
【Ⅳ】平成２６年度商工労働部施策事業の概要

（施策項目別）



将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (３) 低炭素島しょ社会の実現
施策展開 クリーンエネルギーの推進イ

（事業開始：平成23年度）１．事 業 名 クリーンエネルギーアイランド推進事業

（平成25年度 7,650千円）２．予算措置状況 平成26年度 7,263千円

３．事業の概要
(1) 目的
島しょ県である本県において、エネルギー問題は重要な課題である。平成22年６月

に署名した「沖縄ーハワイクリーンエネルギー協力」を契機として、再生可能エネル
ギー・省エネルギー技術の開発普及に取り組み 「沖縄エネルギービジョン」の目標、
を具現化する。

(2) 内容
「沖縄ーハワイクリーンエネルギー協力」を推進するために設置されたタスクフォ

ース会合および４分野のワーキンググループを円滑に進めるために、必要な調査等を
実施する。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
直接実施①予算区分：
－②補助対象：
－③補 助 率：

(4) 事業実績
・沖縄・ハワイタスクフォース会合（Ｈ 年 月ハワイ、Ｈ 年 月沖縄）23 6 24 3
・沖縄県の建設・設備技師の省エネ住宅調査ハワイ州派遣（Ｈ 年 月）23 9
・沖縄・ハワイ中学校交流事業（Ｈ 年 月、 月）24 2 3
・海洋エネルギー（海洋温度差発電）ワークショップ（ 年 月） 等H25 9

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
産業政策課 産業基盤班
TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県エネルギービジョンの着実な推進

タスクフォース会合の開催（年数回開催）

米国エネルギー省経済産業省

ハワイ州沖 縄 県

ビジョンの目標
達成に反映

４分野でワーキンググループを設置
（年数回ワークショップを開催）

再生可能
エネルギーWG

スマート
グリッドWG

省エネルギー
建築WG

人材交流WG

沖縄県

エネルギー
供給事業者

エネルギー
需要者

協力・
支援

参画・
支援
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (３）低炭素島しょ社会の実現
施策展開 クリーンエネルギーの推進イ

（事業開始：平成23年度）１．事 業 名 スマートエネルギーアイランド基盤構築事業

（平成25年度 2,112,662千円）２．予算措置状況 平成26年度 464,705千円
※ 沖縄振興特別推進交付金 補助率 8/10 国庫補助金 371,764千円

３．事業の概要
(1) 目的
・ 沖縄においてスマートエネルギーアイランド形成に資するため、太陽光発電や風
力発電を導入した場合の電力系統への影響や安定化対策の検証、電力の供給側と需
給側が連携したエネルギー需給管理の実証、さらに環境関連産業の育成を図る。

(2) 内容
① 再生可能エネルギーの導入と電力安定化技術の実証（補助は平成25年度まで）
② 亜熱帯型省エネ住宅の実証
③ 小規模離島における再生可能エネルギー最大導入事業
④ エネルギーマネジメントシステムの実証
⑤ 島嶼型スマートコミュニティ実証

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予 算 区 分：
宮古島市ほか②委 託 先：
３(2)②～⑤を委託③委 託 内 容：

(4) 事業実績
①安部メガソーラー整備(1,000kW)、来間島太陽光発電整備(84kW)
②大宜味風力発電設備整備（4,000kW）
③ＥＶバス２台製作 等

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱
（制定：平成24年４月19日 府政沖第149号）
（改正：平成24年12月18日 府政沖第418号）

【問い合わせ先】
産業政策課 産業基盤班
TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp

国 8/10

○委託先
(一財)南西地域産業活性化ｾﾝﾀｰ

事業推進委員会の運営
○委託先 (一財)南西地域産業活性化ｾﾝﾀｰ

③亜熱帯型省ｴﾈ住宅の実証

①分散型店舗消費電力

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの実証

1)全島ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ実証

2)来間島RE100%自活実証
3)小型電気自動車開発実証

○委託先
宮古島市
（一社）ものづくりﾈｯﾄﾜｰｸ沖縄

④島嶼型ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ実証

○補助先（補助はH25まで）
沖縄電力㈱

⑤再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ電力系統
安定化対策実証事業

②再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの出力変
動抑制ｼｽﾃﾑの実証

県 2/10

委託

○委託先 未定

⑥小規模離島における再生

可能ｴﾈﾙｷﾞｰ最大導入事業
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (３) 低炭素島しょ社会の実現
施策展開 イ クリーンエネルギーの推進

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 未利用資源・エネルギー活用促進事業

（平成25年度 49,939千円）２．予算措置状況 平成26年度 160,155千円
※ 沖縄振興特別推進交付金 補助率 8/10 国庫補助金 128,124千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄において、十分に利活用されていない地産エネルギーの有効活用を促進し、
エネルギー自給率の向上、エネルギー供給源の多様化を図るとともに、新たな産業
の創出による産業の振興を図る。

(2) 内容
① 沖縄県海洋深層水研究所の既存の設備を活用し、海洋深層水及び表層水を利用
する海洋温度差発電について実証実験を行う。

② 波力発電、潮流発電等の海洋再生可能エネルギーについて、県内における利用
可能性調査を行う。

③ 本島中南部及び宮古島に賦存する水溶性天然ガスの生産試験等の総合解釈及び
有効利活用計画の検討を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料、需用費、旅費①予 算 区 分：
民間事業者等②委 託 先：
海洋温度差発電の実証実験及び海洋再生可能エネルギーの③委 託 内 容：
利用可能性調査、水溶性天然ガス可能性調査事業

(4) 事業実績
平成24年度 海洋温度差発電実証プラントの設置
平成25年度 海洋温度差発電実証プラントの実証事業

天然ガス資源活用促進に向けた試掘調査

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱
（改正：平成24年４月19日 府政沖第149号）

【問い合わせ先】
産業政策課 産業基盤班
TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp

国 民間事業者等
委託

県
補助(8/10)
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (３) 低炭素島しょ社会の実現
施策展開 イ クリーンエネルギーの推進

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 離島地域エネルギー自給高度化支援事業
※9月補正

平成26年度 35,910千円２．予算措置状況
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

離島地域における自然活用型のエネルギーの地産地消による循環型社会の構築を
目的に、宮古島に設置されているバイオエタノール燃料の実用化生産プラントを活
用し、バイオエタノール生産過程で産出される原料由来の有価物を高付加価値化す
るための研究開発に対する支援を行い、バイオ燃料製造に伴う複合的なシステムと
して確立する。

(2) 内容
① 蒸留残渣液の高付加価値化に係る研究開発支援
② 残渣酵母の活用研究支援

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金①予 算 区 分：
日本アルコール産業株式会社(選定委員会において決定)②補 助 対 象:
補助対象経費の9/10以内（事業者負担1/10以上）③補 助 率：

(4) 事業実績
年度 開始年度

項目 平成24年度 平成25年度 からの累計

補助金交付額（千円） 8,062 29,221 37,283

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県補助金等の交付に関する規則

【問い合わせ先】
産業政策課 産業基盤班
TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp

宮古島市 指定管理

民
間
事
業
者

補助 沖縄県

有価物の高付加価値化
による生産コストの低減

①蒸留残渣液の
高付加価値研究
開発支援

②残渣酵母の活用
研究支援

　
宮古島バイオエタ
ノールプラント

33



将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (３) 低炭素島しょ社会の実現
施策展開 イ クリーンエネルギーの推進

（事業開始：昭和 53 年度）１．事 業 名 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業

（平成 25 年度 230,041 千円）２．予算措置状況 平成 26 年度 230,041 千円
※ 国庫補助事業

３．事業の概要
(1) 目的

石油貯蔵施設の立地に伴い必要となる公共用の施設を整備することにより、住民
福祉の向上、地域経済の発展に寄与し、石油貯蔵施設の立地の円滑化に資する。

(2) 内容
石油貯蔵施設立地対策等交付金規則に基づき、石油貯蔵施設が立地する市町村及

びその周辺市町村に対して、防災用道路、消防施設等の整備に必要な補助をする。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金①予算区分：
石油貯蔵施設立地市町村及びその周辺市町村②補助対象：
10/10③補 助 率：

(4) 事業実績

４．根拠法令、条例、規則等
特別会計に関する法律、石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則

【問い合わせ先】
産業政策課 産業基盤班
TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp

年度

項目

過去３年間 過去３年間

の合計平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

補助事業(千円) 212,533 217,446 216,244 646,223
事務等交付金(千円) 387 251 510 1,148
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 （５）文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：昭和49年度）１．事 業 名 織物検査事業費

（平成25年度 13,976千円）２．予算措置状況 平成26年度 13,976千円

３．事業の概要
(1) 目的

伝統工芸品の品質の維持・改善・向上を図ることを目的とする。

(2) 内容
県内各産地に検査所(９検査所)を設置し、県の嘱託員である検査員が沖縄県織物

検査規格、琉球びんがた検査規格に基づき、検査対象染織物について県営検査を実
施する。

＜事業スキーム＞

検査済之証

伝統工芸品之証を貼付

琉球びんがた検査規格、

沖縄織物検査規格に基づ 格外の印

き検査

(3) 予算執行の仕組み
直接実施①予算区分：
－②補助対象：
－③補 助 率：

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 からの累計

12,420 13,460 13,745 918,208検査点数（点）

13,976 13,976 13,976 ※541,402事 業 費（千円）

※ 事業費の累計はS53年度以降の累計事業費

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例(昭和48年沖縄県条例第72号)
沖縄県伝統工芸産業振興条例施行規則(昭和49年沖縄県規則第38号)

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

織り手

検査員 合格

不合格
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：昭和47年度）１．事 業 名 後継者育成事業

（平成25年度3,997千円）２．予算措置状況 平成26年度4,000千円

３．事業の概要
(1) 目的

従事者の確保及び育成を図ることを目的とする。
(2) 内容

各工芸産地事業協同組合の後継者育成事業に対し助成を行う。

＜事業スキーム＞

①’振興計画の認定

（ ）各産地協同組合等 一次のみ

①振興計画の ②補助金交付 ②交付申請 ②’補助金交付

申請・認定 講師謝金 以内 原則 以内1/4 1/2

（二次以降） 教材等諸費 以内 条件によって1/3 *

は 以内2/3

県 国
①’振興計画進達

（一次のみ）

(3) 予算執行の仕組み
補助金①予算区分：
各工芸産地組合②補助対象：
講師謝金1/4、教材等諸費1/3③補 助 率：

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 からの累計

27 25 28 80育成者数（人）

3,057 3,293 3,922 10,272補助金交付額（千円）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例（昭和48年沖縄県条例第72号）
沖縄県伝統工芸産業振興条例施行規則（昭和49年沖縄県規則第38号）

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成3年度）１．事 業 名 工芸品宣伝普及事業費

（平成25年度 19,443千円）２．予算措置状況 平成26年度 17,769千円

３．事業の概要
(1) 目的

本県の優れた工芸品を県内外に広く普及・照会し、市場の開拓及び販路の拡大を
図るために沖縄県工芸公募展を開催するほか、他団体の主催する各種展示会等への
参加、新ニーズモデル創出たのための取り組みを行う。

(2) 内容
県内においては、工芸品の作品コンクールである沖縄県工芸公募展を開催し、生

産者の意欲の高揚及び技術・デザイン力の向上を図る。さらに、新たな取組を模索
している製造事業者等を発掘し、試作品開発の支援・展示会等を実施し、本県工芸
産業における新ニーズモデルを創出していく。

＜事業スキーム＞
【県外展（県主催 】 【県外展（他団体主催 】） ）

（委託業者） （主催者）
委託 負担金

(県) 催事運営 （県） 催事運営実施計画 出展調整

（委託業者）【工芸公募展】
（県） 委託 会場設営

・工芸公募展開催開催要領
（県） ・表彰

実施 募集・審査

(委託業者)【新ニーズモデル創出事業】
委託 ・審査委員会設置・運営

県）募集要領等 ・ニーズモデル企画案公募（
・試作品開発支援
・市場調査、県外展示会補助金
・成果報告会

ニーズモデル企画案応募製造事業者・工芸作家等

(3) 予算執行の仕組み
委託料、負担金、補助金①予算区分：旅費、

公募・入札等により決定②委 託 先：
催事運営、工芸製品新ニーズモデル創出③委託内容：
工芸製品新ニーズモデル創出④補助内容：

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 からの累計

14,279 13,438 19,443 55,093当初予算額（千円）
統計データなし 統計データなし工芸品生産額 千円（ ） 3,339,697

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例(昭和48年条例第72号)
沖縄県伝統工芸産業振興条例施行規則(昭和49年規則第38号)

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成25年度）１．事 業 名 工芸産地組合高度化促進事業

（新規事業）１．予算措置状況 平成26年度 24,481千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

本県工芸産業の中核を担う産地組合の経営を高度化し、工芸産業の振興と魅力
ある雇用の場を創出する。

(2) 内容
工芸産地組合の経営高度化、次世代経営者の育成のため以下の内容を実施する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
一括交付金①予算区分：
事業受託者②交 付 先：
事業運営③負担内容：

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例（昭和48年条例第72号）
沖縄県伝統工芸産業振興条例施行規則(昭和49年規則第38号)

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

国国

沖縄県沖縄県

補助（8/10）

委託

受託者（事業運営）受託者（事業運営）

工芸産地組合の高度化工芸産地組合の高度化

Ｂ産地 ・・・・産地A産地

次世代経営者の育成次世代経営者の育成

次世代経営者公募 （ １７工芸産地組合）

Ｌ産地 M産地

組合より推薦

異業種交流情報の共有

人材
強化

次
世
代
委
員
会
発
足

及
び
セ
ミ
ナ
ー
等
開
催

(

ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積)

新商品
開発

先
進
地
視
察
及
び

他
産
地
と
の
連
携

産地組合産地組合

経営カルテ

産地組合経営高度化産地組合経営高度化 次世代経営者育成次世代経営者育成

経
営
診
断

経
営
診
断

経営 財務 商品開発

派遣

診
断
結
果

診断結果に基づく
各種専門家の派遣
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 工芸コンテンツ産業活用促進事業

（平成25年度 26,685千円）２．予算措置状況 平成26年度 28,178千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

工芸品の従来用途である和装、和食器からの脱却を図ることを目的とし、新しい
工芸素材の発掘とその活用促進を行い工芸産業の振興を図る。

(2) 内容
県内外の博物館などに所蔵されている工芸品のデザイン、素材、技術等について

データベース化を行い、現在の市場ニーズに結びつける製品開発を行う。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料、旅費、需用費、役務費、原材料費①予算区分：
公募②委 託 先：
工芸コンテンツ調査、モデル製品開発②委託内容：
事業推進会議の開催、
Web等による情報発信

新規事業のため実績なし(4) 事業実績

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱

【問い合わせ先】
沖縄県工芸振興センター

xx054110@pref.okinawa.lg.jpTEL：098-889-1186 FAX：098-889-5331 E-mail：

　工芸技術支援
センター

H24（調査～製品開発） H25（調査～製品開発） H26（製品開発～

　　　ブラッシュアップ）

伝統的工芸資源（工芸関連で各地に１万点以上）

（13の工芸組合

および事業所）

委託 参画

調査

工
芸
新
市
場
開
拓
！

市場展開

製品開発専門機関

沖縄工芸コンテンツの産業活用促進

委託

指導

共同体など

　沖縄県
　工芸振興センター

（13の産地組合

および事業所）
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 工芸縫製・金細工技術者養成事業

（平成25年度 15,167千円）２．予算措置状況 平成26年度 15,291千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄県の工芸産業の振興を図るため、伝統工芸品を活用した二次加工品を製造で
きる工芸縫製、金細工技術者を養成する。

(2) 内容
県内外の博物館などに所蔵されている工芸品のデザイン、素材、技術等について

データベース化を行い、現在の市場ニーズに結びつける製品開発を行う。
＜事業スキーム＞

・工芸縫製・金研修対象者 研修内容

①縫製技術者 工芸縫製技術者６人 細工技術者の県工
（袋物、革製 金細工技術者 ６人 内輩出年間公募 実施

品、その他） １２人芸
②金細工技術者 ・起業

Ｈ２５年度以降実施 県内の工芸品振 ・業界技術指導者

技術調査 を活用した高申請 成果 ・企業等就職

付加価値の新興 工芸縫製技術者６人

商品開発実 金細工技術者 ６人

施 効果セ 県外で素材・加工技

連携術・デザイン・流通

等の技術調査ン
工芸産地の活性化

・工芸品の現代用タ
品への活用意識講習会・技術支援

各工芸産地、技術者 改革|
実施 成果を対象実施

(3) 予算執行の仕組み
旅費、報償費、備品購入費、委託料、需要費、原材料費、役務費①予算区分：
公募②委 託 先：
工芸縫製、金細工技術研修成果展の開催③委託内容：

新規事業のため実績なし(4) 事業実績

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱

【問い合わせ先】
沖縄県工芸振興センター

@pref.okinawa.lg.jpTEL：098-889-1186 FAX：098-889-5331 E-mail：xx054110
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成25年度）１．事 業 名 高度工芸技術者養成事業

平成26年度 21,906千円２．予算措置状況

３．事業の概要
(1) 目的
工芸産業を担う中核人材（技術者）の養成を図る。

(2) 内容
これまで県が直接執行を行っていた技術者養成研修業務を委託により行う。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：
民間事業者②委 託 先：
工芸技術者養成研修（木工、漆工、紅型、織物）の実施。③内 容：
経営・流通講座、その他専門技術講習、及び研修成果展。

【参考】工芸技術研修指導費（S52～H24 （研修累計実績：1,006人）(4) 事業実績 ）

年度 過去３年間 過去3年間

項目 平成25年度 の合計

技術者研修実績 15 15（単位：人）

高度工芸技術者養成事業 17,862 17,862（単位：千円）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例、 沖縄県工芸振興センター研修規則

【問い合わせ先】
沖縄県工芸振興センター

xx054110@pref.okinawa.lg.jpTEL：098-889-1186 FAX：098-889-5331 E-mail：

沖縄県

工芸技術者
(木工・漆工・紅型・織物)

申込

研修業務委託

民間事業者（NPO法人等）

入所許可

工芸技術指導講師

指導
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：昭和49年度）１．事 業 名 工芸技術指導費

（平成25年度 5,939千円）２．予算措置状況 平成26年度 3,509千円

３．事業の概要
(1) 目的

県内工芸産地組合または工芸事業所の技術的課題に対し、県内外の専門家による
技術指導や講習会を行い、生産技術向上や新商品開発の支援を行う。

(2) 内容
産地ヒアリングや課題調査を行い、工芸産地組合や事業所のニーズに即して専門

講師の派遣や講習会の実施等を行う。また、工芸材料の依頼分析や試験機・加工機
の貸与を行う。

＜事業スキーム＞
(ハンズオン支援）

(3) 予算執行の仕組み
直接実施①予算区分：

（旅費、報償費、需要費、役務費、委託料、原材料費、負担金等）
－②補助対象：
－③補 助 率：

(4) 事業実績
※当初予算額

年度 過去３年間 過去３年間

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 の合計

工芸技術指導費 1,867 1,867 5,939 9,673（単位：千円）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例

【問い合わせ先】
沖縄県工芸振興センター

xx054110@pref.okinawa.lg.jpTEL：098-889-1186 FAX：098-889-5331 E-mail：

技術移転/情報提供

　沖縄県工芸振興センタ－
　・業界の課題抽出

　・技術指導計画の策定

　　（支援メニュー検討）

工芸産地組合等

申込・受講

技術相談/要望

講習会

技術指導

技術調査

課題調査

　・生産技術向上

　・新商品開発

　・品質改善

　・技術的課題

　・新技術ニーズ等

専門家派遣
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：昭和49年度）１．事 業 名 工芸研究費（単独）

（平成25年度 1,391千円）２．予算措置状況 平成26年度 1,428千円

３．事業の概要
(1) 目的

工芸に関する試験研究を行い、その成果の指導普及により生産技術の向上及び工
芸製品の品質の維持改善を図り、工芸産業の振興発展に寄与する。

(2) 内容
染織、木工、漆工業を対象とした技術改善や改良、素材開発、製品開発などの試

験研究を実施する。
技術情報の収集、県内外の関係機関との技術交流を実施する。
＜事業スキーム＞

沖縄県工芸振興センター 工 芸 企 業

経常研究 要望課題 新製品の開発

受託研究 試験研究 製造技術課題の解決

産学官共同研究 技術移転 商品の品質向上

デザイン力の向上

(3) 予算執行の仕組み
直接実施①予算区分：
－②補助対象：
－③補 助 率：

(4) 事業実績

年度 過去３年間 過去３年間

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 の合計

研究テーマ数 3 4 4 11

工芸研究費（千円 1,391 1,391 1,391 4,173）

４．根拠法令、条例、規則等
伝統工芸産業振興条例

【問い合わせ先】
沖縄県工芸振興センター

xx054110@pref.okinawa.lg.jpTEL：098-889-1186 FAX：098-889-5331 E-mail：
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成6年度）１．事 業 名 沖縄工芸ふれあい広場事業

（平成25年度 3,000千円）２．予算措置状況 平成26年度 3,000千円

３．事業の概要
(1) 目的

工芸品の作り手と使い手のふれあいの場を設け、本県の工芸品に対する県民の理
解を促進し、日常生活への一層の普及を図り、工芸産業の振興発展に資することを
目的とする。

(2) 内容
本県の経済産業大臣指定伝統的工芸品やその他の工芸品を一堂に会した展示紹介

を行うほか、講演会等を通じて県内工芸品への理解を深め、日常生活での活用方法
の提案等を行う。県及び関係市町村で構成する沖縄工芸ふれあい広場実行委員会で
実施する。
＜事業スキーム＞

負担金
県 沖縄工芸ふれ

あい広場 沖縄工芸負担金

実行委員会 ふれあい関係市町村 ・開催要領

広場開催・収支予算

産地調整会議
事務局

ものづくり振興課

(3) 予算執行の仕組み
負担金①予算区分：
沖縄工芸ふれあい広場実行委員会②交 付 先：
催事運営③負担内容：

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 からの累計

800 1,184 1,114来場者数（人）

8,414 1,391 9,142売上高（千円）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例（昭和48年条例第72号）

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成26年度）１．事 業 名 工芸・ファッション産業宣伝普及事業費

（新規事業）２．予算措置状況 平成26年度 58,788千円

３．事業の概要
(1) 目的

本県工芸品の認知度を向上し需要開拓を図るため、高額品を中心とした工芸品の
常設展示に併せ、工芸職人を派遣し製作実演や製作体験などを行うことにより、工
芸品を宣伝普及する。

(2) 内容
首都圏に高価格帯の工芸品を中心とした常設展示場を設置し、本県が誇る優れた

伝統工芸の展示・販売、工芸職人の派遣による製作実演や製作体験等の宣伝普及を
行う。

(3) 予算執行の仕組み
委託料、旅費①予算区分：
公募により決定②委 託 先：
首都圏における常設展示場の整備・運営③委託内容：

(4) 事業実績

新規事業のため実績なし

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例(昭和48年条例第72号)
沖縄県伝統工芸産業振興条例施行規則(昭和49年規則第38号)

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

事業イメージ

常設展示場
（独立店舗）

沖縄県

常設展示場の
確保・設置

産地組合
（織物）

産地組合
（漆器）

産地組合

（その他工芸品）

産地組合
（陶器）

産地組合
（紅型）商品の納品、

職人の派遣 等

消費者

宣伝普及成果の提供
市場ニーズの伝達

製作実演
製作体験
情報発信 等

【期待される効果】
・工芸品の認知度向上、愛用者の獲得
・工芸品の需要拡大と販路開拓
・市場ニーズに対応した製品開発の活性化

受託者
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将 来 像 １「沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」
基本施策 (５) 文化産業の戦略的な創出・育成
施策展開 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

（事業開始：平成26年度）１．事 業 名 沖縄工芸産業振興拠点施設(仮称)整備業

（新規事業）２．予算措置状況 平成26年度 10,283千円

３．事業の概要
(1) 目的

本県工芸産業の振興発展のため、技術や技法の高度化、市場ニーズに対応した製
品開発、工芸分野の起業家の育成などを推進する「沖縄工芸産業振興拠点施設（仮
称 」を整備する。）

(2) 内容
平成26年度は 「沖縄工芸産業振興拠点施設（仮称 」の整備に向けた基本計画を、 ）

策定する。具体的には、基本計画策定委託業務を実施し、沖縄工芸産業振興拠点施
設にかかる施設の規模、機能、主要室のレイアウト、電気・機械設備の概要等を検
討する。また、候補地の検討や今後予定されている基本設計の要件についても整理
する。

(3) 予算執行の仕組み
委託料、旅費①予算区分：
公募により決定②委 託 先：
基本計画策定、基本計画策委員会の開催、先進地調査の実施③委託内容：

(4) 事業実績

新規事業のため実績なし

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県伝統工芸産業振興条例(昭和48年条例第72号)
沖縄県伝統工芸産業振興条例施行規則(昭和49年規則第38号)

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 工芸・ファッション産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

事業イメージ

○平成26年度年度
基本計画策定

県
2/10

国
8/10

委託受注

委託業者

基本計画

○平成27年度

測量・土質調査
不動産鑑定
用地取得
基本設計

○平成28年度

実施設計

○平成29年度

工事着工、供用開始

工芸産業拠点施設

貸し工房（インキュベーション施設）
共同工房（織物、紅型、漆器、木工）

展示室（工芸・ファッションギャラリー）
デザインセンター
販売室

体験工房等

工芸産業振興拠点施設（仮称）整備

産地組合

工芸起業者

観光客

一般県民
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将 来 像 ２「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」

基本施策 (６）地域特性に応じた生活基盤の充実・強化

施策展開 地域特性に応じた生活基盤の整備ア

（事業開始：平成26年度）１．事 業 名 小規模離島電力安定供給支援事業

平成26年度 206,452千円２．予算措置状況

※ 沖縄振興特別推進交付金 補助率 8/10 国庫補助金 165,161千円

３．事業の概要

(1) 目的

離島における電力の安定的で適切な供給を確保するため、海底ケーブルの敷設・

更新事業への補助を行い、離島の安定した生活の確保や、観光等の振興及び低炭素

島しょ社会の実現を図る。

(2) 内容

渡嘉敷島をはじめとする慶良間諸島（渡嘉敷、座間味、阿嘉、慶留間）における

電力の安定供給の確保の観点から、沖縄本島（豊見城市豊崎）と離島（渡嘉敷島）

間を結ぶ電力供給設備【22kV海底ケーブル（亘長：約31km 】の整備に必要な補助）

をする。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み

補助金、旅費①予 算 区 分：

沖縄電力株式会社②補 助 先：

２/３③補 助 率：

(4) 事業実績

新規事業のため実績なし

４．根拠法令、条例、規則等

沖縄振興特別推進交付金交付要綱（制定：平成24年４月19日 府政沖第149号）

【問い合わせ先】

産業政策課 産業基盤班

TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp

国 沖縄電力
株式会社

補助
(総事業費の2/3)

県補助
(8/10)
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将 来 像 ３「 」希望と活力にあふれる豊かな島
基本施策 （１）自立型経済の構築に向けた基盤の整備
施策展開 ア 国際交流・物流拠点の核となる空港の整備

(４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成ア

（事業開始：平成25年度）１．事 業 名 航空機整備基地整備事業

（ ）（ ）２ 予算措置状況． 平成26年度 4,781,250千円 継続事業 平成25年度 122,995千円
沖縄振興特別推進交付金※

３．事業の概要
(1) 目的

那覇空港を基盤とする新たな臨空型産業及び雇用の創出を図るとともに、本県に
おける自立型経済の構築を促進する。

(2) 内容
那覇空港内に航空機整備施設の拠点を建設し、航空機整備業を行う者に使用させ

ることにより、国内外から航空機整備関連産業の集積を促進し、航空機整備産業ク
ラスターの形成を図る。

〈事業スキーム〉
①施設の設計・整備 ②関連企業の集積

③航空機整備産業クラスターの形成

(3)予算執行の仕組み
①予算区分：委託料、工事請負費等
②発 注 先：民間企業等
③委託内容：実施設計、本体工事

(4) 事業実績
平成25年度：基本計画調査、基本設計

４．根拠法令、条例、規則等 －

【問い合わせ先】
国際物流商業課 国際物流拠点班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050050@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島を目指して」
基本施策 (1) 自立型経済の構築に向けた基盤の整備

国際ネットワークの構築、人流・物流コストの低減及び物流対策強化施策展開 エ

（事業開始：平成25年度）１．事 業 名 国際戦略推進企画事業

（平成25年度 22,500千円）２．予算措置状況 平成26年度 20,597千円

３．事業の概要
(1) 目的

本県物流環境の改善・課題解決を図るため、新たな物流モデル構築、物流ネット
ワーク形成、物流円滑化等についての検討・対策を実施する。

(2) 内容
①那覇空港及び那覇港の物流機能を活用した新たな物流モデルの構築・展開
②国際物流拠点形成に向けた物流機能・サービス向上に係る調査・検討の実施
③国内及び県内物流の改善・円滑化に係る調査・検討の実施
④その他物流の改善・効率化に資する事業の実施

〈事業スキーム〉

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：
民間企業（コンサルタント等）②委 託 先：
物流モデル構築、物流ネットワーク形成、その他の物流改善・効率化③委託内容：
に係る業務

(4) 事業実績
H25年度事業費：20,064千円（委託料）

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
国際物流商業課 物流推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050050@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (２) 世界水準の観光リゾート地の形成
施策展開 産業間連携の強化オ

（事業開始：平成25年度）１．事 業 名 「旬」県産品消費拡大構築事業

（継続事業 （平成25年度 34,073千円）２．予算措置状況 平成26年度 67,340千円 ）
沖縄振興特別推進交付金※

２．事業の概要

(1) 目的
旬の県産食材・県産品について、生産者、民間事業者等が一丸となったプロモー

ション等に取り組むことにより、観光客を核とした需要を掘り起こし、県内消費拡
大及び販路拡大を促進する。

(2) 内容
県産品販路拡大構築推進委員会の開催、旬の県産食材・県産品等のプロモーショ
、 。ン 飲食店・小売店・観光施設・地域イベント等と連携したキャンペーン等を行う

〈事業スキーム〉

(3) 予算執行の仕組み
①予算区分：委託料
②委 託 料： 委託先）民間企業等（

（実施内容）各種プロモーション、キャンペーン等。

(4) 事業実績：
平成25年度 飲食店キャンペーン２回 ほか

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
国際物流商業課 商業政策班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050050@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

情報通信関連産業の立地促進施策展開 ア

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 沖縄ＩＴ津梁パーク企業集積施設整備事業

（平成25年度 63,861千円）２．予算措置状況 平成26年度 109,277千円

３．事業の概要
(1) 目的

民間資金により整備した企業集積施設を、県が一括で借り上げ、入居企業に使用
許可することで企業集積を図り、国際情報通信拠点を形成することを目的としてい
る。

(2) 内容
企業集積施設への入居を希望する企業の応募から審査を経て、入居企業が内定し

た段階で、当該施設を建設・運営する民間開発事業者（ディベロッパー）を応募・
審査・選定し、民間資金により企業集積施設を整備する。県は、当該施設をリース
方式で借り上げるとともに、公の施設として入居内定企業へ使用許可（貸し出し）
することで、使用料収入を得、事業を運営する。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
使用料及び賃借料①予算区分：修繕料、

民間開発事業者（企業集積施設建設事業者）②支出対象：
(4) 事業実績
企業集積施設第１号棟 ： H24.6.1 供用開始
企業集積施設第２号棟 ： H26.8.1 供用開始予定
企業集積施設第３号棟 ： H27.4.1 供用開始予定

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画、
沖縄IT津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

企業集積施設

入居ＩＴ企業 沖縄県 民間開発事業者

民間開発
事業者
所有

県有地

15年の賃貸借契約

民間開発事業者が
施設を建設

施設使用（入居）

民間開発事業者が建設し
た施設を「公の施設」とし
て指定

沖縄県

使用料 賃料

土地所管

土地借地料

使用許可
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ア 情報通信関連産業の立地促進

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 ＩＴアイランド推進事業

（平成25年度 50,109千円）２．予算措置状況 平成26年度 58,922 千円

３．事業の概要
(1) 目的

、 、沖縄２１世紀ビジョン基本計画に基づく おきなわSmartHub構想を実現するため
国内外における企業誘致活動及び県内企業の連携促進と高度化に向けた活動を積極
的に展開し、県内情報通信関連産業の集積・振興及び活性化を図る。

(2) 内容
○国内外における企業誘致説明会の開催や、情報通信関連産業に関連した展示会等
に出展し、沖縄県への企業誘致を図るとともに、県内企業の活性化に資する情報
収集やセミナー等を開催する。

、○県内児童生徒を対象とした情報通信関連技術の体験講座等を開催することにより
本県の情報通信関連産業の将来を担う人材を育成する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
①予算区分：委託料、旅費、需用費
②委 託 先：県内情報通信産業団体
③委託内容：県外企業の誘致及び県内情報通信関連企業の活性化等

(4) 事業実績 (平成２５年１月までの累計)
立地企業数（263社 、雇用者数（23,741名））

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄２１世紀ビジョン基本計画

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

委託・連携

親子プログラム教室

誘致セミナー開催

（企業誘致事業）

展示会への出展

新規雇用の
創出

高度ＩＴ人材
育成・供給 企業高度化

支援

資料（パンフ）作成

国内外
企業

情報産業振興課 県外事務所
（連携）

（連携）

沖縄立地！

情報通信関連産業の振興

海外ミッション企画

（活性化事業）

セミナー・シンポジウム

県内状況調査

海外市場
開拓支援

（人材育成事業）

※小中学生を対象

WRO（ＩＴ制御ロボット）

ＥＴロボコン

県内ＩＴ企業就職

その他事業
（ｉTＡP事業等）

小中学生にＩＴ産業に興味を
持たせることにより、将来的な
沖縄のＩＴ技術者層の人口拡
大・レベルアップに繋げる。

ＮＰＯ法人
フロム沖縄推進機構

（アプローチ）

ＩＴ系
進学
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

信関連産業の立地促進施策展開 ア 情報通

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 クラウド拠点形成等促進事業

（平成25年度 700,224千円）２．予算措置状況 平成26年度 655,395千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

クラウド・コンピューティングの拠点を形成し県内情報通信関連産業の振興を図るため、
クラウド共通基盤システムを支援するとともに、具体的なクラウド・アプリケーション及びリス
ク分散開発等に係るモデル事業を公募し支援する。

(2) 内容
助① クラウド・データセンターに実装するクラウド共通基盤システム構築に対する補

② 新たなクラウドサービス創出等に係る先行モデル事業を公募し、提案された研究開発
費等に対する補助

(3) 予算執行の仕組み
補助金等 民間事業者 ９／１０①予算区分： ②補助対象者： ③補助率：

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 からの累計

補助金（千円） 0 631,521 672,680 1,304,201

補助件数（件） 0 6 7 13

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 希望と活力にあふれる豊かな島」３ 「

基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 イ 県内立地企業の高度化・活性化

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 モバイル機器等検証拠点形成促進事業

（平成25年度 310,045千円）２．予算措置状況 平成26年度 386,636千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

県内情報通信産業の高度化・多様化と関連企業の集積による雇用の促進
(2) 内容

モバイル機器等の相互接続やソフトウエア動作の検証・認証ビジネスの集積に必
要な以下の基盤の構築に対して補助する。
①モバイル機器等の検証・認証手法の策定
②検証ツールの開発、検証ナレッジ蓄積し活用するためのデータベースの構築
③検証ツールの海外ローカライズ版の作成や国際標準化に向けた取り組み

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
３／４①予算区分： ②補助対象者： ③補 助 率：補助金等 民間事業者

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成23年度 平成24年度 平成25年度 からの累計

0 327,796 289,459 617,255補助金（千円）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 イ 県内立地企業の高度化・活性化

１．事 業 名 クラウドオープンネットワーク国際研究開発拠点形成事業
（事業開始：平成25年度）

（平成25年度 158,895千円）２．予算措置状況 平成26年度 134,739千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

国内外の企業・ビジネス・人材が活発に交流・集積する拠点の形成や県内企業・人材
の高度化を図るため、次世代型ネットワーク技術とクラウド技術を融合する最先端国際研
究開発機関の県内立地と研究開発等活動への補助を行う。

(2) 内容
・国内外の企業等が参画する研究機関の県内立地及び研究開発等活動への支援
・国際会議、セミナー、ハンズオン等の開催

(3) 予算執行の仕組み
補助金等 民間事業者 ８／１０①予算区分： ②補助対象者： ③補助率：

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 からの累計平成23年度 平成24年度 平成25年度

補助金（千円） 134,6660 0 134,666

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

補助（拠点整備・補助（拠点整備・
研究支援）研究支援）

米スタンフォード米スタンフォード大大を中心としたを中心とした
SDNSDN技術研究・標準化拠点技術研究・標準化拠点

ONFONF（オープン（オープン
ネットワーキング財団）ネットワーキング財団）

クラウド開発コミュニティクラウド開発コミュニティ

リナックス財団リナックス財団 ：オープンソース：オープンソース
ソフトウェアソフトウェアの中心団体の中心団体

国内及びアジア各国

通信キャリア／ITベンダ／大学／研究機関

技術連携技術連携
●共同研究実施
●技術者交流・流入
●国際会議・セミナー開催
●県内企業連携・人材育成等

民間組織による最先端研究開発拠点民間組織による最先端研究開発拠点

国庫
8/10

県負担
2/10

アジアを中心とした国
際的な産官学の連携･
集積拠点

国際ＩＴハブ形成へ向
けた地位確立、企業・
人材の高度化等

参画

補助（拠点整備・補助（拠点整備・
研究支援）研究支援）

米スタンフォード米スタンフォード大大を中心としたを中心とした
SDNSDN技術研究・標準化拠点技術研究・標準化拠点

ONFONF（オープン（オープン
ネットワーキング財団）ネットワーキング財団）

クラウド開発コミュニティクラウド開発コミュニティ

リナックス財団リナックス財団 ：オープンソース：オープンソース
ソフトウェアソフトウェアの中心団体の中心団体

国内及びアジア各国

通信キャリア／ITベンダ／大学／研究機関

技術連携技術連携技術連携技術連携
●共同研究実施
●技術者交流・流入
●国際会議・セミナー開催
●県内企業連携・人材育成等

民間組織による最先端研究開発拠点民間組織による最先端研究開発拠点

国庫
8/10

県負担
2/10

アジアを中心とした国
際的な産官学の連携･
集積拠点

国際ＩＴハブ形成へ向
けた地位確立、企業・
人材の高度化等

アジアを中心とした国
際的な産官学の連携･
集積拠点

アジアを中心とした国
際的な産官学の連携･
集積拠点

国際ＩＴハブ形成へ向
けた地位確立、企業・
人材の高度化等

参画
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な情報系人材の育成・確保

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 IT人材力育成強化事業

（平成25年度 125,304千円）２．予算措置状況 平成26年度 125,050千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

情報通信関連産業の振興を担う人材を育成するため、システム開発業務等を通し
た講座を実施し、県内ＩＴエンジニアの知識・技術の高度化、強化を図る。

(2) 内容
情報通信産業関連団体等が実施主体となり、県内情報通信関連企業に就業してい

る技術者等を対象に研修を実施する。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金等①予 算 区 分：
県内で総合的に情報通信関連の人材育成講座を実施する産業団体等②補助対象者：
８／１０以内③補 助 率：

(4) 事業実績

※H25年度よりOffJT講座はPBL講座に統合
４．根拠法令、条例、規則等

沖縄振興特別推進交付金交付要綱、沖縄21世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

県内情報通信産業団体等

県外教育機関・企業等

内閣府 沖縄県

人材育成講座開講
・PBL(Project Based Learning)講座
・OJT講座

・プレ講座

・セミナー

補助
沖縄振興特別推進

交付金

連携

講座実施主体

PBL講座 OJT講座 OffJT講座 プレ講座 合計

H24
開講数 20 23 69 25 137

受講者数 170 85 471 243 969

H25
開講数 30 21 － 59 110

受講者数 151 21 － 609 791
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な情報系人材の育成・確保

（事業開始：平成２４年度）１．事 業 名 アジアＩＴ人材交流促進事業

（平成25年度 16,022千円）２．予算措置状況 平成26年度 15,436 千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

アジアのIT企業の県内誘致を促進するとともに、県内IT関連産業のアジア市場へ
の展開を図るため、アジアIT企業の技術者及び経営者等を招へいし、県内のＩＴ企
業関係者とのセミナー等を通して人的ネットワークを構築することを目的とする。

(2) 内容
・アジアのＩＴ技術者を招へいし、県内ＩＴ企業関係者との研修、セミナー等を
通し、人的ネットワークを構築する。
・アジアのＩＴ企業経営者等を招へいして、県のＩＴ産業に対する取り組み状況
を紹介するとともに、県内のＩＴ施設見学やＩＴ企業関係者との交流を通して、
人的ネットワークを構築する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
報償費、旅費、委託料①予算区分：
民間企業等②委 託 先：
各種交流事業の企画・運営、海外関係者との調整業務③委託内容：

(4) 事業実績
招へい人数
・経営者、営業担当者 １３名（平成２５年度 、８名（平成２４年度））
・ＩＴ技術者 １１名（平成２５年度 、８名（平成２４年度））

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱、沖縄21世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県 国
（８ /１０補助）

受託業者県内ＩＴ人材
・ブッリジＳＥ
・企業経営者等

人的交流事業の実施
（研修会、セミナー）
（意見交換会など）

研修・意見交換等
の企画・実施

来県・参加参加

（募集） （募集）

期待される効果

アジア地域における人的ネットワーク確立

（業者公募・委託）

人的ネットワークをとおした効果

県内企業の
海外展開

国外企業（アジア）
の沖縄県立地
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３）情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な人材の育成・確保

（事業開始：平成 24 年度）１．事 業 名 ＩＴ産業人材確保支援事業

平成 26 年度 15,218 千円（平成 25年度 14,800 千円）２．予算措置状況
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

、 。県内ＩＴ関連産業の活性化 更なる企業集積及び将来のＩＴ人材供給を促進する
(2) 内容

①沖縄ＩＴ広報イベントの実施
ＩＴ関連企業集積状況や企業の業務内容を広く県民にＰＲすることにより、

ＩＴ関連企業の活性化やＩＴ関連企業に対する就労意識の向上を図る。
②沖縄ＩＴ出前講座・企業訪問の実施
ＩＴ業界の現状等、現場の実状を相互交流により情報共有し、連携を推進する

ことによって、将来におけるＩＴ人材供給の安定化を図る。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料等①予算区分：
民間事業者②委 託 先：
ＩＴ広報イベントの開催及びＩＴ出前講座・企業訪問の実施③委託内容：

(4) 事業実績
ＩＴ津梁まつり 開催（平成 25 年度 2,500 名、平成 24 年度 5,084 名来場）
ＩＴ出前講座・企業訪問実施（平成 25 年度 10 回、平成 24 年度 8回）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱、沖縄 21 世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

事業イメージ事業イメージ

県

民
間
事
業
者
委
託

沖縄IT
出前講
座・企業
訪問

IT業界のイメージ向上
求職者、学生、教育機関に対す
るPR
人材確保
教育機関との連携

沖縄IT
広報イ
ベント

県民への周知

企業：IT企業・IT技術者のイメージを具体
化させることができ、IT人材雇用の確保へ
とつながる。
学生：IT企業内での作業風景の視察、出
前講座をとおして、IT企業就職及び高度IT
技術習得へのモチベーションを高められる。
教育者：IT企業の求めている人材像を理
解することにより、学生の指導方法に対し
て事業結果を反映できる。

IT関連
産業の
活性化、
企業集
積及び
将来の
IT人材
確保

内
閣
府
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な情報系人材の育成・確保

（事業開始：平成26年度）１．事 業 名 U・Iターン技術者確保支援事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成26年度 31,490千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

県内情報通信関連企業の受注体制を強化するため、県内企業が行うＵ・Ｉター
ン技術者の採用活動を支援する。
これにより、高度なスキルを有する技術者の集積を促し、高付加価値業務の受

注体制を構築させ、県内情報通信産業の生産額の増加や高度化・多様化を図る。

(2) 内容
具体的には以下の活動等を実施できる企業及び団体へ業務委託する。

①専用サイトの構築
②求人求職情報の収集
③就職イベントの開催及び関連イベントへの参加
④沖縄視察ツアーの開催

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：
民間事業者②委 託 先：
専用サイトの構築、就職イベントの開催等③委託内容：

(4) 事業実績
新規事業のため実績なし

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別推進交付金交付要綱、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

県 国
(8/10)

情
報
通
信
産
業
振
興

民間事業者

委託

移住・就職

県外・国外企業

受注拡大

県内IT企業
支援

県外IT技術者

生
産
額
増
加

産
業
の
高
度
化

・
多
様
化

・高度技術者確保
・人材不足解消

受注体制強化
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

ウ 多様な情報系人材の育成・確保施策展開

１．事 業 名 海外向けソーシャルゲーム・スマートファンアプリの開発・販路
（事業開始：平成25年度）拡大事業

（平成25年度 94,783千円）２．予算措置状況 平成26年度 115,364千円
（ ）※緊急雇用創出事業臨時特例基金活用事業 起業支援型地域雇用創造事業

３．事業の概要
(1) 目的

県内の求職者を新たに雇用し、基礎研修を実施した後、ＯＪＴ研修等を通して
現場での経験を積ませることにより、情報通信関連企業が海外向けソーシャルゲ
ーム・スマートファンアプリの開発や販路を拡大する際に必要な人材を育成し、
継続的な雇用機会の創出や経営基盤の強化支援を図る。

(2) 内容
県内情報通信関連企業に下記業務を委託する。

① 県内失業者の新規雇用
② 必要な知識・技術を身につけさせる基礎研修
③ 実践的な専門研修やＯＪＴ研修
④ 継続的な雇用機会の創出

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：
県内情報通信関連企業②委 託 先：
失業者の雇用、当該新規雇用者の人材育成③委託内容：

(4) 事業実績
新規雇用者数：44名（H26.3月末現在）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄２１世紀ビジョン基本計画、緊急雇用創出事業実施要領等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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