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１　意義

２　性格

３　期間

基本計画

実施計画

ビジョン編

プロジェクト編
おきなわICT総合戦略
（プロジェクト編・前期）

平成２６年度-平成２９年度

おきなわICT総合戦略
（プロジェクト編・後期）

平成３０年度-平成３３年度

第１章　はじめに

　沖縄県では、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」で示す5つの将来像の実現に向けた「基本施策」を総合的
に推進するため、ICTの利活用等に関する基本方向とその取組を示した「おきなわICT総合戦略（ビジョン
編）」を策定しています。

　ビジョン編では、
　①ＩＣＴによる豊かな県民生活の実現
　②ＩＣＴによる産業の活性化
　③ＩＣＴによる行政サービス向上と業務効率化
　④ＩＣＴ利活用等の下支えとなる情報通信基盤の整備
　⑤創造的ＩＣＴ人材の育成
の５つの目指すべき方向を定め、その実現に向けた基本施策を取りまとめています。

　この基本施策を着実に推進していくための活動計画として、「おきなわICT総合戦略（プロジェクト編）」を
策定するものです。

　プロジェクト編は、ビジョン編で示した県民生活、産業、行政、情報通信基盤、人材育成といった各分野の
基本方向、基本施策について、基盤整備やICT利活用等の具体的な取組の内容、年度別計画等を明らか
にするものです。

　プロジェクト編は４年ごとに策定することとし、プロジェクト編（前期）の計画期間は、本戦略の施策効果の
早期発現を図ることを目的に、平成26年度からPDCAの対象とするため、平成26年度から平成29年度まで
の４年間とします。なお、ICTは技術革新の著しい分野であることから、必要に応じて見直しを適宜行ってい
くこととします。

沖縄２１世紀ビジョン基本計画
平成２４年度-平成３３年度

沖縄２１世紀ビジョン実施計画（前期）
平成２４年度-平成２８年度

沖縄２１世紀ビジョン実施計画（後期）
平成２９年度-平成３３年度

おきなわICT総合戦略（ビジョン編）
平成２６-３３年度
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第２章　ICT関連施策

１　施策体系図

【基本目標】 “時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな「美ら島」おきなわ”を実現するためのICT推進

（１） 健康で安全・安心な暮らしの実現
（２） 環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現
（３） ふれあいや交流を促進し活力ある地域を創造

１ 県民生活分野

【基本方向】 ICTによる豊かな県民生活の実現

【基本施策】

２ 産業分野

【基本方向】 ICTによる産業の活性化

（１） 情報通信関連産業の振興
（２） 観光リゾート産業の振興
（３） 農林水産業の振興
（４） 情報通信関連産業と他産業の連携による新たなサービス開発の促進
（５） 中小企業等の競争力強化
（６） ICTスキル向上による雇用機会の創出
（７） 知的・産業クラスターの形成
（８） 国際協力・貢献活動

【基本施策】

３ 行政分野

【基本方向】 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

（１） 利便性の高い行政サービスの提供
（２） 情報システムの効率化・低コスト化
（３） 情報セキュリティの強化、業務継続性の確保
（４） ICTガバナンス体制の強化、人材育成
（５） 教育行政や学校安全対策におけるICT利活用

【基本施策】

４ 情報通信基盤分野

【基本方向】 ICT利活用等の下支えとなる情報通信基盤の整備

（１） 沖縄県総合行政情報通信ネットワークの高度化
（２） 本島-離島間の中継伝送路整備
（３） 全島超高速ブロードバンド環境の実現
（４） 公衆無線LANの整備
（５） 情報通信関連ビジネス環境の整備

【基本施策】

５ 人材育成分野

【基本方向】 創造的ICT人材の育成

（１） 県民のICTリテラシーの向上
（２） 学校教育におけるICTの利活用
（３） 社会教育分野におけるICT利活用
（４） 産業振興や地域を支える人材の育成

【基本施策】

ＩＣＴ総合戦略施策体系
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２　プロジェクト一覧

 ICT総合戦略での位置付け
No 主な取組 担当部・課 頁

１　ICTによる豊かな県民生活の実現

　（１）健康で安全、安心な暮らしの実現

1-(1)-① ＩＴ活用地域医療連携システム構築事業 保健医療部　保健医療政策課 9

1-(1)-② 災害時の救急医療体制の充実 保健医療部　保健医療政策課 10

1-(1)-③ 周産期保健医療体制整備事業 保健医療部　健康長寿課 11

1-(1)-④ 地域支え合い体制づくり推進事業
子ども生活福祉部　高齢者福祉介護
課

12

1-(1)-⑤ 治水対策（情報提供等） 土木建築部　河川課 13

1-(1)-⑥ 土砂災害警戒避難体制支援事業 土木建築部　海岸防災課 14

1-(1)-⑦ 沖縄県防災情報システム機能強化事業 知事公室　防災危機管理課 15

1-(1)-⑧ サイバーセキュリテｲ対策事業
警察本部　生活安全部生活保安課、
警備部警備第一課

16

　（２）環境に配慮し便利で快適な暮らしの実現

1-(2)-① 環境影響評価支援システム推進事業 環境部　環境政策課 17

1-(2)-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）(事業終了）

商工労働部　産業政策課 18

1-(2)-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）（事業終了）

商工労働部　産業政策課 19

1-(2)-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）

商工労働部　産業政策課 20

1-(2)-⑤ 公共交通利用環境改善事業 企画部　交通政策課 21

1-(2)-⑥ 交通安全施設等整備事業 警察本部　交通部交通規制課 22

1-(2)-⑦ 離島ＩＣＴ実証・促進事業 企画部　地域・離島課 23

　（３）ふれあいや交流を促進し、活力ある地域を創造

1-(3)-① 琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業 教育庁　文化財課 24

1-(3)-② 琉球政府文書等の記録保存措置事業 総務部　総務私学課 25

1-(3)-③ 社会全体における男女共同参画の実現
子ども生活福祉部　平和援護・男女
参画課

26

1-(3)-④ 村づくり交付金 農林水産部　農地農村整備課 27

1-(3)-⑤ 平和学習デジタルコンテンツ整備事業
子ども生活福祉部　平和援護・男女
参画課

28

1-(3)-⑥ 「戦世の記憶」平和発信強化事業
子ども生活福祉部　平和援護・男女
参画課

29

1-(3)-⑦ 沖縄戦継承事業
子ども生活福祉部　平和援護・男女
参画課

30

1-(3)-⑧ 近代沖縄史料デジタル化事業 教育庁　文化財課 31

２　ICTによる産業の活性化

　（１）情報通信関連産業の振興

2-(1)-① ITアイランド推進事業 商工労働部　情報産業振興課 32

2-(1)-② 沖縄ニアショア拠点化の促進（アジア連携開発拠点の形成） 商工労働部　情報産業振興課 33

2-(1)-③ モバイル機器等検証拠点形成促進事業（事業終了） 商工労働部　情報産業振興課 34
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 ICT総合戦略での位置付け
No 主な取組 担当部・課 頁

2-(1)-④ クラウド拠点形成等促進事業（事業終了） 商工労働部　情報産業振興課 35

2-(1)-⑤ 国際IT研究拠点形成促進 商工労働部　情報産業振興課 36

2-(1)-⑥ 生活機器セキュリティ基盤形成促進事業 商工労働部　情報産業振興課 37

2-(1)-⑦ 官民一体となった沖縄IT産業戦略センター(仮称)の設立 商工労働部　情報産業振興課 38

　（２）観光リゾート産業の振興

2-(2)-① 外国人観光客受入体制強化事業 文化観光スポーツ部　観光振興課 39

　（３）農林水産業の振興

2-(3)-① 新規就農一貫支援事業（事業終了） 農林水産部　営農支援課 40

2-(3)-② おきなわブランドに関する情報発信 農林水産部　流通・加工推進課 41

2-(3)-③ 農業技術情報活動事業 農林水産部　営農支援課 42

2-(3)-④ 県産食肉ブランド国内外流通対策強化事業（事業終了） 農林水産部　畜産課 43

2-(3)-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） 農林水産部　森林管理課 44

2-(3)-⑥ 有機農業促進事業 農林水産部　営農支援課 45

2-(3)-⑦ 沖縄沿岸域の総合的な利活用推進事業(事業終了)
農林水産部　水産海洋技術セン
ター、水産課

46

2-(3)-⑧ アグートレーサビリティシステム普及事業 農林水産部　畜産課 47

　（４）情報通信関連産業と他産業の連携による新たなサービス開発の促進

2-(4)-① 他産業連携型の新たなビジネスモデルの構築支援 商工労働部　情報産業振興課 48

　（５）中小企業等の競争力強化

2-(5)-① 工芸コンテンツ産業活用促進事業（事業終了） 商工労働部　工芸振興センター 49

　（６）ICTスキル向上による雇用機会の創出

2-(6)-① ひとり親世帯就職サポート事業 商工労働部　雇用政策課 50

　（７）知的・産業クラスターの形成

2-(7)-①
電子医療情報を活用したビジネスモデル事業性評価事業 (事
業終了)

商工労働部　ものづくり振興課 51

　（８）国際協力・貢献活動

2-(8)-① 海外からの技術研修員の受入れ 文化観光スポーツ部　交流推進課 52

３　ICTによる行政サービスの向上と業務効率化  

　（１）利便性の高い行政サービスの提供

3-(1)-① 統合型地理情報システム整備事業 企画部　総合情報政策課 53

3-(1)-② 社会保障・税番号制度推進事業 企画部　総合情報政策課 54

3-(1)-③ インターネット利活用推進事業 企画部　総合情報政策課 55

　（２）情報システムの効率化・低コスト化

3-(2)-① 市町村電子自治体構築支援事業 企画部　総合情報政策課 56

3-(2)-② 庁内ネットワーク整備事業 企画部　総合情報政策課 57

3-(2)-③ 子ども・子育て支援新制度でのICT化事業（事業終了） 子ども生活福祉部　子育て支援課 58

　（３）情報セキュリティの強化、業務継続性の確保

3-(3)-① 情報セキュリティの強化、業務継続性の確保 企画部　総合情報政策課 59
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 ICT総合戦略での位置付け
No 主な取組 担当部・課 頁

　（４）ＩＣＴガバナンス体制の強化、人材育成

　（５）教育行政や学校安全対策におけるICT利活用

3-(5)-① 校務支援システムの充実 教育庁　教育支援課 60

3-(5)-② 校務用コンピュータの整備 教育庁　教育支援課 61

3-(5)-③ 学校安全体制整備事業 教育庁　保健体育課 62

４　ＩＣＴ利活用等の下支えとなる情報通信基盤の整備

　（１）沖縄県総合行政情報通信ネットワークの高度化

4-(1)-①
沖縄県総合行政情報通信ネットワーク（防災行政無線）
高度化事業

企画部　総合情報政策課 63

　（２）本島-離島間の中継伝送路整備

4-(2)-① 離島地区情報通信基盤整備推進事業 企画部　総合情報政策課 64

　（３）全島超高速ブロードバンド環境の実現

4-(3)-① 情報通信基盤の整備 企画部　総合情報政策課 65

　（４）公衆無線LANの整備

　（５）情報通信関連ビジネス環境の整備

4-(5)-① アジア情報通信ハブ形成促進事業 商工労働部　情報産業振興課 66

4-(5)-② 戦略的通信コスト低減化支援事業 商工労働部　情報産業振興課 67

4-(5)-③ クラウドデータセンター基盤の構築 商工労働部　情報産業振興課 68

4-(5)-④ 沖縄クラウドネットワーク利用促進事業 商工労働部　情報産業振興課 69

4-(5)-⑤ 沖縄IT津梁パーク運営事業 商工労働部　情報産業振興課 70

4-(5)-⑥ 企業集積施設の整備促進 商工労働部　情報産業振興課 71

4-(5)-⑦ アジアビジネス集積拠点整備事業 商工労働部　情報産業振興課 72

５　創造的ICT人材育成

　（１）県民のICTリテラシーの向上

5-(1)-① サイバーセキュリテｲ対策事業　（再掲）
警察本部　生活安全部生活保安課、
警備部警備第一課

73

　（２）学教教育におけるICTの利活用

5-(2)-① ＩＣＴ活用環境整備 教育庁　教育支援課 74

5-(2)-② 県立学校インターネット推進事業 教育庁　教育支援課 75

5-(2)-③ ＩＣＴ教育研修 教育庁　教育支援課 76

5-(2)-④ 離島・へき地における情報通信環境の整備 教育庁　教育支援課 77

5-(2)-⑤ 情報教育の充実 教育庁　県立学校教育課 78

　（３）社会教育分野におけるICT利活用

5-(3)-① 生涯学習プログラムの充実（事業終了） 教育庁　生涯学習振興課 79

5-(3)-② 沖縄県生涯学習情報提供システムの整備・充実 教育庁　生涯学習振興課 80

5-(3)-③ 遠隔講義配信システム等整備充実事業 教育庁　生涯学習振興課 81

5-(3)-④ 図書館機能の拡充 教育庁　生涯学習振興課 82

　（４）産業振興や地域を支える人材の育成
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 ICT総合戦略での位置付け
No 主な取組 担当部・課 頁

5-(4)-① 未来のＩＴ人材創出促進事業（ＩＴ広報イベント等） 商工労働部　情報産業振興課 83

5-(4)-② ＵＩターン技術者確保支援 商工労働部　情報産業振興課 84

5-(4)-③ 高度情報通信産業人材育成 商工労働部　情報産業振興課 85

5-(4)-④ アジアＩＴ研修センター整備・運営 商工労働部　情報産業振興課 86

5-(4)-⑤ アジアIT人材交流促進事業 商工労働部　情報産業振興課 87

5-(4)-⑥ 警察基盤整備事業 警察本部　警務部教養課 88

5-(4)-⑦ 沖縄デジタルコンテンツ産業人材基盤構築事業 商工労働部　情報産業振興課 89

5-(4)-⑧ ソフトウェア検証産業育成事業 商工労働部　情報産業振興課 90
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