
Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan・Do)

決算
見込額

進捗状況

① 新規就農一貫支援事業 - -

② おきなわブランドに関する情報発信 4,723 順調

③ 農業技術情報活動事業 11,343 順調

④
県産食肉ブランド国内外流通対策強化
事業

141,326 順調

⑤
木材利用推進事業(沖縄型資源循環利
用システム構築事業)

6,322 順調

⑥ 有機農業促進事業 - -

⑦
沖縄沿岸域の総合的な利活用推進事
業

17,979 順調

成果指標名※（主な取組番号） 基準値 現状値 H31目標値 改善幅 全国の現状

「おきなわICT総合戦略」基本施策総括表
基本方向 ICTによる産業の活性化

農林水産部　営農支援課

農林水産部　畜産課

農林水産部　森林管理課

農林水産部営農支援課
（※H27年度でICT土壌診断メニュー
が終了）

農林水産部、水産海洋技術センター、
水産課

農林水産業の振興に向けては、地域振興や雇用の受け皿と
して重要であることから、持続的な成長発展に向けた取組が
求められている。
このため、ICTを活用し、おきなわブランドの確立、農林水産物
の安全・安心の確立、担い手の育成・確保、農林水産技術の
開発と普及、フロンティア型農林水産業の振興などに取り組
む。

基本施策 2-(3) 農林水産業の振興

平成28年度

担当部課

　　　　　　（単位：千円）

主な取組

対応する主な課題

農林水産部　営農支援課
※平成26年度でICT利活用事業終了

農林水産部　流通・加工推進課
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 2-(3)-②

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

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

5,595 4,723 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる産業の活性化

基本施策 農林水産業の振興

主な取組 おきなわブランドに関する情報発信

取組内容
県産農林水産物消費拡大のため、Webやメーカー等と連携した量販店での効果的な情
報発信活動の実施

年度別計画

担当部課 農林水産部　流通・加工推進課

ICTの利活用
等の概要

Webでの情報発信

平成28年度実績

事業名 活動内容

おきなわブ
ランド情報
発信強化推
進事業

　沖縄県産農林水産物に関する認知度調査によ
り現状把握を行うとともに、Web等を活用したPR活
動により「おきなわブランド」の情報発信強化を
図った。

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

認知度調査の実施 ― ２回

Web情報配信
（情報発信サイトのアクセス数）

― 559,206件

順調

　平成29年2月、一般消費者約720名を対象に県内ホテルシェフによる県産食材を使用し
た調理体験を実施し、沖縄県産食材に関する情報発信を行った結果、認知度向上が図
られた。
　県産食材を用いたレシピを掲載した情報発信サイトにおいて、消費者参加型のコンテス
ト等を開催し、県産農林水産物の情報発信およびマーケティングを実施し、消費拡大に
繋がった。

県外量販店での試験販売 

ｗｅｂ情報発信 
（会員100名/年） 

認知度調査分析・研修会開催 

情報発信（ｗｅb・イメージ） 

県の各サイトの 

情報集約・誘導 
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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

3,085 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

14品目
（22年）

18品目
（27年）

17品目 4品目 ―

傾向 全国の現状

574,764件
（26年度）

519,717件
（27年度）

559,206件
（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）

平成29年度計画

事業名 活動内容

おきなわブ
ランド情報
発信強化推
進事業

　Webを始めとする情報媒体等を活用したPR活動により「おき
なわブランド」の情報発信強化を図る。

成果指標

全国シェアが上位3位以内の県産
農林水産物の品目数

平成28年度の取組改善案 反映状況

①調理師をはじめとする業界団体と連携し、沖縄
県産食材のレシピ提案を伴った情報発信を行う。

②インターネットサイトにおいて継続的におきなわ
ブランドの発信を行うと同時に、旬の食材のコンテ
スト等を実施する。

①おきなわ花と食のフェスティバル2017において
県産食材を使用した調理体験を実施し、沖縄県産
食材に関する情報発信を行った。

②県産食材を用いたレシピを掲載した情報発信サ
イトにおいて、消費者参加型のコンテスト等を開催
し、県産農林水産物の情報発信およびマーケティ
ングを実施した。

参考データ 沖縄県の現状

情報発信サイトのアクセス数

・生果の提案だけでなく、食べ方の紹介も行う必要がある。

・品目毎の旬に合わせたきめ細やかなプロモーションが必要である。

　平成27年における全国シェアが上位3位以内の県産農林水産物の品目数は18品目となって
おり、熱帯果樹のブランド化や冬春期野菜において県産イメージを確立することにより、目標値
を達成する見込み。
　情報発信サイトにおいて県産食材を使ったレシピコンテストを積極的に実施したが、サイト開
設より6年が経過し、アクセス数の伸びが鈍化している。

○内部要因
・県産農林水産物は一定の知名度はあるものの、レシピや食べ方についてはまだ十分な認知度を得
ていない。

○外部環境の変化
・沖縄＝夏のイメージが強く、冬春期に旬を迎える県産農林水産物の認知が低い。
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・調理師会等の業界団体と連携し、県産食材の品目毎にプロモーション及びマーケティングを実施す
る。

・県産農林水産物の認知度向上を図るため、インターネットサイトにおいて継続的におきなわブランド
の発信を行うと同時に、旬の食材のコンテスト等を実施する。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 2-(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

15,540 11,343 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる産業の活性化

基本施策 農林水産業の振興

主な取組 農業技術情報活動事業

取組内容
　生産者の技術支援や多様化する消費者ニーズに効果的・効率的に対応するため、農
業技術情報センターの情報量を充実強化し、迅速かつ確かな情報の共有化を構築す
る。

年度別計画

担当部課 農林水産部営農支援課

ICTの利活用
等の概要

ITを活用した情報提供体制の強化

平成28年度実績

事業名 活動内容

農業技術情
報センター
活動費

　生産者の技術支援や多様化する消費者ニーズ
に効果的・効率的に対応するため、農業技術情報
センターの情報量を充実強化し、993件の情報提

供を行った。

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

情報提供数 － 993件

順調

　993件の情報共有により、調査研究実績等について、農業技術情報提供を行うことがで
きた。
　その結果、これらの農業技術情報の活用等により、技術普及農場の設置数の年間目
標の達成や、生産者の技術支援に取り組むことができた。
　また、当該普及活動を広くPRするため普及活動発表会を開催し、マスコミを通じて県民
にPRするとともに、様々な意見を取得し、今後の普及活動の資質向上を促した。

農業技術情報センターを整備拡充し、ＩＴを活用した情報提供
体制を構築する。 
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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

15,398 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

70件
（23年度）

　489件
（28年度）

350件 419件 ―

傾向 全国の現状

87件
（26年度）

78件
（27年度）

80件
（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）

平成29年度計画

事業名 活動内容

農業技術情
報センター
活動費

　農業技術情報センターの情報量を充実強化し、情報の共有
化により、地域の課題解決支援に取り組む。

成果指標

技術普及農場の設置数(累計）

平成28年度の取組改善案 反映状況

①システム活用がなされていない状況があるた
め、各普及センターの担当職員に対し、説明会を
開催し、マニュアルの周知徹底による情報共有化
の充実強化に取り組む。

①取組改善の計画通り、農業技術情報システム
の説明会を開催し、マニュアルの周知により農業
技術情報の充実強化に取り組んだ。

参考データ 沖縄県の現状

技術普及農場の設置数

・職員が、多くの農業技術情報を農業技術情報システムに掲載し、閲覧できる農業技術情報の充実と
共有化を促進する必要がある。

・システム活用がなされていない状況があるため、各普及センターの担当職員に対し、説明会を開催
し、マニュアルの周知徹底による情報共有化の充実強化に取り組む。

　地域の多種多様な技術的課題に対する対策として、展示ほを増設することにより、課題への迅速な対応
と生産者への技術普及に取り組むことができた。なお、平成28年度の技術普及農場の設置数は80件で、
70件/年の計画を上回っている状況であり、H28目標値をすでに達成している。

○内部要因
・職員への農業技術情報システム操作マニュアルの周知を徹底する必要がある。

○外部環境の変化
・消費者ニーズの多様化や農業者の農業技術ニーズの高度化がある。

・国が新たに制定した「協同農業普及事業の運営に関する指針」に普及活動のICT化の取組が明記さ
れ、普及活動へのICTの活用を促進する必要がある。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 2-(3)-④

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

０頭
個体管理
頭数

２万頭

→ 民間等

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

143,305 141,326 ―

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる産業の活性化

基本施策 農林水産業の振興

主な取組 県産食肉ブランド国内外流通対策強化事業

取組内容
県産豚肉流通保管施設の設置やトレーサビリティシステムの構築によるアグー豚の個体
管理を実施し、国内外において県産食肉の流通対策を強化するとともに、ブランド力の向
上を図る。

年度別計画

担当部課 農林水産部畜産課

ICTの利活用
等の概要

トレーサビリティーシステムの構築

平成28年度実績

事業名 活動内容

県産食肉ブ
ランド国内
外流通対策
強化事業

 生産農場から卸事業者までのアグートレサビリィ
ティシステム開発および試験運用を行い、平成28
年度は3万頭の個体を管理し、自走に向けての対
応を検討した。

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

個体管理頭数 2万頭 3万頭

アグートレサビリィティシステム開発 ―
生産段階から卸段階で
のシステム構築

順調

 アグートレーサビリティシステム開発事業（トレサ事業）については、生産段階から消費
段階までのシステム構築が完了し、同システムによる個体管理頭数は3万頭で自走化に
向けて検討を行った。
　これらの流通対策の強化により、国内外における県産食肉の需要拡大とブランド力の
強化が見込まれる。

県産豚肉流通保管施設の設置  

トレーサビリティシステムの構築によるアグー豚の個体管理  
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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

45.4㌧
（26年）

51.6㌧
（27年）

64.1㌧
（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）

平成29年度計画

事業名 活動内容

―
・アグートレサビリティシステムを構築したことから、生産者を中
心としてシステム運営の自立化を図る。

成果指標

―

平成28年度の取組改善案 反映状況

　トレサ事業については、県内でのシステムの試験
運用について目途が立ったことから、平成28年度
中のシステム完成を目指す。また、国内外でのア
グーのブランド力強化を図るため、県内生産者の
システム導入戸数を増やし、県内外の量販店等に
も導入に向けた説明と協力を得られるよう取り組
む。

　アグートレサビリティーシステムが完成したことに
より、システムの自走に向けた方策について検討
した。また、県内生産者にはシステムの重要性や
内容について、量販店等にはシステム利用により
アグー豚肉の価値及び信頼が付くことなどを説明
し、システム採用に向けた取り組みを実施した。

参考データ 沖縄県の現状

県産食肉等の輸出量

・トレサ事業については国内外で活用でき、システムの運用には、生産者、卸加工業者、小売業者の
参加・協力と実際利用する消費者への周知が必要である。

・トレサ事業については、県内でのシステム運用の目途がたった。今後は、自立した運用に向けて生産
者へのシステム普及と消費者への普及・啓発を図る。

　本県の地域資源であるアグーブランド豚については、全国的にもその知名度が高く、本事業によりブラン
ド力が確立してきている。
　流通保管施設を利用しながら香港のハイミドル向けの販促活動により、県内民間流通業者が香港現地
バイヤーと取引出来る体制が構築され、更に、豚肉生産量が回復傾向にあることから県産食肉等の輸出
量は順調に伸びている。

○内部要因
・自走化に向けて、生産者へシステムの普及と消費者への普及啓発が必要である。

○外部環境の変化
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 2-(3)-⑤

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

5,812ｍ
3

県産木材
の供給量

6,176ｍ
3

→ 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

7,229 6,322 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる産業の活性化

基本施策 農林水産業の振興

主な取組 木材利用推進事業（沖縄型資源循環利用システム構築事業）

取組内容

県産新規用途導入促進事業及び沖縄県木材需給情報システムを活用し、新たな県産材
の製品開発や、木製品の良さについて県民への普及啓発を行い、県産材利用の拡大を
図る。 また、各小学校で木育出前講座を行い、木育を通じて木材や林産物を使う重要性
を広めた。

年度別計画

担当部課 農林水産部　森林管理課

ICTの利活用
等の概要

沖縄県木材需給情報システムによる情報発信

平成28年度実績

事業名 活動内容

県産材需要
拡大促進事
業

　県産木材の利用拡大を図るため、次の活動を
行った。
・県産材新規用途導入促進事業を実施し、平成27
年度から継続して行っている木製食器のモニタリ
ングと木製食器の販売促進に向けた検討を行っ
た。
・県産木製品をインテリアとして活用するための検
討委員会及び製品開発を行った。
・沖縄県木材需給情報システムを活用し、適宜木
工イベントなどの情報発信した。
・小中学校を対象とした木育出前講座を6件実施し
た。
・フェスティバル、祭り会場、商業施設における木
工クラフト開催や県産木製品の積木貸し出しを11
件実施した。

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

県産木材の供給量 6,176㎥ 調査中

県産木材の利用推進、流通・販売体制の構築・強化 

認証制度支援 
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順調

　県産材新規用途導入事業のモニタリングにおいて、県産食器の需要拡大が図られ、使
用のための必要な課題等が明らかになった。また販売促進の検討をし、県産材普及のた
めの必要な方向性を見いだした。
　県産材のインテリアへの活用を検討した結果、棚板と木製タイルの2製品の製品開発
に繋がり、県産木材の需要の拡大に貢献した。
　インターネットを活用した沖縄県木材需給情報システムを活用し、木工イベントなど情
報発信を行うことで、林業関係者の木材の販売の促進や県民の木材に対する意識の高
揚に繋がった。
　小中学校を対象とした木育出前講座を実施した結果、森林機能の理解や木材を活用
する重要性について意識の向上が図られた。
　フェスティバル、祭り会場、商業施設における木工クラフト開催や県産木製品の積木貸
し出しにより、県産木材利用に対する意識の向上が図られた。
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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

6,311 県単等

平成29年度計画

事業名 活動内容

県産材需要
拡大促進事
業

　県産木材の利用拡大を図るため、次の活動を予定している。
①県産木材のブランド化及び周知を目的として、総合的な各種
プロモーションを行う。
・沖縄の森林・林業、木材、及び木製品等を紹介したリーフレッ
トの作成
・県産木材の展示（イベント、常設展示等）
・県産木材を巡るツアー（施業地、製材所、木工房等）

②ホームページ（県産木材需給情報システム）の整備・保守を
行い、木材関連情報を広く発信する。
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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

①県産木材の利用拡大を目的に、イベントや祭り
会場における木工クラフトの開催、沖縄県木材需
給情報システムの活用、小学校等を対象とした木
育出前講座を引き続き実施する。

②県産木材製品の品質向上及び付加価値の増大
等を目的に、県内の飲食店等を対象に県産木製
食器のモニタリング調査を実施する。

①目的に沖縄県需給情報システムの整備を行
い、樹木紹介情報を充実させ、イベントや祭り会場
等にて木製製品及び木材情報ページの宣伝を
行った。また各小学校にて木育出前講座を実施
し、県産木材の利用拡大を図った

②平成27年度より実施しているモニタリング業務
を継続させ、利用に関する使用者側の意見やコス
ト等の調査を実施した。

参考データ 沖縄県の現状

・県産木材の需要拡大を図るため、県民の木材に対する意識を高揚する必要がある。

・価格の安い外材等に対抗できるよう県産木材の特性をうまく生かし、県産材の品質向上及び付加価
値の増大等を図る必要がある。

・県産木材の利用拡大を目的に、イベントや祭り会場における木工クラフトの開催、沖縄県木材需給情
報システムの活用、小学校等を対象とした木育出前講座を引き続き実施する。

・県産木材製品の品質向上及び付加価値の増大等を目的にプロモーション活動等を行う。

　県民へ県産木材の普及啓発、広報活動を行ったことにより、森林・木材への理解が深まり、県
産木材の利用拡大に繋がっている。
　また、沖縄県木材需給情報システムを活用し、県内の木工事業者や作品の紹介及び木育イ
ベント等の情報発信を行うことにより、県産木材の利用推進、流通・販売体制の強化に繋がって
いる。

○内部要因
・林業経営体及び計画的な伐採・収穫を行うことにより経営基盤の強化を図る必要がある。

○外部環境の変化
・本県は広葉樹が主体であり、生産される木材は曲がり材が多いことから、その特性を生かし、県産木
材の品質向上及び付加価値の増大等を図る必要がある。また、県産材そのものに対する需要はモニ
タリング等の結果により高い傾向がみられる。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 2-(3)-⑥

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

― － －

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

―

事業名 活動内容

― ―

― ―

平成29年度計画

推進状況 平成28年度取組の効果

― ― ―

―

活動指標名 計画値 実績値

H27年度でICTに係る土壌診断システムのメニュー
が終了したため、実績なし。

平成28年度実績

事業名 活動内容

担当部課 農林水産部営農支援課

ICTの利活用
等の概要

土壌診断システム構築

取組内容

平成23年3月に策定した『沖縄県有機農業推進計画』を実践するために必要な各種対策
に取り組む。本計画は目標設定が平成27年度としているため、本事業は平成24年度から
平成27年度までの４カ年実施とする。事業の柱は次の４点。
①沖縄県土壌診断・施肥処方システム構築、
②地力窒素評価手法の開発、
③有機質資材の肥効調査、
④沖縄県有機農業推進協議会の運用及び有機質資材実証展示ほ設置。
H27年度でICTに係る土壌診断システムのメニューが終了したため、実績なし。

年度別計画

基本施策 農林水産業の振興

主な取組 有機農業促進事業

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる産業の活性化

有機農業に関する消費者・農家等への啓蒙活動 

有機質資材肥効評価 
土壌診断シ
ステム構築 

土壌診断シ
ステム 
活用 
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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

（　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）

―

―

―

○内部要因

○外部環境の変化

参考データ 沖縄県の現状

成果指標

環境保全型農業に取り組む農家数

平成28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 № 2-(3)-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

18,853 17,979
一括

交付金
（ソフト）

重要沿岸域（北部・金武湾・中城湾・八重山）にお
ける沿岸資源管理策の検討

検討会各地2回 検討会各地2回

水産重要生物の漁獲実態等調査の実施 各地3テーマ実施 各地3テーマ実施

事業名 活動内容

沖縄沿岸域
の総合的な
利活用推進
事業

これまでに得られた水産資源対象生物の漁獲状
況、50種以上の生活史、重要生息地に関する情
報を取りまとめ、資源の現状，管理策についての
総合的な解析・検討を行うことができた。
　また、漁業者を主体とした協議、資源調査等の
資源管理協議会（対象9漁協、5地域）の取組を支
援するとともに、計14回（各地区にて2回以上）の
協議会を開催した結果、自主的な管理策を推進す
ることができた。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 農林水産部　水産海洋技術センター、水産課

ICTの利活用
等の概要

資源管理・環境保全システムの構築

平成28年度実績

基本施策 農林水産業の振興

主な取組 沖縄沿岸域の総合的な利活用推進事業

取組内容
 減少傾向が顕著である沿岸性水産資源の回復・持続的利用に向け、漁獲実態、資源動
向、生態情報、沿岸及び陸域の環境情報を集積、分析を行い、水産物、沿岸環境の総
合的な管理手法、利活用法を検討する。

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる産業の活性化

資源管理・環境保全システムの構築 
・重点モデル海域（本島北部、金武湾、中城湾、八重山） 
・サンゴ礁､海草藻場､干潟等の沿岸魚場環境等の情報収集・分析 
・管理システム、保全等システムの評価・改良・普及 
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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

16,234
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

海洋保護区
によるサン
ゴ礁域の持
続的な漁業
推進事業

サンゴ礁域の水産資源の回復及び持続的利用を主目的とした
海洋保護区を推進するために、保護区の効果調査、持続的運
営体制の構築、新規保護区の検討を実施し、沖縄県の持続的
な漁業を推進する。

平成28年度の取組改善案 反映状況

①統合的沿岸管理に向け、関係部局・市町村との
情報共有と連携に向けた取組を進める。

②漁業者の管理意識の向上や管理策実施の合意
形成の促進に向けて、周知広報活動を拡充する。
また、資源管理協議会の取組を継続・発展させ、さ
らに効果的な資源保護策を策定するための新規事
業化を検討する。

③水産資源の自主管理に対する公的制度導入を
検討し、海区漁業調整委員会へ情報提供を行うと
ともに必要に応じて議案として協議を促す。

①各資源管理協議会においては、関係市町村の
担当者も出席して取組状況を共有し、今後の方向
性について検討を行った。また，周辺地域を含め
た関係10市町村担当者にヒアリングを行い，連携
に向けた課題を明らかにした。

②各地域での取組に関するマスコミへの情報提供
や、資源管理に関するパンフレットの配布などを
実施し、広報活動を充実させた。後継事業により、
これら取組みを継続して行うこととした。

③アカジン・マクブ漁獲制限に関する委員会指示
について、対象区域の拡大に向けた取組を進め
た結果、2ヵ所の共同漁業権が対象区域として追
加された。

順調

計画通り、資源管理策策定に必要な水産資源対象生物50種についての生活史情報を収
集するとともに、沿岸性水産資源の漁獲状況や重要生息地に関する情報が集積された。
　沖縄本島北部、金武湾、中城湾、八重山において、計画通り各地域2回以上の資源管
理に関する検討会を実施した。また、資源管理協議会の活動として、モニタリング調査や
広報活動を継続し、モニタリング体制の構築を図った。これらの取組により、漁業者の資
源管理意識は向上し、自主管理策の拡充（ナミハタ保護区の範囲・期間延長、スジアラ・
シロクラベラ漁獲サイズ制限の海区漁業調整委員会指示化）や新たな資源管理策の協
議など、より積極的な資源管理につながった。また、このような資源管理の取組は、他地
域へも広がり、波及効果が現れている。

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

88



（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

2,207㌧
（25年）

2,296㌧
（26年）

1,947㌧
（27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

沿岸性魚介類漁獲量

・統合的沿岸管理に向けた関係部局・市町村との情報共有及び協議を実施する必要がある。

・漁業者の管理意識の向上や管理策実施の合意形成には、水産資源管理を漁業経営の一部として位
置づけた多様な取組が必要であり、各地域の協議会運営等の支援体制を、中長期的に確保すること
が必要である。

・すでに実施されている水産資源の自主管理については、海区漁業調整委員会の指示または規則等
の公的な管理策に移行できないか検討する必要がある。

・統合的沿岸管理に向け、関係部局・市町村との情報共有と連携に向けた取組を進める。

・漁業者の管理意識の向上や管理策実施の合意形成の促進に向けて、周知広報活動を拡充する。ま
た、資源管理協議会の取組を継続・発展させ、さらに効果的な資源保護策を策定するための新規事業
化を検討する。

・水産資源の自主管理に対する公的制度導入を検討し、海区漁業調整委員会へ情報提供を行うととも
に必要に応じて議案として協議を促す。

沿岸性水産資源は著しく減少しており、早急かつ効果的な水産資源管理及び沿岸環境保全を行っていく
必要がある。一方で、水産資源全体の回復には長期を要すると想定しており、将来にわたり継続的な取組
を着実に実施していく必要がある。本取組では、効果的な水産資源管理に向けて、全体漁獲量の60％相
当を占める66魚種の生活史情報の収集を目指しており、既知の27魚種を合わせると、現在までに70魚種
以上の生活史情報を整備した。さらに遺伝的集団構造、生態的機能、成育場環境等に関する情報を収集
し、資源管理策、環境保全策に重要な情報を収集した。また、得られた研究成果を活用し、4海域（5地区、
9漁協）において協議会活動を支援してきたことで、資源管理体制が構築されるとともに、重要種に関する
資源管理策の新規実施や拡充などを促進しており、着実な前進が認められる。

○内部要因
・水産資源の減少は漁業者による獲り過ぎだけでなく、沿岸環境の悪化が大きく関係していると考えら
れ、統合的な沿岸管理を進めていく必要がある。

・水産資源管理の推進には、水産資源の特性や動向を把握することに加えて、漁業者の管理意識の
向上や管理策実施の合意形成が重要な課題である。

○外部環境の変化
・水産資源管理については、漁業者主体の自主管理だけでは限界があり、制度的な支援が必要であ
る。

成果指標
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