
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 環境影響評価支援システム推進事業 3,184 順調

②
空調等のIT制御による省エネ削減効
果の実証(スマートエネルギーアイラン
ド基盤構築事業)

- -

③
太陽光・風力発電大量導入による系
統安定化対策等実証事業(スマートエ
ネルギーアイランド基盤構築事業)

- -

④

宮古島市スマートコミュニティー実証
事業
（スマートエネルギーアイランド基盤構
築事業）

309,341 順調

⑤ 公共交通利用環境改善事業
1,001,847
（138,935）

順調

⑥ 交通安全施設等整備事業 1,843,114 順調

⑦ 離島ＩＣＴ実証・促進事業 99,825 順調

基本施策  1-(2)

主な取組

「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

環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

対応する主な課題

環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現に向けては、自然環
境に配慮し、県内各地域の特性や社会環境の変化等に対応
した生活基盤の強化が求められている。
このため、自然環境の保全、低炭素島しょ社会の実現、交通
インフラの利便性向上、離島等におけるICT利活用の促進に
取り組む。

平成28年度

担当部課

環境部　環境政策課

商工労働部　産業政策課
※平成26年度で事業終了

商工労働部　産業政策課
※平成26年度で事業終了

商工労働部　産業政策課

企画部　交通政策課

警察本部　交通部交通規制課

企画部　地域・離島課
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(2)-①

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

5,788 3,184 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

- ―-

平成25年度から平成27年度まで環境保全措置の効果を検証
し、平成28年度は基礎となる環境影響評価図書等を電子化し、
公開したことで、更なる環境保全対策の立案が可能となる体制
を構築した。

順調

　平成28年度は、これまで環境影響評価手続きを実施した事業者に著作権の許諾を求
め、許諾を得られた事業で環境影響評価図書等の電子化を行い、取組を順調に推進し
た。環境影響評価図書等を公開することにより、地域の環境状況及び貴重種等の保全
策等の知見を誰でも利用できるようになり、更なる環境保全対策の立案が可能になる体
制を構築した。

平成29年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成28年度取組の効果

― ― ―

事業名 活動内容

環境保全措
置効果検証
事業

　これまで環境影響評価手続きを行った事業者へ
著作権の許諾を取り、環境影響評価図書等を電
子化し、公開した。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 環境部　環境政策課

ICTの利活用
等の概要

環境影響評価支援情報の発信

平成28年度実績

基本施策 環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

主な取組 環境影響評価支援システム推進事業

取組内容

　事業者が行う環境影響評価制度における環境保全措置の質的向上を支援するため、
県内で環境影響評価手続を経た大規模な事業において実施された、貴重種の移植等の
環境保全措置の事例を取りまとめ、その効果の分析・検証を実施し、結果及び得られた
知見を適切に公開する。

「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

環境保全措置の効果検証調査 

システムの検討・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

１分野
（26年）

１分野
（27年）

全分野
（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

環境保全措置の検証作業

・電子化した環境影響評価図書等の情報が適切に活用され、今後の環境保全措置の検討支援になる
よう、県ＨＰ等での公開方法について随時検討を行っていく。

　平成25年度に海域動植物、平成26年度に陸域植物、平成27年度に陸域動植物に係る環境保
全措置についての検証調査を実施し、平成28年度は過年度行われた環境影響評価図書等を
電子化したところであり、環境影響評価図書等を公開することにより、地域の環境状況及び貴
重種等の保全策等の知見を誰でも利用できるようになり、更なる環境保全対策の立案が可能に
なる体制を構築した。

○内部要因
・環境影響評価図書等を電子化したところであり、誰でも活用しやすくするため掲載方法及び情報共有
の方法について検討する必要がある。

○外部環境の変化
・今後は、当該公開資料を利用し、地域の環境状況及び貴重種等の保全策等の知見を誰でも利用で
きるようになり、更なる環境保全対策の立案、より適切な環境保全措置の実施を図っていくことが可能
となる。

成果指標

―

平成28年度の取組改善案 反映状況

①環境保全措置の効果の分析及び検証に当たっ
ては、より具体的かつ正確に実施できるよう、学識
経験者等の意見を聴取し、反映させる。

②検証結果等公開を予定している情報が適切に活
用され、今後の環境保全措置の検討支援になるよ
う、取りまとめ結果の選別・整理を行うとともに、県
ＨＰ等での公開方法について随時検討を行ってい
く。

①環境保全措置の効果の分析及び検証に当たっ
ては、より具体的かつ正確に実施できるよう、学識
経験者等の意見を聴取し、反映させた。

②事業者へ著作権の許諾を得つつ、事業者が
行った環境保全措置の知見を電子化し、公開でき
る環境を整備した。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(2)-④

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

１台
小型ＥＶ
製作台数

220件
実証対象
件数

２台
小型ＥＶ
製作台数

→
県
市

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

490,305 309,341
一括交付金

（ソフト）

順調

　全島ＥＭＳにて、再生可能エネルギーの適時消費が可能な需要がどの程度存在するか
データを収集し、ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）やスマートボックスを通
じ、需要傾向の把握を行い、事業化に向けた知見がえられた。
　また、民間EMS事業体も設立されるなど、宮古モデルのビジネス化に向けた動きを加速
することができた。

推進状況 平成28年度取組の効果

ＥＭＳ実証対象件数 220件 225件

事業名 活動内容

スマートエネル
ギーアイランド基
盤構築事業（宮古
島市島嶼型ス
マートコミュニティ
実証事業）

　平成26年度までに構築した全島ＥＭＳの設備を
利用し、ビジネス化に向けた実証実験を引き続き
行う。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 商工労働部産業政策課

ICTの利活用
等の概要

宮古島において、再生可能エネルギーを無駄なく最大限効率良く利用するため、エネル
ギーマネジメントシステムの実証

平成28年度実績

基本施策 環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

主な取組
宮古島市スマートコミュニティー実証事業
（スマートエネルギーアイランド基盤構築事業）

取組内容
宮古島においてＩＴ技術を駆使し、島内の電力供給を最適化するためのシステムを構築
し、実証を行う。

「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

宮古島でIT機器等を活用しエネルギー消費の効率化を実証 

小型EV自動車製作、メンテナンスなど

持続性ある運用が可能か実証 
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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

206,441
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

134×106kWh
【約37,000世帯

分】（H22）

403×106kWh
【約111,900世帯

分】（H27）

607×106kWh
【約169,000世帯

分】（H27）

269×106kWh増
（基準値比300％）

―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状

―

　現状値403×106kWh（基準年度比３０１％）と増加しているものの、このペースではH28目標値（同453％）
の達成は難しい。しかしながら、平成24年７月の電力固定価格買取制度が導入されて以降、太陽光発電設
備等の導入は急速に進んでいる。一方、太陽光発電の急速な普及により接続可能量に達したため、電力
系統への接続保留問題も発生している。
　更なる導入加速に向けて、太陽光発電設備等で発電した電力を限られたグリッド内で安定的に需給調整
するＩＴ技術を駆使したシステムによる実証研究が必要である。

スマートエネル
ギーアイランド基
盤構築事業（宮古
島市島嶼型ス
マートコミュニティ
実証事業）

　構築した全島ＥＭＳの設備を利用し、宮古島市及び民間EMS
事業体とも連携を強化し、ビジネス化に向けた実証実験を引き
続き行う。

成果指標

クリーンエネルギー推定発電量【世帯
換算】

平成28年度の取組改善案 反映状況

①本事業で得られたＥＭＳ技術や知見は、他の離
島への展開にも活かせることから、平成27年度まで
に得られた成果と課題を整理する。さらに、民間
EMS事業体とも連携しながら、宮古モデルのビジネ
ス化に向けた新たな課題解決に向けて平成28年度
以降も引き続き実証を進めていく。

①平成28年度も引き続き実証を行い、平成29年度
以降の実証高度化や他地域への展開に向けたビ
ジネス化に必要な知見や課題等の把握を行った。

平成29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）

・事業化を目指した検討と併せて、将来的な他地域への展開を見据え、地域課題に対応する先進技術
の活用に関しても検討を進める。具体的には、ＩＴ技術を用いて、家庭や事業所への可制御負荷（ヒート
ポンプ給湯器など）を活用した需給コントロールに向けて、最適なシステムを検討する。また、ビジネスモ
デル化には通信コストの低減が課題の一つとなる。

・本事業で得られたＥＭＳ技術や知見は、他の離島への展開にも活かせることから、これまでに得られ
た成果と課題を整理する。さらに、民間EMS事業体とも連携しながら、宮古モデルのビジネス化に向け
た新たな課題解決に向けて引き続き実証を進めていく。

○内部要因
・全島ＥＭＳの収益化に向けては、デマンドレスポンスのあり方を的確に把握することが必須となること
から、電気事業者も含めた関係者との協議を進め、実効性のある運用の実現を目指す必要がある。ま
た、事業化に向けては、平成27年度に設立された民間EMS事業体と連携し、ビジネス化に向けた取り組
みを加速する必要がある。

○外部環境の変化
・国の主導するエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス（ＥＲＡＢ）検討委員会などが発足し、セ
キュリティガイドの策定など制度面の提言を行っているため、本事業のビジネス化に向け、動向を注視
する必要がある。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(2)-⑤

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

　43台
　ノンステッ
プバス導入
数

215台
（累計）

県
交通事業者

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

1,025,767
（139,000）

1,001,847
（138,935）

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 環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

主な取組 公共交通利用環境改善事業

取組内容
　県民や観光客の移動利便性の向上、高齢者や障がい者などのいわゆる交通弱者の移
動の確保、中南部都市圏の交通渋滞緩和、低炭素社会の実現を図ることを目的に、公共
交通の利用者を増大させるための利用環境の改善を図る。

年度別計画

担当部課 企画部　交通政策課

ICTの利活用
等の概要

バスロケーションシステム、多言語公共交通検索システム、IC乗車券システムの構築、公
共車両優先システム（PTPS）対応車載器導入支援

平成28年度実績

事業名 活動内容

公共交通利
用環境改善

事業

　ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡが、離島船舶やタクシーにおい
て利用できる環境整備に向け、交通事業者や利用
者、有識者で構成するＩＣ乗車券システム拡張協議
会及びワーキング会議を開催。拡張に向けたシス
テム提案依頼書を作成し、全国の開発会社へ見積
もり依頼を行ったうえで、拡張に向けた課題を整理
した。
　ラジオ、新聞広告、わったーバス新聞において、
公共交通利用環境改善へ繋がる各種施策（法人
党員の募集、バスマップの作成、夢バスコンテス
ト、OKICAの利便性等について周知、公共交通利
用促進に向けた座談会）を実施し普及啓発に努め
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

- - -

ノンステップバス導入 

バスロ

ケーショ

ンシステ

ム 

IC乗車券システム開

発・導入 
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順調

　ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡの利用拡大に関しては、離島船舶やタクシーへの拡張に向け、利用
者、交通事業者、有識者等からなる「ＩＣ乗車券システム拡張協議会」を設置。拡張に向け
たシステム提案依頼書を作成し、全国の開発会社へ見積もり依頼を実施し、拡張に向け
た課題を整理した。
　交通弱者を含む全ての利用者の乗降性に優れるノンステップバスの導入や運賃精算が
便利になるOKICAの運用により、バス事業者からバスの乗降がスムーズになった、利用
者から両替や小銭の準備が不要で運賃精算が便利になった等の意見が多く寄せられて
いる。
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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

556,782
（14,166）

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

365万t-
CO2

（20年度）

351万t-
CO2

（26年度）

343万t-
CO2

（27年度）

△14万t-
CO2

213百万t-
CO2

（27年度）

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）

平成29年度計画

事業名 活動内容

公共交通利
用環境改善

事業

　基幹バスルート（那覇～コザ）におけるバスの定時・速達性を
高めるため、急行バス実証実験及び公共車両優先システム
（PTPS）対応車載器導入支援を行う。
　ラジオ、新聞広告、わったーバス新聞において、公共交通利
用環境改善に繋がる各種施策の周知広報を行う。

成果指標

運輸部門における二酸化炭素排出量

平成28年度の取組改善案 反映状況

基幹バスルートの定時・速達性を向上させるため、
平成28年度より、急行バスの実証運行及び公共車
両優先システム（ＰＴＰＳ）車載器導入補助を実施す
る。

急行バス運行実証実験により、急行バスの定時・
速達性の向上を確認することができた。また、公共
車両優先システム対応車載器導入により、定時・
速達性に一定の効果が見込まれたことから、平成
29年度も継続して導入を支援することとした。

参考データ 沖縄県の現状

―

・IC乗車券の利用拡大を図るためには、広報活動が有効と考える。

・IC乗車券システムの機能は多方面で活用できることが期待されることから、OKICAによるサービスの
拡張について検討する。

・IC乗車券の効果等を県民に周知する広報活動を行い、着実な利用拡大を図る。

・IC乗車券システムを活用したバスとモノレール相互の乗継割引の実施や、モノレールやバス以外の交
通機関においてOKICAが利用できる環境整備に向け、関係事業者と協議を進めていく。

　ノンステップバスの導入やIC乗車券システムの運用により、公共交通利用環境の改善が図られ
ることで、自家用車利用から公共交通利用への転換が促され、二酸化炭素排出量の減少に寄与
するものと考える。
　目標値は既に達成しているが、引き続き、施策の推進及び取組の強化を図る。

○内部要因
・IC乗車券システムの効果を発現させるためには、IC乗車券システムの利用拡大に取り組む必要があ
る。

○外部環境の変化
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(2)-⑥

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

交差点信号
機の集中制
御化

光ビーコン
の高度化

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

1,859,142 1,843,114 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,275,333 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 環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

主な取組 交通安全施設等整備事業

取組内容
　道路における交通の安全と円滑を確保するため、交通信号機の新設・改良・更新、交
通管制システムの充実・高度化、管制エリアの拡大及び信号機の集中制御化、高度道
路交通システム（ＩＴＳ）の整備に取組み、交通安全環境の整備を推進する。

年度別計画

担当部課 警察本部交通部交通規制課

ICTの利活用
等の概要

　交通管制システムの高度化の一環として、平成26年度から高度化光ビーコンへの整備
を推進していく。

平成28年度実績

事業名 活動内容

交通安全施
設費

　交通信号機の新設５基、改良168基、更新102基
を行い、交通管制システムの高度化更新を行っ
た。
　高度道路交通システムの一環として、バス路線
への公共車両優先システムの整備、更新を行っ
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

高度化光ビーコンの整備（新設・更新） 22基 22基

順調
　平成28年度中、高度化光ビーコンの整備22基、交通管制システムの高度化更新、公共
車両優先システムの整備・更新を行うなど、交通安全施設の増設、更新等の整備によ
り、交通の安全と円滑化を図った。

平成29年度計画

事業名 活動内容

交通安全施
設費

　交通信号機の新設・改良・更新
　交通管制エリアの拡大及び信号機の集中制御化
　高度道路交通システム（ＩＴＳ）の整備

交通管制システムの高度化 
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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

580基
（累計）
（23年）

751基
（累計）

789基
（累計）

― －

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

交通管制システムの高度化

平成28年度の取組改善案 反映状況

　引き続き、渋滞状況及び交通事故発生箇所の更
なる分析等を行い、交通安全施設の新設、改良等
に活かし、改善を図る。

　交通管制システムの高度化更新、公共交通優
先システムの整備等、更なる交通の安全と円滑化
を図った。

参考データ 沖縄県の現状

－

　管制エリアの更なる拡大及び老朽化した光ビーコン等の更新整備を計画的に行うための必要な予算
確保を行う。

　引き続き、渋滞状況等交通流を的確に把握、分析等を行い、交通安全施設の新設、改良等の改善を
図る。

　交通管制システムの高度化更新、公共交通優先システムの整備等、更なる交通の安全と円滑化を図っ
た。

○内部要因
・新設道路の供用により、新たに必要となる交通安全施設を迅速かつ適切に設置する必要がある。
・新設道路の供用による新たな管制システムの増強、信号機の集中制御化、高度道路交通システム
の整備、高度化光ビーコンの整備等、交通安全施設の新設、更新を着実に実施するとともに、交通流
を的確に把握し、更なる交通の安全と円滑化を図る必要がある。

○外部環境の変化
・県内では高度化光ビーコンに対応したカーナビ等の普及率が低いことから、カーナビ等の一般普及
が課題となってくる。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 1-(2)-⑦

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

県
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

102,109 99,825
一括

交付金
（ソフト）

取組内容

　離島地域でのＩＣＴの利活用促進を図るため、実証事業（教育分野（３町村））を実施し
た。
　また、ＩＣＴ利活用促進による離島振興施策に対する離島ＩＣＴ利活用促進検討委員会か
らの意見聴取や、離島地域におけるＩＣＴの利活用促進を図るためのシンポジウムを石垣
島及び宮古島で開催した。

「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 環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

主な取組 離島ＩＣＴ実証・促進事業

年度別計画

担当部課 企画部　地域・離島課

ICTの利活用
等の概要

　離島地域で各分野におけるICTの利活用促進を図るための利活用調査を実施し、実証
実験（教育分野）を行う。また、調査及び実証実験の結果や検討委員会の提言等を踏ま
え、離島地域におけるICTの利活用促進を図るためのシンポジウムを開催する。
【平成28年度実施事業】
①検討委員会及びシンポジウム開催（継続）
②ICT利活用による離島学力支援実証事業（継続）

平成28年度実績

活動指標名 計画値 実績値

事業名 活動内容

離島ＩＣＴ実
証・促進事

業

　　離島でのＩＣＴ利活用促進を図るため、実証事業
（教育分野）を３町村７島で実施した。
　また沖縄離島ＩＣＴ利活用促進検討委員会を３回
開催し、ＩＣＴ利活用促進による離島振興施策に対
する提言を踏まえ、離島におけるＩＣＴ利活用の可
能性について普及啓発・促進するためのシンポジ
ウムを石垣島及び宮古島で開催した。

実証事業 ― ３町村

基礎調査・シンポジウムの開催 ―
基礎調査：

植物工場・ドローンの利活用について
シンポジウムの開催：

84名（石垣島）、43名（宮古島）

基礎調査・シンポジウムの開催 

実証事業 
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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

89％
（26年）

石垣島89.2％
宮古島86.0％

（27年）

石垣島84.2％
宮古島100％

（28年）
― ―

医療・福祉：
90％

教育：86％
（26年）

医療・福祉：
92％

教育：84％
（27年）

教育：90％
（28年）

― ―

状
況
説
明

平成27年度計画

推進状況 平成28年度取組の効果

順調

  離島学力向上支援実証事業（教育）は、対象離島を増やして実施した。
　児童生徒からは、講師（大学生）達の話を聞いて大学に行ってみたくなったとの声が寄せられ、
　保護者からは、学習習慣も身についたなど、一定の評価が得られた。
　本実証事業の成果により、平成28年度から既に村事業として実施している座間味村、渡嘉敷村
のほか、平成29年度は、久米島町、竹富町を加えた２町２村が村事業として継続実施しており、離
島市町村の自主的な取組に繋がっている。
　また、離島地域におけるＩＣＴ利活用促進による離島振興施策の効率的な推進を目的に、「沖縄離
島ＩＣＴ利活用促進検討委員会」を開催し、この中で、ＩＣＴを取り巻く環境、島におけるＩＣＴ利活用の
可能性や実証事業の評価・検証など、幅広く議論された。
　検討委員会の提言を受け、沖縄離島ICTシンポジウムを石垣島及び宮古島で開催し、離島の農
業・教育分野におけるＩＣＴ利活用の普及啓発・利活用促進を図った。

事業名 活動内容

成果指標

－

参考データ 沖縄県の現状

－ －

①久米島町及び南大東村で習熟度別に応用・基礎の２クラス開設し、児童生徒の学力に応じた授業を実施した。
また、今年度は、１クラスで受講する拠点数を３箇所から４箇所に増やし、より多くの島の児童生徒が一緒に受講
できるようになり効率的運用に繋がった。
②平成28年度は、「離島ICT利活用促進検討委員会」を３回開催し、ICTを取り巻く環境、島におけるICT利活用の
可能性や実証事業の評価・検証など、幅広く議論された。
③平成28年度は、石垣島で農業、宮古島で教育をテーマとしたシンポジウムを開催した。
　石垣島では、基調講演のほか、パネルディスカッションを行い、経営者やコンサルタント等の各立場の視点から
データ集積の有効性やＳＮＳを活用した出口戦略など、ＩＣＴを利活用したこれからの農業について話し合われた。
　宮古島では、教育現場からの強い要望に応え、昨年度に引き続き教育分野をテーマに実施した。
　基調講演のほか、ワークショップでは、来場者に直接参加していただき、「タブレット」、「プログラミング教育」、「遠
隔教育」という３つのテーマを通して教育現場におけるＩＣＴ利活用の意義や有効性等についてディスカッションを
行った。
　これらのシンポジウムを通して、ＩＣＴを利活用した離島振興策の推進に対する県民理解度の向上が図られた。

離島ＩＣＴシンポジウム参加者による
同取組への満足度

　離島地域におけるＩＣＴの利活用促進を図るためのシンポジウムを石垣島及び宮古島で開催
し、シンポジウム参加者の同取組みへの満足度が石垣島で84.2％、宮古島で100％、意識の向
上度が石垣島で96％、宮古島で100％となるなど、ＩＣＴを利活用した離島振興策の推進に対する
県民理解度の向上が図られた。
　また、実証事業（教育）の利用者満足度が90％で、役立っていると感じており、実証事業を通し
て離島住民がＩＣＴを利活用した離島振興策の有効性を認識するなど、離島地域におけるＩＣＴ利
活用促進が図られた。

実証事業（医療・福祉、教育）の
利用者満足度
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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）

・国、県、離島市町村、大学、産業界などが広く連携していくことで一層の促進が図られる。

・教育分野の実証については、児童生徒の学力向上の効果が見えるためには、継続的な支援が不可
欠であるため、事業を継承する町村の実施体制づくりを推進する必要である。

・ＩＣＴ利活用にかかる各部局の先進的取組事例を共有し、広く情報提供・発信することで、企業や離島
自治体が主体となった各分野のＩＣＴ利活用施策の実行・展開が促進されるよう、離島地域におけるＩＣＴ
利活用促進を支援していく。

・教育分野の実証事業を引き続き実施する自治体には、使用していた機材を貸与するなど事業実施を
支援していく。

・「離島地区情報通信基盤整備推進事業」により沖縄本島と各離島を結ぶ高速大容量の中継伝送路
（海底光ファイバーケーブル）が平成28年度に整備された。また、超高速ブロードバンドサービス
（FTTH）においても、平成28年度から平成31年度にかけ全県的に（一部の小規模離島等を除く）整備す
ることとしており、あらゆる分野において、ＩＣＴ利活用による利便性を等しく享受できる環境が整いつつ
ある。
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