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凡 例

1．この目録は、平成29年度中（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）に沖縄県が発行した各種刊

行物を収録しています。

2．編集順序は、沖縄県行政組織規則による順序で行い、部局課別に編集しました。

3．刊行物の規格は、日本工業規格に統一されています。
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県広報誌 ｢美ら島　沖縄｣
平成29年4月～平成30年3月
(第499号～第510号)

定　期 16,200
×12

A4 18 県の重要施策や主要事業等、毎月の
活動を県民へ広く紹介する刊行物

毎月 広報課

広報広聴一年　平成29年度版 不定期 70 A4 49 広報課(広報広聴班)の平成30年度事
業計画と前年度事業実績

H29.07 広報課

元沖縄県知事故大田昌秀氏県民
葬（会葬者用パンフレット）

不定期 5,000 A4 12 故大田昌秀元沖縄県知事県民葬会葬
者への配布用冊子

H29.07 広報課

暗夜の一燈であり続けた不屈の
生涯　大田昌秀氏を偲ぶ県民葬
の記録

不定期 1,000 A4 51 故大田昌秀元沖縄県知事県民葬当日
の模様を原則として式次第に則り、
写真を配して記録する。故人の足跡
を写真、文章、語録等で回顧し、県
民葬関係記録を保存する

H29.12 広報課

沖縄県の行政オンブズマン運営
状況報告書　平成28年度

定　期 160 A4 45 沖縄県行政オンブズマンの平成28年
度における苦情、相談等処理状況

H29.06 広報課
(行政オンブズ
マン相談室)

沖縄の米軍及び自衛隊基地
(統計資料集)  平成30年3月

定　期 2,700 A5 136 沖縄の米軍と自衛隊基地に関する統
計等

H30.03 基地対策課

他国地位協定調査　中間報告書 不定期 - A4 28 日米地位協定の問題点を更に明確化
し、同協定の見直しの必要性に対す
る理解を広げるために実施している
他国調査の中間報告書。ドイツ・イ
タリアを対象とした調査結果

H30.03 基地対策課

沖縄から伝えたい。米軍基地の
話。【英語版】
What Okinawa Wants You to
Understand  about the U.S.
Military Bases

不定期 5,000 A4 23 沖縄の米軍基地負担の現状や辺野古
新基地建設に対する沖縄県の考え方
等について、米国向けに分かりやす
く解説したパンフレット

H30.03 基地対策課
／辺野古新
基地建設問
題対策課

沖縄から伝えたい。米軍基地の
話。

不定期 - A4 23 上記と同様(日本語訳版) H30.03 基地対策課
／辺野古新
基地建設問
題対策課

消防防災年報(平成28年版) 定　期 200 A4 161 消防体制及び火災、災害等の実態に
ついてとりまとめた資料

H29.10 防災危機管
理課

沖縄県消防防災ヘリコプター導
入に係る調査検討報告書

不定期 120 A4 99 消防防災ヘリの導入について調査検
討委員会でとりまとめた報告書

H30.03 防災危機管
理課

消防学校概要　平成29年度 定　期 100 A4 63 消防学校の沿革、施設概要、組織、
教育実績、平成28年度教育実施状況

H29.05 消防学校

教育訓練実施計画　平成30年度 定　期 100 A4 33 消防学校における教育内容と時間数 H30.01 消防学校

普天間飛行場における離着陸回
数調査報告(平成29年4月21日)

不定期 5 平成29年2月1日～3月30日にかけて
行われた普天間飛行場における離着
陸回数調査報告

H29.04 辺野古新基
地建設問題
対策課

辺野古・大浦湾シンポジウム概
要報告書

不定期 500 A4 8 平成30年3月24日に行った｢辺野古・
大浦湾シンポジウム｣の概要報告書
(日本語版)

H30.03 辺野古新基
地建設問題
対策課

発　行
部　数

規格・頁数

知　事　公　室

CD-ROM
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知　事　公　室

辺野古・大浦湾シンポジウム概
要報告書【英語版】
Okinawa's Treasure,the
World's Treasure:Let's Pass
it on to the Future(Summary
Report of the Symposium on
Henoko-Oura Bay)

不定期 500 A4 8 平成30年3月24日に行った｢辺野古・
大浦湾シンポジウム｣の概要報告書
(英語版)

H30.03 辺野古新基
地建設問題
対策課
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刊　行　物　名
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不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県公報 定　期 - A4 - 条例、規則、訓令その他総務私学課
長が認めるもの

週2回 総務私学課

沖縄県刊行物目録　平成28年度 定　期 46 A4 48 平成28年度に沖縄県より作成・発行
された刊行物の目録

H29.12 総務私学課
(行政情報セン
ター)

沖縄県の情報公開・個人情報保
護制度
平成28年度　運用状況報告書

定　期 40 A4 56 平成28年度における情報公開・個人
情報保護制度の運用状況

H29.12 総務私学課
(行政情報セン
ター)

個人情報保護事務の手引き
平成30年3月

不定期 40 A4 277 個人情報保護条例の解釈運用基準、
事務取扱要綱、条例、規則等

H30.03 総務私学課
(行政情報セン
ター)

宮古概観　平成29年度版 定　期 200 A4 99 宮古圏域の実態を総合的に把握する
ための統計資料

H30.03 宮古事務所

八重山要覧　平成28年度 定　期 - A4 220 八重山圏域の実態を総合的に把握す
るための統計資料

H29.08 八重山事務
所

沖縄県職員録　平成29年度版 定　期 1,700 A5 391 平成29年度の人事情報 H29.05 人事課

沖縄県行政運営プログラム
～行政運営の｢質｣の向上をめざ
して～　平成30年3月

不定期 900 A4 91 平成30年度から平成33年度までの沖
縄県の行財政改革に係る計画

H30.03 行政管理課

包括外部監査結果報告書
平成29年度(貸付金(貸付金の管
理・回収も含む)に関する財務
事務の執行について)

不定期 300 A4 309 平成29年度の包括外部監査に関する
結果報告

H30.03 行政管理課
(沖縄県包括外
部監査人　當真
良明)

沖縄県議会(臨時会)議案
平成29年第2回
平成29年5月2日提出

不定期 170 A4 24 専決処分の承認について H29.05 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第3回(その1)
平成29年6月20日提出

定　期 410 A4 2 沖縄県議会(定例会)の予算議案 H29.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第3回(その2)
平成29年6月20日提出

定　期 310 A4 31 沖縄県議会(定例会)の条例等議案 H29.06 財政課

補正予算説明書
平成29年度第3回県議会
(6月定例会)提出

定　期 330 A4 7 沖縄県議会(定例会)の補正予算説明
書

H29.06 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第1号)　平成29年度
(6月定例県議会)

定　期 300 A4 4 一般会計補正予算(第1号)説明資料 H29.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第3回(その3)
平成29年7月3日提出

定　期 130 A4 1 沖縄県議会(定例会)の追加条例等議
案

H29.07 財政課

発　行
部　数

規格・頁数

総　　務　　部

- 3 -



刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

総　　務　　部

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第5回(その1)
平成29年9月20日提出

定　期 440 A4 17 平成29年第5回沖縄県議会(定例会)
議案(その1)
甲第1号議案から甲第5号議案

H29.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第5回(その2)
平成29年9月20日提出

定　期 310 A4 58 平成29年第5回沖縄県議会(定例会)
議案(その2)
乙第1号議案から乙第20号議案まで
認定第1号から認定第23号まで

H29.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第5回(その3)
平成29年9月26日提出

定　期 150 A4 2 平成29年第5回沖縄県議会(定例会)
議案(その3)

H29.09 財政課

補正予算説明書
平成29年度第5回県議会
(9月定例会)提出

定　期 370 A4 53 平成29年第5回沖縄県議会(9月定例
会)提出補正予算説明書

H29.09 財政課

補正予算説明書(追加)
平成29年度第5回県議会
(9月定例会)提出

定　期 150 A4 12 平成29年第5回県議会(9月定例会)提
出補正予算説明書(追加)

H29.09 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第2号)　平成29年度
(9月定例県議会)

定　期 330 A4 12 平成29年度一般会計補正予算(第2
号)説明資料

H29.09 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第3号)　平成29年度
(9月定例県議会)

定　期 150 A4 4 平成29年度一般会計補正予算(第3
号)説明資料

H29.09 財政課

県の出資等にかかる法人の経営
状況報告書
平成29年9月定例県議会提出

定　期 240 A4 461 県の出資等にかかる法人の経営状況
報告書(平成29年9月)

H29.09 財政課

主要施策の成果に関する報告書
平成28年度
平成29年9月定例会県議会提出

定　期 300 A4 406 平成28年度主要施策の成果に関する
報告書

H29.09 財政課

基金の運用状況書　平成28年度 定　期 150 A4 5 平成28年度基金の運用状況書 H29.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第6回(その1)
平成29年11月28日提出

定　期 440 A4 17 平成29年第6回沖縄県議会(定例会)
議案(その1) 甲第1号議案から甲第4
号議案

H29.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成29年第6回(その2)
平成29年11月28日提出

定　期 310 A4 51 平成29年第6回沖縄県議会(定例会)
議案(その2) 乙第1号議案から乙第
32号議案まで

H29.11 財政課

補正予算説明書
平成29年第6回県議会
(11月定例会)提出

定　期 370 A4 53 平成29年第6回沖縄県議会(11月定例
会)提出補正予算説明書

H29.11 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第4号)　平成29年度
(11月定例県議会)

定　期 330 A4 14 平成29年度一般会計補正予算(第4
号)説明資料

H29.12 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成30年第3回(その1)
平成30年2月14日提出

定　期 660 A4 68 沖縄県議会(定例会)の予算議案 H30.02 財政課
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総　　務　　部

沖縄県議会(定例会)議案
平成30年第3回(その2)
平成30年2月14日提出

定　期 430 A4 40 沖縄県議会(定例会)の予算議案 H30.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
平成30年第3回(その3)
平成30年2月14日提出

定　期 310 A4 205 沖縄県議会(定例会)の条例等議案 H30.02 財政課

当初予算説明書
平成30年第3回県議会
(2月定例会)提出

定　期 590 A4 630 当初予算(甲第1号から第24号)説明
書

H30.02 財政課

当初予算説明資料
平成30年度　(2月定例県議会)

定　期 560 A4 68 当初予算(甲第1号から第24号)説明
資料

H30.02 財政課

補正予算説明書
平成30年第3回県議会
(2月定例会)提出

定　期 360 A4 164 沖縄県議会(定例会)の補正予算説明
書

H30.02 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第5号)　平成29年度
(2月定例県議会)

定　期 320 A4 41 一般会計補正予算(第5号)説明資料 H30.02 財政課

沖縄県税務統計書　No.45
平成28年度

定　期 123 A4 297 平成28年度の県税決算額を中心に県
税に関する各種統計を掲載したもの

H29.12 税務課

所有者不明土地について
平成29年　　　　リーフレット
　
　　　　　　　　ポスター

不定期 7,000

300

所有者不明土地について、発生経緯
及び現状の周知、情報提供の呼びか
けを行うリーフレット・ポスター

H29.08 管財課A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:二つ折)

B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

経済情勢　平成28年度版 定　期 500 A4 59 沖縄県経済に係る指標・経済情勢・
経済の見通し等について解説、公表
する

H29.05 企画調整課

沖縄21世紀ビジョン基本計画
【改定計画】(沖縄振興計画
平成24年度～平成33年度)

不定期 5,000 A4 250 沖縄21世紀ビジョン基本計画【改訂
計画】

H29.05 企画調整課

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)　(平成29年10月)

定　期 2,500 A4 511 ｢沖縄21世紀ビジョン基本計画｣を推
進する活動計画

H29.10 企画調整課

沖縄県PDCA実施報告書
(対象年度:平成28年度)

定  期 260 A4 787 ｢沖縄21世紀ビジョン実施計画｣で示
した｢施策｣と｢主な取組｣を対象に、
検証等を行い、推進状況や成果指標
の達成状況をとりまとめたもの

H29.10 企画調整課

沖縄県議会(定例会)
知事提案説明要旨
平成30年第3回

定　期 1,000 A4 27 平成30年の県政運営に当たっての知
事の所信や次年度当初予算案、議案
の概要を述べるもの

H30.02 企画調整課

沖縄21世紀ビジョン
基本計画と実施計画
～未来へのマーチ～
平成30年2月

不定期 50,000 A4 18 沖縄21世紀ビジョンの概要(広報用
パンフレット)

H30.02 企画調整課

沖縄21世紀ビジョン
取組と成果　平成30年2月

不定期 40,000 A4 14 沖縄21世紀ビジョンの取組内容、成
果等(広報用パンフレット)

H30.02 企画調整課

重点施策　平成30年度 定　期 1,000 A4 67 沖縄県の県政運営の基本方針と重点
的に取組む事業について、県民に広
く周知するもの

H30.03 企画調整課

高等教育を受ける機会の創出・
環境整備等に係る調査　報告書
平成29年度

不定期 50 A4 200 調査報告書 H30.03 企画調整課

高等教育を受ける機会の創出・
環境整備等に係る調査　報告書
【概要版】　平成29年度

不定期 12 A4 35 表記事業の調査報告書の概要版 H30.03 企画調整課

TDM施策推進アクションプログ
ラム　平成29年6月

定　期 180 A4 100 行政機関、民間事業者、県民が連
携・協力して、TDM施策の取組を推
進していくための道筋を総合的、体
系的に示したもの

H29.06 交通政策課

沖縄鉄軌道構想段階PI
おきなわ鉄軌道ニュース
　　　　　　　第6号(2017年)
　　　　　　　第7号(2018年)

不定期 各600,000 B4 12
8

鉄軌道を含む新たな公共交通システ
ムの計画案づくりの検討状況を周知
するもの

H29.09
H30.02

交通政策課

沖縄県地価調査基準地の標準価
格一覧　平成29年
(平成29年7月1日現在)

定　期 350 A4 100 平成29年沖縄県地価調査結果の概要
および基準地の単位面積当たりの標
準価格の公表

H29.10 土地対策課

発　行
部　数

規格・頁数

企　　画　　部
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

企　　画　　部

沖縄県土地利用基本計画
(計画書・計画図)平成29年度

定　期 2 A4 13 国土利用計画法に基づき、土地利用
の調整等に関する事項を文章表示し
た計画書と五地域(都市、農業、森
林、自然公園及び自然保全)を地形
図上に記した計画図

H30.03 土地対策課

沖縄県土地利用規制現況図
平成29年度

定　期 15 A4 84 土地利用基本計画の五地域以外の土
地規制(鳥獣保護区等　計14種)につ
いての説明書とそれらを土地利用基
本計画図に重ねて表示した図面

H30.03 土地対策課

土地利用転換動向調査・基本図
平成29年度

定　期 2 A4 24 国土利用計画管理運営要領に基づ
き、国土利用計画法等計8法令に基
づく許可、届出、開発許可実績(年
又は年度)を記した台帳とそれらを
土地利用基本計画図に重ねて表示し
た基本図

H30.03 土地対策課

主要施設整備開発調査・基本図
平成29年度

定　期 2 A4 76 国土利用計画管理運営要領に基づ
き、道路、空港、大規模施設等、主
要施設の整備開発状況を記した台帳
とそれらを土地利用基本計画図に重
ねて表示した基本図

H30.03 土地対策課

土地利用動向調査・総括図
平成29年度

定　期 2 A4 46 土地利用転換動向調査及び主要施設
整備開発調査を統計情報と合わせて
総括的に記載

H30.03 土地対策課

沖縄県土地利用現況図
平成29年度

不定期 3 A2 12 県土を住宅地、商業地、公共用地、
耕作地等の利用状況に分類し表示

H30.03 土地対策課

沖縄の統計
平成29年4月～平成30年3月
(№462～№473)

定　期 1,200 A4 35 県内の主な指標、人口、労働力、賃
金、物価、商工業、所得、観光等に
ついて収録した毎月刊行の統計報告
書

毎月 統計課

県推計人口
    【平成29年4月1日～
      平成30年3月1日現在】

定　期 - A4 9 市町村が報告する毎月の出生数、死
亡数、転入者数、転出者数及び世帯
の増減を加減して、沖縄県内の市町
村別の人口及び世帯数を推計して公
表する

毎月 統計課

那覇市及び沖縄県の消費者物価
指数の動向
　　　　　【平成29年3月分～
　　　　　  平成30年2月分】
          【平成29年平均】

定　期 - A4

A4

23

15

国民の消費生活上重要な商品、サー
ビスの料金及び家賃を全国的規模で
毎月調査する調査結果より明らかに
された物価水準の変動の指標である
消費物価指数の資料

毎月

H30.01

統計課

沖縄県家計調査結果の概況
          【平成29年2月分～
            平成30年1月】
          【平成29年平均】

定　期 - A4

A4

18

18

世帯における家計収支の実態を毎月
把握し、国の経済施策、社会施策の
立案のための基礎資料を得ることを
目的とした家計調査の県の調査結果
の概況

毎月

H30.02

統計課

統計調査一覧　平成29年度 定　期 140 A4 67 平成29年度統計調査結果の概要 H29.04 統計課
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

企　　画　　部

学校基本調査速報　平成29年度
(平成29年5月1日現在)

定　期 - A4 52 学校基本調査(基幹統計・文部科学
省)にかかる県内学校(幼稚園～各種
学校)の統計資料

H29.08 統計課

学校基本統計
(学校基本調査報告書)
平成29年度

定　期 900 A4 186 学校基本調査(基幹統計・文部科学
省)にかかる県内学校(幼稚園～各種
学校)の統計資料

H30.03 統計課

沖縄県鉱工業指数年報
平成28年(平成22年基準)

定　期 100 A4 53 平成28年における県内鉱工業製品の
生産、出荷、在庫の動向を業種及び
財分類ごとに指数化し、収録したも
の

H29.10 統計課

沖縄県鉱工業指数
(平成22年基準)
　　　　　【平成29年2月分～
　　　　　　平成30年1月】

定　期 - A4 6 沖縄県鉱工業活動の動向を明らかに
する経済指標(毎月公表分)

毎月 統計課

100の指標からみた沖縄県のす
がた　(平成29年10月)

定　期 1,300 A5 117 自然環境、人口、産業・経済などの
各分野からなる100項目を基本的な
指標として選定し、全国における沖
縄県の位置を表したもの

H29.10 統計課

沖縄県統計グラフコンクール
入賞作品集　平成29年度

定　期 900 A4 11 平成29年度沖縄県統計グラフコン
クールにおける入賞作品24点の掲載

H29.12 統計課

労働力調査年報　平成28年 定　期 60 A4 11 沖縄県の労働力調査結果(平成28年
平均)をまとめたもの

H30.01 統計課

労働力調査(概要版)
　　　　　【平成29年3月分～
　　　　　　平成30年2月分】
　　　　　【平成28年度平均】
          【平成29年平均】

定　期 - A4

A4
A4

5

13
4

沖縄県の労働力調査の結果(完全失
業率、就業者数等)の毎月の公表

毎月

H29.05
H30.01

統計課

沖縄県の賃金、労働時間、雇用
の動き
－毎月勤労統計調査地方調査年
報－　平成28年

定　期 530 A4 84 平成28年年報 H30.02 統計課

沖縄県の賃金、労働時間、雇用
の動き
　　　　　【平成29年2月分～
　　　　　  平成29年12月分】
　　　　　【平成29年平均】

定　期 - A4

A4

26

20

雇用、給与及び労働時間について沖
縄県における変動を毎月(年平均に
ついては毎年)明らかにすることを
目的として刊行する統計資料

毎月

H30.03

統計課

沖縄県統計年鑑
平成29年版　第60回

定　期 370 A4 437 沖縄県の人口、経済、社会、教育等
に関する基本的な統計資料の総合誌

H30.03 統計課

みえる・わかる・おきなわ
(沖縄県勢要覧)　平成30年

定　期 3,000 A4 11 沖縄県のシンボル、位置、経緯・緯
度、地勢及び主要統計情報をグラフ
化したもの

H30.03 統計課
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

企　　画　　部

沖縄県試験研究成果情報
平成29年度

定　期 120 A4 106 県立6試験研究機関が実施し、平成
29年度沖縄県試験研究評価システム
で評価を受けた研究課題のうち、技
術移転が可能な成果や情報として活
用可能な成果の概要

H30.03 科学技術振
興課

住みよく魅力ある島づくり計画
－沖縄21世紀ビジョン離島振興
計画－　施策評価(5年目)
(対象年度:平成24年度～平成27
年度)　平成29年7月

不定期 250 A4 80 住みよく魅力ある島づくり計画の中
間地点である5年目を目途に、計画
で示した取組の実績、社会経済情勢
や県民ニーズの変化等を踏まえ、施
策効果や施策の基本方向等について
点検・評価を行い、必要に応じて本
計画の見直しを行うことを目的とし
て実施したもの

H29.07 地域・離島
課

住みよく魅力ある島づくり計画
－沖縄21世紀ビジョン離島振興
計画－　(平成24年度～平成33
年度)　【見直し版】
平成30年1月

不定期 800 A4 213 平成24年～平成33年度までの離島振
興に係る計画をまとめたもの

H30.01 地域・離島
課

離島関係資料　平成30年1月 定　期 620 A4 258 沖縄県離島における人口、産業、交
通・通信、生活環境施設等の現況を
把握する基礎資料

H30.01 地域・離島
課

私たちと水　平成30年3月 定　期 18,300 B5 21 小学4年生を対象とした、水資源や
水の有効利用等についての副読本

H30.03 地域・離島
課

沖縄県市町村概要
(平成30年3月)

定　期 4,000 A5 194 市町村の財政状況等の概要 H30.03 市町村課

市町村行財政概況(第61集)
平成30年3月

定　期 600 A4 306 沖縄県内市町村の行政、財政に関す
る主要な調査結果をとりまとめたも
の

H30.03 市町村課

地方交付税算定状況<市町村分>
平成29年度

定　期 160 A4 294 平成29年度の地方交付税(市町村分)
の算定結果を中心に地方交付税関係
資料をまとめたもの

H30.03 市町村課
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

環境白書　平成28年度報告 定　期 220 A4 250 県の環境の現状と対策について H30.03 環境政策課

航空機騒音測定結果
(嘉手納飛行場・普天間飛行
場・那覇空港)　平成28年度

定　期 150 A4 95 平成28年度航空機騒音測定結果の取
りまとめ結果報告書(市町村分を含
む)

H29.09 環境保全課

まるごと沖縄クリーンビーチ！
2017

定　期 2,000 ポイ捨て防止等の美化意識を県民に
浸透させ、もって海洋環境保全思想
の普及啓発を行うため、県内全域で
クリーンアップ活動等を実施するポ
スター

H29.05 環境整備課

廃棄物対策の概要
平成30年1月

定　期 230 A4 107 沖縄県の廃棄物対策の概要 H30.01 環境整備課

産業廃棄物適正処理ガイドブッ
ク　～排出事業者向け～
平成30年3月

不定期 4,000 A4 49 産業廃棄物の適正処理に関するガイ
ドブック

H30.03 環境整備課

一生うちの子プロジェクト
捨て犬・捨て猫をゼロにする。
｢ぼくたちを捨てないで｣
        リーフレット
　
　　　　ポスター(写真版)
　　　　ポスター(イラスト版)

不定期 305,000

900
1,000

犬猫遺棄防止および適正飼養の普及
啓発リーフレット、ポスター

　

H30.02 自然保護課

改訂・沖縄県の絶滅のおそれの
ある野生生物　菌類編・植物編
レッドデータおきなわ(第3版)

不定期 500 A4 708 沖縄県内の貴重な野生生物相の現状
を把握し、野生生物及びその生育・
生息地を次世代に引き継ぐための保
護対策を講ずる基礎資料

H30.03 自然保護課

事業概要　平成28年度 定　期 400 A4 55 平成28年度の本島管内における狂犬
病予防及び動物愛護管理行政に関す
る事業報告

H30.01 動物愛護管
理センター

平成29年度美ら島おきなわ・花
と緑の名所100選　   チラシ
 
                    ポスター

不定期 2,000

2,000

平成29年度の花と緑の名所を公募す
るための周知用チラシ、ポスター

H29.07 環境再生課

第4回フクギの日デジタルフォ
トコンテスト        チラシ
　　　　　　　      ポスター

不定期 4,100
580

｢フクギの日｣を普及するためのフォ
トコンテストの周知用チラシ、ポス
ター

H29.08 環境再生課

環境マネジメントシステム・環
境方針
沖縄県が目指す環境像　豊かな
自然環境に恵まれた安全・安心
でやすらぎと潤いのある沖縄県

不定期 150 環境マネジメントシステム(ISO140
01)環境方針について職員の意識高
揚を図るためのポスター

H29.09 環境再生課

全島緑化県民運動 不定期 2,000 全島緑化県民運動を普及啓発するた
めの周知用ポスター

H30.01 環境再生課

毛虫について学ぼう  チラシ
                    ポスター

不定期 4,500
2,350

緑化樹木につく虫のチラシ、ポス
ター

H30.03 環境再生課A4チラシ
A2ポスター

A4チラシ
A2ポスター

B2ポスター

B2ポスター

A4チラシ
(A3:二つ折)

A2ポスター

発　行
部　数

規格・頁数

環　　境　　部

B2ポスター

B5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(B4:二つ折)

A3ポスター
A3ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

環　　境　　部

全国育樹祭基本計画　第43回 不定期 3,000 A4 21 平成31年秋季に開催予定の第43回全
国育樹祭に関する基本計画

H30.03 環境再生課

沖縄県地球温暖化対策実行計画
進捗管理報告書

定　期 10 県内における直近の温室効果ガス排
出量の状況把握および実行計画の取
組みの進捗管理

H30.03 環境再生課CD-ROM
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

子ども生活福祉行政の概要
平成30年2月

定　期 50 A4 280 子ども生活福祉部所管業務の概要に
ついて

H30.02 福祉政策課

沖縄県の生活保護
平成29年度版(資料:平成28年度
生活保護統計)

定　期 150 A4 87 沖縄県内の生活保護動向の推移や現
状を、福祉行政報告例や被保護者全
国一斉調査等の数値を元に編集した
もの

H30.03 福祉政策課

北部福祉事務所概況
平成28年度

定　期 50 A4 46 平成28年度の北部福祉事務所におけ
る事業報告

H29.09 北部福祉事
務所

宮古福祉事務所概要
平成28年度

定　期 50 A4 37 平成28年度の宮古福祉事務所に関す
る概要

H29.11 宮古福祉事
務所

八重山福祉事務所概要
平成28年度

定　期 5 A4 30 平成28年度の八重山福祉事務所に関
する概要

H29.09 八重山福祉
事務所

老人の日・老人週間
(2017年9月15日～21日)
　　　　　　　　パンフレット
　　　　　　　　ポスター

定　期
不定期

530
400

｢老人の日・老人週間｣広報用パンフ
レット、ポスター

H29.08 高齢者福祉
介護課

沖縄県高齢者保健福祉計画
平成30年度～32年度
(沖縄県老人福祉計画・第7期
沖縄県介護保険事業支援計画)

定　期 700 A4 179 平成30年度から32年度までの3年間
を計画期間とする、老人福祉及び介
護保険事業に関する計画

H30.03 高齢者福祉
介護課

沖縄県青少年育成県民運動
平成29年度

定　期 1,000 A4 21 県内青少年の健全育成を推進するた
め、各市町村の相談窓口や少年犯罪
の統計データ等を掲載している

H29.07 青少年・子
ども家庭課

おきなわ出会い応援
シンポジウム        チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 7,000
700

内閣府の少子化対策交付金を活用し
た県主催のシンポジウム広報用チラ
シ、ポスター

H29.10 青少年・子
ども家庭課

女性保護事業のあらまし
平成29年度(平成28年度実績)

定　期 72 A4 35 沖縄県女性相談所の業務概要(各配
偶者暴力相談支援センターの相談実
績を含む)

H29.12 女性相談所

業務概要　平成29年度 定　期 125 A4 53 若夏学院の業務内容及び統計 H30.02 県立若夏学
院

沖縄県高校生調査
詳細分析報告書
《2017年度沖縄子ども調査事
業》

不定期 200 A4 80 2016年に実施した沖縄県高校生調査
の詳細分析報告書

H30.03 子ども未来
政策課

沖縄県福祉のまちづくり賞
候補者募集　平成29年度
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

定　期 3,000
500

平成29年度沖縄県福祉のまちづくり
賞候補者募集チラシ、ポスター

H29.09 障害福祉課

沖縄県福祉のまちづくり賞表彰
事例集　平成28年度

定　期 2,000 A4 6 平成28年度沖縄県福祉のまちづくり
賞事例集

H29.10 障害福祉課

A4チラシ
A2ポスター

発　行
部　数

規格・頁数

子ども生活福祉部

A4　 　　6
B3ポスター

A4チラシ
B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

子ども生活福祉部

沖縄県障害福祉計画　第5期
沖縄県障害児福祉計画　第1期
平成30年4月～平成33年3月

定　期 500 A4 103 平成30年度から32年度までの3年間
を計画期間とする、障害者総合支援
法及び児童福祉法の規定に基づく計
画

H30.03 障害福祉課

事業概要　平成29年版 定　期 130 A4 23 平成29年度版　事業概要 H29.07 身体障害者
更生相談所
／知的障害
者更生相談
所

第3次沖縄県消費者基本計画
平成29年4月

定　期 400 A4 72 沖縄県消費生活条例にもとづき、本
県の消費者行政を総合的かつ計画的
に推進するための計画

H29.04 消費・くら
し安全課

特定非営利活動法人の設立及び
管理・運営の手引き
平成30年4月

不定期 1,000 A4 239 NPO法人設立手続き、法人運営、書
類作成方法・Q&Aほか、法令違反等
に対する監督・罰則等を解説した

H30.03 消費・くら
し安全課

がじまる　2017年春号　No.386
　　　　　2017年夏号　No.387
　　　　　2017年秋号　No.388
　　　　　2018年冬号　No.389

定　期 各16,000 A4 4 相談の多い消費者トラブル事例の紹
介、くらしに役立つ消費生活情報の
提供等

H29.05
H29.08
H29.11
H30.02

消費生活セ
ンター

夏の交通安全県民運動
～飲酒運転根絶取組強化期間～
｢その1杯は　ザンゲの道へ
続いてる｣　　　　　チラシ
　　　　　　　　　 ポスター

定　期 20,000
5,000

夏の交通安全県民運動の実施を、県
民及び関係団体に広く啓発するもの

H29.06 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全推
進協議会)

飲酒運転するわけ？！
STOP！！飲酒運転 定　期 4,000 飲酒運転根絶取組強化期間に、飲酒

運転根絶について県民及び関係団体
に広く啓発するもの

H29.07 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全推
進協議会)

秋の交通安全県民運動
｢軽い気持ちに　反して下る
重い罰｣             チラシ
                    ポスター

定　期 20,000
5,000

秋の交通安全県民運動の実施を、県
民及び関係団体に広く啓発するもの

H29.08 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全推
進協議会)

飲酒運転根絶県民大会
                    チラシ
                    ポスター

定　期 15,000
3,000

飲酒運転根絶県民大会の実施を、県
民及び関係団体に広く啓発するもの

H29.09 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全推
進協議会)

年末年始の交通安全県民運動
｢飲酒運転は絶対だめだよ！
わかるよね｣         チラシ
                    ポスター

定　期 20,000
5,000

年末年始の交通安全県民運動の実施
を、県民及び関係団体に広く啓発す
るもの

H29.11 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全推
進協議会)

A4チラシ
B2ポスター

A3ポスター

A4チラシ
B2ポスター

A4チラシ
A2ポスター

A4チラシ
B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

子ども生活福祉部

春の交通安全県民運動
｢よくみせて　ちいさなきみの
おおきなて｣         チラシ
                    ポスター

定　期 20,000
5,000

春の交通安全県民運動の実施を、県
民及び関係団体に広く啓発するもの

H30.02 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全推
進協議会)

沖縄県交通安全実施計画
平成29年度

定　期 45 A4 68 平成29年度の沖縄県交通安全実施計
画

H30.03 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全推
進協議会)

交通安全運動実施基本方針
平成30年度

定　期 30 A4 71 平成30年度の交通安全運動実施基本
方針

H30.03 消費・くら
し安全課(沖
縄県交通安全対
策会議)

計量業務の概要　平成29年度版 定　期 5 計量検定所の概要、業務実績、統計
資料

H29.11 計量検定所

第5次沖縄県男女共同参画計画
～DEIGOプラン～　概要版
(平成29年3月)

不定期 2,000 A4 7 平成29年度から平成33年度までの5
年間、県で男女共同参画社会を実現
するための基本方向を示す計画の概
要版

H29.05 平和援護・
男女参画課

with you 性暴力について
あなたに知ってほしいこと
沖縄県性暴力被害者ワンストッ
プ支援センター

不定期 22,000 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支
援センター相談ダイヤルの普及啓発
のためのカード

H29.07 平和援護・
男女参画課

沖縄県平和祈念資料館年報
第17号　2016年度

定　期 500 A4 73 沖縄県平和祈念資料館の調査研究事
業、展示活動、教育普及事業及び広
報活動等

H29.06 平和祈念資
料館

沖縄県平和祈念資料館だより
　　　　　No.33　平成29年8月
　　　　　No.34　平成30年3月

定　期 各2,500 A4 8 沖縄県平和祈念資料館の事業報告及
び広報活動等

H29.08
H30.03

平和祈念資
料館

第18回　特別企画展
戦世と沖縄芝居
－夢に見る沖縄　元姿やしが－
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期
不定期
定　期

3,000
1,000
1,000

平成29年度沖縄県平和祈念資料館第
19回特別企画展｢戦世と沖縄芝居｣の
チラシ、ポスター、図録

H29.10 平和祈念資
料館

沖縄県平和祈念資料館
リーフレット　平成29年

定　期 160,000 平和祈念資料館パンフレット H29.10 平和祈念資
料館

沖縄県平和祈念資料館
リーフレット【英語版】
平成29年
Okinawa　Prefectural Peace
Memorial　Museum

不定期 35,000 上記と同様(英語版) H29.12 平和祈念資
料館

A4チラシ
B2ポスター

CD-ROM

9×5カード

A4チラシ
B2ポスター
A4　　　74

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(40×21:四つ折)

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(40×21:四つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

子ども生活福祉部

沖縄県平和祈念資料館
リーフレット【スペイン語版】
平成29年
Museo Conmemorativo de la
Paz de la Prefectura de
Okinawa

不定期 3,000 平和祈念資料館パンフレット
(スペイン語版)

H29.12 平和祈念資
料館

児童・生徒の平和メッセージ展
実施報告書
平成29年度(第27回)

定　期 900 A4 104 第27回｢児童・生徒の平和メッセー
ジ展｣の実施概要、生徒作品につい
て掲載

H30.03 平和祈念資
料館

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(40×21:四つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

保健医療行政の概要
(平成30年3月)

定　期 5 平成29年度版保健医療行政の概要 H30.03 保健医療総
務課

アルコール問題相談機関一覧 不定期 1,000 自殺予防の普及啓発及びアルコール
依存症普及啓発用リーフレット

H29.04 北部保健所

北部保健所活動概況
平成28年度

定　期 90 A4 119 平成28年度の北部保健所各班の活動
報告書・資料

H29.07 北部保健所

北部保健所管内における
市町村・職域健診データの健康
実態分析事業報告書

不定期 70 A4 68 北部保健所管内における市町村及び
職域健診データ分析結果

H30.03 北部保健所

中部保健所活動概況
平成29年度版

定　期 120 A4 165 所内概要、業務内容と実績、調査研
究、統計、資料

H29.08 中部保健所

フッ化物洗口でむし歯予防 不定期 2,000 フッ化物洗口の説明及び推奨 H30.03 中部保健所

早期なら完治につながる 不定期 50,000 大腸がん受診推奨 H30.03 中部保健所

南部保健所活動概況
平成28年度

定　期 3 南部保健所の事業概要 H29.12 南部保健所

宮古保健所概要
平成28年度

定　期 120 A4 121 宮古保健所の概要、業務・活動実
績、統計資料

H29.10 宮古保健所

八重山保健所概要
平成28年度

定　期 60 A4 112 平成28年度の八重山保健所運営に関
する事業報告

H29.12 八重山保健
所

沖縄県立看護大学
入学者選抜実施要項
平成30年度

定  期 1,400 A4 9 平成30年度入学者選抜試験の概要 H29.06 県立看護大
学

沖縄県立看護大学
入学者選抜実施要項
別科助産専攻　平成30年度

定  期 500 A4 5 平成30年度沖縄県立看護大学別科助
産専攻入学者選抜試験の概要

H29.06 県立看護大
学

沖縄県立看護大学
大学院生募集要項
博士前期課程
平成30年度

定  期 400 A4 12 平成30年度沖縄県立看護大学大学院
生募集要項(博士前期課程)

H29.06 県立看護大
学

沖縄県立看護大学
大学院生募集要項
博士後期課程
平成30年度

定  期 400 A4 10 平成30年度沖縄県立看護大学大学院
生募集要項(博士後期課程)

H29.06 県立看護大
学

沖縄県立看護大学
学生募集要項(特別選抜)
平成30年度

定　期 600 A4 14 平成30年度学生募集要項(特別選抜) H29.09 県立看護大
学

沖縄県立看護大学
学生募集要項
別科助産専攻
(推薦選抜・社会人特別選抜)
平成30年度

定　期 400 A4 10 平成30年度沖縄県立看護大学別科助
産専攻学生募集要項(推薦選抜・社
会人特別選抜)

H29.09 県立看護大
学

A4チラシ

A4チラシ

CD-ROM

発　行
部　数

規格・頁数

保 健 医 療 部

CD-ROM

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

保 健 医 療 部

沖縄県立看護大学
学生募集要項(一般選抜)
平成30年度

定  期 1,650 A4 14 平成30年度学生募集要項(一般選抜) H29.09 県立看護大
学

沖縄県立看護大学
学生募集要項
別科助産専攻(一般選抜)
平成30年度

定  期 650 A4 10 平成30年度沖縄県立看護大学別科助
産専攻学生募集要項(一般選抜)

H29.09 県立看護大
学

沖縄県立看護大学
大学院生募集要項(2次募集)
博士前期・後期課程
平成30年度

定  期 200 A4 18 平成30年度大学院生募集要項 H29.12 県立看護大
学

沖縄県立看護大学広報誌
かせかけ　第30号

定　期 4,000 A4 21 大学紹介・お知らせ H30.03 県立看護大
学

沖縄県立看護大学大学案内
2018

定　期 4,000 A4 20 平成30年度の大学案内 H30.03 県立看護大
学

気をつけよう！！
海のキケン生物　平成29年度版
パンフレット【日本語版】
パンフレット【英語版】
パンフレット【中国語簡体版】

パンフレット【中国語繁体版】

パンフレット【韓国語版】

ポスター【日本語版】
ポスター【多言語版】

定　期
定　期
不定期

不定期

不定期

定　期
不定期

15,000
3,000

26,000

26,000

26,000

2,200
2,000

海洋危険生物の生態及び応急処置を
紹介したパンフレット(日本語版、
英語版、中国語簡体版、中国語繁体
版、韓国語版)、ポスター(日本語
版、多言語版）

H29.06
H29.06
H30.02

H30.02

H30.02

H29.06
H30.02

衛生環境研
究所

ハブに注意！第6改訂 不定期 4,000 A4 8 ハブの生態、応急処置、対策等を紹
介したパンフレット

H29.06 衛生環境研
究所

ハブに注意！
パンフレット【英語版】
パンフレット【中国語簡体版】
パンフレット【中国語繁体版】
パンフレット【韓国語版】
ポスター　　【多言語版】

不定期 各13,000

1,000

ハブの生態、応急処置を紹介したパ
ンフレット(英語版、中国語簡体
版、中国語繁体版、韓国語版)、ポ
スター(多言語版）

H30.02 衛生環境研
究所

沖縄県衛生環境研究所報
第51号　平成29年

定　期 100 A4 103 業務概況及び調査研究報告ほか H29.12 衛生環境研
究所

抗毒素研究報告書　平成29年度
(事業報告書:抗ハブ毒ヒト抗毒
素の実用化事業)

定　期 - A4 40 事業報告書:抗ハブ毒ヒト抗毒素の
実用化事業の概要

H30.03 衛生環境研
究所

危険外来種咬症対策モデル事業
報告書　平成29年度

定　期 5 平成29年度の危険外来種咬症対策モ
デル事業に関する事業報告書

H30.03 衛生環境研
究所

ハブクラゲ等危害防止対策事業
報告書　平成29年度

定　期 5 平成29年のハブクラゲ等危害防止対
策事業に関する事業報告

H30.03 衛生環境研
究所

衛生統計年報(人口動態編)
平成27年

定　期 150 A4 244 沖縄県の人口動態に関する業務統計
資料

H29.06 医療政策課

CD-ROM

CD-ROM

A6　　　14
A6　　　14

10×21
(A4:三つ折)

10×21
(A4:三つ折)

10×21
(A4:三つ折)

A1ポスター
A1ポスター

10×21
(A4:三つ折)

A1ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

保 健 医 療 部

衛生統計年報(人口動態編)
平成28年

定　期 150 A4 244 沖縄県の人口動態に関する業務統計
資料

H30.03 医療政策課

衛生統計年報(人口動態編2)
－保管統計表－　平成28年

定　期 42 A4 298 沖縄県の人口動態に関する業務統計
資料

H30.03 医療政策課

衛生統計年報(衛生統計編)
平成28年

定　期 240 A4 150 沖縄県の衛生に関する各種保健統計
や業務統計資料

H30.03 医療政策課

沖縄県がん登録事業報告
(平成25年(2013年)の罹患集計)
平成29年度

定　期 200 A4 122 平成25年(2013年)のがん罹患集計 H29.08 健康長寿課

沖縄県がん登録事業報告
(平成26年(2014年)の罹患集計)
平成29年度

定　期 200 A4 126 平成26年(2014年)のがん罹患集計 H30.03 健康長寿課

歯周病と糖尿病のこわい関係
～お口の健康維持で防ごう
重症化～

不定期 1,000 歯周病と糖尿病の関連についての普
及啓発用ポスター

H29.11 健康長寿課

県民健康・栄養調査の現状
平成28年度
沖縄県県民健康・栄養調査結果

定　期
(5年毎)

257 A4 395 平成28年度に実施した県民健康・栄
養調査の結果

H30.02 健康長寿課

健康おきなわ21(第2次)
中間評価報告書　平成30年3月

不定期 280 A4 150 沖縄県の健康増進計画｢健康おきな
わ21(第2次)｣の中間評価報告書

H30.03 健康長寿課

おきなわがんサポートハンド
ブック　地域の療養情報
2018年度版

定　期 25,000 A5 103 平成30年度版がん情報提供資材 H30.03 健康長寿課

知っていますか？受動喫煙
吸わない人への健康被害

不定期 10,000 受動喫煙防止対策用リーフレット H30.03 健康長寿課

沖縄県アルコール健康障害対策
推進計画　平成30年3月

不定期 300 A4 57 県内におけるアルコール健康障害対
策を総合的に推進することを目的に
策定した計画

H30.03 健康長寿課
／地域保健
課

沖縄県アルコール健康障害対策
関係機関リスト　平成30年3月
沖縄県アルコール健康障害対策
推進計画(関係支援機関用資料)

不定期 500 A4 22 県内におけるアルコール相談・関係
機関リスト

H30.03 健康長寿課
／地域保健
課

知っていますか？ハンセン病の
こと　療養所のこと
2017年6月

定　期 31,600 ハンセン病に対する偏見・差別の解
消及びハンセン病回復者の名誉を回
復することを目的としたパンフレッ
ト。ハンセン病とはどのような病気
か、このようなことがどうして起き
たのか等の内容を掲載している

H29.06 地域保健課

熱中症はこえかけで防げる
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

定　期 47,200
3,150

熱中症予防の普及啓発用チラシ、ポ
スター

H29.06 地域保健課

沖縄県における精神保健福祉の
現状　平成28年

定　期 480 A4 44 沖縄県内における精神保健福祉の現
状をとりまとめた冊子

H29.12 地域保健課

A4チラシ
B2ポスター

A2ポスター

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:二つ折)

A4
(63×30:三つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

保 健 医 療 部

結核の現状　平成29年版 定　期 150 A4 65 沖縄県の結核の現状と結核対策につ
いて

H30.03 地域保健課

沖縄県の母子保健
－平成29年度刊行・2017－
(平成26年度資料)

定　期 300 A4 165 母子保健統計、市町村母子保健事業
内容

H30.03 地域保健課

沖縄県感染症発生動向調査事業
報告書　平成28年

定　期 160 A4 174 沖縄県内における感染症の発生状況
等

H30.03 地域保健課
／衛生環境
研究所

総合精神保健福祉センター所報
平成28年度

定　期 400 A4 56 センター業務案内等 H29.11 総合精神保
健福祉セン
ター

精神保健福祉だより　おきなわ
No.31　(平成30年3月)

定　期 450 A4 4 センター業務案内等 H30.03 総合精神保
健福祉セン
ター

参加してみませんか
自死遺族の｢分かち合い｣の会

定　期 4,000 案内 H30.03 総合精神保
健福祉セン
ター

人を信じられない病
～依存症の理解と対応～

定　期 1,000 案内 H30.03 総合精神保
健福祉セン
ター

ひきこもり専門支援センター
通信　第1号　(平成30年3月)

定　期 1,000 A4 4 ひきこもり専門支援センター業務案
内等

H30.03 総合精神保
健福祉セン
ター

沖縄県水道水質管理計画
平成30年2月

不定期 5 沖縄県内の水道事業者等が適切に水
質検査を行うとともに、体系的・組
織的に水道監視を行う体制を整備す
ることにより、県内の水道の安全を
確保することを目的として定めた計
画

H30.02 衛生薬務課

事業概要　平成28年度 定　期 150 A4 63 中央及び北部食肉衛生研究所の概
要、検査事業の概要。と畜検査、食
鳥検査、精密検査、調査研究など

H29.09 中央食肉衛
生検査所／
北部食肉衛
生検査所

国民健康保険事業状況
平成27年度

定　期 100 A4 180 本県における国民健康保険に関する
諸統計

H29.10 国民健康保
険課

沖縄県国民健康保険運営方針
［平成30年3月7日決定］

不定期 350 A4 80 国民健康保険法第82条の2第1項に基
づく都道府県国民健康保険運営方針

H30.03 国民健康保
険課

第三期沖縄県医療費適正化計画 不定期 200 A4 56 高齢者の医療の確保に関する法律第
9条に基づく本県における医療費の
適正化に向けた取組を推進するため
の計画

H30.03 国民健康保
険課

A4チラシ

A4チラシ

CD-ROM
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄21世紀農林水産業振興計画
(後期:平成29年度～平成33年
度)

定　期
(5ヵ年)

600 A4 121 沖縄振興特別措置法に基づき策定さ
れた｢沖縄21世紀ビジョン基本計画｣
における農林水産業分野のアクショ
ンプラン

H29.05 農林水産総
務課

普及に移す技術の概要
平成29年度

定　期 85 平成29年度普及に移す技術の概要 H29.12 農林水産総
務課

沖縄の農林水産業
平成30年3月

定　期 2,000
（内概要版

300）

A4 65 沖縄県の概況、農林水産業統計等 H30.03 農林水産総
務課

農業関係統計　平成30年3月 定　期 300 A4 200 県及び圏域・市町村別の沖縄農業に
関する統計情報

H30.03 農林水産総
務課

普及指導計画書　平成29年度
～やんばるの農業・農村の活性
化をめざして～

定　期 120 A4 36 平成29年度普及指導計画 H29.04 北部農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

普及だより　ちむ美らさ
　　　　　　　　　　　第82号
　　　　　　　　　　　第83号
　　　　　　　　　　　第84号
　　　　　　　　　　　第85号
　　　　　　　　　　　第86号
　　　　　　　　　　　第87号

定　期 各753 A4 6
4
4
4
4
4

農業生産者、関係機関(市町村、農
業委員会、農業団体等)に発信する
農業技術、普及指導活動に関する情
報誌

H29.05
H29.07
H29.09
H29.11
H30.01
H30.03

北部農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

普及のあしあと　やんばる
平成29年度普及指導活動実績書

定　期 150 A4 81 平成29年度普及指導計画に基づく主
な活動実績

H30.03 北部農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

北部農林水産振興センター
農業水産整備課事業概要
平成29年度

定　期 400 A4 34 平成29年度事業概要 H29.10 北部農林水
産振興セン
ター(農林水産
整備課)

沖縄県北部農林水産振興セン
ター森林整備保全課　業務概要
平成29年度

定　期 5 平成29年度森林整備保全課業務概要 H29.07 北部農林水
産振興セン
ター(森林整備
保全課)

農業改良普及指導計画書
平成29年度
～アララガマ島ぬ農業と普及～

定　期 100 A4 37 平成29年度の普及指導計画書 H29.04 宮古農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

宮古ワイドーぱり　 　第152号
　　　　　　　     　第153号
                     第154号
                     第155号

定　期 各500 A4 6
6
4
6

農業者、関係機関団体への農業情報
の発信

H29.05
H29.08
H29.11
H30.02

宮古農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

普及のあゆみ　平成29年度
普及指導活動実績書
平成30年3月

定　期 100 A4 179 普及指導活動実績 H30.03 宮古農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

CD-ROM

CD-ROM
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

宮古農林水産振興センター
農林水産整備課事業概要
平成29年度

定　期 600 A4 42 平成29年度における宮古農林水産振
興センター農林水産整備課の業務の
概要説明

H30.03 宮古農林水
産振興セン
ター(農林水産
整備課)

普及やいま　         第141号
　　　　　　　　     第142号
                     第143号

定　期 各300 A4 4 八重山地区内における農産物の栽培
技術紹介、病害虫注意喚起、表彰者
紹介等

H29.06
H29.10
H30.02

八重山農林
水産振興セ
ンター

八重山の農林水産業
平成29年度

定　期 200 A4 80 八重山の農林水産業に関する概要説
明

H30.03 八重山農林
水産振興セ
ンター

南の島の普及活動　平成28年度 定　期 100 A4 112 八重山農業改良普及課の活動実績、
調査研究、展示圃結果、各種表彰事
業等々の紹介

H29.04 八重山農林
水産振興セ
ンター(農業
改良普及課)

八重山農林水産振興センター
農林水産整備課事業概要
平成29年度

不定期 300 A4 31 八重山農林水産振興センター農林水
産整備課の所管する事業紹介および
事業位置図

H30.03 八重山農林
水産振興セ
ンター(農林
水産整備課)

八重山家保便り　平成29年度
                 　    第1号
　　　　　 　　　　　　第2号
　　　　 　　　　　　　第3号
　　　　　　　　 　　　第4号
　　　　　 　　　　　　第5号

不定期 各26 A4 4 八重山家畜保健衛生所の業務に関す
る概要説明

H29.04
H29.08
H29.11
H29.12
H30.01

八重山家畜
保健衛生所

業務年報　平成26年度 不定期 100 A4 68 沖縄農業研究センターの業務に関す
る報告書

H30.02 農業研究セ
ンター

業務年報　平成27年度 不定期 100 A4 69 沖縄農業研究センターの業務に関す
る報告書

H30.02 農業研究セ
ンター

業務年報　平成28年度 不定期 100 A4 65 沖縄農業研究センターの業務に関す
る報告書

H30.02 農業研究セ
ンター

沖縄県農業研究センター研究報
告　第12号　平成30年3月

定　期 70 A4 50 農業の試験研究に関する論文 H30.03 農業研究セ
ンター

沖縄県畜産研究センター試験研
究報告　2016年度　第54号

定　期 280 A4 103 平成28年度試験研究他関連業務への
取り組み状況及びその成果に関する
報告

H29.04 畜産研究セ
ンター

研究報告　No.58　平成27年度 定　期 250 A4 15 沖縄県森林資源研究センターにおけ
る平成27年度の研究成果報告

H30.03 森林資源研
究センター

研究報告　No.59　平成28年度 定　期 250 A4 29 沖縄県森林資源研究センターにおけ
る平成28年度の研究成果報告

H30.03 森林資源研
究センター

業務報告　第28号　平成28年度 定　期 250 A4 52 平成28年度研究業務に関する報告 H30.03 森林資源研
究センター

水産業改良普及事業活動実績報
告書　平成28年度

定　期 200 A4 126 沖縄県水産業普及事業の実績・内容
について

H30.02 水産海洋技
術センター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

研究業務報告　第16号
平成27年度

不定期 100 A4 32 平成27年度の業務に関する報告 H30.03 海洋深層水
研究所

おきなわ食材の店
(平成30年1月)

不定期 10,000 A5 58 平成29年度現在の｢おきなわ食材の
店｣登録店舗情報

H30.01 流通・加工
推進課

食品表示制度　正しい食品表示
は事業者の義務です。

不定期 3,000 食品義務制度の概要 H30.03 流通・加工
推進課

市場概要　平成29年度版 定　期 500 A4 29 中央卸売市場の組織や所掌事務、平
成29年度歳入歳出予算、平成28年度
卸売(青果部・花卉部)取扱状況

H29.07 中央卸売市
場

市場年報　平成29年 定　期 150 A4 284 卸売業者が取引した野菜・果実・鉢
物・切花の1年間の取り扱い状況を
各種報告書を基に作成した

H30.03 中央卸売市
場

農業制度資金のご案内
平成29年度版

定　期 3,300 A4 7 主要農業制度資金の概要説明 H29.09 農政経済課

沖縄県特殊病害虫防除事業報告
(第42号)　平成28年度

定　期 100 A4 295 平成28年度特殊病害虫防除事業に関
する事業報告

H30.03 営農支援課

沖縄県特殊病害虫防除事業報告
(概要版)　平成28年度

定　期 100 A4 109 平成28年度特殊病害虫防除事業に関
する事業報告(概要版)

H30.03 営農支援課

普及指導計画書　平成29年度 定　期 100 A4 57 中部管内図、普及活動体制、普及指
導活動方針及び普及指導計画

H29.04 中部農業改
良普及セン
ター

普及指導員調査研究報告書
平成28年度

定　期 60 A4 60 普及指導員調査研究結果報告 H29.04 中部農業改
良普及セン
ター

普及センターだより　なかがみ
　　　　　　　　　　 第128号
　　　　　　　　　　 第129号
　　　　　　　　　　 第130号

定　期 各500 A4 6 普及センターの活動方針と活動体
制、各作物の栽培技術情報や実証展
示ほ結果、各種講座開催案内、農業
士等普及組織の活動状況、各種認定
表彰者情報等を紹介

H29.05
H29.10
H30.03

中部農業改
良普及セン
ター

普及のあゆみ　第29号
平成30年3月

定　期 110 A4 120 平成29年度普及指導計画に基づく普
及活動実績、農業技術実証展示ほ成
果等を掲載

H30.03 中部農業改
良普及セン
ター

普及指導計画　平成29年度評価 定　期 60 A4 27 平成29年度普及指導計画に基づく普
及活動実績、評価まとめ

H30.03 中部農業改
良普及セン
ター

ふぇーぬ風　　　　　 第129号
　　　　　　　　　　 第130号

定　期 各650 A4 8 農業改良普及活動情報 H29.09
H30.03

南部農業改
良普及セン
ター

プロジェクト学習の実績
平成29年度

定　期 170 A4 100 沖縄県立農業大学校本科第38期生に
よるプロジェクト学習成果と短期養
成科11期生の学習成果等のまとめ

H30.03 農業大学校

A4
(A3:二つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

沖縄県の園芸・流通
平成29年11月

定　期 324 A4 146 沖縄県の園芸作物(野菜、花卉、果
樹)の生産状況や流通等について

H29.11 園芸振興課
／流通・加
工推進課

さとうきび及び甘しゃ糖生産実
績　平成28／29年期

定　期 336 A4 90 さとうきび及び甘しゃ糖の平成28年
度産に関する生産実績及び収穫機械
稼働実績、バガス・ケーキ・糖蜜に
関する利用状況

H29.08 糖業農産課

糖業年報　第57号
(平成29年3月)

定　期 330 A4 146 さとうきび及び砂糖生産、製糖施設
など沖縄糖業に係る統計・情報を収
録

H30.02 糖業農産課

糖業年報　第58号
(平成30年3月)

定　期 300 A4 146 さとうきび及び砂糖生産、製糖施設
など沖縄糖業に係る統計・情報を収
録

H30.03 糖業農産課

手摘み｢べにふうき｣を用いた紅
茶加工
《おきなわ紅茶ブランド化支援
事業》

不定期 200 A4 12 ソフト交付金事業｢おきなわ紅茶ブ
ランド化支援事業｣事業成果

H30.03 糖業農産課
／農業研究
センター名
護支所

沖縄在来カンキツを用いたフ
レーバーティの開発
《おきなわ紅茶ブランド化支援
事業》

不定期 200 A4 4 ソフト交付金事業｢おきなわ紅茶ブ
ランド化支援事業｣事業成果

H30.03 糖業農産課
／農業研究
センター名
護支所

家畜・家きん等の飼養状況調査
結果　平成28年12月末

定　期 250 A4 58 平成28年12月末時点の沖縄県内家
畜・家きんの飼養状況まとめ

H29.04 畜産課

｢流通飼料と飼料安全法｣のしお
り平成30年3月
《流通飼料対策事業》

定　期 300 A4 63 平成29年度の流通飼料と飼料安全法
に関するしおり

H30.03 畜産課

山羊経営技術指標《おきなわ山
羊生産振興対策事業》第1版
平成30年3月

不定期 100 A4 19 山羊経営技術の指標 H30.03 畜産課

山羊繁殖管理マニュアル《おき
なわ山羊生産振興対策事業》
平成30年3月

不定期 300 A4 14 山羊繁殖に関する基礎知識や技術等
の管理マニュアル

H30.03 畜産課／畜
産研究セン
ター

中央家保だより　平成29年度
　　　　　　　　　　　 第1号
                       第2号
                       第3号

不定期 各52 A4 4 家畜保健衛生情報 H29.05
H29.11
H30.01

中央家畜保
健衛生所

沖縄県家畜衛生試験場年報
平成28年度　第52号

定　期 200 A4 104 試験研究成績、病性鑑定成績、家畜
衛生検査成績

H30.03 家畜衛生試
験場

沖縄県の農業農村整備
平成29年度版

定　期 1,000 A4 61 沖縄県の農業農村整備事業の概要 H30.03 村づくり計
画課／農地
農村整備課

中部農林土木事務所事業概要
平成29年度

定　期 400 平成29年度の当該事務所の事業概要 H29.12 中部農林土
木事務所

A4
(A1:16頁折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

南部農林土木事務所事業概要
平成29年度

定　期 600 A4 30 平成29年度南部農林土木事務所事業
概要

H29.09 南部農林土
木事務所

南大東漁港　(平成29年10月) 不定期 200 A4 22 南大東漁港の事業内容及び経緯 H29.10 南部農林土
木事務所

沖縄の森林・林業　平成29年版 定　期 270 A4 81 沖縄県の森林・林業に関する現状及
び統計資料

H30.01 森林管理課

南部林業事務所　事業概要
平成29年度

定　期 5 沖縄中南部地域の森林・林業、緑
化、鳥獣保護等に関する事業実績

H29.05 南部林業事
務所

沖縄県栽培漁業センター要覧
(平成29年5月改訂)

不定期 1,000 栽培漁業センターの役割・対象魚
種・施設紹介

H29.05 栽培漁業セ
ンター

水産基盤整備事業の通知集
平成29年度(平成29年4月)

定　期 100 A4 592 水産庁所管の漁港漁場関係要綱、要
領通知集

H29.07 漁港漁場課

沖縄県の漁港・漁場概要
平成29年度

定　期 1,500 沖縄県の漁港・漁場に関するデー
タ、事業概要及び漁港管内図

H29.07 漁港漁場課

沖縄の漁港漁場　2017 不定期 2,000 A4 80 沖縄県の漁港・漁場の現状 H30.03 漁港漁場課

漁港港勢調査の概要
平成28年版

定　期 230 A4 150 ｢港勢調査実施要領｣により調査し、
水産庁に報告した項目の要約

H30.03 漁港漁場課

CD-ROM

A4
(63×30:三つ折)

A4
（A1:16頁折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

商工労働部施策の概要
平成29年度

定　期 660 A4 206 平成29年度における商工労働部の事
業概要等

H29.07 産業政策課

沖縄県の貿易　平成27年度版
(平成26年実績)

定  期 300 A4 86 平成26年の沖縄地区税関通関実績等
をもとに、沖縄県の貿易の概況をま
とめた

H29.08 アジア経済
戦略課

沖縄県の貿易　平成28年度版
(平成27年実績)

定  期 300 A4 84 平成27年の沖縄地区税関通関実績等
をもとに、沖縄県の貿易の概況をま
とめた

H29.08 アジア経済
戦略課

全国特産品流通拠点化推進事業
実施報告書(概要版)
平成29年度　《物流ハブ機能認
知度向上事業》

不定期 30 A4 62 平成28年度に実施した全国特産品流
通拠点化推進事業(物流ハブ機能認
知度向上事業)の実施結果報告書

H30.03 アジア経済
戦略課

技術情報誌
(Technical　News)   　第69号
　　　　　　　　　　　第70号
                      第71号

定　期 各300 A4 8 技術情報 H29.08
H29.12
H30.03

工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
事業報告　第19号　平成28年度

定　期 200 A4 32 平成28年度工業技術センター事業報
告

H29.09 工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
研究報告　第19号　平成28年度

定　期 200 A4 47 平成28年度工業技術センター研究報
告

H29.10 工業技術セ
ンター

県内商業インバウンド市場獲得
推進事業報告書(概要版)
平成29年度

不定期 500 A4 59 平成29年度県内商業インバウンド市
場獲得推進事業報告

H30.03 中小企業支
援課

沖縄県企業立地ガイド
平成30年3月

定　期 6,000 A4 36 県外・海外企業の立地を促進するこ
とを目的として、沖縄経済特区をPR
するためのガイドブック

H30.03 企業立地推
進課

情報通信産業立地ガイド
2017－2018

定　期 10,500 A4 30 沖縄県へ立地する情報通信関連企業
や金融関連企業に対する支援制度等
の紹介

H29.07 情報産業振
興課

情報通信産業立地ガイド
2017－2018　【英語版】
Information and
Communications Industry
Business Establishment Guide

定　期 1,000 A4 30 上記と同様（英語版） H29.07 情報産業振
興課

情報通信産業立地ガイド
2017－2018
【北京語版(簡体字)】

定　期 1,000 A4 30 上記と同様（北京語版） H29.07 情報産業振
興課

情報通信産業立地ガイド
2017－2018
【台湾語版(繁体字)】

定　期 1,000 A4 30 上記と同様（台湾語版） H29.07 情報産業振
興課

沖縄のIT企業Book　2018 定　期 3,000 A5 150 沖縄県内のIT企業を紹介するガイド
ブック

H30.01 情報産業振
興課

発　行
部　数

規格・頁数

商 工 労 働 部
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

商 工 労 働 部

Job　Navi(ジョブナビ)
　　　　2017/5・6　　Vol.30
　　　　2017/7・8　　Vol.31
　　　　2017/9・10　 Vol.32
　　　　2017/11・12　Vol.33
　　　　2018/1・2　　Vol.34
　　　　2018/3・4　　Vol.35

定　期 各8,000 A4 5 就職活動に関する情報やセミナー、
合同企業説明会などのイベントをお
知らせするフリーペーパー

H29.05
H29.07
H29.09
H29.11
H30.01
H30.03

雇用政策課

働く夢広げよう。
みんなでグッジョブ運動

不定期 1,000 グッジョブ運動の啓発ポスター H29.06 雇用政策課

地域型就業意識向上支援事業実
施報告書　平成28年度
《沖縄振興特別推進交付金活用
事業　沖縄型産学官・地域連携
グッジョブ事業》

定　期 500 A4 97 各地域における｢産学官就業意識向
上支援事業｣への補助に対する実績
報告書

H29.10 雇用政策課

沖縄県雇用・労政の施策概要
平成29年度

定　期 280 A4 117 沖縄県が実施する雇用・労政の施策
概要についてまとめたものである

H29.09 雇用政策課
／労働政策
課

沖縄県雇用施策実施計画
平成29年度

定　期 280 A4 45 沖縄21世紀ビジョン基本計画、実施
計画を実現するため、沖縄県が実施
する雇用施策について具体的な事業
内容及び活動指標を定めるととも
に、単年度ごとに活動指標の数値目
標を設定した事業実施計画として、
毎年度策定するものである

H29.09 雇用政策課
／労働政策
課

沖縄県委託訓練
年間計画一覧 平成29年度

定　期 5,000 訓練コース、訓練期間、定員、訓練
内容、委託先、実施場所等について

H29.05 労働政策課

障害者の態様に応じた多様な委
託訓練　訓練生募集の案内
平成29年度

定　期 2,700 訓練コース、訓練期間、定員、訓練
内容、委託先、実施場所等について

H29.05 労働政策課

おしごとmagazine エール
　  2017年5・6月号　  vol．5
　　2017年7・8月号　  vol．6
　　2017年9・10月号　 vol．7
　　2017年11・12月号　vol．8
　　2018年1・2月号　  vol．9

定　期 各10,000 A4 4 女性のお仕事応援事業と労働相談事
業のセミナー開催日程を紹介したパ
ンフレット

H29.05
H29.06
H29.08
H29.10
H29.12

労働政策課

おしごとmagazine エール
[TAKE FREE]

不定期 10,000 A4 4 女性のお仕事応援事業と労働相談事
業の概要を説明したパンフレット

H30.03 労働政策課

労働おきなわ
        No.138　2017　Summer
　　　　No.139　2017　Autumn
　　　　No.140　2017　Winter
        No.141　2018　Spring

定　期 各2,400 A4 20 労働関係及び職業訓練関係のニュー
スや、各種制度等の紹介

H29.06
H29.09
H29.12
H30.03

労働政策課

沖縄県労働環境実態調査報告書
平成29年度

不定期 1,000 A4 176 県内の事業所の労働環境について、
アンケートした結果を集計し報告書
を作成した

H30.03 労働政策課

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(10頁)

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(62×30:三つ折)

B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

商 工 労 働 部

沖縄県労働環境実態調査報告書
【概要版】　平成29年度

不定期 100 A4 41 ｢沖縄県労働環境実態調査報告書
平成29年度｣の概要版

H30.03 労働政策課

企業の取り組み事例集
《｢女性が働き続けられる職場
づくり支援プログラム｣に基づ
く企業支援業務》

不定期 1,000 B5 52 ｢女性が働き続けられる職場づくり
支援プログラム｣を実施したモデル
企業(9社)の取り組み事例集

H30.03 労働政策課

女性が働き続けられる職場づく
り実践テキスト
《｢女性が働き続けられる職場
づくり支援プログラム｣に基づ
く企業支援業務》

不定期 1,000 B5 44 ｢女性が働き続けられる職場づくり
支援プログラム｣の手引書

H30.03 労働政策課

入校案内　平成30年度
　　　　　　　　リーフレット
　　　　　　　　パンフレット
　　　　　　　　ポスター

不定期
定　期
定  期

1,500
3,000

250

平成30年度入校案内 H29.06 県立具志川
職業能力開
発校

具志川職業能力開発校業務概要
平成29年度

定　期 500 A4 35 沖縄県立具志川職業能力開発校の実
績や業務内容を紹介する

H29.08 県立具志川
職業能力開
発校

訓練生募集要項
平成29年度後期

定　期 3,000 訓練コース、訓練期間、定員、訓練
内容等について

H29.08 県立具志川
職業能力開
発校

募集要項　平成30年度 定　期 3,000 A4 12 訓練コース、訓練期間、定員、訓練
内容等について

H29.12 県立具志川
職業能力開
発校

浦添職業能力開発校業務概要
平成29年度

定　期 300 A4 31 沖縄県立浦添職業能力開発校の業務
概要、実績、施設、組織等について

H29.06 県立浦添職
業能力開発
校

A4　  　8
A4　　 12
A2ポスター

A4チラシ

- 27 -



刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

ビジットおきなわ計画
平成29年度
－世界水準の観光リゾート地の
形成に向けて－

定　期 2,000 A4 7 21世紀ビジョン、観光振興基本計
画、沖縄観光推進ロードマップを踏
まえた単年度ごとの数値目標とその
達成に向けた主な施策展開を盛り込
んだ行動計画

H29.08 観光政策課

観光要覧　平成28年版 定　期 700 A4 137 観光統計、及び観光行政関係資料 H29.09 観光政策課

沖縄県観光産業実態調査事業報
告書　平成28年度

定　期 350 A4 109 雇用・人材、経営、売上、観光客の
動向、県産品利用率、外国人対応等
に関するアンケート調査、ヒアリン
グ調査の統計資料

H29.09 観光政策課

観光人材育成プラットフォーム
構築事業事業報告書
平成29年度

不定期 50 A4 377 平成29年度観光人材育成プラット
フォーム構築事業事業報告書に関す
る業務報告

H30.03 観光振興課

沖縄FreeWi－Fi総合環境整備事
業に関する調査報告書
平成29年度

不定期 10 A4 50 平成29年度沖縄Free Wi－Fi総合環
境整備事業に関する調査報告書に関
する業務報告

H30.03 観光振興課

誰もが生き生き観光まちづくり
業務報告書　平成29年度

不定期 70 A4 30 平成29年度誰もが生き生き観光まち
づくり業務報告書に関する業務報告

H30.03 観光振興課

外国人観光客向け多言語コンタ
クトセンター運営業務分析報告
書

不定期 50 A4 68 平成29年度外国人観光客向け多言語
コンタクトセンター運営業務分析報
告書に関する業務報告

H30.03 観光振興課

沖縄県における多言語観光案内
サイン翻訳ルール
平成29年9月

不定期 100 A4 48 県内における多言語表記の統一およ
び誤表記防止を目的に策定した翻訳
ルールと事例集

H29.09 観光整備課

沖縄県における多言語観光案内
サイン翻訳ルール対訳事例集
(地名版)　平成29年9月
(平成30年5月更新版)

不定期 - A4 16 県内における多言語表記の統一およ
び誤表記防止を目的に策定した翻訳
ルールと事例集(地名版)

H29.09 観光整備課

沖縄県大型MICE施設Q&A
平成29年10月

不定期 1,000 A4 29 大型MICE施設に関して周知するため
の冊子

H29.10 観光整備課

沖縄MICE振興戦略
(2017年度～2026年度)

定　期 2,000 A4 89 沖縄県のMICE推進・活用による県経
済の発展及び国際的なMICE開催地と
しての地位確立に向けた基本的な施
策展開方向等を示した10年計画

H30.01 観光整備課

沖縄MICE振興戦略
(2017年度～2026年度)
【概要版】

定　期 10,000 A4 8 沖縄県のMICE推進・活用による県経
済の発展及び国際的なMICE開催地と
しての地位確立に向けた基本的な施
策展開方向等を示した10年計画(概
要版)

H30.03 観光整備課

HAVE A MICE DAY 定　期 10,000 A4 8 大型MICE施設の整備に関するパンフ
レット

H30.03 観光整備課

OKINAWA Japan Where
inspiration meets
沖縄MICEブランドポスター

定　期 1,000 沖縄がMICE開催地として提供できる
価値を表現した沖縄MICEブランドの
ポスター

H30.03 観光整備課

発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

A1ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

沖縄食文化保存・普及・継承事
業委託業務報告書　平成29年度

不定期 30 A4 62 平成29年度の沖縄食文化保存・普
及・継承事業委託業務に関する事業
報告

H30.03 文化振興課

沖縄食文化実態調査
平成29年度

不定期 50 A4 126 沖縄の伝統的な食文化についての県
民の理解度及び意識調査

H30.03 文化振興課

琉球料理～受け継がれる伝統料
理を味わう～

不定期 500 A5 12 沖縄の伝統的な食文化の魅力を発信
するガイドブック

H30.03 文化振興課

琉球料理担い手育成講座
受講生教本

不定期 25 A4 66 平成29年度沖縄食文化保存・普及・
継承事業で実施した琉球料理担い手
育成講座の教本

H30.03 文化振興課

しまくとぅば県民意識調査報告
書　平成29年度

不定期 30 A4 35 しまくとぅばについての県民の使用
頻度等の調査

H30.03 文化振興課

沖縄県立芸術大学
大学院造形芸術研究科
授業科目(シラバス)　2017

定　期 200 A4 88 平成29年度大学院造形芸術研究科シ
ラバス

H29.04 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学広報誌第19号
開鐘

定　期 1,800 A5 14 琉球大学教授の特別寄稿、開学30周
年記念事業

H29.05 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
入学者選抜要項　平成30年度

定　期 1,000 A4 16 平成30年度入学者選抜要項 H29.06 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
大学院(修士課程)音楽芸術研究
科　学生募集要項　平成30年度

定　期 300 A4 18 平成30年度沖縄県立芸術大学大学院
音楽芸術研究科募集要項

H29.06 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学オープンキャ
ンパス　平成29年度
　リーフレット(美術工芸学部)
　
　リーフレット(音楽学部)

　ポスター

定　期 1,500

1,500

800

平成29年度オープンキャンパス周知
用リーフレット、ポスター

H29.06 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
推薦入学学生募集要項
平成30年度

定　期 900 A4 14 平成30年度推薦入学学生募集要項 H29.07 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
音楽学部個別学力検査等試験曲
〈一般入試〉〈推薦入試〉
平成30年度

定　期 600 A4 36 平成30年度試験曲　音楽学部個別学
力検査等

H29.07 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学　音楽学部
第28回洋楽定期公演・琉球芸能
定期公演

定　期 5,000 平成29年度沖縄県立芸術大学音楽学
部洋楽定期公演・琉球芸能定期公演
チラシ

H29.07 県立芸術大
学

沖縄県県立芸術大学
美術工芸学部　学生募集要項
平成30年度

定　期 1,300 A4 19 平成30年度美術工芸学部学生募集要
項

H29.08 県立芸術大
学

23×11ﾘｰﾌﾚｯﾄ

(三つ折)

23×11ﾘｰﾌﾚｯﾄ

(三つ折)

B2ポスター

A4チラシ
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

沖縄県立芸術大学
音楽学部　学生募集要項
平成30年度

定　期 1,000 A4 25 平成30年度音楽学部学生募集要項 H29.08 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
大学院造形芸術研究科募集要項
平成30年度

定　期 220 A4 14 平成30年度沖縄県立芸術大学大学院
造形芸術研究科募集要項

H29.08 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学　音楽学部
第28回洋楽定期公演

定　期 500 B5 8 第28回洋楽定期公演プログラム H29.10 県立芸術大
学

修士演奏(学位審査公開演奏会)
平成29年度　　　チラシ
　　　　　　　　パンフレット

定　期 3,000
1,500

平成29年度沖縄県立芸術大学音楽芸
術研究科修士演奏(学位審査会公開
演奏)チラシ、パンフレット

H29.12 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学　音楽学部
第23回オーケストラ定期演奏会

定　期 600 B5 8 第23回定期演奏会プログラム H30.01 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学　音楽学部
第21回室内楽定期演奏会
　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期 2,000
400

平成29年度沖縄県立芸術大学音楽学
部第21回室内楽定期演奏会チラシ、
プログラム

H30.01
H30.02

県立芸術大
学

卒業定期演奏会 定　期 2,000 卒業定期演奏会チラシ H30.02 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学(大学案内)
2018

定　期 5,000 A4 53 沖縄県立芸術大学の平成30年度大学
案内

H30.03 県立芸術大
学

学生便覧(県立芸術大学)
平成30年度

定　期 410 A4 78 平成30年度学生便覧 H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学紀要 第25号 定　期 500 B5 170 沖縄県立芸術大学紀要第25号 H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
美術工芸学部　履修案内
平成30年度

定　期 150 A4 31 平成30年度美術工芸学部履修案内 H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
美術工芸学部
授業科目(シラバス)　2018

定　期 450 A4 342 平成30年度美術工芸学部シラバス H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
大学院造形芸術研究科
履修案内　平成30年度

定　期 120 A4 31 平成30年度大学院造形芸術研究科履
修案内

H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
大学院造形芸術研究科
修士課程　専攻案内
(平成30年3月)

不定期 100 造形芸術研究科専攻案内 H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
大学院造形芸術研究科
授業科目(シラバス)　2018

定　期 200 A4 87 平成30年度大学院造形芸術研究科シ
ラバス

H30.03 県立芸術大
学

A4チラシ
B5　　　8

A4チラシ

A4
(A3:二つ折)

A4チラシ
13×23  　9

- 30 -



刊　行　物　名
定期・
不定期
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発　行
年　月

課　名
発　行
部　数
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文化観光スポーツ部

沖縄県立芸術大学
大学院(後期博士課程)
芸術文化学研究科　履修便覧
平成30年度

定　期 50 A4 27 平成30年度芸術文化学研究科(後期
博士課程)履修便覧

H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
大学院芸術文化学研究科
授業科目(シラバス)　2018

定　期 50 A4 32 平成30年度大学院芸術文化学研究科
シラバス

H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学　第29回
卒業・修了作品展図録

定　期 1,000 A4 99 沖縄県立芸術大学美術工芸学部・院
の学生の卒業・修了作品展の図録

H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
音楽学部・大学院音楽芸術研究
科　履修案内　平成30年度

定　期 250 A4 70 平成30年度音楽学部・大学院(修士
課程)音楽芸術研究科履修案内

H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学
音楽学部＆大学院(修士課程)
音楽芸術研究科シラバス
Syllabus2018

定　期 350 A4 388 平成30年度音楽学部・大学院(修士
課程)音楽芸術研究科シラバス

H30.03 県立芸術大
学

沖縄県立芸術大学　音楽学部
第25回　卒業演奏会

定　期 800 B5 13 第25回卒業定期公演プログラム H30.03 県立芸術大
学

ラオスの織物と伝統
平成29年度沖縄県立芸術大学附
属研究所  文化講座

不定期 400 2017年ラオスの民俗織物調査を行っ
た。その調査概要報告と長年にわた
り調査したラオスの山地少数民族の
織物に関する講座の開催案内チラシ

H29.04 県立芸術大
学附属研究
所

博士学位授与記念
新田摂子氏講演会

不定期 300 新田摂子氏の学位授与を記念し、学
位論文についての講演会を開催する
ための広報用チラシ

H29.09 県立芸術大
学附属研究
所

｢IIIFで拓く、イメージ資料活
用の可能性｣
平成29年度沖縄県立芸術大学附
属研究所　文化講座

不定期 200 附属研究所文化講座チラシ H29.11 県立芸術大
学附属研究
所

第10回　沖縄県立芸術大学移動
大学inおおぎみ　平成29年度
　　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　　報告書

不定期 2,000
330

附属研究所事業｢移動大学｣の広報チ
ラシ、報告書

H29.11
H30.03

県立芸術大
学附属研究
所

第10回　沖縄県立芸術大学移動
大学inおおぎみ　平成29年度
｢琉球芸能公演｣

不定期 2,000 附属研究所事業｢移動大学｣｢琉球芸
能公演｣広報チラシ

H29.11 県立芸術大
学附属研究
所

柳悦州退任記念展　蒐集資料展
ラオス・シルクロード
　　　　　　　　　　ハガキ
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期 2,000
1,000

50
800

退任記念展の広報ハガキ、チラシ、
ポスター、来場者配布資料

H29.12
H29.12
H29.12
H30.01

県立芸術大
学附属研究
所

柳悦州　退任記念講演会
｢沖縄の腰機と絣｣

不定期 400 附属研究所講演会のチラシ H30.01 県立芸術大
学附属研究
所

A4チラシ
A4　　　52

10×15ハガキ

A4チラシ
A2ポスター
B5       7

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

｢古文書を読もう。ひらがな編｣
平成29年度沖縄県立芸術大学附
属研究所　公開講座

不定期 300 附属研究所公開講座のチラシ H30.01 県立芸術大
学附属研究
所

｢しまくとぅばで学ぶ“踊り・
うた・三味線”｣
平成29年度 沖縄県立芸術大学
しまくとぅば実践教育プログラ
ム開発事業報告会

不定期 300 しまくとぅば実践教育プログラム開
発事業報告会チラシ

H30.02 県立芸術大
学附属研究
所

インドネシアのガムラン講座
～バリとジャワ～
平成29年度沖縄県立芸術大学附
属研究所　文化講座

不定期 100 附属研究所文化講座チラシ H30.02 県立芸術大
学附属研究
所

音楽講座　ケチャッのワーク
ショップ
平成29年度沖縄県立芸術大学附
属研究所　文化講座

不定期 100 附属研究所文化講座チラシ H30.02 県立芸術大
学附属研究
所

子どものためのバリ音楽体験講
座
平成29年度沖縄県立芸術大学附
属研究所　文化講座

不定期 100 附属研究所文化講座チラシ H30.02 県立芸術大
学附属研究
所

沖縄芸術の科学　第30号
柳悦州教授退任記念号
－沖縄県立芸術大学附属研究所
紀要－

定　期 550 A5 150 沖縄県立芸術大学附属研究所の紀要 H30.03 県立芸術大
学附属研究
所

紅型
日本民藝館所蔵沖縄染織品
第3巻

不定期 600 A4 343 日本民藝館所蔵の沖縄染織品調査 H30.03 県立芸術大
学附属研究
所

ハワイ大学等交流事業《しまく
とぅば実践教育プログラム開発
事業　島嶼学学術交流事業》
事業報告書　平成29年度

不定期 50 A4 120 平成29年度　沖縄県立芸術大学ハワ
イ大学等交流事業(しまくとぅば実
践教育プログラム開発事業・島嶼学
学術交流事業)に関する報告

H30.03 県立芸術大
学附属研究
所

琉球・沖縄の技術史
平成29年度沖縄県立芸術大学附
属研究所　文化講座

不定期 200 附属研究所文化講座チラシ H30.03 県立芸術大
学附属研究
所

古文書を読もう。
平成30年度沖縄県立芸術大学附
属研究所文化講座

不定期 200 附属研究所文化講座チラシ H30.03 県立芸術大
学附属研究
所

沖縄の人の移動と未来への展望
－島嶼・環境・文化－
平成29年度沖縄県立芸術大学島
嶼学シンポジウム

不定期 1,000 沖縄県立芸術大学島嶼学シンポジウ
ムチラシ

H30.03 県立芸術大
学附属研究
所

沖縄・台湾芸術大学交流展
2017　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

定　期 2,000
200

県立芸術大学附属図書館・芸術資料
館主催展覧会チラシ、ポスター

H29.09 県立芸術大
学附属図
書・芸術資
料館

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ
B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

安次富長昭展
－光・風・土への憧憬－
沖縄県立博物館・美術館
開館10周年企画

定　期 500 A4 33 2017年4月25日～10月15日に開催す
る安次富長昭展のカタログ

H29.04 県立博物
館・美術館

写真家が見つめた沖縄
1972－2017

不定期 10,000 2017年度コレクション展(前期)の告
知チラシ

H29.05 県立博物
館・美術館

やんばるの森の美　写真展
                  チラシ
                  ポスター

不定期 40,000
1,100

写真展の告知チラシ、ポスター H29.05 県立博物
館・美術館

展覧会のご案内
平成29年度
沖縄県立博物館・美術館

不定期 15,000 展覧会の告知リーフレット H29.05 県立博物
館・美術館

博物館70年のあゆみ
平成29年度
沖縄県立博物館・美術館企画展
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 20,000
1,000

企画展の告知チラシ、ポスター H29.05 県立博物
館・美術館

那覇新都心で使える施設有り
いろんなコトができる場所！
貸館案内

不定期 6,000 沖縄県立博物館・美術館PRリーフ
レット

H29.06 県立博物
館・美術館

The gateway to the history
and traditions of okinawa

不定期 700 沖縄県立博物館・美術館PRポスター H29.06 県立博物
館・美術館

沖縄の旧石器人と南島文化
大阪府立弥生文化博物館×沖縄
県立博物館・美術館
平成29年度
大阪府立弥生文化博物館
夏季特別展

不定期 700 A4 123 大阪府立弥生文化博物館×沖縄県立
博物館・美術館　平成29年度夏季特
別展｢沖縄の旧石器人と南島文化｣の
展示解説図録

H29.07 県立博物
館・美術館

ウィルソンが見た沖縄
－琉球植物研究史100年ととも
に沖縄県立博物館美術館企画展
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 30,000
1,100

企画展の告知チラシ、ポスター H29.08 県立博物
館・美術館

開館10周年記念特別展
平成29年度
海の沖縄　開かれた海への挑戦
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期 60,000
1,200

370

海に囲まれた島嶼として本県の魅力
を自然、歴史、文化の面から総合的
に捉え、海の魅力を伝えた展覧会の
告知チラシ、ポスター、図録

H29.09
H29.09
H29.11

県立博物
館・美術館

沖縄県立博物館・美術館
－沖縄の歴史と文化の｢城｣へ－

不定期 20,000 ｢沖縄の歴史と文化の｢城｣へ｣に係る
リーフレット

H29.10 県立博物
館・美術館

美術館PR用リーフレット 不定期 20,000 美コレのPRリーフレット H29.10 県立博物
館・美術館

A4チラシ
B2ポスター
A4　　　88

10×30ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A3:四つ折)

14×30ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A3:四つ折)

A4チラシ

B2ポスター

A4チラシ
B2ポスター

A4チラシ
B2ポスター

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(68×21:七つ折)

A4チラシ
B2ポスター

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(40×21:四つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

沖縄県立博物館・美術館
開館10周年だよ！！
秋の ART & MUSIC
FESTIVAL！

不定期 40,000 企画展の告知チラシ H29.10 県立博物
館・美術館

彷徨の海－旅する画家・南風原
朝光と台湾、沖縄
邂逅の海－交差するリアリズム
沖縄県立博物館・美術館
開館10周年記念展　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 45,000
1,150

企画展の告知チラシ、ポスター H29.10 県立博物
館・美術館

彷徨の海－旅する画家・南風原
朝光と台湾、沖縄－
沖縄県立博物館・美術館
開館10周年記念展

不定期 1,000 A4 176 沖縄県立博物館・美術館開館10周年
記念展｢彷徨の海－旅する画家・南
風原朝光と台湾、沖縄－｣展の図
版、及びエッセイ

H29.11 県立博物
館・美術館

｢彷徨の海｣｢邂逅の海｣関連年表
沖縄近代美術年表＋台湾近代美
術事項
沖縄県立博物館・美術館
開館10周年記念

不定期 1,000 A4 95 沖縄近代美術年表＋台湾近代美術事
項

H29.12 県立博物
館・美術館

邂逅の海－交差するリアリズム
－
沖縄県立博物館・美術館
開館10周年記念展

不定期 1,000 A4 111 沖縄県立博物館・美術館開館10周年
記念展｢邂逅の海－交差するリアリ
ズム－｣展の展示風景、及びエッセ
イ

H30.01 県立博物
館・美術館

沖縄県立博物館・美術館
コレクション展
コレクションギャラリー1.2
大和コレクションⅦ
コレクションギャラリー3
沖縄美術の流れ

不定期 40,000 コレクション展に係るチラシ H30.01 県立博物
館・美術館

2018　旧正月はおきみゅーへ行
こう！　Feat.護得久栄昇

不定期 20,000 沖縄県立博物館・美術館PRチラシ H30.01 県立博物
館・美術館

平成30年度　沖縄県立博物館・
美術館　展覧会のご案内

不定期 15,000 沖縄県立博物館・美術館PRリーフ
レット

H30.01 県立博物
館・美術館

涯テノ詩聲　詩人　吉増剛造展
沖縄県立博物館・美術館企画展
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 50,000
1,050

企画展に係るチラシ、ポスター H30.03 県立博物
館・美術館

沖縄県南城市　サキタリ洞遺跡
発掘調査報告書　Ⅰ

不定期 700 A4 278 平成24年度から29年度までの6カ年
間のサキタリ洞遺跡(南城市玉城前
川)の発掘調査報告書

H30.03 県立博物
館・美術館

年間パスポート
はくびメンバーズ入会のご案内

不定期 10,000 沖縄県立博物館・美術館PRリーフ
レット

H30.03 県立博物
館・美術館

博物館教育普及活動
平成29年度

定　期 1,000 A4 131 博物館教育普及活動に関する冊子 H30.03 県立博物
館・美術館

A4チラシ
B2ポスター

A4チラシ

A4チラシ

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(68×21:七つ折)

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(30×21:三つ折)

A4チラシ
B2ポスター

A4チラシ
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

沖縄県立博物館・美術館
美術館教育普及報告書
平成29年度

定　期 500 B5 37 美術館教育普及活動に関する冊子 H30.03 県立博物
館・美術館

沖縄県立博物館・美術館
博物館紀要　第11号　2018

定　期 500 A4 158 博物館学芸員の紀要 H30.03 県立博物
館・美術館

沖縄県立博物館・美術館年報
No.10　2017

定　期 400 A4 224 平成28年度の博物館・美術館活動
(博物館、美術館、指定管理者)の行
政記録(実績報告書)

H30.03 県立博物
館・美術館

沖縄県立博物館・美術館
美術館収蔵品目録(2007－2017)

不定期 1,000 A4 351 2007－2017の沖縄県立博物館・美術
館所蔵作品目録

H30.03 県立博物
館・美術館

沖縄県立博物館・美術館
博物館収蔵品目録
(2001－2016年度)

不定期 200 A4 204 旧博物館時代の2001年から新博物館
開館以降の直近の収蔵品目録

H30.03 県立博物
館・美術館

博物館収蔵資料100選
沖縄県立博物館・美術館
開館10周年記念　平成29年度

不定期 975 B5 215 博物館の収蔵資料を生物、地学、人
類学、歴史、美術工芸、民俗、考古
の各分野から選定した収蔵資料の紹
介

H30.03 県立博物
館・美術館

沖縄空手振興ビジョン
(2018年度～2038年度)

不定期 300 A4 52 沖縄空手の振興方策に関する冊子 H30.03 空手振興課

沖縄空手資料収集・調査研究事
業報告書　平成29年度

不定期 50 A4 119 中国福建省の各武術団体等との武術
交流を通した比較等調査及び県内外
で発行された戦前の新聞資料調査の
報告

H30.03 空手振興課

沖縄空手流派研究事業
上地流　UECHI－RYU  解説書
【日本語版】

不定期 450 A4 117 沖縄空手の流派のひとつである上地
流に関する解説書

H30.03 空手振興課

沖縄空手流派研究事業
上地流　UECHI－RYU  解説書
【英語版】
Okinawa　Karate　Style
Research　Project
UECHI－RYU　MANUAL

不定期 350 A4 117 上記と同様(英語版) H30.03 空手振興課

沖縄空手流派研究事業
上地流　UECHI－RYU  解説書
【フランス語版】

不定期 100 A4 117 上記と同様(フランス語版) H30.03 空手振興課

沖縄空手流派研究事業
上地流　UECHI－RYU  解説書
【スペイン語版】

不定期 100 A4 117 上記と同様(スペイン語版) H30.03 空手振興課

おきなわジョイスポ運動
　　　　　　　　リーフレット
　　　　　　　　ポスター

定　期 17,215
828

地域スポーツ活動・健康力向上事業
の取組を広く周知するためのリーフ
レット、ポスター

H29.06 スポーツ振
興課

A4:三つ折
A2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

Jリーグ規格スタジアム整備
基本計画報告書　平成29年8月

不定期 200 A4 224 Jリーグ規格スタジアム整備に係る
基本方針や、施設規模及び導入機能
等について検討を行い、基本計画と
して取りまとめたもの

H29.08 スポーツ振
興課

Jリーグ規格スタジアム整備
基本計画【概要版】
平成29年8月

不定期 2,000 A4 18 ｢Jリーグ規格スタジアム整備基本計
画報告書｣の概要版

H29.08 スポーツ振
興課

スポーツコンベンション開催実
績一覧【平成28年度版】

定　期 50 A4 72 平成28年度に県内で開催されたス
ポーツコンベンション(県外・海外
からの参加者を含む)の実績調査

H29.11 スポーツ振
興課

スポーツキャンプ・合宿・自主
トレの経済波及効果

不定期 51 A4 17 スポーツコンベンションのうちプロ
野球やJリーグなどに代表される
｢スポーツキャンプ・合宿・自主ト
レ｣の経済波及効果を算出

H30.01 スポーツ振
興課

県民の体力・スポーツに関する
意識調査報告書　平成29年度

定　期 130 A4 70 県民の健康・体力及びスポーツ活動
に係る実態や意識等に関する調査報
告

H30.02 スポーツ振
興課

10月30日は｢世界ウチナーン
チュの日｣　　　　   チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 30,000
3,000

｢世界ウチナーンチュの日｣啓発とロ
ゴマーク投票広報用チラシ、ポス
ター

H29.09 交流推進課

10.30　WORLD　UCHIINANCHU
DAY
10月30日は｢世界のウチナーン
チュの日｣

不定期 200 ｢世界のウチナーンチュの日｣広報ポ
スター

H30.02 交流推進課

ウチナージュニアスタディー事
業報告書　平成29年度

定　期 75 A4 91 平成29年度ウチナージュニアスタ
ディ事業報告書および参加者感想文

H30.03 交流推進課

沖縄県多文化共生推進調査事業
報告書　平成29年度

不定期 200 A4 126 おきなわ多文化共生推進調査指針に
基づく取り組み促進に資することを
目的として、県内在住外国人の実態
調査

H30.03 交流推進課

おきなわ国際協力人材育成事業
報告書　平成29年度

定　期 170 A4 91 平成29年度おきなわ国際協力人材育
成事業報告書および参加者感想文

H30.03 交流推進課

B2ポスター

A4チラシ
B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

土木建築部要覧　平成29年度 定　期 500 A4 264 土木建築部事業説明等 H29.11 土木総務課

土木建築部のあらまし
平成30年度

定　期 500 土木建築部事業概要等 H30.03 土木総務課

北部土木事務所事業概要
平成29年度版

定　期 600 事業概要 H29.10 北部土木事
務所

中部土木事務所事業概要
平成29年度　2017

定　期 400 A4 52 中部土木事務所管内の事業概要 H29.07 中部土木事
務所

南部土木事務所事業概要　2017 定　期 400 A4 40 南部土木事務所管内の事業概要 H29.09 南部土木事
務所

宮古土木事務所事業概要
平成29年度

定　期
(隔年)

600 宮古土木事務所の土木建築業務につ
いての概要(平成29年度版)

H29.08 宮古土木事
務所

八重山土木事務所管内図
平成29年度版

定　期 300 平成29年度の八重山土木事務所の管
内図

H29.05 八重山土木
事務所

土木工事標準積算基準書
平成29年度
　　　［共通編］
　　　［河川・道路・公園編］
　　　［電気通信・機械編］

定　期 79 A4 1,522
1,583
1,018

土木工事の工事費の積算に適用する
積算基準書

H29.06 技術・建設
業課

建築工事関係積算基準集
平成29年度版

不定期 124 A4 201 営繕工事の工事費の積算に適用する
積算基準書

H29.09 技術・建設
業課

島道　平成29年度 不定期 650 街路事業管内図(パンフレット) H29.07 道路街路課

沖縄県の道路　2017 定　期 1,500 A4 40 沖縄県の道路事業概要 H29.10 道路街路課

道路施設現況調書　平成28年度
(平成28年4月1日現在)

定　期 60 A4 269 沖縄県における道路の現況 H30.03 道路管理課

おきなわの川と海
(河川課・海岸防災課事業概要)
2017

不定期 1,700 土木建築部河川課・海岸防災課の事
業概要

H29.11 河川課／海
岸防災課

沖縄県水防計画　平成29年度 定　期 440 A4 175 沖縄県の水防事務の調整及び円滑な
実施のために必要な事項を定めた計
画書

H29.07 海岸防災課

沖縄の港湾 定　期 500 A4 160 平成29年の沖縄県の港湾の現況と今
後の整備計画等に関する報告

H30.03 港湾課

第14回　沖縄県の空港展 定　期 200 ｢第14回　沖縄の空港展｣のPR H29.12 空港課

沖縄県の空港　平成30年3月 定　期 500 A4 41 沖縄県の空港(那覇空港及び沖縄県
管理空港)について

H30.03 空港課

沖縄都市モノレール観光ガイド
マップ｢モノなび沖縄｣
(平成30年2月)

不定期 35,000 B5 29 沖縄都市モノレール沿線の観光・商
業・宿泊施設を案内するための観光
ガイドブック

H30.02 都市計画・
モノレール
課

A4
(A1:18頁折)

土 木 建 築 部

発　行
部　数

規格・頁数

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)

19×27
(76×108:32頁折)

B5
(B1:32頁折)

B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

土 木 建 築 部

発　行
部　数

規格・頁数

沖縄都市モノレール観光ガイド
マップ｢モノなび沖縄｣
(平成30年2月)【英語版】

不定期 45,000 B5 29 沖縄都市モノレール沿線の観光・商
業・宿泊施設を案内するための観光
ガイドブック（英語版）

H30.02 都市計画・
モノレール
課

沖縄都市モノレール観光ガイド
マップ｢モノなび沖縄｣
(平成30年2月)【簡体字版】

不定期 35,000 B5 29 上記と同様（簡体字版） H30.02 都市計画・
モノレール
課

沖縄都市モノレール観光ガイド
マップ｢モノなび沖縄｣
(平成30年2月)【繁体字版】

不定期 35,000 B5 29 上記と同様（繁体字版） H30.02 都市計画・
モノレール
課

沖縄都市モノレール観光ガイド
マップ｢モノなび沖縄｣
(平成30年2月)【韓国語版】

不定期 22,000 B5 29 上記と同様（韓国語版） H30.02 都市計画・
モノレール
課

FUN！SPEEDY！YUI-RAIL
　　　　　　　　　【繁体字】
　　　　　　　　　【簡体字】

不定期 各20,000 モノなび沖縄　クルーズ船ターミナ
ル用ガイドブック

H30.02 都市計画・
モノレール
課

沖縄都市モノレール
PC軌道桁製作場　平成29年4月

不定期 500 A4 6 沖縄都市モノレールで採用してい
る、PC軌道桁の製作場について

H29.04 都市モノ
レール建設
事務所

下水道のあらまし　平成29年度 定　期 1,000 下水道の役割、種類、予算、事業概
要、整備状況、整備効果、各種事業
制度、資源の有効利用、計画図など

H30.02 下水道課

沖縄県の下水道　平成29年度 定　期 1,000 A4 148 下水道の役割、種類、予算、事業概
要、整備状況、整備効果、各種事業
制度、資源の有効利用、計画図など

H30.03 下水道課

みんなの下水道　平成29年10月 不定期 5,500 下水道施設見学者用リーフレット H29.10 下水道事務
所

沖縄県流域下水道維持管理年報
平成28年度

定　期 350 A4 144 流域下水道の維持管理状況 H29.10 下水道事務
所

沖縄県の建築行政
平成29年度版

定　期 150 A4 128 建築行政(建築基準法等)、開発行政
(都市計画法等)、宅地建物取引行政
(宅地建物取引業法)

H30.01 建築指導課

沖縄県の住宅　平成29年度版 定　期 1,000 沖縄県の住宅政策等に関すること H29.07 住宅課

県営住宅関係法規集
平成30年3月

不定期 200 A4 364 公営住宅法、公営住宅法施行令等の
公営住宅関係法令及び、県営住宅関
係条例や規則等

H30.03 住宅課

営繕のあゆみ　2016 定　期 250 A4 32 平成28年度に完成した県有建築物の
概要を写真等でまとめたもの

H29.08 施設建築課

A4
(63×30:三つ折)

A4
(A1:18頁折)

10×30
(A2:16頁折)

A4
(A1:18頁折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県歳入歳出決算書
平成28年度

定　期 450 A4 401 沖縄県歳入歳出決算書及び附属書類
(歳入歳出決算事項別明細書、実質
収支に関する調書、財産に関する調
書)

H29.09 会計課

出納事務局事務概要
平成29年12月

定　期 110 A4 188 (概要:56p)出納事務局の沿革及び組
織等、本県の予算決算、出納事務局
の業務概要
(資料:132p)決裁関係、沖縄県証紙
関係、沖縄県指定金融機関関係、物
品関係

H29.12 会計課

競争入札参加資格者名簿
(物品関係)　平成29年10月

定　期 - A4 64 県が発注する物品の製造、買入れ、
売払い等の競争入札へ参加する者の
名簿

H29.10 物品管理課

発　行
部　数

規格・頁数

出 納 事 務 局
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

経営概要　平成28年度版 定　期 300 A4 190 企業局の平成28年度の経営概要をと
りまとめたもの

H29.09 総務企画課

沖縄県企業局概要　2017 定　期 3,500 A4 22 企業局事業概要 H29.10 総務企画課

沖縄県企業局中長期計画
平成30年3月

不定期 5 沖縄県企業局中長期計画(計画期間
平成30年度から平成49年度まで)

H30.03 総務企画課

沖縄県水道事業会計・沖縄県工
業用水道事業会計決算書
平成28年度

定　期 350 A4 75 平成28年度沖縄県水道事業会計決算
及び沖縄県工業用水道事業会計決算

H29.08 経理課

水量記録資料集　平成28年度 定　期 150 A4 132 沖縄県の水事情に関する資料集 H29.10 配水管理課

沖縄工業用水道
～希望と活力にあふれる豊かな
島へ～　平成30年2月

不定期 1,000 工業用水道について H30.02 配水管理課

はじまる離島8村の水道広域化
　　　　　　　　リーフレット

　　　　　　　　ポスター

不定期 4,000

400

離島における水道広域化事業の広報
資料リーフレット、ポスター

H30.03 配水管理課

石川浄水場　【子ども用】
(平成29年10月)

不定期 3,000 石川浄水場のしくみ H29.10 石川浄水管
理事務所

石川浄水場【英語版】
(平成30年3月)
Ishikawa Water Purification
Plant

不定期 500 石川浄水場のしくみ(英語版) H30.03 石川浄水管
理事務所

北谷浄水場　【子ども用】
(平成30年3月)

不定期 6,000 北谷浄水場の施設案内(子ども用) H30.03 北谷浄水管
理事務所

海水淡水化センター
平成29年度　　　　　一般用
　　　　　　　　　　子ども用

不定期 1,000
6,000

海水淡水化センターの施設案内
(一般用)、(子ども用)

H30.03 北谷浄水管
理事務所

水質年報　平成28年度 定　期 145 A4 308 企業局水質管理事務所が実施した水
質検査

H29.11 水質管理事
務所

企　　業　　局

発　行
部　数

CD-ROM

A4
(63×30:三つ折)

A4　　　11
A4

(A3:二つ折)

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ

(A4:三つ折)

A2ポスター

A4
(63×30:三つ折)

A4
(63×30:三つ折)

A4
(63×30:三つ折)

規格・頁数
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県病院事業会計決算書
平成28年度

定　期 260 A4 41 平成28年度病院事業会計の決算、事
業概要等の説明資料

H29.09 県立病院課

沖縄県立病院年報
平成29年度版

定　期 170 A4 201 平成29年度の県立病院運営に関する
年報

H30.03 県立病院課

沖縄県臨床研修事業
50周年記念誌

不定期 2,500 A4 235 臨床研修の歴史等 H29.11 県立病院課
／県立中部
病院

沖縄県立中部病院雑誌　Vol.43 定　期 500 A4 74 医学論文・部署報告等 H30.03 県立中部病
院

病院概要　平成29年度 定　期 400 A4 65 平成28年度の南部医療センター・こ
ども医療センター概要

H30.01 県立南部医療
センター・こ
ども医療セン
ター

沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター雑誌
第11巻　第1号

定　期 550 A4 135 医学論文・部署報告等 H30.03 県立南部医療
センター・こ
ども医療セン
ター

病院概要　平成29年度版 定　期 230 A4 126 宮古病院の平成28年度の概要など H29.12 県立宮古病
院

八重山病院概要　平成29年度 定　期 150 A4 86 平成28年度の八重山病院概要 H30.02 県立八重山
病院

精和病院年報　平成28年度 定　期 110 A4 78 平成28年度精和病院年報(各セク
ションの概要)

H30.02 県立精和病
院

発　行
部　数

規格・頁数

病 院 事 業 局
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

議会時報　　　　　　第179号
        　　　　　  第180号
　　　　　　　　　　第181号
　　　　　　　　　　第182号

定　期 各290 A4 89
104
105
108

議会の会議における結果を記録した
文書

H29.06
H29.10
H30.01
H30.03

議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
平成29年第1回　平成29年2月

定　期 270 A4 621 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H29.06 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
平成29年第2回　平成29年5月

不定期 270 A4 39 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H29.06 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
平成29年第3回　平成29年6月

定　期 270 A4 496 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H29.09 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
平成29年第4回　平成29年8月

不定期 270 A4 27 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H29.09 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
平成29年第5回　平成29年9月

定　期 270 A4 510 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H29.11 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
平成29年第6回　平成29年11月

定　期 270 A4 487 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H30.02 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
平成30年第1回　平成30年1月

不定期 270 A4 17 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H30.02 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
平成30年第2回　平成30年2月

不定期 270 A4 17 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までに経過をそのままに
記録した文書

H30.02 議事課

議会図書室のあらまし
平成29年

定　期 150 A4 18 沖縄県議会図書室の概要について
(平成29年版)

H29.05 政務調査課

決算特別委員会等記録
平成27年度

定　期 320 A4 387 決算特別委員会の記録 H29.07 政務調査課

予算特別委員会等記録
平成29年第1回　沖縄県議会
(定例会)

定　期 340 A4 424 予算特別委員会の記録 H29.11 政務調査課

委員会報　平成28年版　No.45 定　期 320 A4 176 委員会の記録 H29.12 政務調査課

議会の概要　平成29年 定　期 100 A4 66 議会及び県政のあらまし H30.01 政務調査課

議会資料　No.105 定　期 130 A4 148 平成30年度予算関係特集 H30.02 政務調査課

発　行
部　数

規格・頁数

県　　議　　会
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県教育振興基本計画
～沖縄の未来を拓く人づくり～
(後期改訂版)

不定期 1,000 A4 135 本計画は、沖縄県における教育振興
のための施策に関する基本的な計画
です。今後5年間の沖縄県教育振興
基本計画(後期改訂版)を策定しまし
た

H29.08 総務課

沖縄県教育振興基本計画
～沖縄の未来を拓く人づくり～
(後期改訂版)　【概要版】

不定期 20,000 A4 9 沖縄県教育振興基本計画【後期改訂
版】に基づき、概要版を作成しまし
た

H30.03 総務課

沖縄県教育委員会の事務の点
検・評価報告書
平成29年度(平成28年度対象)

不定期 800 A4 181 地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律(昭和委3年法律第162号)に基
づき作成した県教育委員会の点検・
評価報告書

H30.03 総務課

学校保健統計調査報告書
平成29年度

定　期 650 A4 97 平成29年度の学校保健統計調査に関
する報告書

H30.03 総務課

給付型奨学金「沖縄県県外進学
大学生奨学金｣について

不定期 55,100 県内高等学校等全学年生徒向け沖縄
県県外進学大学生奨学金を含む各奨
学金の案内チラシ

H30.03 教育支援課

公立学校教職員録
平成29年5月1日現在

定　期 1,200 A5 306 教育委員会、教育機関関係及び公立
小中高特別支援学校の教職員名簿

H29.05 学校人事課

沖縄県立高等学校入学者選抜学
力検査結果分析
(平成29年3月実施)

定　期 500 A4 122 平成29年度高校入試各教科の問題、
基準点、平均点、各問題の正答率等

H29.06 県立学校教
育課

教職員研修事業計画書
平成30年度

定　期 300 A4 165 平成30年度に行われる主に学校教職
員向けの研修計画書

H30.01 県立学校教
育課

県立学校ミドル・リーダー研修
実践報告書　平成29年度

定　期 200 A4 121 当該研修に参加した教員の報告書を
取りまとめたもの

H30.03 県立学校教
育課

就業体験(インターンシップ)
実践事例集　平成29年度

定　期 200 A4 147 平成29年度に各学校で行われたイン
ターンシップの事例集

H30.03 県立学校教
育課

沖縄県産業教育フェア
高校生美ら産フェア報告書
第21回

定　期 200 A4 64 平成29年度に行われた第21回沖縄県
産業教育フェアに関する報告書

H30.03 県立学校教
育課

キャリア教育支援事業報告書
平成29年度

定　期 300 A4 156 平成29年度に各校で行われた当該事
業の概要等を取りまとめたもの

H30.03 県立学校教
育課

要覧
(沖縄県立総合教育センター)
平成29年度

定　期 1,500 A4 13 平成29年度県立総合教育センター業
務内容、運営方針、重点事項の紹介

H29.04 県立総合教
育センター

初任者研修のしおり
平成29年度

定　期 1,400 A4 142 初任者が日常の教育活動における問
題解決や自己研修を進める上での参
考資料

H29.04 県立総合教
育センター

初任者研修の手引　平成29年度 定　期 1,500 A4 200 初任者研修にあたっての手引き H29.04 県立総合教
育センター

教　　育　　庁

A4チラシ

発　行
部　数

規格・頁数
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

長期研修のしおり　平成29年度 定　期 250 A4 55 本センターの各種案内(沿革・組織
図・事業概要・施設案内図・所員名
簿等)や長期研修実施要領、各講座
一覧等

H29.04 県立総合教
育センター

長期研修のしおり　平成30年度 定　期 270 A4 58 本センターの各種案内(沿革・組織
図・事業概要・施設案内図・所員名
簿等)や長期研修実施要領、各講座
一覧等

H30.03 県立総合教
育センター

ICT活用　指導力アップガイド
【沖縄県版:中学校・高等学校
教員向け】　平成29年4月版

不定期 6,500 沖縄県の中高の教職員向けICT活用
指導力の基準及びチェックリスト。
適切な情報機器活用のための資料

H29.04 県立総合教
育センター

教育×ICT活用　指導力アップ
ガイド【県立学校教員向け】
平成29年4月版

不定期 6,500 県立学校教員向け、授業における
ICT機器活用の向上を目指し、具体
的解説と実践事例を紹介した資料

H29.04 県立総合教
育センター

「学校支援｣相談窓口ご案内
(平成29年度)

不定期 650 学校における教育課題解決に向けて
「学校支援｣相談窓口の案内、申込
について

H29.04 県立総合教
育センター

平成29年度「体験学習教室｣の
お知らせ

定　期  親子星空教室(年3回開催)、夏休み
おもしろ科学教室の開催及び申込案
内

H29.05 県立総合教
育センター

平成29年度中学生ICT活用セミ
ナー

定　期  児童生徒セミナー受講生募集のフラ
イヤー

H29.06 県立総合教
育センター

平成29年度小学生ICT活用語学
セミナー

定　期  小学生ICT活用語学セミナー受講生
募集のフライヤー

H29.06 県立総合教
育センター

平成29年度小学生プログラミン
グセミナー追加開催

定　期  小学生ICTプログラミングセミナー
追加開催のため受講生募集のフライ
ヤー

H29.06 県立総合教
育センター

沖縄県立総合教育センター
長期研修生募集要項
平成30年度
(公立小・中学校)

(県立高等学校・県立中学校・
特別支援学校)
(公立幼稚園)
(離島長期研修)

定　期 850

850

600
600

本センターにて実施している長期研
修(前・後期の6ヶ月、1年の3つの期
間)についての研修内容及び応募に
係る案内

H29.09 県立総合教
育センター

沖縄県立総合教育センター所報
　第77号
　相思樹の想い　平成30年3月

定　期 各2,000 A4 8
17

学校現場の教育課題への支援に役立
てると同時に、本センターへの理解
を深める目的で、センターで行われ
ている研究・研修の成果や取組を紹
介する

H29.10
H30.03

県立総合教
育センター

平成29年度　沖縄県立総合教育
センター　研究発表会
調査研究統一テーマ
「生きる力｣を育成する研究

不定期 2,000 毎年2月に実施している研究発表会
の内容紹介及び参加申込書

H29.12 県立総合教
育センター

A4チラシ

A4チラシ

A4
(A3:二つ折)

A4
(A3:二つ折)

A4
A4

A4チラシ

A4チラシ

A4
(84×30:四つ折)

A4
(63×30:三つ折)

A4チラシ

A4チラシ
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

教育×ICT活用　指導力アップ
ガイド【小学校教員向け】
2018年版

不定期 11,500 沖縄県の小学校の教職員向けICT活
用指導力の基準及びチェックリス
ト。適切な情報機器活用のための資
料

H30.01 県立総合教
育センター

沖縄県立総合教育センター調査
研究報告書　平成29年度

定　期 1,300 A4 150 平成29年度調査研究事業のプロジェ
クト研究報告及び個人・共同研究報
告

H30.02 県立総合教
育センター

栄養教諭・学校栄養職員研修報
告書　平成29年度

定　期 120 A4 107 栄養教諭・学校栄養職員研修で実施
している「課題研究報告｣について
のまとめ

H30.02 県立総合教
育センター

養護教諭研修報告書
(新規採用者研修・五年経験者
研修・十年経験者研修)
平成29年度

定　期 250 A4 192 新採用・5年経験者・10年経験者の
養護教諭に対する研修内容のまとめ
と課題研究報告

H30.02 県立総合教
育センター

沖縄県立総合教育センター
出前研修の利用案内
平成30年度

定　期 4,000 出前研修に関する実施要項、講座案
内、依頼書一式

H30.02 県立総合教
育センター

障害児の教育相談　平成29年度 定　期 140 A4 18 平成29年度(障害児)巡回就学相談活
用事業、来所教育相談事業、就学相
談事業のまとめ

H30.03 県立総合教
育センター

教育相談のご案内
(H30年3月改訂)

定　期 1,000 沖縄県適応指導教室「てるしの｣お
よび特別支援教育相談の案内

H30.03 県立総合教
育センター

初任者研修のまとめと評価
平成29年度

定　期 1,305 A4 38 初任者研修の実施状況や1年間の研
修内容及び評価、課題などのまとめ

H30.03 県立総合教
育センター

幼稚園10年経験者研修課題研究
報告書　平成29年度

定　期 120 A4 66 幼稚園10年経験者研修で実施してい
る「課題研究報告｣についてまとめ
たもの

H30.03 県立総合教
育センター

課題研究報告書
《沖縄県立学校教職2年目研
修》　平成29年度

定　期 275 A4 564 平成29年度県立学校教職2年目研修
の研修内容及び課題などのまとめ

H30.03 県立総合教
育センター

県立高等学校中堅教諭等資質向
上研修実施要領　平成30年度

不定期 250 A4 33 県立高等学校の教職経験10年目の教
諭を対象とした研修方法や日数等を
まとめたもの

H30.03 県立総合教
育センター

県立特別支援学校中堅教諭等資
質向上研修実施要領
平成30年度

不定期 100 A4 27 特別支援学校の教職経験10年目の教
諭を対象とした研修方法や日数等を
まとめたもの

H30.03 県立総合教
育センター

中学校における教育効果の高い
実践例

不定期 1,000 県内中学校の全国学力・学習状況調
査の分析結果と学校規模による教育
実践実例

H30.03 県立総合教
育センター

ICT活用事例実践事例集
小学校

不定期  小学校で実践されたICTを活用した
授業の事例を蒐集し、周知するため
に作成

H30.03 県立総合教
育センター

CD-ROM

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:二つ折)

A4
(63×30:三つ折)

A4
(84×30:四つ折)

A4
(A3:二つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

ICT活用事例実践事例集
中学校

不定期  中学校で実践されたICTを活用した
授業の事例を蒐集し、周知するため
に作成

H30.03 県立総合教
育センター

平成30年度調査研究事業計画案
内　これからの時代に必要とな
る資質・能力の育成

定　期 3,000 毎年2月に実施する調査研究発表会
及び年4回実施する教育講演会の実
施計画案内

H30.03 県立総合教
育センター

学校検尿の手引
平成29年度～平成31年度版

定　期
(3年毎)

630 A4 42 学校検尿のすすめ方等 H29.04 保健体育課

保健体育課要覧　平成29年度 定　期  概要、教育主要施策、事業計画、関
係資料等

H29.09 保健体育課

学校給食における児童生徒の栄
養素等摂取状況報告書
平成29年度

定　期 270 A4 33 平成29年度の学校給食における児童
生徒の栄養素等摂取状況

H30.02 保健体育課

第17回沖縄県健康教育研究大会
平成29年度

不定期 600 A4 122 平成29年度の学校安全・学校給食・
学校保健に関する事業報告

H30.02 保健体育課

生涯学習講座の実施状況調査
報告書(平成29年6月)

定　期 26 A4 14 平成28年度各市町村における生涯学
習講座の実施状況

H29.06 生涯学習振
興課

家～なれ～運動
できることからはじめよう。
　　　　　　　リーフレット
　
              ポスター
キングスといっしょにできるこ
とからはじめよう！
　　　　　　　ポスター

不定期 2,000

500

1,000

「家～なれ～運動｣周知リーフレッ
ト、ポスター

H29.11 生涯学習振
興課

おきなわ県民カレッジ学習
メニューブック
生涯学習の講座案内
平成29年度前期

定　期 600 A4 100 平成29年度前期のおきなわ県民カ
レッジ主催講座及び連携講座の講座
案内

H29.05 生涯学習振
興課(生涯学習
振興センター)

おきなわ県民カレッジ学習
メニューブック
生涯学習の講座案内
平成29年度後期

定　期 600 A4 85 生涯学習の講座案内 H29.11 生涯学習振
興課(生涯学習
振興センター)

おきなわ県民カレッジ報告書
平成29年度

定　期 350 A4 56 おきなわ県民カレッジ主催講座まと
め

H30.03 生涯学習振
興課(生涯学習
振興センター)

生涯学習推進センター利用案内
～あなたの「学んでみたい｣
「体験したい｣を応援します～
平成30年3月

不定期 2,500 A4 8 生涯学習推進センターの事業内容説
明パンフレット

H30.03 生涯学習振
興課(生涯学習
振興センター)

名護青少年の家　要覧
平成29年度

定　期 35 A4 58 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

H29.07 生涯学習振
興課(県立名護
青少年の家)

A4チラシ

A4
(A3:二つ折)

B2ポスター

A2ポスター

CD-ROM

CD-ROM

- 46 -



刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

糸満青少年の家　要覧
平成29年度

定　期 35 A4 47 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

H29.05 生涯学習振
興課(県立糸満
青少年の家)

石川青少年の家　要覧
平成29年度

定　期 35 A4 53 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

H29.07 生涯学習振
興課(県立石川
青少年の家)

玉城青少年の家　要覧
平成29年度

定　期 35 A4 44 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

H29.07 生涯学習振
興課(県立玉城
青少年の家)

宮古青少年の家　要覧
平成29年度

定　期 35 A4 48 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

H29.06 生涯学習振
興課(県立宮古
青少年の家)

石垣青少年の家　要覧
平成29年度

定　期 35 A4 33 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

H29.06 生涯学習振
興課(県立石垣
青少年の家)

移民関係 不定期 2,000 移民関係の資料収集等案内 H29.08 県立図書館

沖縄県立図書館要覧
平成29年度

定　期 - A4 30 県立図書館の沿革、概要、基本方
針、事業実績、統計資料等

H29.09 県立図書館

移転に伴う休館案内
　　　　　　　　リーフレット
　
                ポスター

不定期 5,000

10

移転に伴う休館案内 H30.03 県立図書館

『沖縄戦』を語る
「沖縄県史　各論編6　沖縄戦｣
刊行記念シンポジウム

不定期 200 平成29年5月28日開催の『沖縄県史
各論編6　沖縄戦』刊行記念シンポ
ジウムのチラシ

H29.04 文化財課

琉球王国の外交文書
－歴代宝案への誘い

不定期 1,000 平成29年7月8日(土)実施の「『歴代
宝案』校訂本全15冊刊行記念シンポ
ジウム｣開催に伴う宣伝用チラシ

H29.06 文化財課

文化財課要覧　平成29年度版 定　期 430 A4 127 本課の平成28年度文化行政活動なら
びに平成29年度新体制などをとりま
とめたもの

H29.09 文化財課

文化財保護強調週間
　　　　　　　　　ポスター①
　　　　　　　　　ポスター②

定　期 700 文化財保護強調週間(11月1日～11月
7日)の周知及び文化財愛護思想の普
及用ポスター①、②

H29.10 文化財課

新訂版　歴代宝案の栞 不定期 1,000 A4 14 歴代宝案編集事業の内容説明 H30.03 文化財課

歴代宝案　訳注本　第14冊
(第2集巻190～200)

定　期 1,000 B5 541 第2集巻190～200。道光30年(1850)
～咸豊8年(1858)の間の進貢・接
貢・謝恩、漂流、漂着民の送還等、
琉球王国と中国(清朝)との往復文書
を収録

H30.03 文化財課

歴代宝案　訳注本　第14冊
語注一覧表
(歴代宝案編集参考資料18)

定　期 1,000 A4 254 『歴代宝案』訳注本第14冊所収の語
注を収録、総画数順・五十音順に整
理

H30.03 文化財課

A4チラシ

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A3:二つ折)

A2ポスター

A4チラシ

A2ポスター

A4チラシ
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不定期
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発　行
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課　名

教　　育　　庁

発　行
部　数
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『歴代宝案』校訂本全15冊刊行
記念シンポジウム報告集
琉球王国の外交文書－歴代宝案
への誘い
(歴代宝案編集参考資料19)

不定期 1,000 B5 80 『歴代宝案』校訂本全15冊刊行を記
念したシンポジウムの記録および資
料

H30.03 文化財課

沖縄史料編集紀要　第41号
2018年3月

定　期 1,000 B5 166 史料編集班の職員を中心にした研究
論文と史料紹介等を掲載し、広く研
究情報の公開と交流に活用する

H30.03 文化財課

沖縄県史研究叢書18
沖縄の民俗資料(上)
沖縄の民俗資料(下)

不定期 各1,200
(上下巻
セット)

B5 614 沖縄県の本土復帰前に実施した「沖
縄の民俗資料緊急調査｣の成果のう
ち、既刊の報告書『沖縄の民俗資
料』(1970・1974)に掲載されないま
ま、今日まで「調査票｣として保管
されていた未公開の調査データを含
め、49地域のデータを収録した一冊

H30.03 文化財課

沖縄県史研究叢書19
植物標本より得られた近代沖縄
の新聞Ⅱ

不定期 1,000 B4 261 2007年に刊行した『沖縄県史研究叢
書17　植物標本より得られた近代沖
縄の新聞』の続編。本書には平成19
～22年度に京都大学総合博物館で調
査収集した新聞画像を収録。また、
平成9年～22年までに京都大学で収
集した近代沖縄新聞のリストも付し
た

H30.03 文化財課

みんなの文化財図鑑
史跡・名勝編

不定期 3,000 A4 187 沖縄の文化財について H30.03 文化財課

みんなの文化財図鑑
史跡・名勝編　発刊のお知らせ

不定期 500 「みんなの文化財図鑑　史跡・名勝
編｣を発刊したことを広く県民に周
知し、活用してもらうため県内全市
町村や図書館等へ配布したポスター

H30.03 文化財課

沖縄県史だより　第27号
平成30年3月

定　期 1,500 A4 8 沖縄県史編集委員会、各専門部会や
歴代宝案編集委員会、史料調査等の
報告および刊行物紹介

H30.03 文化財課

沖縄県の戦争遺跡
平成29年度パネル展
文化講座　沖縄の戦争遺跡
－「記憶｣との対話を求めて
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期
定　期

200
400

展示会への案内ポスター及び展示解
説

H29.05
H29.06

埋蔵文化財
センター

下田原貝塚出土品展　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期
不定期

100
400

展示会への案内ポスター及び展示解
説

H29.06
H29.08

埋蔵文化財
センター

文化講座　　　　　　　第68回
　　　　　　　　　　　第69回
　　　　　　　　　　　第70回
　　　　　　　　　　　第71回

不定期 各140 A4 8
24
16
20

講座資料 H29.06
H29.08
H29.08
H30.03

埋蔵文化財
センター

A3ポスター

A3ポスター
A4　　　32

A3ポスター
A4　　　24
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沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第93集
中城御殿跡(首里高校内)
－首里高校校舎改築に伴う発掘
調査－

不定期 300 A4 353 県立首里高校の校舎改築に伴い、平
成25・26年度に実施した発掘調査の
成果をまとめた報告書

H29.07 埋蔵文化財
センター

発掘調査速報展2017　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

定　期 1,000
500

1,000

展示会への案内チラシ、ポスター、
展示解説

H29.07 埋蔵文化財
センター

企画展　おきなわむかしむかし
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期 1,000
400
600

展示会への案内チラシ、ポスター、
展示解説

H29.10 埋蔵文化財
センター

「中城御殿跡(旧県立博物館)・
首里当蔵旧水路｣
発掘調査現地説明会
平成29年度　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期 600
400
100

現地説明会への案内チラシ、ポス
ター、現地説明会資料

H29.12 埋蔵文化財
センター

シンポジウム
白保竿根田原洞穴遺跡を考える
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 1,000
200

シンポジウムへの案内チラシ、ポス
ター

H30.01 埋蔵文化財
センター

平成29年度重要文化財公開
「首里城京の内跡出土品展｣
探求し続ける心　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

定　期 1,500
600

1,000

展示会への案内チラシ、ポスター、
展示解説

H30.02 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第94集
基地内文化財8
－平成27・28年度　キャンプ瑞
慶覧西普天間住宅地区　試掘・
確認調査－

不定期 300 A4 160 キャンプ瑞慶覧内西普天間住宅地区
で平成27・28年度に実施した試掘及
び確認調査の成果をまとめた報告書

H30.03 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第95集
中城御殿跡
－県営首里城公園　中城御殿跡
発掘調査報告書(6)－

不定期 300 A4 177 県営首里城公園の整備に伴い、平成
19～22年度に実施した発掘調査の成
果をまとめた報告書

H30.03 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第96集
首里城跡
－京の内跡発掘調査報告書(Ⅶ)
－平成6年度調査の遺構編(4)

不定期 300 A4 175 国営沖縄記念公園(首里城地区)の整
備に伴い、平成6年度に実施した発
掘調査の成果をまとめた報告書

H30.03 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第97集
首里城跡
－継世門北地区発掘調査報告書
－

不定期 300 A4 178 国営沖縄記念公園(首里城地区)の整
備に伴い、平成24・25年度に実施し
た発掘調査の成果をまとめた報告書

H30.03 埋蔵文化財
センター

A4チラシ
A2ポスター
A4　　　28

B5チラシ
A2ポスター
A4　　　40

A4チラシ
A3ポスター
A4　　　12

A4チラシ
A2ポスター
A4　　　24

A4チラシ
A3ポスター
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沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第98集
首里城跡
－東のアザナ北地区発掘調査報
告書－

不定期 300 A4 178 国営沖縄記念公園(首里城地区)の整
備に伴い、平成25・26年度に実施し
た発掘調査の成果をまとめた報告書

H30.03 埋蔵文化財
センター

「中城御殿跡(首里高校内)｣
発掘調査現地説明会
平成30年　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 400
100

現地説明会への案内チラシ、ポス
ター

H30.03 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
平成30年度年間行事案内

定　期 1,000 平成30年度の催し物案内 H30.03 埋蔵文化財
センター

A4チラシ
A3ポスター

A2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県警察採用案内 定　期 10,000 警察官採用試験受験者に対する警察
業務等の紹介

H30.03 警務課

沖縄県警察採用案内　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 30,000
900
850

警察官採用試験等の案内、警察官採
用試験受験者募集の周知

H30.03 警務課

あなたの勇気私たちが応援しま
す。～話してみませんか～
警察安全相談・被害者支援

不定期 1,500 犯罪被害者が受けられる支援制度に
ついての説明

H29.08 広報相談課

県民のまもり　平成30年度 定　期 1,500 A4 17 沖縄県警察紹介用広報誌 H30.02 広報相談課

おきなわのけいさつ
(平成30年3月)

定　期 3,000 A5 10 児童向け沖縄県警察紹介用パンフ
レット

H30.03 広報相談課

認知症高齢者等事前登録制度を
ご存じですか？

不定期 3,000 認知症高齢者等事前登録制度広報活
動用

H29.06 生活安全企
画課

特殊詐欺被害防止対策実施中！ 不定期 1,600 特殊詐欺防止対策用 H29.07 生活安全企
画課

ちゅらさん運動2018　ポスター
　　　　　　　　　　ポスター

定　期 5,000
30

ちゅらさん運動普及用 H29.12 生活安全企
画課

おぼえてね　いかのおすし 不定期 15,000 “いかのおすし”の周知と“こども
110番の家”の周知

H30.02 子供・女性
安全対策課

悩んでいませんか？
DOMESTIC  VIOLENCE

不定期 1,000 DV対策の広報啓発用リーフレット H30.02 子供・女性
安全対策課

女性を守るあいうえお
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 3,000
150

女性を対象とする性犯罪被害防止
と、防犯意識の高揚

H30.02 子供・女性
安全対策課

女性を犯罪から守るハンドブッ
ク(入門書)

不定期 4,000 女性を対象とする性犯罪等の事例と
対処法

H30.02 子供・女性
安全対策課

水難事故防止運動実施中
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 4,300
900

水難事故防止広報チラシ、ポスター H29.04 地域課

座間味村古座間味ビーチ
｢古座間味ビーチにおいて確認
された危険生物の応急処置・対
処方法｣

不定期 300 海域の水深、潮流、海底地形等を標
示した写真図面

H30.03 地域課

守ります　あなたの安全110番
／安心の相談ダイヤル♯9110
　　　　　　　クリアファイル
　　　　　　　ポスター

不定期 5,000
1,100

｢110番の日｣広報用クリアファイ
ル、ポスター

H29.12 通信指令課

少年非行等の概況　平成28年 定　期 300 A4 48 少年警察に係る統計資料 H29.08 少年課

サイバー犯罪にご注意！ 不定期 20,000 児童向けサイバー犯罪被害防止啓発
用チラシ

H29.08 サイバー犯
罪対策課

A4チラシ
B2ポスター

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(6頁)

A4チラシ
B3ポスター

A4チラシ

A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ
B2ポスター

A4チラシ

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A4チラシ

A5チラシ

B2ポスター
B1ポスター

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A4チラシ

発　行
部　数

規格・頁数

県　警　本　部

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(83×30:四つ折)

A4チラシ
A3ポスター
B2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

県　警　本　部

みんなで防ごうサイバー犯罪！ 不定期 10,000 インターネット利用者向けサイバー
犯罪被害防止啓発用チラシ

H30.02 サイバー犯
罪対策課

被害者の手引 (平成29年6月) 不定期 200 A5 32 犯罪被害者支援制度の説明等 H29.06 刑事企画課

犯罪統計書　平成28年 定　期 360 A4 237 犯罪の発生、認知、検挙等に関する
統計資料を分類・整理したもの

H29.09 刑事企画課

ご存じですか？これが二輪車の
違反です！／バイク乗車中事故
全国ワースト1

定　期 11,000 二輪車事故防止広報啓発用 H29.06 交通企画課

STOP！！飲酒運転
それでも飲酒運転しますか？

不定期 30,000 飲酒運転の罰則、アルコールの知識
など

H29.09 交通企画課

交通白書　平成28年版 定　期 350 A4 254 交通事故情報及び交通警察活動の統
計資料

H29.09 交通企画課

交通白書　平成28年版
(ダイジェスト)

定　期 350 A4 38 交通事故情報及び交通警察活動の統
計資料(ダイジェスト)

H29.09 交通企画課

｢飲んでるけど、大丈夫。｣
その誘惑に負けるな！

不定期 500 飲酒運転のリスクや罪の大きさを訴
える内容のポスター

H29.10 交通企画課

STOP！！飲酒運転 不定期 3,000 飲酒運転根絶ロゴマークシール H29.11 交通企画課

平成30年交通安全年間
　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　カレンダー

定　期 2,500
2,500

平成30年交通安全標語の周知 H29.12
H29.12

交通企画課

飲酒運転根絶活動マニュアル
(平成30年3月)

定　期 1,300 A4 32 飲酒運転の現状、代償及び飲酒運転
根絶に向けた取組等

H30.03 交通企画課

B2ポスター

10×10シール

B2ポスター
B2ポスター

A4チラシ

A4チラシ

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:二つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県歳入歳出決算審査意見
書・沖縄県基金運用状況審査意
見書　平成28年度

定　期 430 A4 86 平成28年度沖縄県歳入歳出決算及び
基金運用状況についての審査意見

H29.09 監査課

沖縄県病院事業会計決算審査意
見書　平成28年度

定　期 230 A4 37 平成28年度沖縄県病院事業会計決算
についての審査意見

H29.09 監査課

沖縄県水道事業会計決算審査意
見書・沖縄県工業用水道事業会
計決算審査意見書　平成28年度

定　期 250 A4 45 平成28年度沖縄県水道事業会計及び
工業用水道事業会計決算についての
審査意見

H29.09 監査課

沖縄県健全化判断比率審査意見
書・沖縄県資金不足比率審査意
見書　平成28年度

定　期 180 A4 12 平成28年度沖縄県健全化判断比率及
び資金不足比率についての審査意見
書

H29.09 監査課

財政的援助団体等監査の結果報
告書　平成28年度

定　期 460 A4 49 平成29年度(平成28年度分)の財政的
援助団体等の監査に係る結果報告書

H30.01 監査課

定期監査の結果報告書
平成28年度

定　期 566 A4 32 平成29年度に実施した定期監査(平
成28年会計年度)の結果報告

H30.01 監査課

行政監査の結果報告書
平成29年度

定　期 492 A4 25 平成29年度テーマ｢出納事務等の執
行体制について｣監査結果報告

H30.01 監査課

刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

人事委員会年報　平成28年度 定　期 85 A4 66 沖縄県人事委員会における各業務の
取組状況

H29.07 人事委員会

人事委員会関係規程集
平成29年7月

定　期 116 A4 398 人事委員会に関連する規程等 H29.07 人事委員会

職員の給与等に関する報告及び
勧告　平成29年10月

定　期 550 A4 134 職員の給与等に関する報告及び勧告
(平成29年10月)

H29.10 人事委員会

発　行
部　数

規格・頁数

発　行
部　数

規格・頁数

監　査　委　員

人 事 委 員 会
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

政治団体の収支報告書の要旨
平成29年11月30日公表

定　期 50 A4 132 平成29年に公表した平成28年分政治
資金収支報告書の要旨を収録

H29.11 選挙管理委
員会

衆議院議員総選挙(第48回)
最高裁判所裁判官国民審査
結果調　平成29年10月22日執行

不定期 200 A4 117 第48回衆議院議員総選挙等の選挙結
果や選挙啓発、選挙管理の状況等に
ついて収録

H30.03 選挙管理委
員会

選挙管理委員会年報
平成29年版

定　期 5 平成29年の選挙管理委員会に関する
事業報告

H30.03 選挙管理委
員会

刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

労働委員会のしおり 不定期 1,000 労働委員会の仕事内容を広く周知す
るもの

H29.08 調整審査課

沖縄県労働委員会年報
平成29年版

定　期 300 A4 54 沖縄県労働委員会の活動状況を整理
収録したもの

H30.03 調整審査課

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
（A4:三つ折）

発　行
部　数

規格・頁数

CD-ROM

選挙管理委員会

規格・頁数
発　行
部　数

労 働 委 員 会
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刊　行　物　名 種　類
放　送
時　間
(分)

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

平和の発信に捧げた生涯
大田昌秀氏を偲ぶ
故大田昌秀元沖縄県知事
県民葬会場上映用DVD

DVD 17' 故大田昌秀氏沖縄県知事県民葬において上映し
た映像

H29.12 知事公室
(広報課)

故大田昌秀元沖縄県知事
県民葬映像記録

DVD 115' 故大田昌秀元沖縄県知事県民葬の様子を記録し
た映像

H29.12 知事公室
(広報課)

気をつけよう！！
海のキケン生物
～海を安全に楽しむために～
【ハブクラゲ短縮版】

DVD 3' ハブクラゲの生態及び応急処置を紹介。以前に
製作した｢気をつけよう！！海のキケン生物｣か
らハブクラゲの箇所を抜き出し3分に再編集した
もの。日本語、英語、中国語繁体、中国語簡
体、韓国語版を製作

H30.03 保健医療部
(保健医療総務
課)
〔衛生環境研究
所〕

気をつけよう！！
海のキケン生物
～海を安全に楽しむために～
【多言語版】

DVD 20' 海洋危険生物の生態及び応急処置を紹介。以前
に製作した日本語版の内容を、英語、中国語繁
体、中国語簡体、韓国語版に翻訳

H30.03 保健医療部
(保健医療総務
課)
〔衛生環境研究
所〕

ハブに注意！
被害対策で安心生活
【多言語版】

DVD 20' ハブの生態、応急処置、対策等を紹介。以前に
製作した日本語版の内容を、英語、中国語繁
体、中国語簡体、韓国語に翻訳

H30.03 保健医療部
(保健医療総務
課)
〔衛生環境研究
所〕

ウチナージュニアスタディー
事業DVD　平成29年度

DVD 54' 平成29年度ウチナージュニアスタディ事業実施
記録

H30.03 文化観光ス
ポーツ部
(交流推進課)

映像(動画)の制作目録
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