
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

15,818 順調

② 災害時の救急医療体制の充実 14,521 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 19,959 大幅遅れ

⑤ 治水対策（情報提供等）
136,672
(87,282)

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 8,537 順調

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

主な取組

保健医療部　医療政策課

保健医療部　医療政策課

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

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28年度

担当部課

保健医療部　地域保健課
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（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：5
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

24,000 15,818 県単等

（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

「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 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。

年度別計画

担当部課 保健医療部　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28年度実績

事業名 活動内容

地域医療構
想を実現す
る医療連携
機能強化事
業

　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

推進状況 平成28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

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43施設を含む193施設、登録患者数は27,189人と
なっており、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29年度計画

事業名 活動内容

地域医療構
想を実現す
る医療連携
機能強化事
業

　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。

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

（　年） （　年） （　年）

傾向 全国の現状

130施設
6,226人
（26年）

208施設
11,057人
（27年）

193施設
27,189人
（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）

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①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。

②参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。

①おきなわ津梁ネットワークの広報活動により、県
民の登録者数も増加し、平成28年度末に27,189人
となった。

②医療機関におきなわ診療ネットワークの積極的
活用を促すため、県医師会と連携してネットワーク
の利点や意義について説明会を実施した。

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。

・参加医療機関がおきなわ診療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を行
う。

・未参加医療機関に対しては、おきなわ津梁ネットワークの活用についての説明を行っていくとともに、
参加促進のための方策を検討する必要がある。

　参加医療機関が若干減少したが、県民の登録者数は増加しており、患者本人の状態把握や
効果的な保健指導、早期の治療にネットワークが活用されている。

○内部要因
・平成28年度より参加医療機関からネットワーク利用料金の徴収を開始したことも影響して、参加機関
が減少したことから、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。
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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

15,428 14,521 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

50,547 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　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・運用

平成28年度実績

事業名 活動内容

活動指標名 計画値 実績値

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、ＤＭＡＴチームの欠員を補充し、県内ＤＭＡＴ
は22チームを維持した。

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養成 25チーム 22チーム

推進状況 平成28年度取組の効果

平成29年度計画

事業名 活動内容

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なか、異動等による既存ＤＭＡＴの欠員補充にも対応するため、
計画的に受講者選考を行い、22チームの維持・強化に努めた。広域災害救急医療情報
システムを運用し、各病院を対象とした、入力訓練を実施した。

災害医療対
策事業

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。

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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（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

21チーム
(26年度)

22チーム
(27年度)

22チーム
(28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）

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

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。

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Ｄ
ＭＡＴが発生しないよう養成を図ったことにより、22
チームを維持・強化を図った。

－

○外部環境の変化
・熊本地震の発生により、災害時における医療提供体制への関心が高まっている。

・ＤＭＡＴ養成と既存ＤＭＡＴの欠員補充のためには、厚生労働省が実施するＤＭＡＴ養成研修の受講
が必須であるが、各都道府県ごとに受講枠が定められているため、県内ＤＭＡＴの欠員状況をより的確
に把握し、ＤＭＡＴ養成と欠員補充を両立していかなければならない。

・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。
・DMAT養成研修の受講枠の拡大を厚生労働省に要望していく。

沖縄県内のＤＭＡＴ数

　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数は年々増加してはいるが、依然として既存ＤＭＡＴに欠員が発生している状況がある。ＤＭＡ
Ｔの編成には医師１名、看護師２名、業務調整員１名が必要であり、一つの職種でも欠員になるとＤＭ
ＡＴとしての活動に支障を来してしまう。

参考データ 沖縄県の現状
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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
各省
計上

順調
　県内８ヶ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。

推進状況 平成28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：5,176

（27病院）

事業名 活動内容

周産期保健
医療体制整
備対策事業

　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

年度別計画

担当部課 保健医療部　地域保健課

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。

平成28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 周産期保健医療体制整備事業

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、本県の実状に
即した総合的な周産期保健医療体制の確保、向上に資する関係者研修会を行う。

「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

周産期医療情報ネッ

トワークの構築 

周産期母子医療センター運営費への補助 

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管

理 

北部病院へ

の周産期医

療機器整備 
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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

885
各省
計上

（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）

2.0
（27年）

2.3 0.7ポイント
1.9

（27年）

4.1
（22年）

3.2
（27年）

減少 0.9ポイン
3.7

（27年）

11.2
（22年）

10.9
（27年）

9.6 0.3ポイン
9.5

（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）

（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。

 基準値に比べ、乳児死亡率、周産期死亡率ともに改善している。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り組むほか、予期せぬ妊娠に悩む女性に対する支
援、相談窓口の周知にも取り組み、改善状態を維持していく。

○内部要因
・平成28年5月に県立北部病院が地域周産期母子医療センターに認定されたことで、県内全圏域に比
較的高度な周産期医療を提供できる周産期母子医療センターが整備された。

・分娩を取り扱う医療機関の地域偏在や、総合周産期母子医療センターである中部病院が恒常的に
満床状態にあることから、今後周産期における搬送体制について再検討を行う必要がある。

○外部環境の変化
・公費による14回の妊婦健診が実施されているが、未受診のまま出産に至る妊婦が依然としている。
・災害発生時に医療機関の情報を一元化するため、今後はその他の医療情報システムとの連携等に
ついて検討を行う必要がある。

周産期保健
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。

成果指標

低体重児出生率（出生百対）

平成28年度の取組改善案 反映状況

－ ー

周産期死亡率（出生千対）

乳児死亡率（出生千対）

平成29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)-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 19,959 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

30,000 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 地域支え合い体制づくり推進事業

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

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

平成28年度実績

事業名 活動内容

地域支え合
い体制づくり
事業

市町村（９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

推進状況 平成28年度取組の効果

地域支え合い体制づくり事業助成箇所数 20箇所 ９箇所

大幅遅れ

　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９箇所にとどまり、大幅遅れとなった。地
域支え合い体制づくり事業は、先進的・パイロット的事業の立ち上げ支援のため、多くの市町村で地域支え
合い活動の立ち上げやシステム整備が進み、交付申請増加の鈍化が見られる。しかし、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が推進
された。
　【平成２８年度実施状況】
　９市町村が実施する９の事業に対し、約19,959千円を助成。

平成29年度計画

事業名 活動内容

地域支え合
い体制づくり
事業

　平成29年度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。

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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（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）

成果指標

―

平成28年度の取組改善案 反映状況

①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。

②市町村に対して、要援護者台帳システムやマップの
整備への活用だけでなく、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。

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。

②市町村に対して通知等で事業要領の周知を図った結
果、ネットワークづくりのための事業に活用する市町村
が増加した。

参考データ 沖縄県の現状

―

・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、当該事業の活用をこれまでの要援護者台帳システム及びマップの整備のみではなく、
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。

・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、要援護者台帳システムやマップの整備への活用だけでなく、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。

　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。

○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

・先進的・パイロット的事業の立ち上げ支援のため、多くの市町村で地域支え合い活動の立ち上げやシ
ステム整備が進み、申請の減少が見られる。
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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

363,828
(157,765)

136,672
(87,282)

一括
交付金

（ハード）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

341,118
(154,289)

一括交付金
（ハード）

「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 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。

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28年度実績

事業名 活動内容

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
工事を予定通り進捗した。
　河川情報基盤は、基幹システムの整備を行っ
た。

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成28年度取組の効果

ダム情報基盤整備 １ダム １ダム

順調
　我喜屋ダムの情報をリアルタイムで把握することができ、洪水時の警戒・避難活動の迅
速化が図られた。

平成29年度計画

事業名 活動内容

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。
　河川情報基盤は、映像管理サブシステム及び南部管内カメラ
の整備を行う。

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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（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）

成果指標

―

平成28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。

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。
・河川情報基盤の映像管理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。
・河川情報基盤の映像管理サブ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。
・河川情報基盤の映像管理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。
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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

10市町村

→ 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

- - ―

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28年度は土砂災害危険箇所を有する市町村（33市町村中32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。

推進状況 平成28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 10市町村 6市町村

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

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28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 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。

「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

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 

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 
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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）

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のた
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。

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。

成果指標

-

平成28年度の取組改善案 反映状況

①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。

①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。

平成29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)-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

― ―

「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 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。

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

防災情報システムの強化

平成28年度実績

事業名 活動内容

防災システ
ム運営事業

平成27年4月から運用を開始した新防災情報シス
テムの運用及び保守管理に関する経費

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成28年度取組の効果

― ― ―

順調
　当初の計画どおり、平成27年度に新システムを運用開始した。
　平成28年度からは同システムの運用及び保守管理を行っている。

平成29年度計画

事業名 活動内容

― ―

システム設
計 

システム更
新 

基本計画策
定 

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）

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

― ―

参考データ 沖縄県の現状

　（機能強化事業としては終了しており、構築したシステムを活用していく）

　（機能強化事業としては終了しており、構築したシステムを活用していく）

○内部要因

○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)-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

7,878 7,618 県単等

1,682 919 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 サイバーセキュリティ対策事業

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サイバー犯罪対策課、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28年度実績

事業名 活動内容

活動指標名 計画値 実績値

サイバー犯
罪対策事業

　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し、過
去最多となる96,171人が受講した。（前年比3,620人増加）
　捜査能力向上に向けた教養等を61回実施し、サイバー犯罪対策に
必要な人材を育成した。
　サイバー犯罪捜査のための解析機器等を37台整備した。
　電力、ガス等の重要インフラ事業者及び関連企業（4事業者：209
名）の社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。

サイバー防
犯活動等支
援事業

　児童のネットトラブル防止のための取組を行っているサイ
バー防犯ボランティアの活動を支援した。
　スマートフォン解析用資機材を整備した。

サイバーテロの防止 ０件 ０件

推進状況 平成28年度取組の効果

順調

　県内におけるサイバーテロの発生はなく、サイバー犯罪の未然防止を目的とした広報啓発活
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
育成などの取組の効果があったものと考えている。

サイバー犯罪の検挙 
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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

7,891 県単等

2,209 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

（　年） （　年） （　年）

傾向 全国の現状

０件
（26年）

０件
（27年）

０件
（28年）

→
０件

（28年）

状
況
説
明

サイバー防
犯活動等支
援事業

　児童のネットトラブル防止のための取組を行っているサイ
バー防犯ボランティアの活動を支援する。
　スマートフォン解析用資機材を整備する。

サイバー犯
罪対策事業

　インターネット利用者のサイバーセキュリティ意識の向上によ
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解析機器等を整備し、基盤強化
を図る。
　サイバー犯罪対策に必要な知識を習得するため、民間講習
等を活用した人材の育成に取り組む。

平成29年度計画

事業名 活動内容

サイバーテロ発生件数

　サイバーテロ発生件数はなく、サイバー空間においては、ホームページの改ざんや標的型攻撃等のサ
イバー攻撃が激化している上、当県は地理的・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。

参考データ 沖縄県の現状

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況
①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。

②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能力の向上に向けた教
養を推進する。

③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。

①　国立沖縄工業高等専門学校教授を県警察のサイバー犯
罪対策テクニカルアドバイザーとして委嘱し、民間知見を活用
した捜査能力の向上を図った。

②　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ほか、県警察学校で実施する各
種専科においてサイバー犯罪捜査に関する教養を実施した。

③　検定取得を通じ捜査員のサイバー犯罪捜査能力の向上
を図った。
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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）

・高度化、巧妙化するサイバー犯罪に対処するための、サイバー犯罪捜査に関する捜査員の知識・技
能の向上を図る必要がある。
・サイバーセキュリティ対策を推進する専属の係を設置するなど、県警察の体制強化を図る必要があ
る。

・捜査員の能力向上のための教養を充実するなど、人材育成等の組織基盤の強化を図る。
・サイバー犯罪テクニカルアドバイザー等の民間知見を活用した捜査員個々の能力向上を図る。
・サイバー犯罪を担当する警察官の理解度に応じた教養体系や制度の充実を図る。
・各部門の捜査員に対するサイバー犯罪対処能力に係る教養を実施する。
・サイバー犯罪捜査検定制度（初級・中級）を活用し、捜査能力の向上を図る。

○内部要因
・スマートフォンの解析には、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に係る教養設備等がなく、効果的な対処能力向上に支障を来している。
・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る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、様々なモノ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
による新たなサイバー犯罪の増加が懸念される。
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