
Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan・Do)

決算
見込額

進捗状況

①
未来のＩＴ人材創出促進事業（ＩＴ広報イ
ベント等）

39,008 順調

② ＵＩターン技術者確保支援
①36,850
②26,531
(26,531)

順調

③ 高度情報通信産業人材育成 123,288 順調

④ アジアＩＴ研修センター整備・運営 - 順調

⑤ アジアIT人材交流促進事業 27,415 順調

⑥ 警察基盤整備事業
①20,716
②2,426

順調

商工労働部　情報産業振興課

平成27年度

担当部課

商工労働部　情報産業振興課

商工労働部　情報産業振興課

対応する主な課題

本県のリーディング産業である情報通信関連産業分野におい
ては、同産業分野を牽引する人材の育成・確保が重要な課題
となっている。また、地域を支える人材である警察官について
は、情報通信技術の発達によって多様化・高度化する各種事
件事故に対する的確な対応が求められている。
このため、情報通信関連産業分野においては高度IT人材の
育成に取り組む。また、警察官については、犯罪の多様化・高
度化に対応できる人材育成に取り組む。

基本施策5-(4) 産業振興や地域を支える人材の育成

警察本部警務部教養課

商工労働部　情報産業振興課

商工労働部　情報産業振興課

「おきなわICT総合戦略」基本施策総括表
基本方向 創造的ICT人材の育成

　　　　　　（単位：千円）

主な取組
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(4)-①

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
4,000名
イベント
参加者数

15件
児童向け
イベント件数

4,000名

15件

4,000名

15件

4,000名

15件

4,000名

15件
→ 県等

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

39,043 39,008
一括交付

金
（ソフト）

順調

　広報イベントとして、豊見城市民体育館で｢IT津梁まつり2016｣を開催し、高校等18校、
企業・団体等33社が参加・出展した。
　また、学生のIT企業訪問やIT企業社員等による出前講座（職業人講話や実技指導）、
企業訪問バスツアー等を計39回実施し、産学の相互交流が図られた。

推進状況 平成27年度取組の効果

イベント参加者数 4,000名 5,420名

事業名 活動内容

未来のIT人
材創出促進

事業

　豊見城市民体育館でIT関連産業の広報イベント
を開催し、5,420名が参加した。
　情報技術系学科を有する高校等の学生のIT企
業訪問や、IT技術者等による出前講座等を合計で
39回実施した。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 商工労働部　情報産業振興課

ICTの利活用
等の概要

IT関連産業の広報イベント等を実施

平成27年度実績

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 創造的ICT人材の育成

基本施策 産業振興や地域を支える人材の育成

主な取組 未来のＩＴ人材創出促進事業（ＩＴ広報イベント等）

取組内容
　県内ＩＴ関連産業の活性化や更なる企業集積に向け、将来のＩＴ人材供給を促進するた
め、小・中・高・大学生、保護者等を対象とした幅広い人材の育成・確保や、IT関連産業
のPR活動を支援する。

県内でのIT関連セミナーや教育機関等と連携した広報・啓発事業等、県内受

け皿・裾野拡大に向けた取組

児童向けIT技術体験教室等を通じた幅広いIT教育機会提供
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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

35,249
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

237社
（23年度）

387社
（27年度）

340社 150社 ―

21,758人
（23年度）

26,627人
（27年度）

32,000人 4,869人 ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状

―

　平成28年１月１日現在の情報通信関連企業の立地数は387社と、前年に比べ新規立地企業
数が40社増加しており、平成28年度の目標値を前倒しで達成している。
　平成28年１月１日現在の立地企業による雇用者数は26,627人となっており、前年に比べ715人
増加と着実に増加しているものの、平成28年度の目標値達成のためには同年度内に約5,400人
の雇用創出が必要であることから、目標値達成のための取組を加速させる必要がある。

未来のIT人
材創出促進

事業

　県内ＩＴ関連産業の活性化を図るとともに、さらなる企業集積
や将来のＩＴ人材供給を促進するため、人材・ビジネスマッチン
グを兼ねた広報イベントや、情報技術系学科を有する高校等と
の相互交流・訪問事業を実施する。

成果指標

情報通信関連企業の立地（進出）数

平成27年度の取組改善案 反映状況

①平成27年度も引き続き沖縄コンベンションセン
ター等の収容規模の大きな会場でIT広報イベント
を開催する。
②直接学校等教育機関に出向いてイベントをＰＲ
するなど、積極的な広報を行う。
③教育機関が出前講座をスムーズに活用できるよ
うに、学校行事等を勘案した日程調整を行う。
④新たに大学生を対象としたIT産業啓発イベント
等を実施し、大学生のＩＴ関連産業に対する興味や
関心、理解を深め、これからのＩＴ業界を支える人
材の育成、確保に繋げる。

①収容規模が大きく、また、周辺に児童・生徒や
学生が集まる学校等の施設が多い豊見城市民体
育館でIT広報イベントを開催した。
②教育委員会を通じて小中高校にイベントをＰＲ
するなど、積極的な広報を行った。
③教育機関が出前講座をスムーズに活用できる
ように、学校行事等を勘案した日程調整を行っ
た。
④大学生を対象に、ＩＴ業界に関するセミナーや職
業人講話（全４回）を実施し、大学生のＩＴ関連産業
に対する興味や関心、理解を深め、将来のＩＴ業界
を支える人材の育成、確保に繋げた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

立地（進出）企業による新規創出雇用
者数（累計）
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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）

・県外企業の誘致に加え、立地企業への安定的な人材供給や就業者の定着率を高めることが本県の
情報通信関連産業の振興に繋がるため、広報イベント等を通じて県内の情報通信関連産業に関する
広報・啓発を強化するとともに、その活性化に向けて、さらなる企業誘致やIT人材供給を促進する必要
がある。

・より多くの県民にIT関連産業をPRするため、収容規模の大きな施設を確保するとともに、引き続き、
事前ＰＲに力を入れて取り組む必要がある。

・将来のＩＴ業界を支える人材を育成、確保するため、引き続き、大学生向けの取組を展開する必要が
ある。

・引き続き、収容規模の大きな会場でIT広報イベントを開催する。

・教育委員会と連携し、学校等教育機関に直接出向いてイベントをＰＲするなど、積極的な広報を行う
とともに、教育機関が出前講座をスムーズに活用できるように、学校行事等を勘案した日程調整を行
う。

・引き続き、大学生を対象としたIT産業啓発イベント等を実施し、大学生のＩＴ関連産業に対する興味や
関心、理解を深め、将来のＩＴ業界を支える人材の育成、確保に繋げる。

○内部要因
・平成27年度は豊見城市民体育館でIT広報イベントを開催したところ、平成26年度よりも参加人数が
増加した。これについては、ラジオ番組や新聞広告等を積極的に活用した事前ＰＲ活動を行ったこと
が、その要因と考えられる。

○外部環境の変化
・情報通信関連企業は、順調に県内に立地し雇用を創出しているが、立地企業からは求人に対して応
募者が集まらないことや就職してもすぐに離職するなど、雇用のミスマッチに関する相談が数多く寄せ
られている。このような状況が継続すれば立地企業の撤退へと繋がることが懸念されるため、人材確
保の取組を強化する必要がある。
・大学生のＩＴ関連業界への就職希望が少ないことから、ＩＴ関連産業への興味や関心、理解を深める取
組が必要である。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(4)-②

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29 実施主体
200名
UIターン求職
登録者数

200名
UIターン求職
登録者数

200名
UIターン求職
登録者数

→ 県等

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

36,958 36,850
一括交付

金
（ソフト）

26,698
(26,698)

26,531
(26,531)

内閣府
計上

UIターン求職登録者数 200 263

事業名 活動内容

Ｕ・Ｉターン技
術者確保支

援事業

　県内企業が行うＵＩターン人材の採用活動支援
のため、専用サイトの運営等による情報発信、求
人求職情報の収集、就職イベントの開催、関連イ
ベントへの参加、沖縄視察ツアーの開催等を実施
した。

活動指標名 計画値 実績値

IT技術者Ｕ・
Ｉ・Ｊターン受
入促進事業

　県内ＩＴ業界に精通する相談員を首都圏に配置
し、県内情報通信関連企業と県外IT技術者との
マッチング等を行った。

年度別計画

担当部課 商工労働部　情報産業振興課

ICTの利活用
等の概要

技術者の集積を促す取組として、県内企業が行うUIターン技術者の採用活動を支援す
る。

平成27年度実績

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 創造的ICT人材の育成

基本施策 産業振興や地域を支える人材の育成

主な取組 ＵＩターン技術者確保支援

取組内容

　県内情報通信関連企業の受注体制を強化するため、県内企業が行うＵＩターン技術者
の採用活動を支援する。これによって、高度なスキルを有する技術者の集積を促し、高
付加価値業務を受注する体制を構築し、県内情報通信産業の生産額の増加や高度化・
多様化を実現する。

専用サイトの構築や県外での就職イベントの

開催等UIターン求職者の確保を支援する取

組
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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

62,347
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

853万円
（22年度）

1,213万円
（27年度）

1,150万円 360万円 ―

傾向 全国の現状

301社
（25年度）

346社
（26年度）

387社
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状

情報通信関連企業の立地（進出）数

　平成27年度の「ソフトウェア業の１人当たりの年間売上高」は1,213万円となっており、平成28
年度の目標値を前倒しで達成している。引き続き、立地企業と県内企業の連携促進を図りなが
ら、県内IT産業の国内外におけるプロモーション支援等を通じ、県内IT企業の高度化・多様化を
図る。
　平成28年１月１日現在の情報通信関連企業の立地数は387社と、前年に比べ新規立地企業
数が40社増加しており、順調に推移している。

Ｕ・Ｉターン技
術者確保支

援事業

　県内企業が行うUIターン人材の採用活動支援のため、専用
サイトの運営等による情報発信、求人求職情報の収集、就職
イベントの開催、関連イベントへの参加、相談員によるマッチン
グ等を実施する。

成果指標

ソフトウェア業の１人当たり年間売上高

平成27年度の取組改善案 反映状況

①業界新聞広告やWEB広告等を用いて広報活動
を行うとともに、首都圏に人材コンサルタントを設置
し県内企業とＵＩターン希望者のマッチング・フォ
ローアップを行う。
②県内企業向けに主催イベントの事前説明会を行
い、イベントの趣旨や県外のＵＩターン希望者の動
向等の情報を事前に伝え、イベントへの参加を促
し、マッチング率を高める。
③専用サイトの住環境情報等のコンテンツを拡充
するとともに、国内でも有力な就職支援事業者等と
の連携を強化していく。

①新聞広告、移住に関する情報誌、WEB広告等を
用いてイベントや当該事業に関する広報活動（全
20回以上）を行うとともに、首都圏に人材コンサル
タントを設置し県内企業とＵＩターン希望者のマッチ
ング・フォローアップを行った。
②県内企業向けに就職イベントの事前説明会（説
明会参加企業数：33社）を行い、イベントの趣旨や
県外のＵＩターン希望者の動向等の情報を伝え、イ
ベントへの参加を促し、マッチング率を高めた（イ
ベント参加企業数：累計61社）。
③専用サイトにおいてＵＩターン者のインタビューや
住環境情報等のコンテンツを拡充するとともに、国
内でも有力な就職支援事業者等との連携を行っ
た。

順調
　ＵＩターン求職登録者数は、計画値200名に対して実績値は263名となっている。
　また、首都圏を中心に県主催の就職イベントを４回開催しており、延べ89名の求職者が
参加した。このうち、25名が採用内定を受けている。

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
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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）

・UIターン求職登録者数の更なる増加を図るため、県外ＩＴ技術者に対して、本県のＩＴ関連企業の集積
状況やＵＩターンに関する取組を周知し、本県の魅力や優位性をPRするとともに、専用サイトの認知度
を高めることが必要である。

・UIターン人材の採用数を増加させるため、県内企業との面談を通じてニーズを把握するとともに、採
用に至っていないUIターン希望者へ継続的にマッチング支援を行うなど、フォローアップを行うことが必
要である。

・本取組の周知を図るとともに、専用サイトの認知度を高めるため、広告手法等について検討し、より
効果の高い広報活動に注力して実施していく。

・首都圏に就職相談員を配置し、県内企業とＵＩターン希望者とのマッチングを強化するとともに、企業
ニーズの把握や、採用に至っていない者に対する継続的なマッチング支援などのフォローアップを行
う。

○内部要因
・県外ＩＴ技術者に対して、本県のＩＴ関連企業の集積状況やＵＩターンに関する取組を周知するととも
に、専用サイトの認知度を高めることが必要である。
・本事業を通し、採用に至らなかった者がいることから、採用に至らなかった要因を分析し、今後のマッ
チングに反映させるなど継続的なフォローを行い、早期の採用に繋げることが必要である。

○外部環境の変化
・全国的にＩＴ技術者が不足していることに加え、他の都道府県でも移住促進やＵＩターンに関する取組
が増えてきており、ＩＴ技術者の取り合いとなっている。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(4)-③

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29 実施主体
600名
高度IT講座
受講数

600名 600名 600名 600名

→
県

民間

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

129,028 123,288
一括交付

金
（ソフト）

順調

　高度IT講座受講者数は計画の600名を上回る978名となっており、取組は「順調」であ
る。
　当該講座を通して受講者のプロジェクトマネジメントやマーケティング等の知識や技術
が高度化、強化され、より大きな案件も獲得できるようになってきた。なお、当該講座を通
して受講者が獲得した受注額の合計は、約3.1億円となっている。

推進状況 平成27年度取組の効果

高度IT講座受講者数 600名 978名

事業名 活動内容

IT人材力
育成強化

事業

　県内IT関連団体の要望を受け、早期に人材育成
事業を開始し、県内ITエンジニアの知識や技術力
の高度化・強化を図る講座を年間165回（受講者
数978名）開講した。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 商工労働部　情報産業振興課

ICTの利活用
等の概要

高度IT人材育成に向けた講座実施支援

平成27年度実績

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 創造的ICT人材の育成

基本施策 産業振興や地域を支える人材の育成

主な取組 高度情報通信産業人材育成

取組内容
　県内IT関連産業の業務受注型から業務提案型への移行を図るため、これまでの高度
IT技術者育成のみならず、プロジェクトマネージャー等、企画からシステム保守まで一環
して行える人材の育成に取り組む。

県内ＩＴエンジニアの知識や技術の高度化・強化のための人材育成講座実施

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

137,022
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

2,200人/年
（23年度）

13,260人
（27年度）

11,500人 11,060人 ―

傾向 全国の現状

301社
（25年度）

346社
（26年度）

387社
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状

情報通信関連企業の立地（進出）数

　平成28年１月１日現在の情報通信関連企業の新規雇用者数は累計で13,260人となっており、
前年に比べ5,593人増加と順調に推移しており、平成28年度の目標を前倒しで達成している。
　平成28年１月１日現在の情報通信関連企業の立地数は387社と、前年に比べ新規立地企業
数が40社増加しており、順調に推移している。

IT人材力
育成強化

事業

　県内ITエンジニアの知識や技術力の高度化・強化を図るた
め、年間約140講座の開講を予定している。

成果指標

情報通信関連産業での新規雇用者数
（累計）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①人材育成講座の早期実施の要望については、
年度前公募の実施等、事業実施体制を見直すこと
で、引き続き年度当初からIT人材育成の講座を開
始する。
②講座受講者の中から、講師人材を発掘して育成
を行うとともに、県内IT関連団体と連携して県内の
IT関連企業における講師人材等について調査を実
施する。
③新たに資格取得講座を開講し、県内ＩＴ人材のス
キルアップを図るとともに、県内ＩＴ企業の資格保有
者の調査を実施し、今後の比較資料として活用す
る。

①年度前公募を実施し、早期にIT人材育成の講
座を開始した。
②県内の講師人材を確保するため、講座受講者
の中から講師人材を発掘して育成を行っており、
実際に講座受講者が講師となる事例も現れてきて
いる。また、県内IT関連団体と連携し、県内のIT関
連企業における講師人材等について調査を実施
することを検討しているところである。
③新たに資格取得講座を開講し、県内ＩＴ人材の
スキルアップを図った。また、資格取得講座受講
者（県内ＩＴ企業）を対象に資格保有状況を調査し
ているところである。

平成28年度計画

事業名 活動内容
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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）

・１講座あたりの費用を抑え、より多くの講座を開講するためにも、引き続き県内IT関連講師の育成に
力を入れ、県内講師の派遣を増加させる必要がある。

・県内の高度ＩＴ人材がどの程度増えたかを見える化するとともに、本事業終了後の展開を検討する必
要がある。

・県内IT関連企業の業務繁忙期と重ならないよう、提供する講座の時期や期間等を検討する必要があ
る。

・引き続き、講座受講者の中から講師人材を発掘して育成を行うとともに、県内IT関連団体と連携して
県内のIT関連企業における講師人材等について調査を実施する。

・平成27年度から開講した資格取得対策講座等により県内ＩＴ人材のスキルアップを図るとともに、県内
ＩＴ関連企業における資格保有状況等を調査・分析し、本事業を含めた今後の展開に役立てる。

・講座の開講にあたっては、受講対象企業のニーズに合った時期や期間等を調整して実施する。

○内部要因
・県内の指導者育成プログラムが不十分なこともあり、県内にIT関連講師が少ないことから、IT技術者
に加えてIT関連講師の育成が必要である。
・県内の高度ＩＴ人材がどの程度増えたかを表す指標がないため、「人材育成の見える化」が課題と
なっている。
・本事業は、平成28年度が事業期間の最終年度となる。

○外部環境の変化
・県内ＩＴ関連企業の業務受注件数が増加しており、企業が人材育成（講座受講）よりも業務の受注を
優先していることから、受講者が集まりにくい状況が続いている。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(4)-④

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29 実施主体
施設整備 ６社、108人

OJT研修利用
企業・人数

→
県

民間

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 創造的ICT人材の育成

基本施策 産業振興や地域を支える人材の育成

主な取組 アジアＩＴ研修センター整備・運営

取組内容
　日本とアジアを結ぶＩＴブリッジ（津梁）機能の確立と、沖縄IT津梁パークにおける人材育
成機能の強化を図るため、IT環境を備えた研修施設を整備・運営するとともに、アジア各
国からのIT人材を受け入れてＯＪＴ研修を実施する。

年度別計画

担当部課 商工労働部　情報産業振興課

ICTの利活用
等の概要

アジアIT研修センターの整備・運営

平成27年度実績

事業名 活動内容

―

　アジアIT研修センターの施設管理や、ＩＴアイラン
ド推進事業における国内外へのプロモーション等
を通して、同センターやOJT研修に関する広報等
を行った。

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

OJT研修利用企業数
利用人数

６社
108人

６社
75人

順調

　平成28年３月末時点での入居状況は、計画値の６社108人に対して実績値は６社75人
となっており、利用人数が計画値を下回っているものの、全ての実務研修室が入居済み
であり、アジア各国（中国、タイ、ベトナム、ミャンマー）からの研修生を受け入れるなど、
日本とアジアを結ぶＩＴブリッジ（津梁）機能を果たしている。

アジアのブリッジＩＴ人材の育成及び集積に向けた取組
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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

2,200人/年
（23年度）

13,260人
（27年度）

11,500人 11,060人 ―

傾向 全国の現状

24,869人
（25年度）

25,912人
（26年度）

26,627人
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

平成28年度計画

事業名 活動内容

―
　入居企業による実務研修室（OJT研修室)の利活用促進を図
り、アジアとの架け橋となる人材の育成を促進する。

成果指標

情報通信関連産業での新規雇用者数
（累計）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①当施設のラウンジ利用について、施設周辺地区
の企業や公的施設にパンフレットを配布する等、一
般利用者向けに利用促進につながる広報活動を
行うとともに、引き続き入居企業にアンケート調査
を実施し、その結果を基に施設の効率的な運用に
努める。

①ラウンジ等の利用促進のため、周辺地区の企
業や公的機関にパンフレットを配布したほか、入
居企業と指定管理者との連絡・調整会議（年６回
開催）や、指定管理者の運営するホームページに
おいて、広報活動を行った。

参考データ 沖縄県の現状

立地（進出）企業による新規創出雇用
者数（累計）

　平成28年１月１日現在の情報通信関連企業の新規雇用者数は累計で13,260人となっており、
前年に比べ5,593人増加と順調に推移しており、平成28年度の目標を前倒しで達成している。
　平成28年１月１日現在の立地企業による雇用者数は26,627人と、前年に比べ715人増加と着
実に増加している。

188



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）

・ラウンジの利用について、一般利用者向けに広報活動を行うとともに、入居企業に対してニーズ調査
を行い、利用率の向上を図る必要がある。

・ラウンジの利用について、施設周辺地区の企業や公的施設にパンフレットを配布する等、一般利用
者の利用促進につながる広報活動を行うとともに、引き続き入居企業に対するアンケート調査を実施
し、その結果を基に施設の効率的な運用に努める。

○内部要因
・プレゼンテーションや、研修生の交流の場としての利用が見込まれるラウンジ利用が少ない結果と
なっており、一般利用者への周知不足や、ラウンジの提供方法が入居企業のニーズに合わなかったも
のと考えられることから、その改善を図る必要がある。

○外部環境の変化
－
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(4)-⑤

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29 実施主体
20名
アジアIT
人材招へい

20名 20名 20名 20名

→ 県等

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

28,980 27,415
一括交付

金
（ソフト）

順調
　アジアIT人材の招へいについては、計画値20名に対し37名を受け入れており、県内IT
関連企業において研修生としてOJT研修を行うなど、アジアとのブリッジ（架け橋）となる
人材の育成や交流を通じて、人的ネットワークの構築が図られている。

推進状況 平成27年度取組の効果

アジアIT技術者招へい・研修実施 20名 37名

事業名 活動内容

アジアIT
人材交流
促進事業

　アジア各国からIT技術者や幹部等計37名（中
国：技術者５名・幹部等５名、ベトナム：技術者10
名・幹部等４名、ミャンマー：技術者６名・幹部等７
名）を招へいし、県内IT関連企業における技術者
のOJT研修（約３ヶ月）や、県内IT関連施設の視察
（約１週間）を行った。
　また、県内IT関連企業の幹部等計14名をアジア
各国（中国：１名、ベトナム：６名、ミャンマー：５名、
台湾：２名）へ派遣し、投資環境の視察や現地IT
関係者との意見交換等を行った。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 商工労働部　情報産業振興課

ICTの利活用
等の概要

アジアからのIT人材の招へい、県内IT企業経営者等のアジア諸国への派遣

平成27年度実績

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 創造的ICT人材の育成

基本施策 産業振興や地域を支える人材の育成

主な取組 アジアIT人材交流促進事業

取組内容

　県内IT関連企業のアジア市場への展開を促進するため、アジア企業からIT技術者及び
経営担当者等を沖縄に招へいして、OJT研修等各種研修を実施するとともに、県内企業
の経営者等をアジア諸国へ派遣することで、県内企業とアジア企業との人的ネットワーク
を構築する。

アジアIT技術者招へい・研修実施

190



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

69,370
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

2,200人/年
（23年度）

13,260人
（27年度）

11,500人 11,060人 ―

傾向 全国の現状

24,869人
（25年度）

25,912人
（26年度）

26,627人
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状

立地（進出）企業による新規創出雇用
者数（累計）

　平成28年１月１日現在の情報通信関連企業の新規雇用者数は累計で13,260人となっており、
前年に比べ5,593人増加と順調に推移しており、平成28年度の目標を前倒しで達成している。
　平成28年１月１日現在の立地企業による雇用者数は26,627人と、前年に比べ715人増加と着
実に増加している。

アジアIT人
材育成支
援・交流促

進事業

　アジア各国から経営者・幹部等10名、IT技術者20名を招へい
し、県内IT関連企業での各種研修や県内IT関連施設の視察等
を実施する。
　また、県内ＩＴ関連企業の経営者・幹部等12名をアジア各国へ
派遣し、投資環境の視察や現地のＩＴ関係者との意見交換等を
実施する。

成果指標

情報通信関連産業での新規雇用者数
（累計）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①企業の交流ニーズの把握に努め、招へいする地
域の多様化を行い、幅広い交流につなげるととも
に、招へい元の国や企業を選定する際は、最新の
政治情勢の調査や県内IT関連企業へのヒアリング
等を行い決定する。
②研修受講者全員にSNS登録を義務付けることに
よって帰国後のフォローアップを強化する等、効果
的な人的ネットワークの構築に努め、このネット
ワークを通じたアジアＩＴ企業との業務案件に繋げ
る。
③本事業で構築した人的ネットワークを通じた業務
案件の発生については、県内企業からアジア企業
への業務発注だけでなく、招へい受入企業（県内
企業）がアジアからの案件を獲得できるような仕組
みも検討していく。
④招へいしたアジアＩＴ技術者を未来のIT人材創出
促進事業で開催されるＩＴイベント等に参加させるこ
とで、より多くの県内ＩＴ関連企業、学生等との交流
につなげる。
⑤県内IT企業の経営者等をアジアへ派遣すること
により、現地のIT企業等と交流を深め、沖縄の認
知度を向上させるとともに、県内ＩＴ企業経営者等に
アジアの投資環境を視察させ、アジア展開を促進
する。

①県内IT関連企業へのヒアリング等により、中国、
ベトナム、ミャンマー、台湾の４ヶ国（地域）との交
流につなげた。
②研修受講者全員にSNS登録を義務付けること
によって帰国後のフォローアップを強化する等、効
果的な人的ネットワークの構築に努めている。
③引き続き、招へい受入企業（県内企業）がアジ
アからの案件を獲得できるような仕組みを検討し
ていく。
④招へいしたアジアＩＴ技術者を、未来のIT人材創
出促進事業で開催するＩＴイベント等に参加させる
ことで、多くの県内ＩＴ関連企業、学生等との交流
につなげた。
⑤県内IT関連企業の経営者等をアジアへ派遣す
ることにより、現地のIT企業等と交流を深め、沖縄
の認知度を向上させるとともに、県内ＩＴ関連企業
の経営者等にアジアの投資環境を視察させた。

平成28年度計画

事業名 活動内容
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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）

・受入企業の語学力（英語等）の向上等、意思疎通を図る体制を検討する必要がある。

・研修中の技術者の心身の健康管理を行う体制や方法等を検討する必要がある。

・アジアからIT技術者や幹部等を招へいする際には、あらかじめ、招へい元の国の政治状況、今後の
日本との関係性、適切な受け入れ時期等を十分に検討する必要がある。

・受入企業の語学力（英語等）の向上等、意思疎通を図る体制や方法等を検討する。

・研修中は、受入企業や委託事業者が技術者の様子に気を配り、定期的に面談等を行う。

・引き続き、企業の交流ニーズの把握に努め、招へいする地域の多様化を行い幅広い交流につなげる
とともに、招へい元の国や企業を選定する際には、最新の政治情勢の調査や県内IT企業へのヒアリン
グ等を行い決定する。

○内部要因
・招へいしたＩＴ技術者の語学力（日本語）の向上に加え、受入企業の語学力（英語等）の向上等、意思
疎通を図る体制が必要となる。
・アジアと沖縄では、生活環境が異なるため、研修中の技術者の心身の健康管理等にも留意する必要
がある。

○外部環境の変化
・アジアからIT技術者や幹部等を招へいする際、招へい元の国の政治状況や国際情勢等に事業執行
が左右されることがある。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(4)-⑥

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

582人
専科受講
者数

500人 566人 560人 560人

→ 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

①21,842
②2,307

①20,716
②2,426

県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 創造的ICT人材の育成

基本施策 産業振興や地域を支える人材の育成

主な取組 警察基盤整備事業

取組内容
犯罪の起きにくい沖縄県の実現に向けた強い警察基盤を確立するため、各種専科教養
により警察官の資質の向上を図る。

年度別計画

担当部課 警察本部警務部教養課

ICTの利活用
等の概要

情報通信技術の発達による犯罪形態の多様化等への対応

平成27年度実績

事業名 活動内容

①運営活動
費

②職員費

○計画値560人に対し実績値510人の職員を派遣
【県警察学校専科377人（合計27専科）、警察大学
校63人（合計43専科）、各管区警察学校70人（合
計64専科）の職員の派遣

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

専科受講者 560人 510人

順調
○計画値（560人）に対し活動実績値（510人）が９１％が達成されている。
○国際化や犯罪の多様化等に対応するため特定分野に関する専門的知識及び技能の
習得のため、継続して警察大学及び各管区警察学校等へ警察職員を派遣した。

警察学校等における専科開講、研修派遣、技能伝承等
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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

255,243 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

12,403件
（23年）

9,463件
（27年）

11,000件
以下

2,940件
1,098,969件

（27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）

平成28年度計画

事業名 活動内容

警察基盤整
備事業

各階級に応じた必要な知識及び技能の修得や、国際化や犯罪
の多様化等、特定分野に関する専門的知識及び技能の習得
のため、警察大学及び各管区警察学校等へ職員を継続派遣
する。

成果指標

刑法犯認知件数

平成27年度の取組改善案 反映状況

各階級に応じた必要な知識及び技能の習得、国際
化や犯罪の多様化等に対応するため特定分野に
関する専門的知識及び技能の習得のため、警察
大学及び各管区警察学校等へ警察職員を派遣す
るとともに、若手警察官・捜査員に対する捜査技能
の伝承を図る。

①警察学校における各種専科教養を継続し、治
安情勢に応じ、随時、教養内容の見直しを図って
いるところ、今般、発達障害を含む障害者への理
解を深めるため、初任科・初任補修科教科課程教
授細目（類目）基準の一部を改正している。
②捜査技能伝承官による捜査技能の伝承につい
て推進していたところ、その役割を再任用職員が
担うこととなり、４月１日付けで沖縄県警察捜査技
能伝承官に関する訓令を廃止とした。

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

　平成28年度目標値は例年の教養実施とおり９０％前後の達成が見込まれるため、継続して各
専科教養等を推進する。

○内部要因
・各専科教養・任用科教養等、治安情勢に即した充実したカリキュラムが組まれている。

○外部環境の変化
・来沖外国人の増加に伴う犯罪のグローバル化、サイバー犯罪等犯罪の多様化が顕著であるため、
それらに対応すべく、既存の教養よりさらに踏み込んだ教養が必要になると予想される。
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（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）

・犯罪のクローバル化、情報通信技術の発達による犯行形態の多様化、広域化などに迅速・的確に対
応できる人材が求められている。

・警察官に対する各種専科教養については充実したカリキュラムの下に実施中であるが、急速な犯罪
の多様化に対応するためには、サイバーや語学に精通した即戦力となる人材を確保すべく、採用時の
枠を検討する。
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