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凡 例

1.行政情報センターでは、沖縄県情報公開条例第31条で定める情報提供の推進を図るため、県の各課

（所）等が発行する行政資料を入手するとともに、この目録を発行し、当該行政資料の閲覧及び所在

案内を行っています。

2.この目録は、平成31年度（平成31年4月1日～令和2年3月31日）に沖縄県が発行した各種行政資料を

収録しています。

3.刊行物の規格は、以下の日本産業規格（JIS）に統一されています。

A4（210×297㎜）

A5（148×210㎜）

B4（257×364㎜）

B5（182×257㎜）

B6（128×182㎜）

AB（210×257㎜）
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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｣
2019年4月～2020年3月
(第523号～第534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　令和元年度版 定　期 90 A4 53 広報課の令和元年度事業計画と前年
度事業実績

R01.11 広報課

美ら島　沖縄
自平成29年4月(第499号)
至平成31年3月(第522号)

定　期 2 A4 480 県広報誌2年分を製本 R02.02 広報課

沖縄県の行政オンブズマン運営
状況報告書　平成30年度

定　期 160 A4 41 平成30年度沖縄県の行政オンブズマ
ンの運営状況に関する報告書

R01.06 広報課
(行政オンブズ
マン相談室)

他国地位協定調査報告書(欧州
編)　(平成31年4月)

不定期 12,000 A4 40 県が実施している他国地位協定調査
について、欧州での調査結果をまと
めた報告書

H31.04 基地対策課

知事訪米の概要　平成30年度
(平成30年11月)

不定期 - A4 30 平成30年11月11日～16日にかけて
行った知事訪米の概要

H31.04 基地対策課

知事訪米の概要　令和元年度
(令和元年年10月)

不定期 - A4 19 令和元年10月14日～20日にかけて
行った知事訪米の概要

R02.01 基地対策課

沖縄の米軍及び自衛隊基地
(統計資料集)　令和元年8月
(統計資料集)　令和2年3月

定　期
2,700
2,500

A5
A5

128
135

沖縄の米軍と自衛隊基地に関する統
計等 R01.08

R02.03

基地対策課

消防防災年報　(平成30年版) 定　期 130 A4 160 消防、防災、不発弾等に関する統計
資料

R01.11 防災危機管
理課

消防学校概要
平成31年(令和元年)度

定　期 100 A4 49 消防学校の沿革、施設概要、組織、
教育実績、平成30年度教育実施状況

R01.05 消防学校

教育訓練実施計画　令和2年度 定　期 100 A4 33 消防学校における教育内容と時間数 R02.01  消防学校

発　行
部　数

規格・頁数

知　事　公　室
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刊　行　物　名
定期・
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

沖縄県の情報公開・個人情報保
護制度
平成30年度　運用状況報告書

定　期 45 A4 69 平成30年度における情報公開・個人
情報保護制度の運用状況

R01.11 総務私学課
(行政情報セン
ター)

沖縄県刊行物目録　平成30年度 定　期 40 A4 47 平成30年度に沖縄県より作成・発行
された刊行物の目録

R01.12 総務私学課
(行政情報セン
ター)

情報公開事務の手引き
令和2年3月

不定期 10 A4 212 情報公開条例の解釈運用基準、事務
取扱要綱、条例、規則等

R02.03 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
令和2年3月

不定期 10 A4 287 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

R02.03 総務私学課
(行政情報セン
ター)

宮古概観　令和元年度版 定　期 200 A4 103 宮古圏域の実態を総合的に把握する
ための統計資料

R02.03 宮古事務所

八重山要覧　平成30年度版 定　期 － A4 228 八重山圏域の現状に関する統計資料 R02.03 八重山事務
所

沖縄県職員録
平成31年度版(令和元年度版)

定　期 1,700 A5 385 令和元年6月現在の人事記録 R01.06 人事課

包括外部監査結果報告書
令和元年度(観光振興関連の施
策及び事業に係る事務の執行に
ついて～持続可能な産業構築の
取組を中心に～)

定　期 300 A4 243 令和元年度に実施した包括外部監査
における監査結果の報告書

R02.03 行政管理課

沖縄県議会(臨時会)議案
平成31年第3回
平成31年4月26日提出

不定期 150 A4 19 沖縄県議会(臨時会)の条例等議案 H31.04 財政課

当初予算に係る公社等外郭団体
に対する財政支援等の状況
平成31年度

定　期 - A4 18 平成31年度当初予算における公社等
外郭団体への財政支援状況

H31.04 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和元年第4回(その1)
令和元年6月18日提出

定　期 355 A4 2 令和元年第4回沖縄県議会(定例会)
議案(その1)甲第1号議案

R01.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和元年第4回(その2)
令和元年6月18日提出

定　期 240 A4 65 令和元年第4回沖縄県議会(定例会)
の条例等議案

R01.06 財政課

沖縄県繰越計算書　平成30年度 定　期 125 A4 28 平成30年度の繰越予算 R01.06 財政課

補正予算説明書
令和元年第4回県議会
(6月定例会)提出

定　期 370 A4 7 令和元年第4回沖縄県議会(定例会)
補正予算説明書

R01.06 財政課

発　行
部　数

規格・頁数

総　　務　　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

総　　務　　部

一般会計補正予算説明資料
(第1号)　令和元年度
(6月定例県議会)

定　期 300 A4 2 令和元年一般会計補正予算(第1号)
説明資料

R01.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和元年第5回(その1)
令和元年9月18日提出

定　期 355 A4 12 令和元年第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3
号議案

R01.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和元年第5回(その2)
令和元年9月18日提出

定　期 131 A4 116 令和元年第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29号議案まで
認定第1号から認定第24号まで

R01.09 財政課

補正予算説明書
令和元年第5回県議会
(9月定例会)提出

定　期 285 A4 36 令和元年第5回沖縄県議会(定例会)
補正予算説明書

R01.09 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第2号)　令和元年度
(9月定例県議会)

定　期 300 A4 14 令和元年度一般会計補正予算(第2
号)説明資料

R01.09 財政課

基金の運用状況書　平成30年度 定　期 25 A4 5 平成30年度基金の運用状況書 R01.09 財政課

県の出資等にかかる法人の経営
状況報告書
令和元年9月定例県議会提出

定　期 154 A4 504 県の出資等にかかる法人の経営状況
報告書

R01.09 財政課

主要施策の成果に関する報告書
平成30年度
令和元年9月定例会県議会提出

定　期 206 A4 456 平成30年度主要施策の成果に関する
報告書

R01.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和元年第6回(その1)
令和元年11月27日提出

定　期 270 A4 17 令和元年度第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3号議案

R01.11 財政課

補正予算説明書
令和元年第6回県議会
(11月定例会)提出

定　期 270 A4 30 令和元年第6回沖縄県議会(定例会)
補正予算説明書

R01.11 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第3号)　令和元年度
(11月定例県議会)

定　期 300 A4 10 令和元年度一般会計補正予算(第3
号)説明資料

R01.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和元年第6回(その2)
令和元年11月27日提出

定　期 270 A4 46 令和元年度第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34号議案

R01.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第1回(その1)
令和2年2月13日提出

定　期 440 A4 69 沖縄県議会(定例会)の予算議案 R02.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第1回(その2)
令和2年2月13日提出

定　期 350 A4 44 沖縄県議会(定例会)の予算議案 R02.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第1回(その3)
令和2年2月13日提出

定　期 175 A4 156 沖縄県議会(定例会)の予算議案 R02.02 財政課
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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

総　　務　　部

当初予算説明書
令和2年第1回県議会
(2月定例会)提出

定　期 440 A4 674 当初予算(甲第1号から第24号)説明
書

R02.02 財政課

当初予算説明資料
令和2年度　(2月定例県議会)

定　期 450 A4 72 当初予算(甲第1号から第24号)説明
資料

R02.02 財政課

補正予算説明書
令和2年第1回県議会
(2月定例会)提出

定　期 330 A4 169 沖縄県議会(定例会)の補正予算説明
書

R02.02 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第5号)
令和元年度　(2月定例県議会)

定　期 300 A4 54 令和元年度一般会計補正予算(第5
号)説明資料

R02.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第1回(その4)
令和2年3月18日提出

定　期 73 A4 3 沖縄県議会(定例会)の予算議案 R02.03 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第1回(その5)
令和2年3月18日提出

定　期 73 A4 2 沖縄県議会(定例会)の予算議案 R02.03 財政課

補正予算説明書(追加)
令和2年第1回県議会
(2月定例会)提出
(令和2年度沖縄県一般会計補正
予算(第1号))

定　期 53 A4 9 沖縄県議会(定例会)の補正予算説明
書

R02.03 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第1号)
令和2年度　(2月定例県議会)

定　期 86 A4 5 令和2年度一般会計補正予算(第1号)
説明資料

R02.03 財政課

補正予算説明書(追加)
令和2年第1回県議会
(2月定例会)提出
(令和2年度沖縄県一般会計補正
予算(第6号))

定　期 53 A4 6 沖縄県議会(定例会)の補正予算説明
書

R02.03 財政課

一般会計補正予算説明資料
(第6号)
令和元年度　(2月定例県議会)

定　期 86 A4 4 令和元年度一般会計補正予算(第6
号)説明資料

R02.03 財政課

沖縄県税務統計書　No.47
平成30年度

定　期 127 A4 251 平成30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

R01.12 税務課
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

おきなわのすがた(県勢概要)
令和元年8月

定　期 2,000 A4 22 沖縄県の自然、人口、経済、事業等
に係る指標やトピック等の公表

R01.08 企画調整課

沖縄県PDCA実施報告書
(対象年度:平成30年度)

定  期 400 A4 793 ｢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

R01.08 企画調整課

経済情勢　平成30年度版 定　期 500 A4 62 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の解説、公
表

R01.10 企画調整課

沖縄県議会(定例会)
知事提案説明要旨
令和2年第1回

定　期 1,000 A4 31 令和2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

R02.02 企画調整課

沖縄の税制優遇制度
令和2年2月

不定期 10,000 A4 14 特区・地域制度等の税制優遇措置の
紹介(周知用パンフレット)

R02.02 企画調整課

沖縄21世紀ビジョン
取組と成果　令和2年2月

不定期 40,000 A4 18 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)

R02.02 企画調整課

沖縄21世紀ビジョン基本計画
(沖縄振興計画)等総点検報告書
令和2年3月

不定期 2,000 A4 897 沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄
振興計画)等の総点検

R02.03 企画調整課

重点施策　令和2年度 定　期 1,000 A4 80 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

R02.03 企画調整課

新沖縄発展戦略:新たな振興計
画に向けた提言
(令和2年3月)

不定期 300 A4 209 新たな振興計画策定に向け、有識者
チームがとりまとめた提言

R02.03 企画調整課

新たな振興計画に向けた調査支
援業務報告書　令和元年度
《沖縄県委託事業》

不定期 10 A4 319 新たな振興計画策定に向けた調査支
援業務委託の報告書

R02.03 企画調整課

沖縄県SDGs取組事例
令和2年3月

不定期 3,000 SDGsについての解説及び県のSDGsへ
の取組事例集

R02.03 企画調整課

沖縄県SDGs推進方針概要
～沖縄の未来をつむぐ～

不定期 1,000 県のSDGsの推進方針を説明するもの R02.03 企画調整課

沖縄県国際観光イノベーション
特区　国家戦略特区制度
令和2年3月

不定期 3,000 A4 11 県が認定を受けている国家戦略特区
制度について説明するもの

R02.03 企画調整課

沖縄における経済循環の構造把
握調査分析報告書　令和元年度

不定期 50 A4 160 令和元年度に実施した沖縄における
経済循環の構造把握調査分析業務に
係る報告書

R02.03 企画調整課

労働生産性向上に向けた調査
調査報告書　令和元年度
《沖縄県企画部委託調査》

不定期 50 A4 125 令和元年度に実施した労働生産性向
上に向けた委託調査に係る報告書

R02.03 企画調整課

A4
(63☓30:三つ折)

発　行
部　数

規格・頁数

企　　画　　部

A4
(84☓30:四つ折)
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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

企　　画　　部

東海岸サンライズベルト構想に
係る調査業務委託報告書
(概要版)　令和元年度

不定期 100 A4 12 東海岸サンライズベルト構想に係る
調査業務委託の報告書(概要版)

R02.03 企画調整課

東海岸サンライズベルト構想に
係る調査業務委託報告書
令和元年度

不定期 20 A4 135 東海岸サンライズベルト構想に係る
調査業務委託の報告書

R02.03 企画調整課

沖縄県地価調査基準地の標準価
格一覧
令和元年(令和元年7月1日現在)

定　期 350 A4 100 令和元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

R01.10 土地対策課

沖縄県土地利用基本計画(計画
書・計画図)　令和元年度

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

R02.03 土地対策課

沖縄県土地利用規制現況図
令和元年度

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

R02.03 土地対策課

土地利用転換動向調査・基本図
令和元年度

定　期 2 A4 23 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

R02.03 土地対策課

主要施設整備開発調査・基本図
令和元年度

定　期 2 A4 78 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

R02.03 土地対策課

県推計人口
       【平成31年4月1日～
         令和2年3月1日現在】

定　期 - A4 15 県推計人口(毎月1日現在)について 毎月 統計課

沖縄県鉱工業指数
(平成22年基準)
           【平成31年2月分～
             平成31年3月分】

定　期 - A4 6 沖縄県鉱工業指数(平成22年基準)平
成31年2～3月分について

毎月 統計課

沖縄県鉱工業指数
(平成27年基準)
           【平成31年4月分～
             令和2年1月分】

定　期 - A4 6 沖縄県鉱工業指数(平成27年基準)平
成31年4月分～令和2年1月分につい
て

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31年3月分～
　　　　　　　令和2年2月分】
    　　　 【令和元年平均】

定　期
- A4

A4

23

15

那覇市及び沖縄県の消費者物価指数
の動向(平成31年3月分～令和2年2月
分及び令和元平均)について

毎月

R02.01

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

沖縄県家計調査結果の概況
          【平成31年2月分～
              令和2年1月分】
          【2019年平均】

定　期
- A4

A4

18

18

沖縄県家計調査結果の概況(平成31
年2月分～令和2年1月分及び2019年
平均)について

毎月

R02.02

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30年

定　期 500 A4 82 平成30年年報 R02.02 統計課

沖縄県の賃金、労働時間、雇用
の動き　   【平成31年1月分～
              令和2年1月分】
           【令和元年平均】

定　期
- A4

A4

26

20

沖縄県の賃金、労働時間、雇用の動
き(平成31年1月分～令和2年1月分及
び令和元年平均)について

毎月

R02.03

統計課

労働力調査年報　沖縄県
平成30年

定　期 60 A4 155 平成30年の労働力調査に関する統計
資料

R01.11 統計課

労働力調査(概要版)
　　　　　【平成31年3月分～
　　　　　　　令和2年2月分】
　　　　　【平成30年度平均】
　　　　　【平成31年平均】

定　期
- A4

A4
A4

5

5
4

労働力調査沖縄県の結果の概要につ
いて(毎月の公表) 毎月

H31.04
R02.02

統計課

統計調査一覧　平成31年度 定　期 140 A4 63 平成31年度の統計調査をとりまとめ
たもの

H31.04 統計課

学校基本調査速報　令和元年度
(令和元年5月1日現在)

定　期 52 A4 52 学校基本調査(機関統計文部科学省)
にかかる県内学校の統計資料

R01.08 統計課

学校基本統計
(学校基本調査報告書)
令和元年度

定　期 5 令和元年度学校基本調査(基幹統
計・文部科学省)県内学校の統計資
料

R02.03 統計課

県民経済計算　平成28年度 定　期 370 A4 134 県経済活動から新たに生み出された
付加価値を、生産、分配、支出の三
面において把握し、県経済の規模や
産業構造および循環を体系的・計量
的に明らかにしたもの

R01.08 統計課

沖縄県市町村民所得
平成28年度

定　期 170 A5 216 県及び市町村の行財政・経済施策等
の基礎資料とすることを目的に、市
町村ごとの市町村内総生産及び市町
村民経済計算を推計したもの

R01.11 統計課

100の指標からみた沖縄県のす
がた　(令和元年12月)

定　期 300 A4 116 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

R01.12 統計課

人口移動報告年報　令和元年
(平成30年10月～令和元年9月)

定　期 91 A4 22 平成30年10月から令和元年9月の県
推計人口(人口移動報告)を年報とし
てまとめたもの

R02.02 統計課

沖縄県統計年鑑
令和元年版　第62回

定　期 370 A4 439 沖縄県の土地、人口、経済、社会、
教育、文化など各分野にわたる基本
的な統計資料を総合的に収録し、本
県の推移と現況を明らかにしたもの

R02.03 統計課

CD-R
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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

みえる・わかる・おきなわ
(沖縄県勢要覧)　令和2年

定　期 3,000 A4 10 沖縄県の姿を理解するための資料。
県内の各分野にわたる統計を収録し
たもの

R02.03 統計課

漁業センサス　2018年
沖縄県結果報告書
(平成30年11月1日調査)

不定期
(5年毎)

300 A4 102 国の基幹統計調査｢2018年漁業セン
サス｣の漁業経営体調査に係る沖縄
県分の結果報告書

R02.03 統計課

沖縄県試験研究成果情報
令和元年度

定　期 120 A4 102 令和元年度に評価を受けた研究課題
等の成果報告書

R02.03 科学技術振
興課

私たちと水　令和2年3月 定　期 19,400 B5 24 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

R02.03 地域・離島
課

離島関係資料　令和2年3月 定　期 320 A4 270 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状を
把握する基礎資料

R02.03 地域・離島
課

地方交付税算定状況<市町村分>
平成30年度

定　期 160 A4 291 平成30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

R02.02 市町村課

地方交付税算定状況<市町村分>
令和元年度

定　期 160 A4 303 令和元年度の地方交付税(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

R02.03 市町村課

市町村行財政概況(第63集)
令和2年3月

定　期 603 A4 307 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

R02.03 市町村課

沖縄県市町村概要
(令和2年3月)

定　期 927 A5 194 市町村の財政状況等の概要をとりま
とめたもの

R02.03 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　令和元年度版 定　期 200 A4 243 沖縄県の環境の現状と実施した施策
について

R02.03 環境政策課

第9期沖縄県分別収集促進計画
(令和2年4月～令和7年3月)

定　期 80 A4 20 容器包装リサイクル法上の分別収集
計画

R01.12 環境整備課

廃棄物対策の概要
令和元年12月

定　期 240 A4 107 沖縄県の廃棄物対策の概要 R01.12 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【日本語版】
　　　　　　    【英語版】

不定期

292,000
3,000

犬猫遺棄防止等普及啓発のリーフ
レット(日本語版、英語版)

R02.02
R02.03

自然保護課

事業概要　平成30年度 定　期 400 A4 50 平成30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

R02.03 動物愛護管
理センター

気候変動について、まなぼう・
そなえよう～親子でまなべる適
応策フェア～  平成31年度
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期

3,000
600

平成31年度沖縄県気候変動適応策推
進業務委託で実施した、普及啓発イ
ベントのチラシ、ポスター

R01.07 環境再生課

｢地球温暖化について、まなぼ
う・そなえよう｣～YouTuberと
学べる環境授業～　平成31年度

不定期 3,000 平成31年度沖縄県気候変動適応策推
進業務委託で実施した、出前講座公
募のチラシ

R01.07 環境再生課

第6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
5,100

840

フクギの日(2月9日)の普及啓発のた
めに実施するデジタルフォトコンテ
ストの周知用チラシ､ポスター

R01.09 環境再生課

第43回全国育樹祭　令和元年
沖縄県　開催の記録

不定期 1,500 A4 125 令和元年度に開催した第43回全国育
樹祭の開催記録

R02.02 環境再生課

第43回全国育樹祭
｢育林交流集会｣　開催の記録

不定期 1,000 A4 29 令和元年度に開催した育林交流集会
の開催記録

R02.02 環境再生課

第43回全国育樹祭　併催行事
｢全国緑の少年団活動発表大会｣
開催の記録

不定期 1,000 A4 36 令和元年度に開催した全国緑の少年
団活動発表大会の開催記録

R02.02 環境再生課

身近な環境を楽しく学ぶ
おきなわ環境教育プログラム集
(学校教育編)
令和2年(2020)年3月

不定期 800 A4 240 小学校・中学校・高等学校向けの環
境教育プログラム集

R02.03 環境再生課

身近な環境をグローバルな視点
で学ぶ　おきなわ環境教育プロ
グラム集(社会教育編)
令和2年(2020)年3月

不定期 400 A4 340 地域や事業者等向けの環境教育プロ
グラム集

R02.03 環境再生課

おきなわ環境教育プログラム集
(学校教育編)(社会教育編)
概要版　令和2年(2020)年3月

不定期 800 A4 12 おきなわ環境教育プログラム集の概
要版

R02.03 環境再生課

A4チラシ

A4チラシ
A2ポスター

発　行
部　数

規格・頁数

環　　境　　部

B5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(B4:二つ折)

A4チラシ
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

環　　境　　部

沖縄県緑の回廊形成ガイドライ
ン　令和2年3月

不定期 100 A4 142 令和元年度の緑の回廊に関する事業
報告

R02.03 環境再生課
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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
令和2年3月

不定期 70 A4 272 子ども生活福祉部所管業務の概要に
ついて

R02.03 福祉政策課

北部福祉事務所概況
平成30年度

定　期 - 平成30年度における当所の事業内容
等

R01.11 北部福祉事
務所

中部福祉事務所活動概況
平成31年(令和元年)度版
(平成30年度報告)

定　期 5 A4 53 中部福祉事務所活動概況 R01.12 中部福祉事
務所

宮古福祉事務所概要
平成30年度

定　期 34 A4 37 平成30年度の福祉事業報告 R02.03 宮古福祉事
務所

八重山福祉事務所概要
平成30年度

定　期 1 平成30年度における八重山福祉事務
所の事業報告

R01.09 八重山福祉
事務所

沖縄県の生活保護
令和元年度版
(資料:平成30年度生活保護統
計)

定　期 140 A4 87 沖縄県や全国の生活保護同行の推移
や現状を被保護者や生活保護速報
(月次)総括表の数値に基づき編集し
たもの

R02.01 保護・援護
課

老人の日・老人週間
(2019年9月15日～21日)
　　　　　　　　パンフレット
                ポスター

定　期

550
240

老人の日・老人週間のキャンペーン
要綱・関連行事・沖縄県内の高齢化
の状況等及び普及・啓発を図るパン
フレット、ポスター

R01.09 高齢者福祉
介護課

ちゃーがんじゅう地域を目指し
て《ちゃーがんじゅう地域推進
事業》　令和元年度

不定期 3,000 A4 14 令和元年度ちゃーがんじゅう地域推
進事業

R01.10 高齢者福祉
介護課

沖縄県青少年育成県民運動
令和元年度

定　期 1,000 A4 22 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

R01.07 青少年・子
ども家庭課

沖縄県青少年保護育成条例逐条
解説書　令和元年7月

不定期 170 A4 207 沖縄県青少年保護育成条例の各条文
の解説書

R01.07 青少年・子
ども家庭課

女性保護事業のあらまし
令和元年度(平成30年度実績)

定　期 100 A4 35 平成30年度の女性保護業務の実績 R02.03 女性相談所

業務概要
令和元(平成31年)年度

定　期 125 A4 55 施設概要、支援内容、平成30年度実
績等

R02.03 若夏学院

高校生調査報告書
《沖縄子ども調査》
令和元年度

不定期 300 A4 311 令和元年度に実施した子どもの生活
実態調査(高校生調査)の報告書

R02.03 子ども未来
政策課

黄金っ子応援プラン(第2期沖縄
県子ども・子育て支援事業支援
計画)　令和2年3月

定　期
(5年毎)

3,000 A4 127 第2期沖縄県子ども・子育て支援事
業支援計画

R02.03 子育て支援
課

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

定　期

2,900
500

沖縄県福祉のまちづくり賞募集チラ
シ､ポスター

R01.06 障害福祉課

沖縄県福祉のまちづくり賞表彰
事例集　平成30年度

定　期 850 A4 8 沖縄県福祉のまちづくり賞事例集 R01.06 障害福祉課

発　行
部　数

規格・頁数

子ども生活福祉部

CD-R

CD-R

A4       6
B3ポスター

A4チラシ
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

子ども生活福祉部

第4次沖縄県障害者基本計画
平成26年3月策定
令和2年2月変更

不定期 200 A4 35 障害者基本法に基づく法定計画 R02.02 障害福祉課

事業概要　令和元年度 定　期 50 A4 23 令和元年度　事業概要 R01.07 身体障害者
更生相談所
／知的障害
者更生相談
所

第2次沖縄県消費者教育推進計
画　～考えて行動できる｢うち
なー消費者｣を目指して～
令和2年3月

不定期 500 A4 49 令和2年度～令和6年度までの消費者
教育推進計画

R02.03 消費・くら
し安全課

がじまる　2019年春号　No.393
　　　　　2019年夏号　No.394
　　　　　2019年秋号　No.395
　　　　　2020年冬号　No.396

定　期 6,000
4,000
5,000
4,000

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提
供、沖縄県金融広報委員会の事業紹
介

R01.05
R01.08
R01.11
R02.02

消費・くら
し安全課
(消費生活セン
ター)

沖縄県交通安全実施計画
令和元年度

定　期 148 A4 69 県交通安全実施計画 R01.09 消費・くら
し安全課
(沖縄県交通安
全対策会議)

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｣

不定期 -  A4チラシ 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

R01.11 消費・くら
し安全課
(沖縄県交通安
全推進協議会事
務局)

第13回沖縄県子ども地域安全
マップコンテスト作品集

定　期 1,000 A4 20 ｢ちゅらさん運動｣の一環として開催
した地域安全マップコンテスト作品
集

R02.03 消費・くら
安全課
(ちゅらうち
なー安全なまち
づくり推進会
議)

計量業務の概要　平成31年度版 定　期 25 A4 43 計量検定所の概要、業務実績、統計
資料

R02.03 計量検定所

沖縄県平和祈念資料館年報
第19号　2018年度

定　期 500 A4 74 平和祈念資料館平成30年度通期活動
に関する報告書等

R01.08 平和祈念資
料館

沖縄県平和祈念資料館だより
         No.37　令和元年10月
　　　　 No.38　令和2年3月

定　期
各2,500 A4 8

平和祈念資料館上期活動に関する報
告書等 R01.10

R02.03

平和祈念資
料館

令和元年度　特別企画展
戦死者たちからのメッセージ
武田美通・鉄の造形全30作品展
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

3,000
300
800

特別展開催の広報用チラシ、ポス
ター及び特別展展示作品の説明等

R01.10 平和祈念資
料館

｢平和への思い(ウムイ)｣発信・
交流・継承事業報告書
令和元年度

不定期 800 A4 112 令和元年度｢平和への思い(ウムイ)｣
発信・交流・継承事業に関する事業
報告(日本語版)

R02.02 平和祈念資
料館

A4チラシ
B2ポスター
A4　　16
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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

｢平和への思い(ウムイ)｣発信・
交流・継承事業報告書
令和元年度【英語版】
”Hope(Umui) for Peace”
Promotion,Exchange, and
Passing Down Project 2019
Report

不定期 800 A4 112 令和元年度｢平和への思い(ウムイ)｣
発信・交流・継承事業に関する事業
報告(英語版)

R02.02 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
令和元年度(第29回)

定　期 1,000 A4 102 第29回｢児童・生徒の平和メッセー
ジ｣展示会の様子及び入選作品等

R02.03 平和祈念資
料館

- 13 -



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31年度(令和2年3月)

定　期 5 平成31年度版保健医療行政の概要 R02.03 保健医療総
務課

北部保健所活動概況
平成30年度

定　期 75 A4 137 平成30年度の北部保健所各班の活動
報告書・資料

R02.01 北部保健所

受動喫煙防止対策状況調査報告
書～北部やんばるの空気をキレ
イに～　2020年3月

不定期 750 A4 134 健康増進法の一部改正に伴い北部管
内各種施設受動喫煙対策の調査結果
の報告

R02.03 北部保健所

中部保健所活動概況
平成31年度版(平成30年度報告)

定　期 120 A4 141 所内概要、業務内容と実績、調査研
究、統計、資料

R01.08 中部保健所

南部保健所活動概況
平成30年度

定　期 170 A4 139 平成30年度における南部保健所の活
動内容

R01.10 南部保健所

宮古保健所活動概況
平成30年度

定　期 120 A4 114 宮古保健所の概要、業務・活動実
績、統計資料

R01.12 宮古保健所

八重山保健所概要
平成30年度

定　期 68 A4 111 平成30年度の八重山保健所運営に関
する事業報告

R01.12 八重山保健
所

沖縄県立看護大学
大学院生募集要項
博士前期・後期課程
令和2年度(2020年度)

定　期 400 A4 19 令和2年度大学院生募集要項 R01.06 看護大学

沖縄県立看護大学
学生募集要項
(一般選抜)　令和2年度

定  期 1,650 A4 14 令和2年度学生募集要項(一般選抜) R01.09 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)
令和2年度

定　期 350 A4 9 令和2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)

R01.09 看護大学

沖縄県立看護大学
学生募集要項
(特別選抜)　令和2年度

定　期 550 A4 14 令和2年度学生募集要項(特別選抜) R01.09 看護大学

沖縄県立看護大学
学生募集要項
別科助産専攻(特別選抜)
令和2年度

定　期 350 A4 9 令和2年度沖縄県立看護大学別科助
産専攻学生募集要項(特別選抜)

R01.09 看護大学

かせかけ　第32号
沖縄県立看護大学広報誌

定　期 3,000 A4 21 大学紹介・お知らせ R02.03 看護大学

沖縄県立看護大学大学案内
2020

定　期 4,000 A4 20 2020年度の大学案内 R02.03 看護大学

気をつけよう！！
海のキケン生物　令和元年度版
　　パンフレット【日本語版】
　　　　　　　　【英語版】
　　ポスター　　【日本語・
　　　　　　　　　英語版】

定　期

18,000
3,000
1,000

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)、ポスター(日本語・英語
版)

R01.06 衛生環境研
究所

A6 　　14
A6 　　14
A1ポスター

発　行
部　数

規格・頁数

保 健 医 療 部

CD-R
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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

沖縄県衛生環境研究所報
第53号　令和元年

定　期 100 A4 60 業務概況及び調査研究報告ほか R01.12 衛生環境研
究所

ハブクラゲ等危害防止対策事業
報告書　令和元年度

定　期 - 平成28～30年度のハブクラゲ等危害
防止対策事業に関する事業報告

R02.02 衛生環境研
究所

魚類食中毒｢シガテラ｣を知って
いますか？

不定期 6,000 魚類食中毒シガテラの予防啓発リー
フレット

R02.02 衛生環境研
究所

衛生科学調査研究報告書
平成31年度(令和元年度)

定　期 30 A4 29 平成29年～平成31年の沖縄県におけ
る重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
の浸淫状況調査に関する調査結果報
告

R02.03 衛生環境研
究所

危険外来種咬症根絶モデル事業
報告書　平成31年度

不定期 - 平成31年度の危険外来種咬症根絶モ
デル事業に関する事業報告書

R02.03 衛生環境研
究所

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

定　期 - A4 32 令和元年度の抗ハブ毒ヒト抗毒素の
実用化事業に関する報告書

R02.03 衛生環境研
究所

衛生統計年報(衛生統計編)
平成30年

定　期 240 A4 243 沖縄県の衛生に関する各種保健統計
や業務統計資料

R02.03 医療政策課

沖縄県がん登録事業報告
(平成28年(2016年)の罹患集計)
令和元年度

定　期 350 A4 150 平成28年(2016年)における県内のが
ん罹患集計

R02.03 健康長寿課

フッ化物洗口でむし歯ゼロを目
指そう！

不定期 30,000 フッ化物洗口によるむし歯予防につ
いてのリーフレット

R02.03 健康長寿課

健康なからだは健口(けんこう)
から

不定期 20,000 歯周病と全身の健康について及び歯
科検診受診促進についてのリーフ
レット

R02.03 健康長寿課

市町村生活習慣等実態調査
計画・実施・分析評価マニュア
ル　令和2年3月

不定期 200 A4 120 市町村生活習慣等実態調査の実施方
法から、調査データの集計・分析の
手順を記したマニュアル

R02.03 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
2020年度版

定　期 25,000 A5 103 がん患者(又は家族等)を対象に県内
の療養情報を取りまとめたもの

R02.03 健康長寿課

沖縄県における精神保健福祉の
現状
平成29年
平成30年

定　期

485
480

A4
A4

 
　45
  45

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

H31.04
R01.12

地域保健課

沖縄県の母子保健
－令和元年度刊行・2019－
(平成29年度資料)
(平成30年度資料)

定　期

300
300

A4
A4

 168
 143

母子保健統計、市町村母子保健事業
内容

R01.07
R02.03

地域保健課

結核の現状
令和元年版(平成30年資料)

定　期 150 A4 63 沖縄県の結核の現状と結核対策につ
いて

R01.12 地域保健課

第2次沖縄県自殺総合対策行動
計画　平成31年3月策定

不定期 500 A4 71 沖縄県の自殺対策に関する行動計画 R02.03 地域保健課

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

CD-R

CD-R
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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

｢語ること｣の意味。～自死遺族
から教えられたこと～
自死遺族支援講演会　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期

1,500
320

自死遺族支援講演会案内用チラシ、
ポスター

R01.07 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

不定期 4,000 自死遺族の｢分かち合い｣の会普及啓
発のためのチラシ

R01.07 総合精神保
健福祉セン
ター

危険です！！ネット依存症
令和元年9月

不定期 1,000 依存症普及啓発のためのパンフレッ
ト

R01.09 総合精神保
健福祉セン
ター

気づいてください！！飲みすぎ
赤信号～アルコール依存症は他
人事じゃない～　令和元年9月

不定期 1,500 依存症普及啓発のためのパンフレッ
ト

R01.09 総合精神保
健福祉セン
ター

知っていますか？依存症という
病気のこと　令和元年9月

不定期 2,000 依存症普及啓発のためのリーフレッ
ト

R01.09 総合精神保
健福祉セン
ター

ひきこもりかな？
令和元年10月

不定期 5,000 ひきこもり専門支援センターに関す
る案内

R01.10 総合精神保
健福祉セン
ター

アディクションフォーラム案内 不定期 1,000 アディクションフォーラム案内用チ
ラシ

R01.11 総合精神保
健福祉セン
ター

総合精神保健福祉センター所報
平成30(2018)年度実績

定　期 - A4 46 センター業務概要 R01.12 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3号　(令和2年3月)

定　期 2,000 A4 4 ひきこもり専門支援センターに関す
る案内

R02.02 総合精神保
健福祉セン
ター

｢ひきこもり｣に悩んでいる方へ
～小さな一歩を踏み出すために
～　令和2年3月

不定期 1,000 A5 7 ひきこもり本人・家族のためのパン
フレット

R02.03 総合精神保
健福祉セン
ター

ひきこもり～正しい理解と支援
のために～　令和2年3月

不定期 1,000 ひきこもり支援者向けパンフレット R02.03 総合精神保
健福祉セン
ター

"考えましょう"お酒とあなたの
イイ関係～アルコール依存症に
ならないために～　令和2年3月

不定期 1,000 依存症普及啓発のためのパンフレッ
ト

R02.03 総合精神保
健福祉セン
ター

正しく知って予防しよう
ギャンブル依存症になる前に
令和2年3月

不定期 1,000 依存症普及啓発のためのパンフレッ
ト

R02.03 総合精神保
健福祉セン
ター

沖縄県薬剤師奨学金助成金返還
制度募集　2019年度

不定期 2,500 沖縄県内の薬局や病院で就労する薬
剤師を対象とする奨学金助成金返還
制度の募集チラシ

H31.04 衛生薬務課

A4
(A3:二つ折)

A4
(A3:二つ折)

10×18ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(10×40:四つ折)

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A4チラシ

A4
(A3:二つ折)

A4
(A3:二つ折)

A4チラシ
A3ポスター

A4チラシ

A4
(A3:二つ折)

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

保 健 医 療 部

沖縄県の水道概要
平成30年度(平成29年度データ)

定　期 - 沖縄県の水道概要 R01.06 衛生薬務課

事業概要　平成30年度 定　期 150 A4 64 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

R01.10 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29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

R01.12 国民健康保
険課

CD-R
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

普及に移す技術の概要
令和元年度

定　期 100 県立農林水産系試験研究機関の研究
成果より普及が見込まれる技術の一
覧

R01.12 農林水産総
務課

沖縄の農林水産業　令和2年3月 定　期 1,700
(内概要版

300)

A4 65 沖縄県の概況、農林水産業統計等 R02.03 農林水産総
務課

農業関係統計　令和2年3月 定　期 200 A4 200 農業に関する事業内 R02.03 農林水産総
務課

普及指導計画書　平成31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31年度普及指導計画 H31.04 北部農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

普及指導員調査研究報告及び農
業技術実証展示ほ実績報告
平成30年度

定　期 100 A4 98 平成30年度普及指導員調査研究・農
業技術実証展示ほ実績報告

H31.04 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94号
　　　　　　　　　　　第95号
　　　　　　　　　　　第96号
　　　　　　　　　　　第97号
　　　　　　　　　　　第98号
　　　　　　　　　　　第99号

定　期
750
750

6
6
6
6

A4 4
北部農林水産振興センター農業改良
普及課情報発信資料 R01.05

R01.07
R01.09
R01.11
R02.01
R02.03

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31年度
普及指導活動実績書

定　期 120 A4 85 平成31年度普及指導活動実績 R02.03 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
森林整備保全課　業務概要
平成31年度(令和元年度)

定　期 5 森林整備保全課の業務概要 R01.07 北部農林水
産振興セン
ター(森林整備
保全課)

北部農林水産振興センター
農業水産整備課　事業概要
令和元年度

定　期 400 A4 34 令和元年度当課所管事業の概要 R01.11 北部農林水
産振興セン
ター(農業水産

整備課)

宮古の農林水産業
令和元年度版

定　期 200 A4 80 宮古地域の農林水産業統計資料 R02.01 宮古農林水
産振興セン
ター

宮古の農林水産業(概要版)
令和元年度版

定　期 200 A4 10 宮古地域の農林水産業統計資料 R02.01 宮古農林水
産振興セン
ター

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30年度

定　期 500 A4 56 平成30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

H31.04 宮古農林水
産振興セン
ター(農林水産
整備課)

発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

CD-R

CD-R
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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

農業改良普及指導計画書
平成31年度
～アララガマ島ぬ農業と普及～

定　期 100 A4 52 普及業務に係る今年度の指導計画書 H31.04 宮古農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

普及指導活動基本計画書
令和2年度～4年度

定　期 100 A4 20 普及指導活動基本計画書 R02.03 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31年度
普及指導活動実績書
令和2年3月

定　期 100 A4 187 普及指導活動実績 R02.03 宮古農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

普及やいま　　　　　 第147号
　　　　　　　　　　 第148号
　　　　　　　　　　 第149号

定　期 350
350
370

A4 4 八重山管内の農産物関連情報提供 R01.05
R01.10
R02.02

八重山農林
水産振興セ
ンター

農業改良普及指導計画書
平成31年度

定　期 70 A4 36 普及事業に係る今年度の指導計画書 R01.10 八重山農林
水産振興セ
ンター

八重山の農林水産業
令和元年度

定　期 200 A4 72 八重山の農林水産業に関する概要説
明

R02.03 八重山農林
水産振興セ
ンター

南の島の普及活動　平成30年度 定　期 100 A4 130 平成30年度八重山農林水産振興セン
ター農業改良普及課の普及活動経過
報告

H31.04 八重山農林
水産振興セ
ンター(農業
改良普及課・与
那国駐在)

八重山農林水産振興センター
農林水産整備課　事業概要
令和元年度

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

R01.09 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31年度
　　　　　　　　　　　 第1号
　　　　　　　　　　　 第2号
　　　　　　　　　　　 第3号

定　期
各41 A4 4

家畜衛生指導に関すること
R01.05
R01.09
R02.01

八重山家畜
保健衛生所

研究報告　No.60　平成29年度 定　期 250 A4 13 平成29年度に終了した課題や調査等
に関する報告

R02.03 森林資源研
究センター

研究報告　No.61　平成30年度 定　期 250 A4 19 平成30年度に終了した課題や調査等
に関する報告

R02.03 森林資源研
究センター

業務報告　第30号　平成30年度 定　期 250 A4 36 平成30年度に終了した課題や調査等
に関する報告

R02.03 森林資源研
究センター

沖縄県森林資源研究センター
(令和2年3月)

不定期 500 森林資源研究センター概要 R02.03 森林資源研
究センター

第25回沖縄県青壮年・女性漁業
者交流大会

定　期 200 A4 30 第25回沖縄県青壮年・女性漁業者交
流大会のプログラム、体験発表・意
見発表の原稿等

R01.11 水産海洋技
術センター

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(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

農 林 水 産 部

研究業務報告　第19号
(平成30年度・令和元年度)

定　期 100 A4 19 平成30年度及び令和元年度に実施し
た海洋深層水研究所の業務について
の報告

R02.03 海洋深層水
研究所

食品表示制度　正しい食品表示
は事業者の義務です。
(2019年12月)

不定期 3,000 食品表示の仕方 R01.12 流通・加工
推進課

おきなわ食材の店
(令和2年1月)

不定期 28,000 A5 71 ｢おきなわ食材の店｣における県産食
材利用拡大事業登録店舗情報掲載誌

R02.01 流通・加工
推進課

市場概要　平成31年度版 定　期 500 A4 29 ・中央卸売市場の組織や所掌事務
・平成31年度歳入歳出予算
・平成30年度卸売(青果部・花卉部)
取扱状況

R01.05 中央卸売市
場

市場年報　平成31年(令和元年) 定　期 150 A4 274 卸売業者が取引した野菜・果実・鉢
物・切花の1年間(1～12月)の取り扱
い状況を各種報告書を基に作成した

R02.03 中央卸売市
場

農業制度資金のご案内
令和元年度版

定　期 3,300 A4 10 主要農業制度資金の概要説明 R01.07 農政経済課

植物防疫業務年報　平成30年度 定　期 70 A4 105 沖縄県病害虫発生予察事業概要及び
新奇病害虫発生状況

R01.07 病害虫防除
技術セン
ター

沖縄県特殊病害虫防除事業報告
(第43号)　平成29年度

定　期 180 A4 346 平成29年特殊病害虫防除事業に関す
る事業報告

R02.03 病害虫防除
技術セン
ター

沖縄県特殊病害虫防除事業報告
(第44号)　平成30年度

定　期 180 A4 249 平成30年特殊病害虫防除事業に関す
る事業報告

R02.03 病害虫防除
技術セン
ター

沖縄県におけるミカンコミバエ
根絶後の再侵入と再根絶
 (2014年-2017年)

定　期 200 A4 53 ミカンコミバエ根絶後の再侵入と再
根絶に関する報告(2014年-2017年)

R02.03 病害虫防除
技術セン
ター

普及センターだより　なかがみ
               　　　第134号
　　　　　　　　　　 第135号
　　　　　　　　　　 第136号

定　期
304
310
311

A4 6
6
4

令和元年度普及活動体制・異動職員
紹介普及センター主催各講座案内
他、沖縄県農業士4名の紹介。農業
青年クラブ会員募集、果樹・野菜、
花情報、地域農業振興総合指導事業
について・ツマジロクサヨトウ・食
品表示法・サツマイモ基腐病

R01.05
R01.10
R02.02

中部農業改
良普及セン
ター

普及のあゆみ　第31号
令和2年3月

定　期 130 A4 120 令和元年度(平成31年度)普及活動事
業の実績報告

R02.03 中部農業改
良普及セン
ター

ふぇーぬ風　         第134号
                     第135号
                     第136号

定　期 610
619
619

A4 8 時期別地域農業情報 R01.06
R01.10
R02.03

南部農業改
良普及セン
ター

A4
(A3:二つ折)

- 20 -



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

普及のあゆみ　平成31年度
普及指導活動実績～皆で育む南
部農業の実践と地域の活性化を
めざして～

定　期 100 A4 104 平成31年度の普及活動に関する報告
書

R02.03 南部農業改
良普及セン
ター

沖縄県立農業大学校学校紹介 不定期 1,000 沖縄県立農業大学校の教育特色や専
攻紹介等の学校紹介

H31.04 農業大学校

沖縄県立農業大学校
学生募集要項　令和2年度

不定期 500 A4 15 沖縄県立農業大学校の次年度学生募
集要項

H31.04 農業大学校

沖縄県立農業大学校学生募集
令和2年度

不定期 1,000 沖縄県立農業大学校の次年度学生募
集ポスター

H31.04 農業大学校

プロジェクト学習の実績
令和元年度

定　期 170 A4 81 沖縄県立農業大学校本科第40期生に
よるプロジェクト学習成果と短期養
成科13期生の学習成果等のまとめ

R02.03 農業大学校

沖縄県の園芸・流通
令和元年10月

定　期 304 A4 141 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

R01.10 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30／31年期

定　期 330 A4 89 平成30／31年期のさとうきび及び甘
しゃ糖生産実績、さとうきび収穫機
械稼働実績、バガス・ケーキ及び糖
蜜の利用状況調査

R01.08 糖業農産課

さとうきび増産に向けた取組の
実績及び評価　平成30年度

定　期 108 A4 124 平成30年度さとうきび増産に向けた
取組の実績及び評価

R01.12 糖業農産課

家畜・家きん等の飼養状況調査
結果　平成30年12月末

定　期 253 A4 55 平成30年12月末時点の沖縄県内家畜
・家きんの飼養状況まとめ

H31.04 畜産課

おきなわの畜産　令和元年7月 定　期 50 沖縄県内の畜産概要及び関連事業等 R01.07 畜産課

家畜保健衛生業績発表会集録
平成30年度　第45回

不定期 200 A4 50 平成30年度第45回家畜保健衛生業績
発表会に関する資料

R01.10 畜産課

中央家保便り　平成31年度
                       第1号
                       第2号

不定期
各52 A4 4

家畜保健衛生情報
R01.05
R01.11

中央家畜保
健衛生所

沖縄県の農業農村整備
令和元年度版

定　期 1,000 A4 61 沖縄県の農業農村整備事業の概要 R02.02 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
令和元年度

定　期 400 令和元年度の当該事務所の事業概要
を記載

R01.12 中部農林土
木事務所

南部農林土木事務所　事業概要
令和元年度

定　期 600 A4 30 令和元年度南部農林土木事務所事業
概要

R01.11 南部農林土
木事務所

沖縄の森林・林業　令和元年版 定　期 270 A4 82 沖縄県の森林・林業に関する現状及
び統計資料

R02.01 森林管理課

南部林業事務所　事業概要
平成30年度版

不定期 200 A4 45 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

R02.03 南部林業事
務所

A4ポスター

A4
(A1:16頁折)

A4
(A3:二つ折)

CD-R
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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

沖縄の魚はいかがですか？
　　　　　　　　【日本語版】
　　　　　　　　【英語版】
　　　　　　　　【簡体字版】
　　　　　　　　【繁体字版】
　　　　　　　　【タイ語版】

不定期
100

各1,100

沖縄県の魚紹介ポスター(日本語
版、英語版、簡体字版、繁体字版、
タイ語版)

R01.12 水産課

漁業権の免許内容等(特定区画
漁業権・定置漁業権・区画漁業
権)

定　期 170 A4 406 県内の漁業権区域に係る資料 R02.01 水産課

資源管理啓発ポスター 不定期 5,000 水産資源管理啓発ポスター R02.03 水産課

沖縄県の漁港・漁場概要
令和元年度

定　期 700 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

R01.08 漁港漁場課

水産基盤整備事業の通知集
平成31年度(令和元年5月)
                      (1／2)
                      (2／2)

定　期

各110 A4 277
496

水産庁所管の漁港漁場関係要綱、要
領通知集

R01.09 漁港漁場課

A2ポスター

A4
(A1:16頁折)

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

商工労働部施策の概要
平成31年度

定　期 635 A4 198 平成31年度における商工労働部の事
業概要等

R01.08 産業政策課

国際物流関連ビジネスモデル創
出事業　報告書　平成31年度
《中古車等輸出ビジネスモデル
実証事業コンサルティング業
務》

定　期 20 A4 102 平成31年度の中古車等輸出ビジネス
モデル実証事業に関する事業報告

R02.02 アジア経済
戦略課

那覇空港輸出拠点化実証事業
実施報告書  平成31年度

不定期 5 A4 23 平成31年度に実施した那覇空港輸出
拠点化実証事業の実績報告書

R02.03 アジア経済
戦略課

沖縄国際物流ハブ　2019 不定期 1,800 A4 18 沖縄国際物流ハブ機能及びハブ機能
の活用モデル等の紹介

R02.03 アジア経済
戦略課

沖縄国際物流ハブ【英語版】
2019
OKINAWA INTERNATIONAL
LOGISTICS HUB

不定期 600 A4 18 上記と同様(英語版) R02.03 アジア経済
戦略課

沖縄国際物流ハブ【繁体字版】
2019

不定期 300 A4 18 上記と同様(繁体字版) R02.03 アジア経済
戦略課

沖縄国際物流ハブ【簡体字版】
2019

不定期 300 A4 18 上記と同様(簡体字版) R02.03 アジア経済
戦略課

沖縄国際物流ハブ活用推進事業
(定番化促進)実施報告書
【概要版】 平成31年度

不定期 30 A4 61 平成31年度の海外展開事業に関する
事業報告(概要版)

R02.03 アジア経済
戦略課

沖縄国際物流ハブ活用推進事業
(認知度向上)実施報告書
《沖縄県商工労働部アジア経済
戦略課委託事業》　平成31年度

不定期 25 A4 88 平成31年度の海外展開事業に関する
事業報告

R02.03 アジア経済
戦略課

海外販路ニーズ調査事業報告書
令和元年度

不定期 30 A4 222 平成31年度の海外展開事業に関する
事業報告

R02.03 アジア経済
戦略課

物流高度化推進事業　事業実績
報告　平成31年度版

定　期 50 A4 120 平成31年度の物流高度化推進事業に
関する事業報告

R02.03 アジア経済
戦略課

沖縄県推奨　優良県産品
令和元年度          ガイド
                    ポスター

定　期
5,000

200

令和元年度優良県産品のガイドブッ
ク、ポスター

R01.10 ものづくり
振興課

琉球泡盛産業経営改革促進事業
成果報告書　平成31年度

定　期 60 A4 33 平成31年度の琉球泡盛経営改革促進
事業に係る成果報告

R02.03 ものづくり
振興課

琉球泡盛マーケティング支援事
業　実施報告書　令和元年度
《琉球泡盛再興プロジェクト支
援事業》

定　期 60 A4 126 令和元年度の琉球泡盛マーケティン
グ支援事業に係る実施報告

R02.03 ものづくり
振興課

沖縄の製造業ガイドブック
令和元年度
《製造業県内発注促進事業》

不定期 1,000 A4 109 県内の製造業の概要と得意技術、主
な生産設備等

R02.03 ものづくり
振興課

A4     17
B2ポスター

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

技術情報誌
(Technical　News)　　 第75号
　　　　　　　　　　　第76号
                      第77号

定　期
各400 A4 8

研究報告や技術情報、支援事例等の
紹介 R01.07

R01.10
R02.03

工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
事業報告　第21号　平成30年度

定　期 200 A4 46 平成30年度工業技術センター事業報
告

R01.08 工業技術セ
ンター

利用の手引き
沖縄県工業技術センター
令和元年度版

定　期 700 A4 36 技術支援業務や開放機器の紹介 R01.10 工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
研究報告　第21号　平成30年度

定　期 200 A4 63 平成30年度工業技術センター研究報
告

R01.11 工業技術セ
ンター

沖縄ものづくり技術展2019
－食品製造装置など沖縄のもの
づくりを支える技術と取組－

不定期 1,500 A4 8 沖縄ものづくり技術展2019の告知 R01.11 工業技術セ
ンター

沖縄県工芸振興センター展
第46回              ハガキ
                    ポスター

定　期
2,000

70

第46回沖縄県工芸振興センター展の
広報DM用ハガキ、ポスター

R02.03 工芸振興セ
ンター

地域ビジネス力育成強化事業成
果報告書　令和元年度

 不定期 100 A4 13 平成31年度地域ビジネス力育成強化
事業の成果報告書

R02.03 中小企業支
援課

沖縄県融資制度のご案内
中小企業の皆様へ
令和2年度(2020年度)
　　　　　　　　リーフレット
　
　　　　　　　　ポスター

定　期

37,500

570

沖縄県融資制度の概要を掲載し、中
小企業者、金融機関、商工団体等へ
周知を図るリーフレット、ポスター

R02.03 中小企業支
援課

｢沖縄県中小企業の振興に関す
る条例｣(改正版)　令和2年3月
-沖縄県の99.9％の声を未来に-

不定期 1,000 A4 6 ｢沖縄県中小企業の振興に関する条
例｣の一部改正等のパンフレット

R02.03 中小企業支
援課

立地企業紹介　2020年3月
国際物流拠点産業集積地域
うるま・沖縄地区(うち旧特別
自由貿易地域)

定　期 2,000 県外・海外企業の立地を促進するこ
とを目的として、立地企業をPRする
ためのガイドブック

R02.03 企業立地推
進課

沖縄県企業立地ガイド
2020-2021

定　期 4,000 A4 38 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

R02.03 企業立地推
進課

情報通信産業立地ガイド
2019-2020

定　期 9,000 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

R01.07 情報産業振
興課

情報通信産業立地ガイド
2019-2020　【英語版】
Information and
Communications Industry
Business Establishment Guide

定　期 800 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(英語版)

R01.07 情報産業振
興課

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(84☓30:四つ折)

B2ポスター

30×11ﾘｰﾌﾚｯﾄ

(A4:2つ折)

10×15ハガキ

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

情報通信産業立地ガイド
2019-2020
【北京語版(簡体字)】

定　期 300 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(北京語版)

R01.07 情報産業振
興課

情報通信産業立地ガイド
2019-2020
【台湾語版(繁体字)】

定　期 800 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(台湾語版)

R01.07 情報産業振
興課

沖縄のIT企業Book　2020 定　期 2,000 A5 169 沖縄県内のIT企業を紹介するガイド
ブック

R02.01 情報産業振
興課

Job　Navi(ジョブナビ)
　　2019／6・7・8　　Vol.42
　　2019／9・10・11　Vol.43
　　2019／12-2020／2 Vol.44
　　2020／3・4・5　　Vol.45

定　期
各16,000

A4 3 若年者向け就活応援情報誌
R01.06
R01.09
R01.12
R02.03

雇用政策課

高校生県外インターンシップ感
想文集　平成30年度

不定期 220 A4 125 県内高校生対象に実施している県外
インターンシップ派遣者(71名)の感
想文集

R01.06 雇用政策課

沖縄県雇用・労政の施策概要
平成31年度

定　期 240 A4 112 平成31年度の雇用政策課及び労働政
策課の事業概要

R01.07 雇用政策課
／労働政策
課

沖縄県雇用施策実施計画
平成31年度

定　期 200 A4 46 平成31年度の雇用施策課及び労働政
策課の雇用施策実施計画

R01.10 雇用政策課
／労働政策
課

未来の産業人材育成事業実施報
告書　令和元年度
《沖縄振興特別推進交付金活用
事業》

定　期 1,000 A4 102 未来の産業人材育成事業の概要及び
令和元年度の新たな取組等

R02.03 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30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 400 A4 85 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

R02.03 雇用政策課

地域連携プラットフォーム事業
2019事例集
産学官、地域でつくる沖縄の未
来《沖縄振興特別交付金事業》

不定期 400 A4 400 各協議会の取組内容 R02.03 雇用政策課

障害者の多様なニーズに対応し
た委託訓練　訓練生募集の案内
2019年度

定　期 2,700 沖縄県が実施する障害のある方を対
象にした委託訓練の開講時期、訓練
コース等の紹介

H31.04 労働政策課

沖縄県委託訓練　年間計画一覧
2019年度

定　期 5,000 沖縄県が実施する委託訓練の開講時
期、訓練コース等の紹介

H31.04 労働政策課

労働おきなわ
　　　　No.146　2019　Summer
        No.147　2019　Autumn
　　　　No.148　2019　Winter
　　　　No.149　2020　Spring

定　期
各600 A4 20

労働に関する各種制度の広報や県内
の労働関係イベントの情報発信 R01.06

R01.09
R01.12
R02.03

労働政策課

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(62×30:三つ折)

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(10頁)
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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

沖縄県労働条件等実態調査報告
書　令和元年度

定　期 184 A4 63 県内企業の労働条件等に関する実態
調査の調査結果報告書

R02.03 労働政策課

職業訓練生募集要項
2019年度後期

定　期 2,000 A4チラシ 訓練コース、訓練期間、定員、訓練
内容等について

R01.07 具志川職業
能力開発校

入校案内　2020年度
　　　　　　　　パンフレット
　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　ポスター

定　期
4,000
　50

  200

2020年度入校案内パンフレット、ポ
スター

R01.07 具志川職業
能力開発校

具志川職業能力開発校業務概要
令和元年度

定　期 500 A4 35 具志川職業能力開発校の業務概要、
実績、施設、組織等について

R01.08 具志川職業
能力開発校

浦添職業能力開発校業務概要
令和元年度(2019)

定　期 300 A4 29 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

R01.08 浦添職業能
力開発校

A4   　 12
A2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

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

定　期 1,500 A4 9 単年度ごとの数値目標を設定した具
体的な行動計画として平成19年度よ
り毎年度策定

R01.08 観光政策課

観光要覧　平成30年版 定　期 700 A4 133 観光統計、及び観光行政関係資料 R01.09 観光政策課

観光統計実態調査　平成30年度 定　期 450 A4 190 観光客の属性や行動、消費単価など
の観光統計

R01.09 観光政策課

外国人観光客実態調査報告書
平成30年度

定　期 450 A4 121 外国人観光客に対するアンケート調
査結果

R01.09 観光政策課

沖縄をささえる観光のチカラ
2019
-沖縄おもてなしハンドブック-

定　期 10,000 B6 29 沖縄観光に関するデータ等 R01.07 観光振興課

沖縄県マリンタウンMICEエリア
の形成に向けたPPP導入可能性
調査業務報告書

不定期 - 令和元年度のマリンタウン7MICEエ
リアの形成に向けた調査報告

R02.03 MICE推進課

しまくとぅば県民意識調査報告
書　令和元年度

不定期 800 A4 72 令和元年度における県民のしまく
とぅばに対する意識に関するアン
ケート調査結果

R02.03 文化振興課

沖縄県立芸術大学広報誌第21号
開鐘

定　期 3,000 A5 12 沖縄県立芸術大学広報誌 R01.05 芸術大学

沖縄県立芸術大学
オープンキャンパス
令和元年度

定　期 800 令和元年度オープンキャンパス周知
用ポスター

R01.07 芸術大学

音楽学部個別学力検査等試験曲
令和2年度

定　期 600 A4 37 令和2年度試験曲音楽学部個別学力
検査等

R01.07 芸術大学

沖縄県立芸術大学大学院
音楽芸術研究科学生募集要領
令和2年度

定　期 300 A4 18 令和2年度音楽芸術研究科学生募集
要領

R01.07 芸術大学

沖縄県立芸術大学
定期演奏会・定期公演

定　期 3,000 沖縄県立芸術大学定期演奏会・定期
公演チラシ

R01.07 芸術大学

琉芸専攻所蔵
｢衣装・小道具お宝展｣
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

定　期

3,000
100

琉芸専攻所蔵｢衣装・小道具お宝展｣
チラシ、ポスター

R01.09 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第30回琉球芸能定期公演

定　期 400 B5 12 第30回琉球芸能定期公演プログラム R01.10 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第30回洋楽定期公演

定　期 800 B5 12 第30回洋楽定期公演プログラム R01.10 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第25回オーケストラ定期演奏会
　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期

5,000
1,000

第25回オーケストラ定期演奏会チラ
シ、プログラム

R02.01 芸術大学

文化観光スポーツ部

発　行
部　数

規格・頁数

CD-R

B2ポスター

A4チラシ

A4チラシ
A2ポスター

A4チラシ
B5     12
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

文化観光スポーツ部

発　行
部　数

規格・頁数

沖縄県立芸術大学
音楽芸術研究所修士演奏会

定　期 1,100 沖縄県立芸術大学音楽芸術研究所修
士演奏会パンフレット

R02.01 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
室内楽定期演奏会　令和元年度

定　期 1,000 令和元年度沖縄県立芸術大学音楽学
部室内楽定期演奏会チラシ

R02.01 芸術大学

卒業定期演奏会　　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期 2,000
500

卒業定期演奏会チラシ、プログラム R02.01
R02.02

芸術大学

沖縄県立芸術大学
音楽芸術研究科修士演奏会

定　期 1,100 沖縄県立芸術大学音楽芸術研究科修
士演奏会パンフレット

R02.01 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
室内楽定期演奏会　令和元年度

定　期 1,000 令和元年度沖縄県立芸術大学音楽学
部室内楽定期演奏会チラシ

R02.01 芸術大学

奏楽堂演奏会　　　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期 2,000
400

奏楽堂演奏会チラシ、プログラム R02.01
R02.02

芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第23回室内楽定期演奏会

定　期 400 B5 12 第23回室内楽定期演奏会プログラム R02.02 芸術大学

音楽文化専攻卒業論文修士論文
要旨集

定　期 200 B5 5 音楽文化専攻卒業論文修士論文要旨
集

R02.02 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
2020

定　期 300 A4 500 令和2年度音楽学部・大学院(修士課
程)音楽芸術研究科シラバス

R02.03 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 履修案内
令和2年度

定　期 200 A4 74 令和2年度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 履修案内

R02.03 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第31回洋楽定期公演・琉球芸能
定期公演　令和2年度

定　期 3,000 令和2年度沖縄県立芸術大学音楽学
部第31回洋楽定期公演・琉球芸能定
期公演チラシ

R02.03 芸術大学

沖縄県立芸術大学紀要
No.28　2020

定　期 450 B5 170 沖縄県立芸術大学紀要№28　2020 R02.03 芸術大学

沖縄県立芸術大学　第31回
卒業・修了作品展図録

定　期 1,000 A4 111 第31回卒業・修了生の作品集(美術
工芸学部・大学院造形芸術研究科)

R02.03 芸術大学

音楽学研究誌ムーサ　第21号 定　期 350 B5 83 音楽学研究誌ムーサ第21号 R02.03 芸術大学

芸能から受け継ぐ
｢誇らしゃ　しまくとぅば｣
令和元年度　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　　　第5回講演会
　　　　　　　　第6回講演会

不定期

各2,000

令和元年度しまくとぅば講演会のお
知らせチラシ

R01.06
R01.10

芸術大学
(附属研究所)

"シマ"のことば教育の未来～
olelo Hawaii・しまくとぅば～
令和元年度　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　シンポジウム

不定期 1,000 令和元年度しまくとぅば実践教育事
業に関するシンポジウムチラシ

R01.08 芸術大学
(附属研究所)

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

A4チラシ

A4チラシ
B5 　  16

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

A4チラシ

A4チラシ
B5      8

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

- 28 -



刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

文化観光スポーツ部

発　行
部　数

規格・頁数

しまくとぅばで学ぶ　琉球芸能
～新しいしまくとぅば教育と
ワークショップ～
令和元年度　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 1,000 令和元年度のしまくとぅば実践教育
事業に関するお知らせチラシ

R02.01 芸術大学
(附属研究所)

沖縄県立芸術大学附属研究所
文化講座
子どものためのバリガムラン体
験講座

不定期 750 令和元年度文化講座のお知らせチラ
シ

R02.02 芸術大学
(附属研究所)

しまくとぅば実践教育プログラ
ム開発事業　事業報告書
令和元年度

不定期 200 A4 113 令和元年度のしまくとぅば実践教育
事業に関する事業報告

R02.03 芸術大学
(附属研究所)

沖縄県立芸術大学附属図書・芸
術資料館企画展
組踊の誕生と展開－玉城朝薫か
ら沖縄県立芸大まで－
　　　　　　　　　　チラシ
                  　ポスター

不定期
　

5,000
300

企画展に係るチラシ及びポスター R01.10 芸術大学
(附属図書・芸
術資料館)

朝薫踊り、順則詩う
－琉球王国時代の偉人－
博物館常設展美術工芸部門特別
展示

不定期 10,000 A4 30 組踊上演300周年記念事業特別展、
展示会図録

R01.08 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館年報
No.12　2019

定　期 300 A4 216 平成30年度の沖縄県立博物館・美術
館の事業・活動実績報告書

R01.09 博物館・美
術館

上條文穂と波多野泉
現代彫刻展　令和元年度
沖縄県立博物館・美術館企画展
　　上條文穂　KAMIJO　Fumiho
　　波多野泉　HATANO　Izumi

不定期

各500 A4 112

令和元年度に沖縄県立博物館・美術
館で行われる美術館企画展｢上條文
穂と波多野泉現代彫刻展｣の図録

R01.10 博物館・美
術館

｢グスク・ぐすく・城－動乱の
時代に生み出された遺産－｣
琉球王国のグスク及び関連遺産
群
世界遺産登録20周年記念特別展
                        図録

不定期 500 琉球王国のグスク及び関連遺産群
世界遺産20周年記念特別展｢グス
ク・ぐすく・城－動乱の時代に生み
出された遺産－｣図録

R01.09 博物館・美
術館

｢作家と現在｣
沖縄県立博物館・美術館
美術館企画展        　　図録

不定期 800 沖縄県で活動する同時代の作家およ
び作品を取り上げています。それぞ
れの現場で活躍する作家の制作に注
目し、いまこの場所で起きている出
来事についてどのような視点が新た
に浮かびあがるのかを、作品ととも
に紹介用図録

R01.12 博物館・美
術館

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ
B2ポスター

A4 　　79

A5　　111
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

文化観光スポーツ部

発　行
部　数

規格・頁数

｢手わざ－琉球王国の文化－｣
特別記念シンポジウム 模造復
元で紐解く　琉球の美
琉球王国文化遺産集積・再興事
業　博物館特別展　令和元年度
　　　　　　　　　　　　図録

不定期 1,200 琉球王国文化遺産集積・再興事業の
成果を報告するための特別展｢手わ
ざ－琉球王国の文化－｣。模造復元
品の展示を通して王国のものづくり
の様相を紹介し、王国文化の手わざ
の素晴らしさとともに、琉球・沖縄
の美意識を紹介する

R02.02 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
美術館紀要　第9号

定　期 60,000 A4 64 学芸員の調査研究報告書 R02.03 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
博物館教育普及活動
令和元(2019)年度

定　期 A4 73 博物館における、教育普及活動の報
告書

R02.03 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
美術館教育普及報告書
令和元年度

定　期 A4 50 美術館における、教育普及活動の報
告書

R02.03 博物館・美
術館

沖縄空手と学校教育 パート1
空手を伝え、広める！－近代の
空手教師たち－
沖縄空手企画展　リーフレット
　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　ポスター

不定期

5,000
25,000
1,200

沖縄空手会館で開催の企画広報用
リーフレット、チラシ、ポスター

R01.09 空手振興課

東京2020オリンピック
聖火リレー聖火ランナー募集
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 - 聖火ランナー募集案内のチラシ、ポ
スター

R01.06 スポーツ振
興課

東京2020オリンピック
聖火リレー周知

不定期 180 聖火リレー実施日の周知用マグネッ
ト

R02.02 スポーツ振
興課

ウチナーンチュ子弟等留学生修
了報告書　平成31年度

定　期 24 A4 66 平成31年度のウチナーンチュ子弟等
留学生受入事業に関する修了報告書

R02.03 交流推進課

万国津梁会議設置等支援業務委
託報告書　令和元年度

不定期 100 A4 104 令和元年度万国津梁会議設置等支援
業務委託に係る報告書

R02.03 交流推進課

世界のウチナーネットワーク情
報発信事業報告書　令和元年度
《世界のウチナーネットワーク
強化推進事業》

不定期 20 A4 101 令和元年度の｢世界のウチナーネッ
トワーク強化推進事業｣世界のウチ
ナーネットワーク情報発信事業に係
る事業報告

R02.03 交流推進課

A3ﾏｸﾞﾈｯﾄ

A4　　39

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
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

土木建築部のあらまし
平成31年度版

定　期 500 土木建築部事業概要等 H31.04 土木総務課

土木建築部要覧　令和元年度 定　期 90 A4 262 土木建築部事業の概要 R02.01 土木総務課

北部土木事務所　事業概要
令和元年度版

定　期 600 令和元年度の北部土木事務所の事業
に関する報告

R01.09 北部土木事
務所

中部土木事務所　事業概要
令和元年度　2019

定　期 400 A4 56 令和元年度の中部土木事務所事業概
要及び管内図

R01.07 中部土木事
務所

南部土木事務所　事業概要
2019

定　期 600 A4 40 令和元年度の南部土木事務所事業概
要及び管内図

R01.09 南部土木事
務所

宮古土木事務所　事業概要
令和元年度

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(令和元年度)

R01.09 宮古土木事
務所

八重山土木事務所　事業概要
令和元年度版

定　期 200 令和元年度の八重山土木事務所管内
の事業概要及び管内図

R01.11 八重山土木
事務所

ゆいくる
リサイクル資材評価認定制度
令和2年版

定　期 300 A4 20 沖縄県リサイクル資材評価認定制度
(ゆいくる)に関する認定製品カタロ
グ

R02.03 技術・建設
業課

沖縄県の道路　2019 定　期 1,500 A4 44 沖縄県道路事業について R01.08 道路街路課

道路施設現況調書　平成29年度
(平成29年4月1日現在)

定　期 100 A4 269 平成29年4月1日現在の県内道路現況
調書

H31.04 道路管理課

沖縄県水防計画　令和元年度 定　期 440 A4 178 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

R01.12 海岸防災課

沖縄県の都市計画　2020 不定期 1,000 A4 55 沖縄県の都市計画に関する資料 R02.02 都市計画・
モノレール
課

都市計画ってなんだろう？ 不定期 1,000 沖縄県の都市計画に関する資料 R02.02 都市計画・
モノレール
課

沖縄県屋外広告物条例のあらま
し　(令和2年3月)

不定期 2,000 A4 12 県屋外広告物条例の概要 R02.03 都市計画・
モノレール
課

屋外広告物から美しく安全な沖
縄のまちなみを！～屋外広告物
のルールを守りましょう！～

不定期 3,000    A4チラシ 屋外広告業者、広告主、県民のみな
さまへの沖縄県屋外広告物条例周知
用チラシ

R02.03 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｣
(令和2年3月)

不定期 29,000 B5 36 モノレール及び沿線情報観光ガイド
ブック

R02.03 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｣
(令和2年3月)　【英語版】

不定期 27,000 B5 36 上記と同様(英語版) R02.03 都市計画・
モノレール
課

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)

A4
(84×30:四つ折)

土 木 建 築 部

発　行
部　数

規格・頁数

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

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｣
(令和2年3月)　【繁体字版】

不定期 27,000 B5 36 モノレール及び沿線情報観光ガイド
ブック(繁体字版)

R02.03 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｣
(令和2年3月)　【簡体字版】

不定期 10,000 B5 36 上記と同様(簡体字版) R02.03 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｣
(令和2年3月)　【韓国語版】

不定期 5,000 B5 36 上記と同様(韓国語版) R02.03 都市計画・
モノレール
課

下水道のあらまし　令和元年度 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

R02.02 下水道課

沖縄県流域下水道維持管理年報
平成30年度

定　期 350 A4 140 沖縄県流域下水道に関すること R01.12 下水道事務
所

沖縄県の建築行政
令和元年度版

定　期 - 沖縄県の建築行政に係る統計報告 R02.03 建築指導課

沖縄県の住宅　令和元年度版 定　期 1,000 沖縄県の住宅政策等に関すること R01.08 住宅課

県営住宅関係法規集
令和2年3月

不定期 200 A4 400 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

R02.03 住宅課

営繕のあゆみ　2018 定　期 250 A4 24 平成30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

R01.07 施設建築課

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:10頁折)

CD-R
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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30年度

定　期 300 A4 410 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)

R01.09 会計課

出納事務局事務概要
令和元年12月

定　期 110 A4 187 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、その他資料

R01.12 会計課

刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

経営概要　平成30年度版 定　期 300 A4 201 企業局の平成30年度の経営概要をと
りまとめたもの

R01.09 総務企画課

企業局概要　2019 定　期 3,500 A4 26 令和元年度版企業局パンフレット R01.10 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30年度

定　期 350 A4 79 平成30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

R01.08 経理課

水量記録資料集　平成30年度 定　期 150 A4 148 平成30年度水量記録 R01.10 配水管理課

北谷浄水場　(令和元年9月)
　　　　　　　　【一般用】
　　　　　　　　【子ども用】

不定期
1,300
8,000

北谷浄水管理事務所の施設案内
(一般用)、(子ども用)

R01.09 北谷浄水管
理事務所

海水淡水化センター
令和元年度　　　【一般用】
　　　　　　　　【小学生用】

不定期
1,400
6,000

海水淡水化センターの施設案内
(一般用)、(小学生用)

R01.10 北谷浄水管
理事務所
(海水淡水化セ
ンター)

海水淡水化センター
令和元年度　　　【英語版】

不定期 200 海水淡水化センターの施設案内
(英語版)

R01.10 北谷浄水管
理事務所
(海水淡水化セ
ンター)

西原浄水場　(令和元年6月) 定　期 3,000 A4 8 西原浄水場のしくみ、施設案内
(一般用、子ども用共通)

R01.06 西原浄水管
理事務所

水質年報　平成30年度 定　期 145 A4 360 平成30年度の水質検査結果 R01.11 水質管理事
務所

A4
(63×30:三つ折)

企　　業　　局

発　行
部　数

発　行
部　数

規格・頁数

出 納 事 務 局

規格・頁数

A4
(63×30:三つ折)

A4
(63×30:三つ折)

- 33 -



刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県立病院年報
平成30年度版

定　期 170 A4 201 平成29年度の沖縄県病院事業概要を
まとめたもの

R01.07 病院事業総
務課

沖縄県立病院年報
令和元年(平成31年)度版

定　期 170 A4 202 平成30年度の沖縄県病院事業概要を
まとめたもの

R02.03 病院事業総
務課

沖縄県立中部病院雑誌　Vol.45 定　期 500 A4 112 沖縄県立中部病院職員及び関係者に
よる原著論文、研究報告、随筆等

R02.03 中部病院

中部病院概要　令和元年度版 定　期 200 A4 58 平成30年度の中部病院概要 R02.03 中部病院

沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター雑誌
第13巻　第1号

定　期 550 A4 131 医学論文・部署報告等 R02.03 南部医療セン
ター・こども
医療センター

病院概要　平成30年度版 定　期 230 A4 127 宮古病院の平成29年度の概要など H31.04 宮古病院

八重山病院概要　令和元年度 定　期 130 A4 93 平成30年度の八重山病院概要 R02.03 八重山病院

精和病院年報　平成30年度 定　期 110 A4 80 平成30年度精和病院年報(各セッ
ションの概要)

R02.02 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187号 定　期 250 A4 109 平成30年第8回沖縄県議会(定例会) R01.06 議事課

議会時報　第188号 定　期 250 A4 148 平成31年第1回沖縄県議会(臨時会)
平成31年第2回沖縄県議会(定例会)

R01.09 議事課

議会時報　第189号 定　期 250 A4 124 平成31年第3回沖縄県議会(臨時会)
令和元年第4回沖縄県議会(定例会)

R02.01 議事課

議会時報　第190号 定　期 250 A4 124 令和元年第5回沖縄県議会(定例会) R02.03 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
平成31年第2回　平成31年2月

定　期 170 A4 652 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までの経過をそのままに
記録した文書

R01.06 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
平成31年第3回　平成31年4月

不定期 170 A4 36 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までの経過をそのままに
記録した文書

R01.06 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和元年第4回　令和元年6月

定　期 170 A4 482 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までの経過をそのままに
記録した文書

R01.09 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和元年第5回　令和元年9月

定　期 170 A4 506 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までの経過をそのままに
記録した文書

R01.11 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和元年第6回　令和元年11月

定　期 170 A4 492 議会の会議における議事開会宣告か
ら閉会宣告までの経過をそのままに
記録した文書

R02.02 議事課

議会図書室のあらまし
令和元年

定　期 - 沖縄県議会図書室の概要について
(令和元年版)

R01.06 政務調査課

決算特別委員会等記録
平成29年度

定　期 110 A4 326 平成29年度一般会計・特別会計決算
及び企業会計決算

R01.08 政務調査課

議会の概要　令和元年 定　期 60 A4 66 平成30年度の議会の概要 R01.09 政務調査課

委員会報　平成30年版　No.47 定　期 250 A4 177 平成30年の沖縄県議会の委員会に関
する活動報告

R01.12 政務調査課

議会資料　No.107 定　期 19 A4 172 令和2年度予算関係特集 R02.02 政務調査課

予算特別委員会等記録
平成31年第2回　沖縄県議会
(定例会)

定　期 110 A4 416 平成31年予算特別委員会等記録 R02.02 政務調査課

沖縄県高校生議会記録集
令和元年度

不定期 430 A4 93 沖縄県高校生議会の概要 R02.03 政務調査課

発　行
部　数

規格・頁数

議　会　事　務　局

CD-R
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県教育委員会の事務の点
検・評価報告書　令和元年度
(平成30年度対象)

不定期 900 A4 172 地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律(昭和委31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

R01.10 総務課

学校保健統計調査報告書
令和元年度

定　期 600 A4 48 令和元年度の沖縄県学校保健統計調
査に関する報告書

R02.03 総務課

沖縄県教育振興基本計画
総点検報告書

不定期 220 A4 135 次期計画策定に向け実施した現行計
画総点検の報告書

R02.03 総務課

公立学校施設一覧
平成30年5月現在

定　期 72 A4 105 公立学校(幼・小・中・高)施設の保
有面積、教室数等

R01.12 施設課

公立学校教職員録
令和元年5月1日現在

定　期 1,150 A5 311 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

R01.05 学校人事課

沖縄県立高等学校入学者選抜学
力検査結果の分析
(平成31年3月実施)

定　期 300 A4 128 高校入学者選抜学力検査における国
語、社会、数学、理科、英語の正答
率、分析等

R01.06 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23回

定　期 200 A4 62 毎年11月に開催される沖縄県産業教
育フェアの実施報告書

R02.02 県立学校教
育課

グローバル・リーダー育成海外
短期研修事業【専門高校生国外
研修】研修報告書　平成31年度

不定期 75 A4 166 専門高校生の海外短期研修に係る実
施報告書

R02.03 県立学校教
育課

就業体験・職業体験実践事例集
平成31年度(令和元年度)

不定期 160 A4 145 各県立学校における就業体験等の取
組をまとめたもの

R02.03 県立学校教
育課

要覧
(沖縄県立総合教育センター)
平成31年度

定　期 3,500 A4 16 平成31年度のセンターに関する大要 H31.04 総合教育セ
ンター

初任者研修の手引　平成31年度 定　期 1,580 A4 167 平成31年度の新規採用教職員の初任
者研修の手引

H31.04 総合教育セ
ンター

初任者研修のしおり
平成31年度

定　期 1,510 A4 140 平成31年度の新規採用教職員の初任
者研修のしおり

H31.04 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31年度

定　期 100 A4 28 平成31年度県立特別支援学校中堅教
諭の資質向上研修実施要領

H31.04 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31年度

定　期 100 A4 32 平成31年度県立高等学校中堅教諭の
資質向上研修実施要領

H31.04 総合教育セ
ンター

沖縄県立総合教育センター
長期研修員募集要項 令和2年度
(公立小・中学校)
(県立高等学校・県立中学校／
県立特別支援学校［小学部・中
学部・高等部］)
(公立幼稚園・公立認定こども
園)
(離島長期研修)

定　期

各1,400

令和2年度の総合教育センター長期
研修員募集要項パンフレット

R01.09 総合教育セ
ンター

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
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刊　行　物　名
定期・
不定期
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発　行
年　月

課　名

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

沖縄県立総合教育センター所報
　　　　              第80号
　　　　　　　　　  　第81号

定　期
各2.000 A4 8

平成31年度の総合教育センターから
の報告 R01.10

R02.03

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
令和2年度

定　期 3,000 令和2年度学校出張研修(出前研修)
の案内パンフレット

R02.01 総合教育セ
ンター

沖縄県立総合教育センター
研究発表会　平成31年度
調査研究統一テーマ
｢これからの時代に必要となる
資質・能力の育成｣

不定期 2,000 平成31年度の総合教育センター調査
研究発表会の案内チラシ

R02.01 総合教育セ
ンター

カリキュラム・マネジメント
ガイド～これまでの取り組みを
生かし、児童生徒の輝きにつな
げる～　令和元年

不定期 2,000 教育活動の質の向上を目的としたカ
リキュラム・マネジメントのガイド
リーフレット

R02.02 総合教育セ
ンター

養護教諭研修報告書(新規採用
者研修・5年経験者研修・10年
経験者研修)　平成31年度

定　期 220 A4 130 平成31年度の養護教諭(新規採用・5
年目・10年目)の研修報告書

R02.02 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31年度

定　期 1,200 A4 172 平成31年度の総合教育センター調査
研究報告書

R02.02 総合教育セ
ンター

栄養教諭・学校栄養職員課題研
究報告書　平成31年度

定　期 120 A4 54 平成31年度の栄養教諭・学校栄養職
員の課題研究報告書

R02.02 総合教育セ
ンター

幼稚園・認定こども園教職2年
目研修　課題研究報告書
平成31年度

定　期 200 A4 230 平成31年度の幼稚園・認定こども園
教職員2年目による課題研究報告書

R02.03 総合教育セ
ンター

幼稚園・認定こども園中堅教諭
等資質向上研修
課題研究報告書　平成31年度

定　期 390 A4 126 平成31年度の幼稚園・認定こども園
中堅教諭による課題研究報告書

R02.03 総合教育セ
ンター

｢カリキュラム・マネジメント
のポイントと実践事例の紹介｣
ハンドブック　令和2年3月

不定期 2,200 A4 49 教育活動の質の向上を目的としたカ
リキュラム・マネジメントの紹介パ
ンフレット

R02.03 総合教育セ
ンター

特別支援教育相談
平成31年度(令和元年度)

定　期 150 A4 28 平成31年度の特別支援教育の相談活
動報告書

R02.03 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31年度

定　期 280 A4 398 平成31年度の沖縄県立学校教職員2
年目研修の課題研究報告書

R02.03 総合教育セ
ンター

初任者研修のまとめと評価
平成31年度

定　期 1,260 A4 38 平成31年度の新規採用教職員の初任
者研修に係る報告書

R02.03 総合教育セ
ンター

みんなで取り組もう
～道徳教育と道徳科～
道徳教育パンフレット
令和元年

不定期 7,000 A4 16 道徳科の授業づくり、実践事例 R01.11 義務教育課

A4
(A3:二つ折)

A4チラシ

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(84×30:四つ折)
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定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

沖縄県の児童生徒の学習と将来
展望に関する調査
令和元年12月

不定期 1,000 沖縄県児童生徒のキャリア形成に関
する調査結果

R01.12 義務教育課

不登校児童生徒への支援の手引
き

不定期 4,000 A4 19 不登校児童生徒(小中)への支援の解
説

R02.03 義務教育課

沖縄県学力向上推進5カ年プラ
ン・プロジェクトⅡ

不定期 3,500 A4 16 学力向上推進施策(基本的な考え
方、全体構想、取組の具体など)

R02.03 義務教育課

第19回沖縄県健康教育研究大会
令和元年度

定　期 600 A4 132 大会要項及び発表者原稿等 R02.02 保健体育課

学校・家庭・地域の連携協力推
進事業　実践事例集
2019年度(令和元年度)

不定期 360 A4 144 学校と地域が連携して取り組んだ教
育活動の実践事例集

R02.03 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
令和元年度前期

定　期 600 A4 101 おきなわ県民カレッジ学習メニュー
ブック

R01.06 生涯学習振
興課
(生涯学習推進
センター)

おきなわ県民カレッジ報告書
令和元年度

定　期 340 A4 58 おきなわ県民カレッジ事業の報告書 R02.03 生涯学習振
興課
(生涯学習推進
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～
令和2年3月

定　期 2,000 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

R02.03 生涯学習振
興課
(生涯学習推進
センター)

沖縄県立図書館要覧
令和元年度

定　期 - 県立図書館の沿革、概要、基本方
針、事業実績、統計資料等

R01.08 図書館

沖縄県立図書館
一括貸出のしおり　2020年3月

不定期 3,600 一括貸出を希望する団体向けの利用
案内リーフレット

R02.03 図書館

沖縄県立図書館利用案内
　　　　　【中国語(簡体版)】
　　　　　【中国語(繁体版)】
　　　　　【韓国語】

不定期
各2,000

新県立図書館の利用案内の中国語版
(簡体・繁体)、韓国語版

R02.03 図書館

名護青少年の家　要覧
平成31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

R01.06 生涯学習振
興課
(名護青少年の
家)

糸満青少年の家　要覧
平成31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

R01.05 生涯学習振
興課
(糸満青少年の
家)

石川青少年の家　要覧
2019年度

定　期 35 A4 51 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

R01.09 生涯学習振
興課
(石川青少年の
家)

玉城青少年の家　要覧
令和元年度

定　期 35 A4 41 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

R01.07 生涯学習振
興課
(玉城青少年の
家)

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(63×30:三つ折)

CD-R

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A3:二つ折)

30☓11ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A3:四つ折)
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宮古青少年の家　要覧
令和元年度

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

R01.05 生涯学習振
興課
(宮古青少年の
家)

石垣青少年の家　要覧
平成31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

R01.05 生涯学習振
興課
(石垣青少年の
家)

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

定　期
各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

R01.10 文化財課

文化財課要覧　令和元年度版 定　期 300 A4 157 本課の平成30年度文化行政活動なら
びに令和元年度新体制などをとりま
とめたもの

R01.11 文化財課

沖縄県文化財調査報告書
第153集 沖縄の行事食に関する
総合調査報告書

不定期 300 A4 390 平成28年度～令和元年度の沖縄の行
事食総合調査事業の調査報告書

R02.03 文化財課

歴代宝案　訳注本　第十冊
(第2集巻123～145)

定　期 1,000 B5 530 第2集巻123～145嘉慶21年(1)～道光
7年(1789)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

R02.03 文化財課

歴代宝案　訳注本　第十冊
語注一覧表
(歴代宝案編集参考資料21)

定　期 1,000 A4 210 『歴代宝案』訳注本第十冊所収の語
注を収録、総画数順・五十音順に整
理

R02.03 文化財課

中琉歴史関係档案
                同治朝(一)
                同治朝(二)
                同治朝(三)

定　期
各200 A5 437

493
458

中国第一歴史档案館が所蔵する清代
の琉球档案史料を年代順にまとめた
もので、档案館に委託して編集・出
版。簡単な内容紹介、原資料の出所
等の書誌情報を付し、原文は影印で
収録
(1862年～65年)55件
(1865年～67年)54件
(1867年～69年)68件

R02.03 文化財課

沖縄史料編集紀要　第43号
2020年3月

定　期 1,000 B5 140 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

R02.03 文化財課

沖縄県史　各論編9　民俗 不定期 1,500 B5 754 沖縄に関する民俗のほとんどを網羅
し、人の暮らしがわかる。民俗文化
の変容にもふれる内容である

R02.03 文化財課

沖縄県史だより　第29号
令和2年3月

定　期 1,500 A4 8 新沖縄県史編集委員会紹介や県史各
論編の部会紹介、歴代宝案編集委員
会等の紹介と1年間の活動内容

R02.03 文化財課

琉球・中国交渉史に関するシン
ポジウム論文集　第12回

不定期 1,000 A5 354 中国第一歴史档案館との学術交流協
議書に基づき、平成30年10月29日、
中国北京市において開催されたシン
ポジウムの発表原稿8編を収録した
ものである

R02.03 文化財課

A2ポスター
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発　行
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みんなの文化財図鑑
有形文化財編

不定期 3,000 A4 267 国宝、重要文化財、県指定の有形文
化財を紹介する

R02.03 文化財課

沖縄県の戦争遺跡
生徒・学生と共に学ぶ
沖縄県立埋蔵文化財センター
パネル展            チラシ
                    ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

1,000
500
600

パネル展｢沖縄県の戦争遺跡 生徒・
学生と共に学ぶ｣の開催概要を掲載

R01.05

R01.06

埋蔵文化財
センター

文化講座　　　　　　　第78回
　　　　　　　　　　　第79回
　　　　　　　　　　　第82回
　　　　　　　　　　　第83回

不定期 100
100
100
200

A4
A4
A4
A4

15
24
12
12

第78回文化講座の資料
第79回文化講座の資料
第82回文化講座の資料
第83回文化講座の資料

R01.06
R01.08
R01.11
R01.11

埋蔵文化財
センター

発掘調査速報2019
沖縄県立埋蔵文化財センター
企画展　　　　　　　チラシ
                    ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

850
420

1,000

企画展｢発掘調査速報2019｣の開催概
要を掲載

R01.09 埋蔵文化財
センター

｢掘り出された戦前の沖縄｣
沖縄県内埋蔵文化財公開活用合
同企画展　令和元(2019)年度
企画展示　          チラシ
                    ポスター
                    図録

不定期

各500

3,000

企画展｢掘り出された戦前の沖縄｣の
開催概要の掲載

R01.09

R01.10

埋蔵文化財
センター

｢与那国島の遺跡展－トゥグル
浜遺跡－｣
沖縄県立埋蔵文化財センター
移動展　令和元年度  チラシ
                    ポスター
                    図録

不定期 100
100
200

移動展｢与那国島の遺跡展－トゥグ
ル浜遺跡－｣の開催概要の掲載

R01.11 埋蔵文化財
センター

｢首里城正殿跡出土品展｣
令和元年度特別企画展
沖縄県立埋蔵文化財センター
企画展　　　　　　  チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

2,000
900

1,500

企画展｢首里城正殿跡出土品展｣の開
催概要の掲載

R02.01

R02.02

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103集
首里城跡－美福門磴道地区発掘
調査報告書－

不定期 300 A4 39 国営沖縄記念公園(首里城地区)整備
に伴い、平成30年度に実施した発掘
調査の成果をまとめた報告書

R02.02 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104集
名護市文化財調査報告書
第25集
キャンプ・シュワブ海域文化財
分布調査

不定期 300 A4 144 在沖米軍海兵隊基地キャンプ・シュ
ワブ海域において、平成26～30年度
に名護市、平成29、30年度に沖縄県
が実施した文化財分布調査の成果を
まとめた報告書

R02.03 埋蔵文化財
センター

A4チラシ
A2ポスター
A4　　　29

A4チラシ
A2ポスター
A4      25

A4チラシ
A2ポスター
A4　 　 76

A4チラシ
A2ポスター
A4       8

A4チラシ
A2ポスター
A4     17
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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

沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第105集
真珠道跡・松崎馬場跡
－県営首里城公園整備に伴う発
掘調査報告書－

不定期 300 A4 122 県営首里城公園整備に伴い、平成28
及び30年度に実施した発掘調査の成
果をまとめた報告書

R02.03 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106集
首里当蔵旧水路－龍潭線街路整
備に伴う発掘調査報告書－

不定期 300 A4 60 龍潭線街路(県道29号線)整備に伴
い、平成29年度に実施した発掘調査
の成果をまとめた報告書

R02.03 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
令和2年度年間行事案内
　　　　　　　　　　ポスター

不定期 1,000 令和2年度に予定しているイベント
の案内

R02.03 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
令和2年度催し物のご案内
　　　　　　　　リーフレット
　
　　　　　　　　ポスター

不定期

1,500

1,000

令和2年度に予定しているイベント
の案内

R02.03 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
歴史新発見!!まいぶんセンター

不定期 1,000 埋蔵文化財センターの紹介 R02.03 埋蔵文化財
センター

A2ポスター

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A2ポスター

9☓26ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(B4:四つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

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
令和元年度

不定期 1,500 犯罪被害者が受けられる支援制度説
明及び警察安全相談窓口連絡先につ
いて掲載

R01.10 広報相談課

あなたの勇気　私たちが応援し
ます

不定期 350 警察安全相談＃9110、被害者支援の
周知

R01.10 広報相談課

ちゅらさん運動2020 定　期 5,030 ｢ちゅらさん運動｣の普及啓発を目的
に制作

R02.01 生活安全企
画課

ストーカー被害に悩んでいるあ
なたへ

不定期 1,000 ストーカー被害時における相談窓口
(各署の電話番号)、ストーカー行為
の説明、警察の対応等が記載された
もの

R01.10 人身安全対
策課

女性を守るあいうえお 不定期 5,500 女性を対象とする性犯罪の予防ポイ
ント等が記載されたもの

R02.03 人身安全対
策課

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

不定期
900

4,300

水難事故防止広報チラシ、ポスター H31.04 地域課

本部町アンチ浜｢この海域を利
用する上での注意事項｣

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

R02.03 地域課

事件・事故緊急事態に110番／
ご要望・相談は♯9100
　　　　　　　クリアファイル
　　　　　　　ポスター

不定期

5,000
1,000

｢110番の日｣広報用クリアファイ
ル、ポスター

R01.12 通信指令課

少年非行等の概況　平成30年 定　期 250 A4 48 少年警察に係る統計資料 R01.10 少年課

ヤングテレホン
<少年サポートセンター>

不定期 4,000 少年問題に関する相談窓口の広報啓
発名刺

R02.03 少年課

インターネットじけんぼ
～インターネットの使い方、み
んなはだいじょうぶ？～

不定期 4,000 児童向けインターネット犯罪被害防
止啓発用リーフレット

R02.03 少年課

被害者の手引　(令和元年9月) 不定期 200 A5 32 犯罪被害支援制度の説明等 R01.09 刑事企画課

犯罪統計書　平成30年 定　期 360 A4 240 県内の犯罪統計資料 R01.10 刑事企画課

｢薬物乱用のない社会を～違法
薬物根絶！！～｣

不定期 10,000 薬物乱用防止広報チラシ R02.02 組織犯罪対
策課

飲酒運転根絶広報用
(二日酔い運転防止)

不定期 3,000 アルコールの分解に要する時間等を
周知し、二日酔い運転防止を呼びか
ける内容

R01.05 交通企画課

交通白書　平成30年版 定　期 100 A4 254 平成30年中の交通事故情報及び交通
警察活動の統計資料

R01.08 交通企画課

STOP！！飲酒運転 不定期 20,000 飲酒運転根絶の広報啓発チラシ R01.08 交通企画課

警　察　本　部

発　行
部　数

規格・頁数

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A2ポスター

B2ポスター

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ

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

9×6カード

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:二つ折)

A4チラシ

14×20シール

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

警　察　本　部

発　行
部　数

規格・頁数

運転中のスマホ使用罰則強化を
周知するチラシ

不定期 20,000 運転中のスマホ使用に関する罰則が
強化されることの周知チラシ

R01.11 交通企画課

交通ルール 守るあなたも金メ
ダル

定　期 2,000 交通安全標語の周知ポスター R01.12 交通企画課

シートベルトは貴方の命を守る
大切な命綱！

不定期 5,000 道交法改正の内容(スマホ罰則強化)
及びシートベルト着用の広報啓発チ
ラシ

R02.02 交通企画課

｢ぼくたち　わたしたちからの
おねがい｣

不定期 20,000 子どもから大人へ飲酒運転防止を呼
びかける内容

R02.02 交通企画課

ご存じですか？これは二輪車の
違反です！

定　期 10,000 二輪車事故防止広報啓発用チラシ R02.02 交通企画課

飲酒運転根絶活動マニュアル
(令和2年3月)

定　期 2,000 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

R02.03 交通企画課

交通白書　令和元年版
(ダイジェスト)

定　期 150 A4 40 交通事故情報及び交通警察活動の統
計資料

R02.03 交通企画課

沖縄県警察本部交通管制セン
ター(令和2年1月)

不定期 500 交通管制のしくみ他、見学者用パン
フレット

R02.01 交通規制課

A4チラシ

B2ポスター

A4チラシ

A4チラシ

A4チラシ

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
(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

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30年度

定　期 350 A4 89 平成30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

R01.09 監査課

沖縄県病院事業会計決算審査意
見書　平成30年度

定　期 180 A4 37 平成30年度沖縄県病院事業会計決算
についての審査意見

R01.09 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30年度

定　期 170 A4 45 平成30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

R01.09 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30年度

定　期 200 A4 12 平成30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

R01.09 監査課

定期監査の結果報告書
平成30年度

定　期 550 A4 29 平成31年度に実施した定期監査(平
成30年会計年度)の結果報告

R02.01 監査課

財政的援助団体等監査の結果報
告書　平成30年度

定　期 460 A4 52 平成31年度に実施した財政的援助団
体等の監査(平成30年会計年度)に係
る結果報告書

R02.01 監査課

行政監査の結果報告書
令和元年度

定　期 400 A4 30 令和元年度テーマ｢防災・危機管理
体制整備の取組みについて｣監査結
果報告

R02.01 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30年度 定　期 85 A4 60 沖縄県人事委員会における各業務の
取組状況

R01.07 人事委員会

人事委員会関係規程集
令和元年7月

定　期 40 A4 384 人事委員会に関連する規程等 R01.07 人事委員会

職員の給与等に関する報告及び
勧告　令和元年10月

定　期 550 A4 140 職員の給与等に関する報告及び勧告
令和元年10月

R01.10 人事委員会

発　行
部　数

規格・頁数

監　査　委　員

発　行
部　数

規格・頁数

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
令和元年11月29日公表

定　期 40 A4 131 政治団体の平成30年度分収支報告書
の要旨の公表

R01.12 選挙管理委
員会

刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県労働委員会年報
令和元年版

定　期 170 A4 40 沖縄県労働委員会の1年間の活動状
況を整理収録した報告書

R02.03 調整審査課

発　行
部　数

規格・頁数

選挙管理委員会

発　行
部　数

規格・頁数

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

人と街を優しい未来につなぐ
沖縄都市モノレール延長整備
事業

DVD 43 沖縄都市モノレール延長事業に関する記録映画 R02.03 土木建築部
（都市モノレール
建設事務所）

沖縄都市モノレール延長整備
工事記録

DVD 63 沖縄都市モノレール延長事業の工事に関する記
録映画

R02.03 土木建築部
（都市モノレール
建設事務所）

映像(動画)の制作目録
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