤施設の整備
南城市では「南城市防災システム」を構築して、災害にかんする情報を住民に提供して
いるところである。

基本施策

主な取組

取組内容

ふれあいや交流を促進し活力ある地域を創造

村づくり交付金

持続的な農業の展開とともに個性的で魅力ある村づくりを推進するため、本事業を実施
している市町村に対して補助金を交付し、農村の活性化に寄与する。

「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

地域コミュニティの核となる地域農業活動拠点施設、情報基盤施

設や集落農園等の整備
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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

575,487
（145,486）

市町村

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

15地区
（25年度）

14地区
（26年度）

14地区
（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）

・引き続き、地元市町村、関係課との連携を強化し、円滑な事業推進のため、工事施工予定箇所の早
期確定を行う必要がある。

・円滑な事業推進のため、受益農家との最終調整や権利関係の確認を行い、工事予定箇所を速やか
に確定する必要がある。

・円滑な事業執行に向けて、担当者とのヒアリングを定期的に開催する等、地元市町村や県の関係課
と連携するとともに、事前に受益農家等との調整を行い、工事予定箇所の早期確定を行う。

○内部要因

・円滑な事業推進のため、工事実施予定箇所の課題（作物の作付けまたは収穫時期の調整、用地買
収に係る権利関係の確認等）の事前整理を行う必要がある。

○外部環境の変化

・当該年度施工箇所に係る調整（受益農家との作付け又は収穫時期、用地買収に係る権利関係の確
認等）が必要になる。

事業実施地区数

　平成27年度では、農業生産基盤とともに自然環境・生態系保全施設等の整備することにより、
農業・農村がもつ多面的機能が発揮され、農山漁村の活性化と農村環境の保全が図られた。

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①円滑な取組に向けて、担当者会議を開催する
等、地元市町村や県の関係課と連携するとともに、
当該年度の工事施工予定箇所について計画策定
段階及び前年度中に受益農家等との調整を行い、
工事予定箇所の早期確定を行う。

①関係市町村とのヒアリングを年4回実施すること
により執行状況や課題等の把握を行った結果、当
該年度及び次年度予定箇所の円滑な事業執行の
ために支援・指導をすることができた。

参考データ 沖縄県の現状

―

平成28年度計画

事業名 活動内容

村づくり交付
金事業

　兼城地区他7地区において、農業生産基盤とともに自然環
境・生態系保全施設等の整備を行う。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(3)-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

1,560 1,560 県単等

順調
　沖縄戦体験者の証言等を「沖縄平和学習アーカイブ」サイトにより、インターネットを通
して発信した。
　外部機関への移譲検討を行い、適切な受け入れ先と交渉を進めている。

推進状況 平成27年度取組の効果

― ― ―

事業名 活動内容

平和学習デ
ジタルコンテ
ンツ整備事

業

　沖縄戦体験者の証言等を「沖縄平和学習アーカ
イブ」サイトにより、インターネットを通して発信し
た。
　また、平和学習等への活用を促進し、沖縄戦の
歴史的教訓を次世代へ継承するため、関係機関
との連携を図った。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 子ども生活福祉部　平和援護・男女参画課

ICTの利活用
等の概要

沖縄県平和祈念資料館と沖縄県公文書館が所蔵する資料をデジタル化し、「沖縄平和
学習アーカイブ」としてインターネットを通して発信。

平成27年度実績

基本施策 ふれあいや交流を促進し活力ある地域を創造

主な取組 平和学習デジタルコンテンツ整備事業

取組内容
　戦争経験のない世代に対して、沖縄戦の歴史的教訓の情報を発信するため、これまで
収集した沖縄戦体験者の証言等をデジタルコンテンツとして整備し、インターネットや、携
帯端末（スマートフォン等）で公開する。

「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

インターネットを通して発信

戦争体験者

の言映像

（30件程度）

のデジタル

化、多言語

化（５ヵ国

語）

外部機関

（平和団体）

等への移譲
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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

1,482 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

14,649件
（25年）

16,674件
（26年）

14,679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）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状

「沖縄平和学習デジタルアーカイブ」
サイトへのアクセス件数

・外部機関等への移譲を検討する必要がある。

・各種のアーカイブサイトがインターネットを通して発信されており、差別化が必要である。

・データを適切に管理・閲覧できる機関に移譲を行うとともに、県内の小中高生や県外から沖縄に訪れ
る修学旅行生に対して、事前学習等の平和学習教材としての活用を促進する必要がある。

　平成25年度は、戦争体験者の証言等の多言語化等に取り組んだが、本サイトの周知不足の
ため本サイトへのアクセス件数がやや落ち込んだ。平成26年度は、検索機能を追加するなど、
利便性向上に取り組み、若干持ち直している。
　年によりアクセス件数の増減はあるものの、本サイトを通して平和を希求する沖縄の心を国内
外に発信している。

○内部要因
・データを載せるソフト等の変化があるため、長期でインターネットを通して発信するためには、管理・更
新等に多額の費用がかかると見込まれる。

○外部環境の変化
・類似する他のアーカイブサイトが多数立ち上がっている。

平和学習デ
ジタルコンテ
ンツ整備事

業

　継続して「沖縄平和学習アーカイブ」サイトのインターネットを
通して発信し、関係機関との連携により、平和学習等への活用
を促進し、沖縄戦の歴史的教訓を次世代へ継承する。
　外部機関と、受入交渉を進め、データの移譲を行う。

成果指標

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①県のホームページ等をとおして、引き続き情報発
信を行うとともに、関係機関と連携し、県内の小中
高生や県外から沖縄に訪れる修学旅行生に対し
て、平和学習教材としての活用を促進する。

②外部機関（平和団体等）への移譲について、平
和団体以外にも対象を広げ検討する。

③関係機関との連携を図ることで、国内外に本サ
イトの周知や利用を促進する。

①県のホームページ等をとおして、引き続き情報
発信を行うとともに、関係機関と連携し、県内の小
中高生や県外から沖縄に訪れる修学旅行生に対
して、平和学習教材としての活用を促した。

②外部機関への移譲検討を行い、適切な受け入
れ先と交渉を進めた。

③ラジオ等からの取材にも対応し、広く活用しても
らうよう促した。

平成28年度計画

事業名 活動内容
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