
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 生涯学習プログラムの充実 4,812 順調

②
沖縄県生涯学習情報提供システムの
整備・充実

810 順調

③
遠隔講義配信システム等整備充実事
業

4,812 順調

④ 図書館機能の拡充 - 順調

「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

教育庁　生涯学習振興課

教育庁　生涯学習振興課

平成28年度

担当部課

基本施策 5-(3) 社会教育分野におけるICTの利活用

主な取組

教育庁　生涯学習振興課

教育庁　生涯学習振興課

対応する主な課題

社会教育におけるICT利活用に向けては、県民がライフス
テージに応じて必要な学習機会が得られるための環境整備
が必要である。
このため、生涯学習情報の充実や、どこからでも同じ情報を
享受できる環境の構築などに取り組む。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(3)-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

4,882 4,812 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 創造的ICT人材の育成

基本施策 社会教育分野におけるICTの利活用

主な取組 生涯学習プログラムの充実

取組内容
離島における生涯学習の充実に向け高等教育機関と連携した学習プログラムの創設に取
り組む。遠隔講義配信システムを整備する。

年度別計画

担当部課 教育庁　生涯学習振興課

ICTの利活用
等の概要

遠隔講義システムの整備

平成28年度実績

事業名 活動内容

生涯学習推
進センター
運営費（遠
隔講義配信
システム）

おきなわ県民カレッジ主催講座及び連携講座で８回
ライブ配信を行った。また、生涯学習関係機関の主
催する講演会等を録画し、オンデマンド講座を２４本
制作し配信した。

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

遠隔講義配信システムによる離島でのサテライト
講座の実施数

－ ８回

順調
　宮古・八重山等のサテライト会場において、遠隔講義配信システムにより講座のライブ配
信を８回実施し、順調に推進することができた。また、竹富島及び宮古島で離島講座を２回
行った。このことにより離島における生涯学習機会の充実が図られた。

平成29年度計画

事業名 活動内容

高等教育機関と連携した学習プログラムの創設 

情報通信技術を活用したサテライト講義等の提供 
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4,683 県単等

生涯学習推
進センター
運営費（遠
隔講義配信
システム）

　離島などの地理的要因や個々の経済的・時間的制約に左右さ
れない公平な学習機会を整備するため遠隔講義配信システムを
活用し、宮古・八重山等のサテライト会場において講座のライブ
配信を8回行う。

186



（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

２回
（２６年度）

１回
（２７年度）

２回
（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

①遠隔講義配信システムについては、県内の各地
で行われるおきなわ県民カレッジの連携講座等生
涯学習講座を録画するとともに、関係機関が制作
した映像を受け入れ、オンデマンド講座化に取り組
む。

②おきなわ県民カレッジの離島講座の実施を通じ
て住民の学習ニーズ、内容等について、検討を行
い学習プログラムを充実させるとともに離島市町村
教育委員会や関係機関等へ訪問し、サテライト会
場の新設及び周知広報を依頼する。

①県内の社会教育施設で行われた連携講座等を取
材録画し、オンデマンド講座として、２４本制作した。

②伊江村、宮古島市、石垣市、竹富町の教育委員
会を訪問し、離島住民の学習ニーズ、サテライト会
場の受け入れ等について意見交換した。

参考データ 沖縄県の現状

おきなわ県民カレッジ離島講座の実
施数

・離島におけるサテライト会場を増やし、どこでも、だれでも学習できる環境を拡大する。

・各教育事務所の生涯学習講座を録画するとともに、生涯学習関係機関が制作した映像を受け入れ、オ
ンデマンド化して配信し、学習プログラムの充実を図る。

・おきなわ県民カレッジの離島講座の実施を通じて住民の学習ニーズ、内容等について、検討を行い学
習プログラムを充実させるとともに離島市町村教育委員会や関係機関等へ訪問し、サテライト会場の新
設及び周知広報を依頼する。

　竹富島で防災に関する講座を開催し、宮古島では発掘調査に観る宮古の歴史として講座を開催
したところ合計６０人が受講した。遠隔講義配信システムによる講座の実証配信を平成27年度か
ら開始し、サテライト会場のうち、宮古・八重山のサテライト会場での参加者数は８４人であった。
今後、さらに講座を拡大する計画であり、離島における生涯学習プログラムの充実が見込まれ
る。

○内部要因
・遠隔講義配信システムによるサテライト会場を運営するためには、離島での広報強化が課題である。

○外部環境の変化
・離島においても、住民の職種等により、学習ニーズ、参加しやすい曜日・時間が異なっている。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(3)-②

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

810 810 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

「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 社会教育分野におけるICTの利活用

主な取組 沖縄県生涯学習情報提供システムの整備・充実

取組内容
国・県・市町村の生涯学習施設、機関・団体、高等教育機関、民間教育事業者等が持っ
ている生涯学習に関する情報を収集、体系化し、Weｂサイト「沖縄県生涯学習情報プラ
ザ」を通して、県民へ生涯学習情報を提供する。

年度別計画

担当部課 教育庁　生涯学習振興課

ICTの利活用
等の概要

生涯学習情報システムの整備・充実

平成28年度実績

事業名 活動内容

生涯学習推
進センター
運営費

　生涯学習に関する情報等の増加を図るため、県
庁内39課（生涯学習推進本部実務者）及び市町
村・高等教育機関等の情報担当者を対象にウェブ
サイト「沖縄県生涯学習情報プラザ」説明会を計
画値のとおり３回実施した。また、システムの整
備・充実に向け運用委託業者と定期的に会議を４
回開催し、その都度、利用者の増を図るためウエ
ブサイトを更新した。

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

生涯学習情報の登録数 ―
24,282件
（28年）

情報提供機関数 ―
185件
（28年）

順調

　県民の多様化・高度化する学習ニーズに応えるため、ウエブサイト「沖縄県生涯学習情報プラ
ザ」において生涯学習情報を提供している。利用者及び有識者(運用委託業者含む)の意見等をも
とにウエブサイトの改修を行った。効果として、生涯学習情報の登録数は平成28年度24,282件（平
成27年度23,169件）、情報提供機関数は平成28年度185件（H27年度170件）であり、それぞれ前年
と比較して増加しており、順調に推進することができた。

システムの整備・充実 

生涯学習情報等（市町村・放送大学等）の収集・提供 
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当初予算 主な財源

810 県単等

平成29年度計画

事業名 活動内容

生涯学習推
進センター
運営費

　県民の学習機会の拡充を図るため、生涯学習情報提供ｼｽﾃ
ﾑを活用して市町村及び高等教育機関等の生涯学習情報を配
信する。なお、効果的な配信に向け各関係機関担当者に対す
る説明会を２回実施する。また、ｼｽﾃﾑの整備・充実に向け定期
的に調整会議を４回開催する。
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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

90，655人
（22年）

161,170人
（28年度 ）

115，000人 70,515人 ―

傾向 全国の現状

26,223件
（26年度）

31,500件
（27年度）

42,083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）

成果指標

県・市町村の生涯学習講座の修了者
数

平成28年度の取組改善案 反映状況

①情報技術の急速な進展の中、学習情報等の検
索について、利用者に利便性のあるシステム構築
に向けて調査研究に取り組む。

②遠隔講義配信システムを活用し、沖縄県生涯学
習情報プラザの機能の拡充を図るとともに、県民
の学習機会の拡充を図る。

①システムの整備・充実に向け運用委託業者と定
期的な会議の中でウェブサイトデザインの検討・
更新を行い、ホームページアクセス数の増につな
げた。また、システムの再構築に向け、情報提供
依頼(RFI)を実施したところ３社から有益な情報を
得ることができた。

②宮古・八重山地区で開催した県民カレッジ講座
等を遠隔講義配信システムを活用してライブ配信
し、学習機会拡充及び広報強化に繋げた。

参考データ 沖縄県の現状

情報プラザへのアクセス数

・各市町村の公民館、図書館などの生涯学習施設及び機関・団体との情報提供のネットワーク化に努
める必要がある。情報提供者の新規開拓に努める。

・離島・町村の生涯学習関係課への説明を充実させ連携を深める必要がある。

・より利用しやすいシステム環境の整備に取り組むとともに、沖縄県生涯学習情報プラザの広報活動
に努める必要がある。

　成果指標の県・市町村の生涯学習講座の修了者数は160,000人を上回るようになった。さらに
市町村や社会教育関連施設との連携のもと遠隔講義配信システムの利用増を図ることにより、
H28の目標値は達成した。
　情報プラザへのアクセス数は42,083件で、前年度(平成27年度：31,500件)より増加した。遠隔
講義配信システムにおけるコンテンツ教材の充実を図り、視聴者数の増及び情報プラザへのア
クセス増を目指す。

○内部要因
・生涯学習推進本部構成課（庁内３９課）や社会教育関連施設等における生涯学習関連講座を沖縄県
生涯学習情報プラザを活用して広報周知することで、学習課題解決や学習機会拡充などの相乗効果
を発揮し事業推進を図る必要がある。

○外部環境の変化
・県民が講座情報や講師情報、視聴覚教材等をより検索しやすい環境を構築する必要がある。
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・県民の学習機会の拡充のため、離島及び町村部における生涯学習情報を収集し、県民への広報活
動を強化する。

・沖縄県生涯学習情報プラザの内容や、ウェブデザインの見直しに向けて、登載情報の点検･見直しや
利用者の利便性の高いデザインのあり方について検討を行う。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(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

4,882 4,812 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 創造的ICT人材の育成

基本施策 社会教育分野におけるICTの利活用

主な取組 遠隔講義配信システム等整備充実事業

取組内容
離島・遠隔地居住者の生涯学習機会の拡充、情報格差の是正を図る。また、遠隔講義
配信システムそ整備し、県民が「いつでも、どこでも、だれでも」学ぶことのできる機会を
提供する。

年度別計画

担当部課 教育庁　生涯学習振興課

ICTの利活用
等の概要

インターネット回線を通して講座のライブ配信やオンデマンド配信を行い、受信はコン
ピュータ、大型モニターを活用する。

平成28年度実績

事業名 活動内容

生涯学習推
進センター
運営費

　おきなわ県民カレッジにおける主催及び連携講
座を８回ライブ配信を行った。また、沖縄県及び沖
縄県教育委員会等が主催する講演会や講座等を
取材録画し、オンデマンド教材として２４本制作配
信を行った。

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

遠隔講義配信によるライブ講座配信数 - 8回

順調
　遠隔講義配信によるライブ講座配信数は8回で、順調に進捗することができた。また、
サテライト会場及び個人パソコンにおける講座受講者数は延べ540人で、昨年度427人か
ら増加している。

平成29年度計画

事業名 活動内容

システム

の構築 

システムの整備・充実 

講座の配信、学習コ

ンテンツの制作・提供 
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4,683 県単等
生涯学習推
進センター
運営費

　離島などの地理的要因や個々の経済的･時間的制約に左右
されない公平な学習機会を整備するため、おきなわ県民カレッ
ジにおける講座等を遠隔講義配信システムを活用し配信する。
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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

90，655人
（22年）

161,170人
（28年度）

115，000人 70,515人 ―

傾向 全国の現状

26,223件
（26年度）

31,500件
（27年度）

42.083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）

成果指標

県・市町村の生涯学習講座の修了者
数

平成28年度の取組改善案 反映状況

①市町村や民間等県内各地で行われる生涯学習
講座を録画し、オンデマンド講座として配信するこ
とにより、県民に対する学習機会の拡大を図る。

②生涯学習関連情報提供者同士の意見交換の場
を設定し、おきなわ県民カレッジ連携講座の拡大
充実により、オンデマンド講座配信数の増加を図
る。

①公民館や図書館等の社会教育施設で行われた
おきなわ県民カレッジ連携講座等を取材録画、編
集し、オンデマンド講座として24本制作、累計で68
本の教材を配信した。また、平成28年度オンデマ
ンド視聴件数は累計で850件（前年度524件）で学
習機会の拡充が図られた。
②庁内及び関係機関で実施している生涯学習関
連講座を連携して広報周知することで講座におけ
る受講者が増加した。また、3本のオンデマンド教
材の提供があり、関係機関と連携した生涯学習推
進体制の充実が図られた。

参考データ 沖縄県の現状・推移

情報プラザへのアクセス数

・遠隔講義配信システムの視聴者を増やすためには、各地域の課題、ニーズの把握に努めるととも
に、オンデマンド配信による学習について、先進事例を調査し、講座の内容、学習の方法について検
討する必要がある。また、各教育事務所が主催する広域サービス講座や市町村が実施する連携講座
等をコンテンツとして取り入れることで離島・遠隔地における学習機会の拡充を図る必要がある。

　成果指標の県・市町村の生涯学習講座の修了者数は160,000人を上回るようになった。さらに
市町村や社会教育関連施設との連携のもと遠隔講義配信システムの利用増を図ることにより、
H28の目標値は達成した。
　情報プラザへのアクセス数は42,083件で、前年度(平成27年度：31,500件)より増加した。遠隔
講義配信システムにおけるコンテンツ教材の充実を図り、視聴者数の増及び情報プラザへのア
クセス増を目指す。

○内部要因
・生涯学習推進本部構成課（庁内３９課）や社会教育関連施設等における生涯学習関連講座をオンデ
マンド教材として配信することで相乗効果を発揮し事業推進を図る必要がある。平成28年度は１課・1
団体から教材の提供があり、昨年度から延べ８関係機関・団体の教材を配信したが、十分とは言えな
い状況である。

○外部環境の変化
・急速な科学技術イノベーション、グローバル化の進展等が社会の変化が激しい中で、山積する現代
的課題（環境教育や消費者教育及び人権教育や情報教育等）に対する取り組み強化の必要がある。
平成28年度現代的課題に特化したオンデマンド教材として、消費者教育、情報教育、人権教育、防災
教育に関する教材を7本配信したが、視聴件数が平均２３件と少ない状況である。
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・市町村や民間等県内各地で行われる生涯学習講座を録画し、オンデマンド講座として配信することに
より、県民に対する学習機会の拡大を図る。

・沖縄県生涯学習情報提供システムを活用して、遠隔講義配信システムの広報周知を行うことにより、
個人ユーザの増を図る。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 5-(3)-④

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

　　18館
検索ｼｽﾃﾑ
整備箇所
数

　24市町村
図書館又
は図書館
機能を持っ
た市町村数

27市町村
（累計）

22館
（累計）

→
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

― ― ―

推進状況 平成28年度取組の効果

検索システム整備箇所数 22館 22館（累計）

図書館又は図書館機能を持った市町村数 27市町村 26市町村（累計）

事業名 活動内容

―
　県立図書館の移動図書館、一括貸出、協力貸
出サービスを図書館未設置町村の社会教育関連
施設等において実施した。

年度別計画

担当部課 教育庁生涯学習振興課

ICTの利活用
等の概要

平成28年度実績

図書検索システム等の充実

活動指標名 計画値 実績値

主な取組 図書館機能の拡充

取組内容
既存公民館等の図書館機能の整備推進のため、県立図書館及び公立図書館との横断
検索システムへの参入を支援する。

「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 社会教育分野におけるICTの利活用

既存の公民館等に図書館機能を整備 

蔵書の充実、図書検索システム等サービス体制の充実 
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順調

　図書館又は図書館機能を持った市町村数については、計画値27市町村に対し、実施
値26市町村、検索システム整備箇所数（県立図書館との横断検索システムを整備してい
る公立図書館数）については、計画値22館に対し、実績値22館となっており順調となって
いる。
　図書館未設置町村の社会教育関連施設等で、移動図書館、一括貸出、協力貸出サー
ビスを実施することで、読書に触れる機会を増やすことができた。
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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

― ―

（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

3.5冊/年
（26年度）

3.5冊/年
（27年度）

3.5冊/年
（28年度）

→
5.4冊

（22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）

参考データ 沖縄県の現状

・平成28年度に久米島町が生涯学習機能施設建設推進委員会を立ち上げ、設置に向け協議が続けら
れている。ただし、他の離島は図書館設置への動きが鈍いことから、移動図書館・一括貸出・協力貸出
の利用促進を図るなど、継続的な働きかけを行う必要がある。

県民一人当たりの図書貸出冊数

　図書館設置率の低さから、県民１人当たりの図書貸出冊数が3.5冊と、全国平均5.4冊に比べ
低くなっている。県立図書館との横断検索システム導入が26公立図書館のうち22館となり、読
書環境が整備されつつある。

○内部要因
・図書館機能の整備は市町村の事業であるため、財源の確保など厳しいことから、具体的な方策が見
出せない状況である。

○外部環境の変化

―
  県立図書館の移動図書館、一括貸出、協力貸出サービスを
図書館未設置町村の社会教育施設において実施し、図書館機
能をもつ施設の整備に向けた気運を醸成する。

成果指標

－

平成28年度の取組改善案 反映状況

①図書館未設置町村や離島に対しては、関係町
村教育委員会及び県内６教育事務所と連携し、県
立図書館の移動図書館や一括貸出、協力貸出の
周知を図り、読書環境整備へ向けた指導・支援を
継続して行う。

①図書館未設置町村や離島の関係町村教育委
員会及び県内６教育事務所と連携し、移動図書
館、一括貸出、協力貸出等の実施と並行して読書
環境整備へ向けた指導・支援を行った。これによ
り、平成２８年度に中城村が図書館を開館した。

事業名 活動内容

平成29年度計画
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４　取組の改善案（Action）

・図書館未設置町村や離島に対しては、関係町村教育委員会及び県内６教育事務所と連携し、県立
図書館の移動図書館や一括貸出、協力貸出の周知を図り、読書環境整備へ向けた指導・支援を継続
して行う。
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