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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、令和２年度（令和2年4月1日～令和3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｣
2020年4月～2021年3月
(第535号～第546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2年度版 定　期 90 A4 55 広報課の令和2年度事業計画と前年
度事業実績

R02.08 広報課

沖縄県の概況　2021 不定期 1,000 A4 60 県政をはじめとした沖縄県の概略に
ついて紹介するグラフ誌

R03.03 広報課

沖縄県の行政オンブズマン運営
状況報告書　令和元年度

定　期 160 A4 47 令和元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

R02.06 広報課
(行政オンブズ
マン相談室)

沖縄から伝えたい。米軍基地の
話。Q＆A　Book　令和2年11月

不定期 10,000 A4 33 沖縄の米軍基地問題等をQ&A方式で
説明したパンフレット

R02.11 基地対策課
／辺野古新
基地建設問
題対策課

沖縄の米軍及び自衛隊基地
(統計資料集)　令和3年3月

定　期 2,500 A5 135 沖縄の米軍及び自衛隊基地に係る統
計資料

R03.03 基地対策課

住宅・アパート・マンションな
どの工事 農業などの土地活用
をお考えの皆様へ

不定期 5,000 A4 1 不発弾磁気探査事業推進リーフレッ
ト

R02.06 防災危機管
理課

消防防災年報　(令和元年版) 定　期 130 A4 164 消防、防災、不発弾等に関する統計
資料

R02.11 防災危機管
理課

消防学校概要　令和2年度 定　期 100 A4 49 消防学校の沿革、施設等の概要、組
織、これまでの教育実績、資料等

R02.05 消防学校

教育訓練実施計画　令和3年度 定　期 100 A4 32 消防学校における教育内容と時間数 R03.01 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31年度(令和元年度)
運用状況報告書

定　期 40 A4 82 沖縄県の情報公開制度及び個人情報
保護制度に係る平成31年度(令和元
年度)の公文書開示請求及び審査請
求等の運用状況

R02.07 総務私学課
(行政情報セン
ター)

沖縄県刊行物目録
平成31年度(令和元年度)

定　期 40 A4 46 平成31年度(令和元年度)に沖縄県が
発行した各種刊行物の収録

R02.10 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3年3月

不定期 - A4 298 条例の解釈運用基準、事務取扱要
綱、他関係資料

R03.03 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3年3月

不定期 11 A4 218 条例の解釈運用基準、事務取扱要
綱、他関係資料

R03.03 総務私学課
(行政情報セン
ター)

宮古概観　令和2年度版 定　期 100 A4 98 宮古圏域の実態を総合的に把握する
ための統計資料

R03.03 宮古事務所

沖縄県職員録　令和2年度版 定　期 1,610 A5 395 令和2年4月現在の人事記録 R02.06 人事課

包括外部監査結果報告書
令和2年度
(沖縄県病院事業局における財
務事務の執行及び経営に係る事
業の管理について)

不定期 300 A4 146 令和2年度の包括外部監査結果報告
書

R03.03 行政管理課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和2年第2回(その1)　
令和2年5月1日提出

不定期 - A4 5 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R02.05 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和2年第2回(その2)　
令和2年5月1日提出

不定期 - A4 9 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R02.05 財政課

補正予算説明書
令和2年第2回県議会
(5月臨時会)提出

不定期 - A4 27 沖縄県議会(臨時会)補正予算説明書 R02.05 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
令和2年度

定　期 - A4 17 令和2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

R02.05 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第4回(その1)
令和2年6月30日提出

定　期 - A4 8 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R02.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第4回(その2)
令和2年6月30日提出

定　期 - A4 36 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R02.06 財政課

補正予算説明書
令和2年第4回県議会
(6月定例会)提出

定　期 - A4 55 沖縄県議会(定例会)補正予算説明書 R02.06 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

沖縄県繰越計算書　令和元年度 定　期 - A4 28 令和元年度の繰越予算 R02.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第4回(その3)
令和2年7月10日提出

定　期 - A4 7 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R02.07 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和2年第5回
令和2年8月3日提出

不定期 - A4 3 沖縄県議会(臨時会)提出議案(予算
議案)

R02.08 財政課

補正予算説明書
令和2年第5回県議会
(臨時会)提出

不定期 - A4 9 沖縄県議会(臨時会)補正予算説明書 R02.08 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第6回(その1)
令和2年9月15日提出

定　期 - A4 10 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R02.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第6回(その2)
令和2年9月15日提出

定　期 - A4 52 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R02.09 財政課

補正予算説明書
令和2年第6回県議会
(9月定例会)提出

定　期 - A4 53 沖縄県議会(定例会)補正予算説明 R02.09 財政課

基金の運用状況書　令和元年度 定　期 - A4 5 令和元年度の基金の運用状況 R02.09 財政課

県の出資等にかかる法人の経営
状況報告書
令和2年9月定例県議会提出

定　期 - A4 498 令和元年度の県の出資等にかかる法
人の経営状況報告

R02.09 財政課

主要施策の成果に関する報告書
令和元年度
令和2年9月定例県議会提出

定　期 - A4 478 令和元年度の主要施策の成果に関す
る報告

R02.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第7回(その1)
令和2年11月25日提出

定　期 - A4 20 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R02.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第7回(その2)
令和2年11月25日提出

定　期 - A4 80 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R02.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第7回(その3)
令和2年12月8日提出

定　期 - A4 2 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)(追加)

R02.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和2年第7回(その4)
令和2年12月15日提出

定　期 - A4 2 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)(追加)

R02.11 財政課

補正予算説明書(追加)
令和2年第7回県議会
(11月定例会)提出
(令和2年度沖縄県一般会計補正
予算(第9号))

定　期 - A4 7 沖縄県議会(定例会)補正予算説明
(追加)

R02.11 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

補正予算説明書(追加)
令和2年第7回県議会
(11月定例会)提出
(令和2年度沖縄県一般会計補正
予算(第10号))

定　期 - A4 7 沖縄県議会(定例会)補正予算説明
(追加)

R02.11 財政課

補正予算説明書
令和2年第7回県議会
(11月定例会)提出

定　期 - A4 58 沖縄県議会(定例会)補正予算説明 R02.12 財政課

当初予算説明書
令和3年第1回県議会
(2月定例会)提出

定　期 - A4 669 沖縄県議会(定例会)当初予算説明 R03.02 財政課

補正予算説明書
令和3年第1回県議会
(2月定例会)提出

定　期 - A4 198 沖縄県議会(定例会)補正予算説明 R03.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第1回(その1)
令和3年2月16日提出

定　期 - A4 67 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R03.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第1回(その2)
令和3年2月16日提出

定　期 - A4 42 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R03.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第1回(その3)
令和3年2月16日提出

定　期 - A4 182 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R03.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第1回(その4)
令和3年3月22日提出

定　期 - A4 2 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)(追加)

R03.03 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第1回(その5)
令和3年3月29日提出

定　期 - A4 2 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)(追加)

R03.03 財政課

補正予算説明書(追加)
令和3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16号))

定　期 - A4 7 沖縄県議会(定例会)補正予算説明
(追加)

R03.03 財政課

補正予算説明書(追加)
令和3年第1回県議会
(2月定例会)提出
(令和3年度沖縄県一般会計補正
予算(第1号))

定　期 - A4 7 沖縄県議会(定例会)補正予算説明
(追加)

R03.03 財政課

沖縄県税務統計書　No.48
令和元年度

定　期 92 A4 302 令和元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

R03.03 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2年5月

定　期 2,000 A4 18 沖縄県の自然、人口、経済、事業等
に係る指標やトピック等を公表する

R02.06 企画調整課

経済情勢　令和元年度版 定　期 500 A4 64 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

R02.08 企画調整課

新たな沖縄振興のための制度提
言【中間報告】　令和2年11月

不定期 800 A4 237 令和4年度以降の新たな沖縄振興の
ための必要な制度の提言について、
中間報告を取りまとめたもの

R02.11 企画調整課

沖縄県議会(定例会)
知事提案説明要旨
令和3年第1回

定　期 1,000 A4 28 令和3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

R03.02 企画調整課

重点施策　令和3年度 定　期 1,000 A4 78 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

R03.03 企画調整課

ゆがふしまづくり計画(沖縄県
まち・ひと・しごと創生総合戦
略)～沖縄21世紀ビジョン～
令和3年3月

不定期 2,000 A4 14 ｢沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづ
くり計画(沖縄県まち・ひと・しご
と創生総合戦略)｣に関するパンフ
レット

R03.03 企画調整課

おきなわ鉄軌道ニュース
第9号(2021年)

不定期 666,859 B4 7 鉄軌道の導入効果等について広く県
民に周知するもの

R03.03 交通政策課

沖縄県地価調査基準地の標準価
格一覧　令和2年
(令和2年7月1日現在)

定　期 350 A4 100 令和2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

R02.11 県土・跡地
利用対策課

統計調査一覧　令和2年度 定　期 160 A4 61 令和2年度統計調査一覧について R02.04 統計課

県民経済計算　平成29年度 定　期 294 A4 136 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

R02.04 統計課

労働力調査　令和元年度平均 定　期 - A4 3 労働力調査令和元年度平均について R02.04 統計課

住宅・土地統計調査(調査結果
の概要)　平成30年

定　期 - A4 10 平成30年10月1日を調査期日として
実施した住宅・土地統計調査の調査
結果の概要

R02.05 統計課

沖縄県産業連関表
県経済の構造と機能
平成27年

不定期 150 A4 126 平成27年沖縄県産業連関表(県経済
の構造と機能)

R02.07 統計課

学校基本調査速報
令和2年度(令和2年5月1日現在)

定　期 - A4 18 学校基本調査(基幹統計・文部科学
省)にかかる県内学校の統計資料

R02.08 統計課

沖縄県市町村民所得
平成29年度

定　期 170 A4 220 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

R02.09 統計課

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

100の指標からみた沖縄県のす
がた　(令和2年10月)

定　期 300 A5 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

R02.10 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－　令和元年

定　期 500 A4 82 令和元年年報 R02.10 統計課

沖縄県の賃金、労働時間、雇用
の動き      【令和2年2月分～
              令和3年1月分】
            【令和2年平均】

定　期 -
A4

A4

31

31

沖縄県の賃金、労働時間、雇用の動
き(令和2年2月分～令和3年1月分及
び令和2年平均)について

毎月

R03.03

統計課

労働力調査年報　沖縄県
　　　　　　　　【令和元年】

定　期 50 A4 155 令和元年の労働力調査に関するデー
タ

R02.11 統計課

労働力調査(概要版)
　【令和2年3月～令和3年2月】
　【令和2年平均】

定　期 -
A4
A4

5
16

労働力調査(沖縄県)の令和2年3月分
～令和3年2月分及び令和2年平均に
ついて

毎月
R03.01

統計課

沖縄県鉱工業指数年報
平成29年(平成27年基準)

定　期 110 A4 62 平成29年における沖縄県鉱工業の動
向を明らかにする経済指数

R02.09 統計課

沖縄県鉱工業指数
(平成27年基準)
           【令和2年2月分～
             令和3年1月分】

定　期 -

A4 7

沖縄県鉱工業指数(令和2年2月分～
令和3年1月分)について

毎月

統計課

沖縄県の工業　平成30年
(2019年工業統計調査結果　確
報)

不定期 - A4 25 2019年の沖縄県の従業員4人以上の
製造事業所統計調査結果

R02.10 統計課

沖縄県統計年鑑
令和2年版　第63回

定　期 240 A4 440 沖縄県の土地、人口、経済等各分野
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

R03.03 統計課

みえる・わかる・おきなわ
(沖縄県勢要覧)　令和3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集力し
たもの

R03.03 統計課

沖縄県家計調査結果の概況
            【令和2年2月分～
              令和3年1月分】
            【2020年平均】

定　期 -
A4

A4

18

18

沖縄県家計調査結果の概況(令和2年
2月分～令和3年1月分及び2020年平
均)について

毎月

R03.03

統計課

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

定　期 -
A4 9

令和2年4月1日～令和3年3月1日現
在、推計人口について 毎月

統計課

那覇市及び沖縄県の消費者物価
指数の動向 【令和2年3月分～
         　　令和3年2月分】
       　　【令和2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(令和2年3月分～令和3年2月
分及び令和2年平均)について

毎月

R03.01

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

人口移動報告年報　令和2年
(令和元年10月～令和2年9月)

定　期 85 A4 22 令和元年10月から令和2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

R03.03 統計課

学校基本統計
(学校基本調査報告書)
令和2年度

定　期 - 学校基本調査(基幹統計・文部科学
省)にかかる県内学校の統計資料

R03.03 統計課

沖縄県試験研究成果情報
令和2年度

定　期 120 A4 110 令和2年度に評価を受けた研究課題
等の成果報告書

R03.03 科学技術振
興課

故シドニー・ブレナー博士
顕彰像除幕式

不定期 40 A4 18 OIST設立に貢献されたブレナー博士
の顕彰記念誌

R03.03 科学技術振
興課

私たちと水　令和3年3月 定　期 19,000 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

R03.03 地域・離島
課

離島関係資料　令和3年3月 定　期 320 A4 272 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

R03.03 地域・離島
課

市町村要望事項に対する措置状
況　令和元年度

定　期 400 A4 49 令和元年度の市町村要望事項に対す
る措置状況について

R02.04 市町村課

市町村行財政概況(第64集)
令和3年3月

定　期 600 A4 321 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

R03.03 市町村課

沖縄県市町村概要
(令和3年3月)

定　期 4,000 A5 194 市町村の財政状況等の概要をとりま
とめたもの

R03.03 市町村課

CD-R
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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2年度版 定　期 200 A4 248 沖縄県の環境の現状と実施した施策
について

R03.03 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)　令和元(平成31年度)年度

定　期 100 A4 95 令和元年度航空機騒音測定結果のと
りまとめ結果報告書(市町村分を含
む)

R02.12 環境保全課

｢未来につなげよう美ら島・美
ら海の恵み(一般大人用)｣
赤土等流出防止パンフレット

不定期 500 A4 22 赤土流出防止対策を学ぶためのパン
フレット(一般大人用)

R03.03 環境保全課

｢未来につなげよう美ら島・美
ら海の恵み(事業行為者用)｣
赤土等流出防止対策パンフレッ
ト

不定期 500 A4 13 赤土流出防止対策を学ぶためのパン
フレット(事業行為者用)

R03.03 環境保全課

｢未来につなげよう美ら島・美
ら海の恵み(小学生用)｣
赤土等流出防止活動パンフレッ
ト

不定期 500 A5 23 赤土流出防止対策を学ぶためのパン
フレット(小学生用)

R03.03 環境保全課

廃棄物対策の概要
令和2年12月

定　期 240 A4 107 沖縄県の廃棄物の概要 R02.12 環境整備課

沖縄県産業廃棄物実態調査報告
書(令和元年度実績)
令和2年度

定　期 100 A4 242 令和元年度の沖縄県内における産業
廃棄物の発生処理状況等の把握及び
産業廃棄物の将来予測

R03.03 環境整備課

沖縄県産業廃棄物実態調査報告
書(令和元年度実績)【概要版】
令和2年度

定　期 500 A4 11 令和元年度の沖縄県内における産業
廃棄物の発生処理状況等の把握及び
産業廃棄物の将来予測(概要版)

R03.03 環境整備課

事業概要　令和元年度 定　期 400 A4 52 令和元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

R03.03 動物愛護管
理センター

令和2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
2,500

1,250

名所100選推薦募集チラシ、ポス
ター

R02.07 環境再生課

第7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
3,500

850

フクギの日普及啓発イベント用チラ
シ、ポスター

R02.08 環境再生課

全島緑化県民運動 不定期 1,400 全島緑化県民運動の推進ポスター R02.12 環境再生課

第2次沖縄県地球温暖化対策実
行計画(沖縄県気候変動適応計
画)　令和3年3月策定

不定期 500 A4 182 第2次沖縄県地球温暖化対策実行計
画(沖縄県気候変動適応計画)

R03.03 環境再生課

第2次沖縄県地球温暖化対策実
行計画(沖縄県気候変動適応計
画)－計画期間:2021年度～2030
年度－　【概要版】

不定期 2,000 A4 7 第2次沖縄県地球温暖化対策実行計
画(沖縄県気候変動適応計画)の概要
版

R03.03 環境再生課

B2ポスター

発　行
部　数

規格・頁数

環　　境　　部

A4チラシ
(A3:二つ折)

A2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

環　　境　　部

沖縄県気候非常事態宣言
－気候変動に適応したライフス
タイルへの行動変容方針－

不定期 5,000 沖縄県気候非常事態宣言及び気候変
動に適応したライフスタイルへの行
動変容方針の普及啓発用チラシ

R03.03 環境再生課

島エコだより
沖縄県地域環境センター情報誌
         創刊号(令和2年10月)
         No.2  (令和3年2月)

不定期

各3,400 A4 4

本県の環境保全活動拠点である沖縄
県地域環境センターの活動紹介

R02.10
R03.02

環境再生課
(地域環境セン
ター)

A4チラシ

- 9 -



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3年3月

定　期 70 A4 285 子ども生活福祉部所管業務の概要に
ついて

R03.03 福祉政策課

北部福祉事務所概況
平成31年度(令和元年度)

不定期 5 平成31年度の北部福祉事務所に関す
る事業概要

R02.10 北部福祉事
務所

中部福祉事務所活動概況
令和2年度版
(平成31年(令和元年)度報告)

定　期 - 中部福祉事務所活動概況 R02.12 中部福祉事
務所

宮古福祉事務所概要
平成31年度

定　期 40 A4 35 平成31年度の福祉事業報告 R02.12 宮古福祉事
務所

沖縄県の生活保護
令和2年度版
(資料:令和元年度生活保護統
計)

定　期 140 A4 87 沖縄県や全国の生活保護動向の推移
や現状を被保護者調査や生活保護速
報(月次)総括表の数値に基づき編集
したもの

R03.01 保護・援護
課

老人の日・老人週間
(2020年9月15日～21日)

定　期 550 A4 6 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

R02.08 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2年度

不定期 3,000 A4 14 令和2年度ちゃーがんじゅう地域推
進事業

R02.12 高齢者福祉
介護課

沖縄県高齢者保健福祉計画
令和3年度～令和5年度
(沖縄県老人福祉計画・第8期沖
縄県介護保険事業支援計画)

定　期 750 A4 158 令和3年度から5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

R03.03 高齢者福祉
介護課

沖縄県青少年育成県民運動
令和2年度

定　期 990 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
の統計データ等を掲載している

R02.08 青少年・子
ども家庭課

女性保護事業のあらまし
令和2年度(令和元年度実績)

定　期 150 A4 35 女性相談所及び各配偶者暴力相談支
援センター(福祉事務所内)の相談件
数等実績

R02.11 女性相談所

業務概要　令和2年度 定　期 125 A4 55 施設概要、支援内容、令和元年度実
績等

R03.03 若夏学院

児童相談所業務概要
令和2年度

定　期 50 A4 64 施設概要・支援内容、平成31年度の
業務実績等

R03.03 中央児童相
談所／コザ
児童相談所

沖縄県障害福祉計画　第6期
沖縄県障害児福祉計画　第2期
令和3年4月～令和6年3月

定　期 500 A4 102 障害者総合支援法及び児童福祉法に
基づく法定計画

R03.03 障害福祉課

事業概要　令和2年度 定　期 21 A4 23 令和2年度事業概要 R02.08 身体障害者
更生相談所
／知的障害
者更生相談
所

発　行
部　数

規格・頁数

子ども生活福祉部

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

子ども生活福祉部

がじまる　2020年春号　No.397
　　　　　2020年夏号　No.398
　　　　　2021年冬号　No.399

定　期 4,000
4,000
5,000

A4 4 消費者トラブルの啓発等チラシ R02.05
R02.08
R03.02

消費・くら
し安全課
(消費生活セン
ター)

気をつけて！！消費者トラブル 不定期 7,000 消費者トラブルの啓発等チラシ(令
和2年版)

R02.10 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2年度

定　期 150 A4 71 令和2年度の沖縄県における交通安
全施策の計画

R02.08 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　令和元年度版 定　期 15 A4 43 計量検定所の概要、業務実績、統計
資料

R02.11 計量検定所

with you おきなわ
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　カード
　　　　　　　　リーフレット

不定期

200,000
200,000

沖縄県性暴力被害者ワンストップ支
援センター広報カード、リーフレッ
ト

R02.09
R03.02

女性力・平
和推進課

男女共同参画社会づくりに関す
る県民意識調査報告書
令和3年1月

定　期 300 A4 192 男女共同参画に関する統計調査 R03.01 女性力・平
和推進課

日米結婚・離婚・子どものため
のハンドブック
2020年度改訂版

不定期 2,000 A5 65 日本人女性とアメリカ人男性の結婚
や離婚、家族の問題に関するハンド
ブック

R03.02 女性力・平
和推進課

｢平和への思い(ウムイ)｣発信・
交流・継承事業報告書
令和2年度

不定期 800 A4 118 沖縄と同様に悲惨な戦争体験を有す
るアジア諸国・地域の若者を対象と
した共同学習の報告書

R03.03 女性力・平
和推進課

｢平和への思い(ウムイ)｣発信・
交流・継承事業報告書
令和2年度【英語版】
”Hope(Umui) for Peace”
Promotion,Exchange, and
Passing Down Project 2020
Report

不定期 400 A4 118 上記と同様(英語版) R03.03 女性力・平
和推進課

｢御万人ぴーすふるアクション｣
沖縄平和啓発プロモーション事
業　事業実施報告書
令和2年度

不定期 800 A4 53 沖縄戦の実相を次世代に伝え、平和
を希求する｢沖縄のこころ｣を広く発
信するための事業の報告書

R03.03 女性力・平
和推進課

てぃるる塾第2期生報告書
《令和2年度女性人材育成事
業》

定　期 300 A4 35 令和2年度人材育成事業てぃるる塾
に関する報告書

R03.03 女性力・平
和推進課

沖縄県平和祈念資料館年報
第20号　2019年度

定　期 500 A4 86 2019年度の資料館に関する事業報告 R02.07 平和祈念資
料館

A4チラシ

9×5カード

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

子ども生活福祉部

沖縄県平和祈念資料館だより
　　　　　No.39　令和2年12月
　　　　　No.40　令和3年3月

定　期
2,500
2,000

A4 8
催し物、式典、紹介、活動報告及び
平和祈念資料館の令和2年度後半の
活動の様子

R02.12
R03.03

平和祈念資
料館

｢戦の語り部功労者感謝状贈呈
式及びパネル展｣報告書

不定期 800 A4 72 戦争体験者の方に対する表彰式とそ
の功績の紹介

R03.02 平和祈念資
料館

児童・生徒の平和メッセージ
実施報告書
令和2年度(第30回)

定　期 940 A4 82 第30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

R03.03 平和祈念資
料館
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

衛生統計年報(人口動態編)
平成30年

定　期 160 A4 216 沖縄県の人口動態に関する業務統計
資料

R02.05 保健医療総
務課

衛生統計年報(人口動態編2)
－保管統計表－　平成30年

定　期 49 A4 288 沖縄県の人口動態に関する業務統計
資料

R02.05 保健医療総
務課

衛生統計年報(衛生統計編)
令和元年

定　期 255 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

R03.03 保健医療総
務課

保健医療行政の概要
令和2年度版(令和3年3月)

定　期 5 令和2年度版保健医療行政の概要 R03.03 保健医療総
務課

北部保健所活動概況
平成31年度

定　期 75 A4 129 平成31年度の北部保健所各班の活動
報告書・資料

R02.11 北部保健所

中部保健所活動概況
令和2年度版(令和元年度報告)

定　期 110 A4 147 2019年度の保健所の業務内容と実績
報告、調査研究等

R02.07 中部保健所

南部保健所活動概況
令和元年度

定　期 160 A4 138 令和元年度における南部保健所の活
動内容

R02.11 南部保健所

宮古保健所活動概況
令和元年度

定　期 120 A4 114 宮古保健所の概要、業務・活動実
績、統計資料

R03.02 宮古保健所

八重山保健所概要　令和元年度 定　期 60 A4 110 令和元年度における八重山保健所事
業報告

R03.01 八重山保健
所

沖縄県立看護大学大学院
保健看護学研究科　
学生募集要項
博士前期課程・博士後期課程
令和3年度

定　期 400 A4 21 令和3年度沖縄県立看護大学大学院
募集要項(博士前期・後期課程)

R02.06 看護大学

沖縄県立看護大学
学生募集要項
看護学部(特別選抜)
令和3年度

定　期 550 A4 15 令和3年度沖縄県立看護大学学生募
集要項(特別選抜)

R02.09 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3年度

定　期 350 A4 10 令和3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)

R02.09 看護大学

沖縄県立看護大学
学生募集要項
看護学部 (一般選抜)
令和3年度

定　期 1,500 A4 15 令和3年度沖縄県立看護大学看護学
部学生募集要項(一般選抜)

R02.11 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3年度

定　期 600 A4 9 令和3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)

R02.11 看護大学

沖縄県立看護大学大学案内
2021

定　期 4,000 A4 20 令和3(2021)年度の大学案内 R03.03 看護大学

かせかけ　第33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 R03.03 看護大学

CD-R

発　行
部　数

規格・頁数

保 健 医 療 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

保 健 医 療 部

気をつけよう！！海のキケン生
物　(令和2年7月)

定　期 14,000 A6 14 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

R02.07 衛生環境研
究所

沖縄県衛生環境研究所報
第54号　令和2年

定　期 100 A4 158 業務概況及び調査研究報告ほか R03.02 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2年度

定　期 - 令和2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

R03.03 衛生環境研
究所

危険外来種咬症根絶モデル事業
報告書　令和2年度

不定期 - 令和2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

R03.03 衛生環境研
究所

抗毒素研究報告書　令和2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 46 令和2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

R03.03 衛生環境研
究所

沖縄県市町村別健康指標
令和2年8月

定　期 140 A4 222 2014年～2018年の死亡数及び標準化
死亡比

R02.08 健康長寿課

沖縄県歯科口腔保健啓発月間
(歯がんじゅう月間)

不定期 1,500 沖縄県歯科口腔保健啓発月間(歯が
んじゅう月間)に関する啓発用ポス
ター

R02.10 健康長寿課

デンタルフロスや歯間ブラシを
毎日使いましょう

不定期 6,000 デンタルフロスや歯間ブラシ使用に
関する啓発用リーフレット

R03.02 健康長寿課

口腔ケア啓発 不定期 1,000 口腔ケアに関する啓発用ポスター R03.03 健康長寿課

親子で歯っぴ～プロジェクト
事業報告書
平成28年度～令和2年度

不定期 200 A4 26 平成28年度から令和2年度の親子で
歯っぴ～プロジェクトに関する報告

R03.03 健康長寿課

フッ化物洗口マニュアル
(小中学校版)

不定期 1,100 A4 31 フッ化物洗口に関する実施マニュア
ル

R03.03 健康長寿課

沖縄県がん登録事業報告
(平成29年(2017年)の罹患集計)
令和2年度

定　期 350 A4 158 沖縄県がん登録に関する事業報告 R03.03 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
2021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

R03.03 健康長寿課

チャーガンジューおきなわ応援
団　活動紹介(食育編)

不定期 6,000 A5 23 県内の食育団体が取り組む食育活動
の事例紹介

R03.03 健康長寿課

職場の健康力アップガイド
《職場の健康力アップ促進業
務》　令和2年度

不定期 3,000 A4 23 令和2年度職場の健康力アップ促進
事業において実践した取り組みの紹
介

R03.03 健康長寿課

がんじゅうさびら表彰2020 定　期 3,000 A4 17 令和2年度沖縄県健康づくり表彰(が
んじゅうさびら表彰)でのグランプ
リ及び準グランプリ受賞団体の紹介
等

R03.03 健康長寿課

総合精神保健福祉センター所報
令和元(2019)年度

定　期 1,000 A4 47 センター業務概要 R02.11 総合精神保
健福祉セン
ター

CD-R

CD-R

A3ポスター

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(62×30:三つ折)

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

保 健 医 療 部

沖縄県における精神保健福祉の
現状　令和元年(平成31年)

定　期 480 A4 46 令和元年(平成31年)の沖縄県内にお
ける精神保健福祉の現状をとりまと
めた冊子

R02.10 地域保健課

HIV研修案内 不定期 300 医療機関や福祉施設等向けHIV／
AIDS研修案内用チラシ

R02.10 地域保健課

インフルエンザ等まん延防止啓
発　　　　　　　　　チラシ
                    ポスター

定　期
28,500
1,650

インフルエンザ・新型コロナまん延
防止啓発チラシ、ポスター

R03.01 地域保健課

結核の現状
令和2年版(令和元年資料)

定　期 150 A4 63 沖縄県の結核の現状と結核対策につ
いて

R03.02 地域保健課

沖縄県の母子保健
－令和2年度刊行・2020－
(令和元年度資料)

定　期 300 A4 161 母子保健統計、市町村母子保健事業
内容

R03.03 地域保健課

沖縄県感染症発生動向調査事業
報告書　平成31年

定　期 150 A4 171 2019年の感染症発生動向調査に関す
る事業報告

R03.03 地域保健課
／衛生環境
研究所

自死遺族を支えるために
～相談担当者のための手引～
(令和3年3月)

不定期 100 A4 34 自死遺族を支えるための相談担当者
の手引き(第2版)

R03.03 総合精神保
健福祉セン
ター

沖縄県DPAT活動マニュアル
改訂版　令和3年3月

不定期 100 A4 56 DPAT活動マニュアル R03.03 総合精神保
健福祉セン
ター

大切な人を自死で亡くされた方
へ

不定期 3,500 大切な人を自死で亡くされた方向け
のリーフレット

R03.03 総合精神保
健福祉セン
ター

沖縄県食品の安全安心推進計画
第4期(令和2年度～令和6年度)

不定期 300 A4 51 沖縄県食品の安全安心の確保に関す
る条例に基づき策定された食品の安
全安心確保に関する第4期推進計画
の本編(冊子)

R02.04 衛生薬務課

沖縄県食品の安全安心推進計画
第4期(令和2年度～令和6年度)
概要版

不定期 400 A4 11 沖縄県食品の安全安心の確保に関す
る条例に基づき策定された食品の安
全安心確保に関する第4期推進計画
の概要版

R02.04 衛生薬務課

沖縄県薬剤師奨学金助成金返還
制度募集　令和2年度

不定期 300 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
制度の募集ポスター

R02.06 衛生薬務課

沖縄県の水道概要
令和元年度版
(平成30年度データ)

定　期 - 沖縄県の水道概要 R02.07 衛生薬務課

薬学部設置可能性等調査業務報
告書　令和2年度

不定期 50 A4 79 令和2年度の薬学部設置可能性等調
査に関する事業報告

R03.03 衛生薬務課

薬学部設置可能性等調査業務報
告書(概要版)　令和2年度

不定期 50 A4 12 令和2年度の薬学部設置可能性等調
査に関する事業報告の概要

R03.03 衛生薬務課

A4チラシ
A2ポスター

CD-R

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(62×30:三つ折)

A2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

保 健 医 療 部

事業概要
平成31年(令和元年)度

定　期 150 A4 52 中央及び北部食肉衛生検査所の概
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

R02.10 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30年度

定　期 90 A4 192 本県における国民健康保険に関する
諸統計

R02.12 国民健康保
険課

沖縄県国民健康保険運営方針
(第2期)
［令和3年3月16日決定］

不定期 350 A4 84 国民健康保険法第82条の2にもとづ
いて策定した沖縄県国民健康保険の
運営方針(第2期)

R03.03 国民健康保
険課
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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2年度

定　期 100 県立農林水産業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

R02.12 農林水産総
務課

沖縄の農林水産業　令和3年3月 定　期 1,700 A4 65 沖縄県の概況、農林水産業統計等 R03.03 農林水産総
務課

沖縄の農林水産業【概要版】
令和3年3月

定　期 200 A4 8 沖縄県の概況、農林水産業統計等 R03.03 農林水産総
務課

農業関係統計　令和3年3月 定　期 350 A4 200 農業に関する統計情報 R03.03 農林水産総
務課

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2年度

定　期 300 A4 34 令和2年度当課所管事業の概要 R02.10 北部農林水
産振興セン
ター(農業水産
整備課)

普及指導計画書　令和2年度
～やんばるの農業・農村の活性
化をめざして～

定　期 110 A4 37 令和2年度普及指導計画 R02.04 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100号
                     第101号
                     第102号
                     第103号
                     第104号
　　　　　　　　　　 第105号

定　期 -
A4 4

6
6
6
4
4

農業技術情報の提供
R02.05
R02.07
R02.09
R02.11
R03.01
R03.03

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
令和2年度
普及指導活動実績書

定　期 110 A4 105 令和2年度普及指導活動実績 R03.03 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
令和2年度

定　期 - 森林整備保全課の業務概要 R03.01 北部農林水
産振興セン
ター(森林整備
保全課)

宮古の農林水産業
令和2年度版

定　期 200 A4 79 宮古地域の農林水産業統計資料 R03.02 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2年度版

定　期 200 A4 10 宮古地域の農林水産業統計資料 R03.02 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
令和2年度

定　期 400 A4 50 令和2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

R02.10 宮古農林水
産振興セン
ター(農林水産
整備課)

農業改良普及指導計画書
令和2年度
～アララガマ島ぬ農業と普及～

定　期 100 A4 53 令和2年度の普及業務に係る指導計
画書

R02.04 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-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

宮古ワイドーぱり　   第164号
                     第165号
                     第166号
                     第167号

定　期 500
500
400
400

A4 6 農業情報 R02.05
R02.08
R02.11
R03.02

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　令和2年度
普及指導活動実績書
令和3年3月

定　期 100 A4 152 普及指導活動実績 R03.03 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150号
                     第151号
                     第152号

定　期 各370 A4 4
4
6

八重山管内の農産物関連情報提供 R02.06
R02.11
R03.03

八重山農林
水産振興セ
ンター

八重山の農林水産業
令和2年度

定　期 150 A4 70 八重山の農林水産業に関する概要説
明

R03.03 八重山農林
水産振興セ
ンター

南の島の普及活動　令和元年度 定　期 100 A4 144 八重山農林水産振興センター農業改
良普及課の令和元年度業務報告

R02.04 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)

農業改良普及指導計画書
令和2年度

定　期 70 A4 36 普及業務に係る今年度の指導計画書 R02.09 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
令和2年度

定　期 300 A4 31 所管事業の概要の説明 R02.10 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　令和2年度
　　　　　　　　　　　第1号
　　　　　　　　　　　第2号
　　　　　　　　　　　第3号

不定期
各40 A4 4

家畜防疫衛生に関する情報、家畜飼
養衛生管理指導 R02.04

R02.09
R02.12

八重山家畜
保健衛生所

沖縄県農業研究センター
研究報告　第14号
令和2年10月

定　期 70 A4 26 農業の試験研究に関する論文 R02.10 農業研究セ
ンター

業務年報　平成30年度 定　期 100 A4 69 沖縄県農業研究センターの業務に関
する報告書

R02.10 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　2020年度
第58号

定　期 - A4 46 畜産の試験研究に関する論文 R03.03 畜産研究セ
ンター

業務報告　第31号　令和元年度 定　期 50 A4 62 令和元年度に実施した課題や調査等
に関する報告

R03.02 森林資源研
究センター

市場概要　令和2年度版 定　期 500 A4 29 卸売業者が取引した野菜・果実・鉢
物・切花の1年間(4～3月)の取り扱
い状況を各種報告書を基に作成した

R02.05 中央卸売市
場
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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

市場年報　令和2年 定　期 150 A4 275 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

R03.03 中央卸売市
場

農業制度資金のご案内
令和2年度版

定　期 3,000 A4 10 主要農業制度資金の概要説明 R02.07 農政経済課

植物防疫業務年報　平成31年度 定　期 75 A4 104 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

R02.07 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45号)
平成31年度／令和元年度

定　期 180 A4 325 平成31年特殊病害虫防除事業に関す
る事業報告

R02.12 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137号
                     第138号
                     第139号
　　　　　　　　　　 第140号

定　期
各311 A4 4

組織体制・就農支援講座・ツマジロ
クサヨトウ・豚熱の状況報告や注意
喚起等、パッションフルーツの電照
栽培・キク類の病気について・畜産
情報(暑熱対策)・新型コロナウィル
ス感染症への支援等

R02.05
R02.07
R02.10
R03.02

中部農業改
良普及セン
ター

ふぇーぬ風　　　　   第137号
　　　　　　　　　　 第138号
　　　　　　　　　   第139号

定　期 554
554
600

A4 8
8
6

農家へ技術・経営に関する情報誌 R02.05
R02.09
R03.03

南部農業改
良普及セン
ター

沖縄県の園芸・流通
令和3年1月

定　期 300 A4 130 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

R03.01 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　令和元／2年期

定　期 275 A4 89 令和元／2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

R02.08 糖業農産課

糖業年報　第61号
(令和3年3月)

定　期 290 A4 149 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

R03.03 糖業農産課

家畜・家きん等の飼養状況調査
結果　令和元年12月末

定　期 256 A4 55 令和元年12月末の沖縄県内における
家畜・家きんの飼養頭羽数調査結果

R02.06 畜産課

おきなわの畜産　令和2年7月 定　期 110 A4 124 沖縄県の畜産の概要 R02.07 畜産課

｢流通飼料と飼料安全法｣のしお
り　令和2年8月
《流通飼料対策事業》

定　期 308 A4 66 令和元年度の流通飼料と飼料安全法
に関するしおり

R02.08 畜産課

沖縄県家畜衛生試験場年報
　　　　　平成30年度　第54号
　　　　　平成31年度　第55号

定　期
150
150

A4
A4

126
134

1病性鑑定実施状況、2家畜衛生検査
成績、3試験研究成績 R03.03

R03.03

家畜衛生試
験場

沖縄県の農業農村整備
令和2年度版

定　期 1,000 A4 60 沖縄県の農業農村整備事業の概要 R03.03 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
令和2年度

定　期 400 令和2年度の当該事務所の事業概要
を記載

R02.12 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
令和2年度

定　期 600 A4 30 令和2年度の南部農林土木事務所に
関する事業概要

R02.11 南部農林土
木事務所

沖縄の森林・林業　令和2年版 定　期 270 A4 85 沖縄県の森林・林業の概況 R02.12 森林管理課

水産基盤整備事業の通知集
(補助金)(1／2)
令和2年度(令和2年7月)

定　期 110 A4 329 水産庁所管の漁港漁場関係要綱、要
領通知集

R02.07 漁港漁場課

水産基盤整備事業の通知集
(交付金)(2／2)
令和2年度(令和2年7月)

定　期 110 A4 501 水産庁所管の漁港漁場関係要綱、要
領通知集

R02.07 漁港漁場課

沖縄県の漁港・漁場概要
令和2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

R02.09 漁港漁場課

漁港港勢調査の概要
平成30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

R02.09 漁港漁場課

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
令和2年度

定　期 600 A4 190 令和2年度における商工労働部の事
業概要等

R02.07 産業政策課

沖縄県クリーンエネルギー・イ
ニシアティブ～2050年度脱炭素
社会の実現に向けて～
2021年3月

不定期 - 沖縄県の新たなエネルギー計画 R03.03 産業政策課

技術情報誌
(Technical　News)     第78号
                      第79号
                      第80号

定　期
400
400
300

A4 7
研究成果等の技術情報

R02.07
R02.10
R03.03

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2年度版

定　期 700 A4 35 技術支援業務や開放機器の紹介 R02.07 工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
事業報告　第22号　令和元年度

定　期 200 A4 44 令和元年度の工業技術センターに関
する事業報告

R02.08 工業技術セ
ンター

沖縄ものづくり技術展2020
－ものづくりと環境－

不定期 1,000 A4 8 沖縄ものづくり技術展2020の告知 R02.11 工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
研究報告　第22号　令和元年度

定　期 200 A4 62 令和元年度の工業技術センターに関
する研究報告

R02.12 工業技術セ
ンター

沖縄県企業立地ガイド
2021-2022

定　期 5,000 A4 46 県外企業の立地を促進することを目
的として、関連施策をPRするための
ガイドブック

R03.03 企業立地推
進課

沖縄県企業立地ガイド
2021-2022【英語版】
Okinawa　Prefecture
Industrial　Site　Guide

不定期 500 A4 46 上記と同様(英語版) R03.03 企業立地推
進課

沖縄県企業立地ガイド
2021-2022【繁体字版】

不定期 500 A4 46 上記と同様(繁体字版) R03.03 企業立地推
進課

沖縄県企業立地ガイド
2021-2022【簡体字版】

不定期 500 A4 46 上記と同様(簡体字版) R03.03 企業立地推
進課

立地企業紹介　2021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 国際物流拠点産業集積地域うるま・
沖縄特区へ立地した企業を紹介する
リーフレット

R03.03 企業立地推
進課

なぜ、あの会社は沖縄を選んだ
のか？

不定期 4,000 A5 6 県外企業の立地を促進することを目
的として、関連施策をPRするための
小冊子

R03.03 企業立地推
進課

その仕事は沖縄で！ 不定期 4,000 A5 6 県外企業の立地を促進することを目
的として、関連施策をPRするための
小冊子

R03.03 企業立地推
進課

情報通信産業立地ガイド
2020-2021

定　期 7,000 A4 30 沖縄県の情報通信関連産業施策等の
ガイドブック

R02.07 情報産業振
興課

11×30ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(18頁)

発　行
部　数

規格・頁数

商 工 労 働 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

商 工 労 働 部

情報通信産業立地ガイド
2020-2021　【英語版】
Information and
Communications Industry
Business Establishment Guide

定　期 800 A4 30 沖縄県の情報通信関連産業施策等の
ガイドブック(英語版)

R02.07 情報産業振
興課

情報通信産業立地ガイド
2020-2021
【台湾語版(繁体字)】

定　期 800 A4 30 上記と同様(台湾語版) R02.07 情報産業振
興課

情報通信産業立地ガイド
2020-2021
【北京語版(簡体字)】

定　期 300 A4 30 上記と同様(北京語版) R02.07 情報産業振
興課

沖縄のIT企業Book　2021 定　期 3,000 A5 175 沖縄県の情報通信関連企業情報 R03.03 情報産業振
興課

高校生県外インターンシップ感
想文集　令和元年度

不定期 200 A4 115 令和元年度高校生県外インターン
シップの派遣生徒および引率教諭の
感想文集

R02.06 雇用政策課

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

定　期 300 A4 60 令和元年度の地域型就業意識向上支
援事業の概要及び各地域の取組報告

R03.02 雇用政策課

未来の産業人材育成事業事例集
令和2年度

不定期 1,000 A4 19 令和2年度の産業別事例集 R03.03 雇用政策課

地域連携プラットフォーム事業
2020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 300 A4 25 令和2年度の各連携協議会の好事例
報告

R03.03 雇用政策課

沖縄県雇用・労政の施策概要
令和2年度

定　期 239 A4 111 令和2年度の雇用政策課及び労働政
策課の事業概要

R03.03 雇用政策課
／労働政策
課

沖縄県委託訓練　年間計画一覧
2020年度

定　期 1,600 令和2年度委託訓練募集について R02.04 労働政策課

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
令和2年度

定　期 1,280 令和2年度障害者委託訓練募集につ
いて

R02.04 労働政策課

労働おきなわ
        No.150　2020　Summer
        No.151　2020　Autumn
        No.152　2020　Winter
        No.153　2021　Spring

定　期
各600 A4 17

16
13
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 R02.06

R02.09
R02.12
R03.03

労働政策課

沖縄県労働条件等実態調査報告
書　令和2年度

定　期 186 A4 78 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

R03.03 労働政策課

オフィスビジネス科入校生募集
要項(身体障がい者対象)
令和2年度後期

定　期 500 オフィスビジネス科新入生募集要項
(令和2年度後期)

R02.07 浦添職業能
力開発校

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(62×30:三つ折)

A4チラシ

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

入校案内　令和3年度
　　　　　　　　パンフレット
　　　　　　　　ポスター

定　期
5,000

500

令和3年度入校案内パンフレット、
ポスター

R02.07 浦添職業能
力開発校

浦添職業能力開発校業務概要
令和2年度

定　期 300 A4 27 令和2年度の浦添職業能力開発校に
関する業務概要

R02.08 浦添職業能
力開発校

調理科入校生募集要項
(調理師免許取得コース)
令和3年度委託訓練

定　期 1,500 令和3年度調理科(委託訓練)入校生
募集要項

R03.01 浦添職業能
力開発校

入校生募集要項　令和3年度 定　期 3,000 A4 4 令和3年度入校生募集要項 R03.01 浦添職業能
力開発校

具志川職業能力開発校業務概要
令和2年度

定　期 500 A4 34 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

R02.08 具志川職業
能力開発校

A4チラシ

A4　　　18
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

観光統計実態調査　令和元年度 定　期 450 A4 100 国内観光客に対する、属性や行動、
消費単価などのアンケート調査結果

R02.09 観光政策課

外国人観光客実態調査報告書
令和元年度

定　期 450 A4 118 外国人観光客に対する、属性や行
動、消費単価などのアンケート調査
結果

R02.09 観光政策課

観光要覧　令和元年版 定　期 700 A4 127 観光統計全般及び観光行政関係資料 R02.11 観光政策課

沖縄県マリンタウンMICEエリア
形成事業報告　令和2年度

不定期 3 A4 101 令和2年度のマリンタウンMICEエリ
アの形成に向けた基本計画の検討結
果報告

R03.03 MICE推進課

組踊上演300周年記念事業報告
書

不定期 500 A4 167 記念事業の概要、評価提言等 R03.03 文化振興課

沖縄県立芸術大学広報誌第22号
開鐘

定　期 3,000 A5 11 沖縄県立芸術大学広報誌 R02.05 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　令和3年度

定　期 300 A4 18 令和3年度音楽芸術研究科学生募集
要項

R02.06 芸術大学

沖縄県立芸術大学大学院(修士
課程)造形芸術研究科
学生募集要項　令和3年度

定　期 250 A4 13 令和3年度造形芸術研究科学生募集
要項

R02.06 芸術大学

沖縄県立芸術大学
入学者選抜要項　令和3年度

定　期 1,400 A4 17 令和3年度入学者選抜要項 R02.07 芸術大学

沖縄県立芸術大学
学校推薦型選抜学生募集要項
令和3年度

定　期 900 A4 16 令和3年度学校推薦型選抜学生募集
要項

R02.08 芸術大学

沖縄県立芸術大学
美術工芸学部　学生募集要項
令和3年度

定　期 1,300 A4 24 令和3年度学生募集要項美術工芸学
部

R02.09 芸術大学

沖縄県立芸術大学
音楽学部　学生募集要項
令和3年度

定　期 1,000 A4 25 令和3年度学生募集要項音楽学部 R02.09 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
(一般選抜)(学校推薦型選抜)
令和3年度

定　期 600 A4 54 令和3年度試験曲音楽学部個別学力
検査等

R02.09 芸術大学

｢倉橋 健トランペットリサイタ
ル｣沖縄県立芸術大学音楽学部
奏楽堂演奏会　令和2年度
　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　パンフレット

定　期

1,000
200

奏楽堂演奏会チラシ、パンフレット R02.09 芸術大学

発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

A4チラシ
B5ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
(B4:二つ折)
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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

文化観光スポーツ部

｢屋比久理夏マリンバリサイタ
ル｣沖縄県立芸術大学音楽学部
奏楽堂演奏会　令和2年度
　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期

1,000
200

令和2年度奏楽堂演奏会(マリンバリ
サイタル)チラシ、プログラム

R02.12
R03.02

芸術大学

沖縄県立芸術大学
第31回琉球芸能定期公演
第31回洋楽定期公演

定　期 1,000 沖縄県立芸術大学定期演奏会・定期
公演チラシ

R02.10 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第31回琉球芸能定期公演

定　期 150 B5 11 第31回琉球芸能定期公演プログラム R02.10 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

定　期 150 B5 12 第31回洋楽定期公演プログラム R02.10 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第26回オーケストラ定期演奏会
　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期

2,000
400

第26回オーケストラ定期演奏会チラ
シ、プログラム

R02.12
R03.01

芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第24回室内楽定期演奏会
　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期

500
150

第24回室内楽定期演奏会チラシ R03.02 芸術大学

沖縄県立芸術大学音楽学部
第28回卒業演奏会　チラシ
　　　　　　　　　プログラム

定　期
1,000

200

第28回卒業演奏会チラシ、プログラ
ム

R03.02 芸術大学

音楽学研究誌　ムーサ
第22号　2021

定　期 350 B5 71 音楽学研究誌第22号ムーサ R03.03 芸術大学

沖縄県立芸術大学　第32回
卒業・修了作品展図録

定　期 1,000 A4 91 第32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)

R03.03 芸術大学

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2年度

不定期 200 A4 94 令和2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
に関する報告

R03.03 芸術大学
(附属研究所)

｢琉球の芸術・文化に魅せられ
て－鎌倉芳太郎と首里城－｣
沖縄県立芸術大学附属図書・芸
術資料館企画展　　  チラシ
                    ポスター

不定期

2,000
  100

企画展にかかる広報チラシ、ポス
ター

R02.10 芸術大学
(附属図書・芸
術資料館)

新収蔵品展
－令和元年度収蔵資料－
博物館企画展

不定期 500 A4 24 2020年度、展示会図録 R02.05 博物館・美
術館

｢岩石　THE　ROCK－石ころから
見える地球のダイナミズム－｣
沖縄県立博物館・美術館
博物館特別展　令和2年度

不定期 500 A4 96 2020年度、展示会図録 R02.08 博物館・美
術館

A4チラシ
B5  　  4

A4チラシ

A4チラシ
B5     11

A4チラシ
B5　　  8

A4チラシ
B5　　 12

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

｢稲嶺成祚展－きごうの、ふう
けい。－｣
沖縄の美術シリーズ8
沖縄県立博物館・美術館企画展

不定期 1,000 A4 271 令和2年度沖縄県立博物館・美術館
企画展｢稲嶺成祚展｣の展覧会図録。
画家・稲嶺成祚の作品約1650点の一
覧表を所収

R02.09 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館年報
No.13　2020
(平成31・令和元年度実績報告)

定　期 400 A4 215 2019年度分の博物館・美術館実績報
告

R02.10 博物館・美
術館

｢手わざ－琉球王国の文化－｣
琉球王国文化遺産集積・再興事
業　巡回展　令和2年度

不定期 10,000 A4 28 2020年度、展示会図録 R02.11 博物館・美
術館

｢沖縄の藍－自然と人が織りな
す製藍の技－｣
沖縄県立博物館・美術館
博物館企画展　令和2年度

不定期 800 A4 72 令和2年度　博物館企画展図録 R03.01 博物館・美
術館

｢大津波の痕跡を探る－発掘調
査で確認された、いわゆる明和
津波の痕跡－明和津波襲来250
年｣　3月文化講座・エントラン
スミニ展示資料

不定期 300 A4 10 令和2年度3月文化講座及び令和3年
度エントランスミニ展示の展示会図
録

R03.03 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2年度

定　期 800 A4 50 令和2年度美術館教育普及に関する
事業報告

R03.03 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2年度

定　期 800 A4 71 令和2年度、教育普及活動報告書 R03.03 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
学校連携モデル研究事業
2017～2020　実践報告書
令和2年度

不定期 800 A4 41 平成29年度～令和2年度までの｢学校
連携モデル研究事業｣に関する報告
書

R03.03 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
博物館紀要　第14号　2021

定　期 600 A4 147 令和2年度、博物館研究紀要 R03.03 博物館・美
術館

｢沖縄空手、大學波及｣
沖縄空手会館企画展

不定期 5,000 企画展の構成や資料を紹介するパン
フレット

R02.10 空手振興課

レッツゴー！！沖縄空手会館 不定期 5,000 A4 8 沖縄空手会館資料室等を紹介するマ
ンガ

R02.10 空手振興課

沖縄空手流派研究事業
首里・泊手 Shui／Tumai-
di(Shuri／Tomari-te)
解説書【日本語版】

不定期 1,200 A4 200 沖縄空手の流派(首里・泊手)に関す
る解説書

R03.02 空手振興課

わたしにできる1(イチ)のこと
沖縄の国際協力＆SDGsの話
OICユース2020　おきなわ国際
協力人材育成事業　令和2年度
　　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　　冊子

不定期

-
500

令和2年度おきなわ国際協力人材育
成事業委託業務に係る学習教材紹介
チラシ及び学習教材用冊子

R03.02 交流推進課

A4チラシ
A5　　 29

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
(8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

文化観光スポーツ部

おきなわ国際協力人材育成事業
報告書　令和2年度

不定期 200 A4 68 令和2年度おきなわ国際協力人材育
成事業委託業務に係る報告書

R03.02 交流推進課

沖縄県多文化共生推進調査事業
報告書　令和2年度

不定期 100 A4 31 令和2年度の多文化共生推進事業に
関する報告書

R03.03 交流推進課
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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
令和2年度版

定　期 500 土木建築部の組織、予算、所管業務
の説明

R02.04 土木総務課

土木建築部要覧　令和2年度 定　期 85 A4 268 土木建築部の組織、予算、業務概要
等

R02.10 土木総務課

北部土木事務所事業概要
令和2年度版

定　期 500 北部土木事務所事業内容・管内図 R02.09 北部土木事
務所

中部土木事務所事業概要
令和2年度　2020

定　期 400 A4 52 中部土木事務所所管内の事業概要 R02.08 中部土木事
務所

南部土木事務所事業概要　2020 不定期 500 A4 41 令和2年度における事業概要 R02.12 南部土木事
務所

ゆいくる
リサイクル資材評価認定制度
令和3年版

定　期 300 A4 20 ゆいくる認定資材、製造工場所在地
及び連絡先

R03.03 技術・建設
業課

沖縄県の道路　2020 定　期 1,350 A4 44 沖縄県の道路事業について R02.06 道路街路課

おきなわの川と海　2020
(河川課・海岸防災課事業概要)

不定期 1,700 土木建築部河川課・海岸防災課の事
業概要

R03.02 河川課／海
岸防災課

沖縄県水防計画　令和2年度 定　期 435 A4 181 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

R02.10 海岸防災課

中城湾港　令和3年3月 不定期 300 中城湾港の概要 R03.03 港湾課

沖縄県屋外広告物条例のあらま
し　(令和3年3月)

不定期 2,000 A4 11 県屋外広告物条例の概要 R03.03 都市計画・
モノレール
課

下水道のあらまし　令和2年度 定　期 700 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

R03.01 下水道課

沖縄県の下水道　令和2年度 定　期
(3年毎)

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

R03.03 下水道課

みんなの下水道　令和3年3月 不定期 5,500 各浄化センターの紹介や下水道の役
割、下水がきれいになるまでの流れ

R03.03 下水道課

よみがえる水
《再生水利用下水道事業》
令和3年3月

不定期 800 再生水事業概要及び位置図 R03.03 下水道課

沖縄県流域下水道維持管理年報
令和元年度

定　期 350 A4 149 令和元年度の下水道事業に関する事
業報告

R03.03 下水道事務
所

沖縄県の建築行政
令和2年度版

定　期 6 沖縄県の建築行政に係る統計報告 R02.11 建築指導課

沖縄県の住宅　令和2年度版 定　期 900 沖縄県の住宅施策等に関すること R02.08 住宅課A4
(A1:18頁折)

B5
(B1:32頁折)

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)

A4
(84×30:四つ折)

A4
(63×30:三つ折)

CD-R

土 木 建 築 部

発　行
部　数

規格・頁数

A4
(A1:18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

土 木 建 築 部

発　行
部　数

規格・頁数

県営住宅関係法規集
令和3年3月

定　期 190 A4 396 県営住宅に係る関係法規 R03.03 住宅課

営繕のあゆみ　2019 定　期 250 A4 28 令和元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

R02.07 施設建築課
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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
令和元年度

定　期 250 A4 413 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)

R02.09 会計課

会計事務の手引き
(令和2年10月改訂版)

不定期 120 A4 293 沖縄県会計事務に関する手引き R02.10 会計課

国費会計事務の手引
令和2年11月

不定期 100 A4 130 国費会計事務に関する手引 R02.11 会計課

出納事務局事務概要
令和2年12月

定　期 110 A4 194 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

R02.12 会計課

刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県水道事業会計・沖縄県工
業用水道事業会計決算書
令和元年度

定　期 350 A4 76 令和元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

R02.09 経理課

水量記録資料集　令和元年度 定　期 150 A4 149 令和元年度水量記録 R02.11 配水管理課

久志浄水場　(令和2年6月) 不定期 200 久志浄水場の施設案内 R02.06 久志浄水管
理事務所

水質年報　令和元年度 定　期 145 A4 280 令和元年度の水道水質検査結果 R02.10 水質管理事
務所

発　行
部　数

規格・頁数

A4
(63×30:三つ折)

出 納 事 務 局

発　行
部　数

規格・頁数

企　　業　　局
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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
令和2年度版

定　期 170 A4 210 令和元年度の沖縄県病院事業概要を
まとめたもの

R03.03 病院事業総
務課

沖縄県立中部病院雑誌　Vol.46 定　期 500 A4 138 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

R03.03 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14巻　第1号

定　期 550 A4 124 医学論文・部署報告等 R03.03 南部医療セン
ター・こども
医療センター

病院概要　令和元年度版 定　期 230 A4 131 宮古病院の平成30年度の概要など R02.04 宮古病院

病院概要　令和2年度版 定　期 210 A4 132 宮古病院の令和元年度の概要など R03.02 宮古病院

八重山病院概要　令和2年度 定　期 160 A4 96 令和元(平成31)年度の八重山病院
概要

R03.03 八重山病院

精和病院年報　令和元年度 定　期 110 A4 79 令和元年度精和病院年報(各セッ
ションの概要)

R03.02 精和病院

病 院 事 業 局

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

沖縄県議会先例録　第四版
令和2年6月

不定期 200 A4 145 沖縄県議会における議会運営に関す
る重要な慣例(規範)として踏襲され
てきた事項及び参考となる事例

R02.06 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和2年第1回　令和2年2月

定　期 100 A4 715 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

R02.06 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和2年第2回　令和2年5月

不定期 100 A4 35 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

R02.06 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和2年第3回　令和2年5月

不定期 100 A4 19 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

R02.07 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和2年第4回　令和2年6月

定　期 100 A4 554 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

R02.09 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和2年第5回　令和2年8月

不定期 100 A4 33 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

R02.09 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和2年第6回　令和2年9月

定　期 100 A4 514 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

R02.11 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和2年第7回　令和2年11月

定　期 100 A4 566 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

R03.02 議事課

議会時報　第191号
          第192号

定　期 250 A4 129
165

議会の会議における結果を記録した
文書

R03.02
R03.03

議事課

沖縄県議会提要　令和2年版 定　期 - 沖縄県議会関係の諸法規 R02.06 政務調査課

沖縄県議会提要　令和3年版 定　期 12 沖縄県議会関係規則集 R03.01 政務調査課

議会図書室のあらまし
令和2年

定　期 - 沖縄県議会図書室の概要 R02.07 政務調査課

決算特別委員会等記録
平成30年度

定　期 60 A4 398 平成30年度一般会計・特別会計決算
及び企業会計決算

R02.07 政務調査課

議会の概要　令和2年 定　期 - 沖縄県議会の概要 R02.09 政務調査課

委員会報
平成31年-令和元年版　No.48

定　期 180 A4 173 平成31年及び令和元年の沖縄県議会
の委員会に関する活動報告

R02.12 政務調査課

議会資料　No.108 定　期 144 A4 184 令和3年度当初予算に関する議員用
参考資料

R03.02 政務調査課

予算特別委員会等記録
令和2年第1回　沖縄県議会
(定例会)

定　期 60 A4 471 令和2年予算特別委員会等記録 R03.02 政務調査課

CD-R

CD-R

議 会 事 務 局

発　行
部　数

規格・頁数

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

議 会 事 務 局

発　行
部　数

規格・頁数

四年のあゆみ
平成28年6月25日～
令和2年6月24日

定　期 215 A4 680 第12選出議員(H28.6.25～R2.6.24)
の活動記録

R03.03 政務調査課
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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2年度
(令和元年度対象)

定　期 870 A4 130 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

R02.10 総務課

沖縄県教育関係職員必携
令和3年版

定　期
(隔年)

40 B6 4,951 教育関係法規のうち利用頻度の高い
もの等を体系的に配列収録

R02.11 総務課

公立学校施設一覧
　　　　　　令和元年5月現在
　　　　　　令和2年5月現在

定　期
65 A4

A4
109
105

公立学校(幼・小・中・高・特支)施
設の保有面積、教室数等 R02.07

R02.11

施設課

公立学校教職員録
令和2年5月1日現在

定　期 1,150 A5 304 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

R02.06 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
(令和2年3月実施)

定　期 300 A4 130 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

R02.06 県立学校教
育課

長期研修のしおり　令和2年度 定　期 220 A4 53 令和2年度の総合教育センター長期
研修生のしおり

R02.04 総合教育セ
ンター

初任者研修の手引　令和2年度 定　期 1,580 A4 167 令和2年度の新規採用教職員の初任
者研修の手引

R02.04 総合教育セ
ンター

初任者研修のしおり
令和2年度

定　期 1,510 A4 142 令和2年度の新規採用教職員の初任
者研修のしおり

R02.04 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
令和2年度

定　期 100 A4 28 令和2年度の県立特別支援学校中堅
教諭の資質向上研修実施要領

R02.04 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
令和2年度

定　期 250 A4 32 令和2年度の県立高等学校中堅教諭
の資質向上研修実施要領

R02.04 総合教育セ
ンター

要覧
(沖縄県立総合教育センター)
令和2年度

定　期 3,500 A4 13 令和2年度の総合教育センターに関
する大要

R02.04 総合教育セ
ンター

教育相談のご案内
                リーフレット
                ポスター

不定期
1,000

600

不登校やいじめ等の教育相談に関す
る案内リーフレット、ポスター

R02.04 総合教育セ
ンター

沖縄県立総合教育センター所報
　　　　　　　　　　　第82号
　　　　　　　　　　　第83号

定　期
1,500
1,800

A4
A4

8
8

令和2年度のセンターからの報告
R02.09
R03.03

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3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[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3年度の総合教育センター長期
研修生募集要項

R02.09 総合教育セ
ンター

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
A2ポスター

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

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

沖縄県立総合教育センター
出前研修の利用案内
令和3年度

定　期 2,500 令和3年度学校出張研修(出前研修)
の案内パンフレット

R03.01 総合教育セ
ンター

養護教諭研修報告書
(初任者研修・教職5年経験者研
修・中堅教諭等資質向上研修)
令和2年度

定　期 220 A4 153 令和2年度の養護教諭(新規採用・5
年目・中堅教諭)の研修報告書

R03.02 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　令和2年度

定　期 130 A4 106 令和2年度の栄養教諭・学校栄養職
員の課題研究報告書

R03.02 総合教育セ
ンター

一人一人のよさを未来へつなぐ
キャリア教育ガイド
令和2年度

不定期 1,000 教育の質の向上を目的としたキャリ
ア教育に関するガイドリーフレット

R03.02 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　令和2年度

定　期 1,000 A4 162 令和2年度の総合教育センター調査
研究報告書

R03.02 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　令和2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｣

定　期 1,000 令和2年度の総合教育センター調査
研究発表会の案内チラシ

R03.02 総合教育セ
ンター

教育相談のご案内
　　　　　　　　リーフレット
　
　　　　　　　　ポスター

不定期
1,000

600

不登校やいじめ等の教育相談に関す
る案内リーフレット、ポスター

R03.03 総合教育セ
ンター

幼稚園・幼保連携型認定こども
園教職2年目研修
課題研究報告書　令和2年度

定　期 360 A4 284 令和2年度の幼稚園・幼保連携型認
定こども園教職員2年目による課題
研究報告書

R03.03 総合教育セ
ンター

幼稚園・幼保連携型認定こども
園中堅教諭等資質向上研修
課題研究報告書　令和2年度

定　期 190 A4 96 令和2年度の幼稚園・幼保連携型認
定こども園中堅教諭による課題研究
報告書

R03.03 総合教育セ
ンター

特別支援教育相談　令和2年度 定　期 150 A4 10 令和2度の特別支援教育の相談活動
報告書

R03.03 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》　令和2年度

定　期 240 A4 137 令和2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

R03.03 総合教育セ
ンター

学校検尿の手引
令和2年度～令和4年度版

定　期 680 A4 42 学校検尿のすすめ方等 R02.04 保健体育課

第20回沖縄県健康教育研究大会
令和2年度

定　期 400 A4 111 第20回沖縄県健康教育研究大会の開
催要領、日程、講演内容等

R03.02 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
令和2年度

定　期 650 A4 131 令和2年度学校・家庭・地域の連携
協力推進事業に関する実践事例集

R03.03 生涯学習振
興課

沖縄県生涯学習に関する県民意
識調査報告書　令和2年度

定　期 150 A4 62 令和2年度の沖縄県生涯学習に関す
る県民意識調査

R03.03 生涯学習振
興課

A4
(63×30:三つ折)

A4
(84×30:四つ折)

A4チラシ

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:二つ折)

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

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

おきなわ県民カレッジ
令和2年度

不定期 2,500 A4 10 おきなわ県民カレッジの概要、令和
2年度講座案内

R02.10 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2年度

定　期 40 A4 49 おきなわ県民カレッジ実施報告 R03.03 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2年度

定　期 - A4 32 県立図書館の施設概要等、事業実
績、統計資料等

R02.08 図書館

沖縄県立図書館職員が本気で薄
い本を作ってみた。
～一般展示編～

不定期 300 B5 27 沖縄県立図書館の展示のあゆみ、展
示紹介

R03.01 図書館

沖縄県立図書館職員が本気で薄
い本を作ってみた。
～郷土資料編～

不定期 300 B5 28 郷土マンガ・小説紹介、｢沖縄を知
るための10冊｣2018年度・2019年度
版

R03.01 図書館

名護青少年の家　要覧
令和2年度

定　期 35 A4 60 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

R02.06 生涯学習振
興課(名護青少
年の家)

糸満青少年の家　要覧
令和2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

R02.05 生涯学習振
興課(糸満青少
年の家)

石川青少年の家　要覧
令和2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

R02.08 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2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

R02.07 生涯学習振
興課(玉城青少
年の家)

宮古青少年の家　要覧
令和2年度

定　期 35 A4 49 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

R02.04 生涯学習振
興課(宮古青少
年の家)

石垣青少年の家　要覧
令和2年度

定　期 35 A4 59 概要、沿革、教育目標及び運営方
針、事業計画、利用状況等

R02.05 生涯学習振
興課(石垣青少
年の家)

文化財保護強調週間 不定期 1,000 文化財保護強調週間(11月1日～7日)
の文化財愛護思想の普及啓発ポス
ター

R02.09 文化財課

文化財課要覧　令和2年度版 定　期 300 A4 161 本課の令和元年度文化行政活動なら
びに令和2年度新体制などをとりま
とめたもの

R02.11 文化財課

歴代宝案　校訂本　第1冊
(活字本)　(第1集巻1～22)

定　期 1,000 B5 773 平成3年に刊行した｢歴代宝案校訂本
第1冊｣(影印本)の活字本。第1集巻1
～22、永楽22年～慶熙35年(1424～
1696)の明清時代の中国からの詔
勅、琉球からの表奏など朝貢関係の
往復文書を収録

R03.03 文化財課

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

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

歴代宝案　訳注本　第8冊
(第2集巻90～104)

定　期 1,000 B5 573 第2集巻90～104。嘉慶4年～13年
(1799～1808)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

R03.03 文化財課

歴代宝案　訳注本　第8冊
語注一覧表
(歴代宝案編集参考資料22)

定　期 1,000 A4 265 『歴代宝案』訳注本第8冊所収の語
注を収録、総画数順・五十音順に整
理

R03.03 文化財課

中琉歴史関係档案
　　　　　　　　同治朝　(四)
　　　　　　　　同治朝　(五)
　　　　　　　　同治朝　(六)

定　期
各200 A5 445

506
493

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
(1869年～71年)78件
(1871年～74年)66件
(1874年)45件

R03.03 文化財課

新訂版　歴代宝案の栞
【英語版】
The Rekidai Hōan:An
Introduction to Documents of
the  Kingdom of Ryukyu

不定期 2,000 A4 14 『新訂版　歴代宝案の栞(平成30年3
月)』の英語訳。歴代宝案の内容紹
介及び編集事業説明

R03.03 文化財課

新訂版　歴代宝案の栞
【中国語版(簡体字版)】

不定期 4,000 A4 14 上記と同様(中国語版簡体字訳) R03.03 文化財課

新訂版　歴代宝案の栞
【中国語版(繁体字版)】

不定期 4,000 A4 14 上記と同様(中国語版繁体字訳) R03.03 文化財課

沖縄史料編集紀要　第44号
2021年3月

定　期 1,000 B5 101 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

R03.03 文化財課

沖縄県史だより　第30号
令和3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

R03.03 文化財課

みんなの文化財図鑑
無形文化財編・民俗文化財編

不定期 3,000 A4 240 沖縄県内にある国と県が指定した無
形・民俗文化財に関する書籍

R03.03 文化財課

第83回文化講座
｢琉球文化の象徴　首里城正殿
－首里城正殿跡の発掘調査－｣

不定期 200 A4 8 第83回文化講座の資料 R02.06 埋蔵文化財
センター

第85回文化講座
｢埋蔵文化財センター　20年の
歩み｣

不定期 100 A4 24 第85回文化講座の内容を説明 R02.11 埋蔵文化財
センター

｢埋蔵文化財センター　20年の
歩み｣
沖縄県立埋蔵文化財センター
開所20周年記念　令和2年度
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

3,400
1,000

700

令和2年度沖縄県立埋蔵文化財セン
ター開所20周年記念展｢埋蔵文化財
センター20年の歩み｣の開催概要の
掲載及び展示内容の説明

R02.10 埋蔵文化財
センター

A4チラシ
A2ポスター
A4　 　 56
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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

夏休み体験学習｢土器作り｣
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期
550
550

夏休み体験学習｢土器作り｣の開催概
要を掲載

R02.07 埋蔵文化財
センター

｢沖縄県の戦争遺跡－歩いてい
ける戦争遺跡－｣　令和2年度
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

2,200
1,000

600

企画展｢沖縄県の戦争遺跡－歩いて
いける戦争遺跡－｣の開催概要の掲
載及び展示内容の説明 R02.07

R02.07
R02.08

埋蔵文化財
センター

｢発掘調査速報2020｣
沖縄県立埋蔵文化財センター
企画展　令和2年度　 チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

2,200
1,000

600

企画展｢発掘調査速報2020｣の開催概
要の掲載及び展示内容の説明

R02.07
R02.07
R02.08

埋蔵文化財
センター

｢首里城京の内跡出土品展－発
掘された倉庫跡－｣
令和2年度　重要文化財公開
琉球王国のグスク及び関連遺産
群世界遺文化産登録20周年記念
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

3,400
1,000
1,000

令和2年度重要文化財公開琉球王国
のグスク及び関連遺産群世界文化遺
産登録20周年記念｢首里城京の内跡
出土品展－発掘された倉庫跡－｣の
開催概要の掲載及び展示内容の解説

R03.01 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107集
円覚寺跡(3)　－三門地区の遺
構確認調査報告書－

不定期 300 A4 125 史跡円覚寺跡の復元整備に伴い、平
成20～22、25、28年度に実施した発
掘調査の成果をまとめた報告書

R03.02 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108集
鏡水原遺跡　－那覇空港自動車
道(小禄道路)建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－

不定期 300 A4 95 那覇空港自動車道(小禄道路)建設に
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

R03.02 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
令和3年度年間行事案内

不定期 1,000 令和3年度の県立埋蔵文化財セン
ターの年間行事計画の紹介

R03.03 埋蔵文化財
センター

A4チラシ
A3ポスター

A4チラシ
A2ポスター
B6　 　 24

A4チラシ
A2ポスター
A4　 　 29

A4チラシ
A2ポスター
A4　 　 17

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

沖縄県警察官募集
｢その先に、守るべきものがあ
る｣　　　　　　　　 ポスター
　 　　　　　　　　 ポスター

定　期

各1,800

警察職員採用案内ポスター R03.03 警務課

沖縄県警察採用案内
｢君の想いが人のためになる｣
令和3年3月

定　期 10,000 A4 6 警察職員採用案内パンフレット R03.03 警務課

ちゅらさん運動2021　ポスター
　　　　　　　　　　ポスター

定　期 30
3,000

｢ちゅらさん運動｣の普及啓発を目的
に制作

R03.01 生活安全企
画課

ちゅらさん条例改正
              クリアファイル
　　　　　　　ポスター

不定期
4,000
3,000

｢ちゅらさん条例改正｣の普及啓発を
目的に制作

R03.01 生活安全企
画課

女性を守るあいうえお 不定期 2,400 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

R03.03 人身安全対
策課

女性を犯罪から守るハンドブッ
ク(入門書)

不定期 5,000 女性を対象とする性犯罪等の事例と
対処法

R03.03 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
4,300

900

水難事故防止広報チラシ、ポスター R02.04 地域課

美ら島の笑顔を守る110番／
ご要望・相談は♯9100

不定期 2,000 ｢110番の日｣広報用クリアファイル R02.12 通信指令課

少年非行等の概況
平成31年・令和元年

定　期 250 A4 48 少年警察に係る統計資料 R02.10 少年課

コスモス会(少年サポートセン
ター)保護者カウンセリング

不定期 100 保護者カウンセリングコスモス会広
報用ポスター

R02.12 少年課

｢Twitter・LINE始めまし
た！！｣県警公式SNS紹介

不定期 10,000 サイバー犯罪対策課公式
SNS(Twitter・LINE)の紹介

R02.10 サイバー犯
罪対策課

被害者の手引　(令和2年7月) 不定期 200 A5 32 犯罪被害支援制度の説明等 R02.07 刑事企画課

犯罪統計書　令和元年 定　期 360 A4 239 県内の犯罪統計資料 R02.10 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 R03.02 組織犯罪対
策課

｢二日酔いでも飲酒運転！｣ 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

R02.07 交通企画課

｢あおり運転は犯罪！！免許取
消！！｣

不定期 15,000 妨害運転罪(あおり運転)罰則が創設
されることの周知

R02.07 交通企画課

交通白書　令和元年版 定　期 150 A4 254 交通事故情報及び交通警察活動の統
計資料

R02.08 交通企画課

令和3年交通安全ポスター 定　期 1,700 交通安全標語の周知 R02.12 交通企画課

A4チラシ

A4チラシ

14×20シール

A4チラシ

B2ポスター

A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ
B2ポスター

A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(6頁)

A4チラシ
B3ポスター

A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ

A2ポスター

警　察　本　部

発　行
部　数

規格・頁数

A3ポスター
B2ポスター

B1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

警　察　本　部

発　行
部　数

規格・頁数

交通白書　令和2年版
(ダイジェスト)

定　期 50 A4 39 交通事故情報及び交通警察活動の統
計資料

R03.03 交通企画課

飲酒運転根絶活動マニュアル
(令和3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

R03.03 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 R03.03 交通企画課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

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　令和元年度

定　期 350 A4 87 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

R02.09 監査課

沖縄県病院事業会計決算審査意
見書　令和元年度

定　期 170 A4 37 沖縄県病院事業会計決算についての
審査意見

R02.09 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
令和元年度

定　期 170 A4 45 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

R02.09 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　令和元年度

定　期 100 A4 12 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

R02.09 監査課

定期監査の結果報告書
令和元年度

定　期 500 A4 23 令和2年に実施した定期監査(令和元
年会計年度)の結果報告

R03.01 監査課

財政的援助団体等監査の結果報
告書　令和元年度

定　期 350 A4 7 令和2年に実施した財政的援助団体
等監査(令和元年会計年度)の結果報
告

R03.01 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　令和元年度 定　期 90 A4 51 沖縄県人事委員会における各業務の
取組状況

R02.07 総務課

人事委員会関係規程集
令和2年7月

定　期 15 人事委員会に関連する規程等 R02.07 総務課

職員の給与に関する報告
令和2年11月

定　期 500 A4 29 職員の給与に関する報告
令和2年11月

R02.11 職員課

職員の給与等に関する報告
令和2年12月

定　期 500 A4 61 職員の給与に関する報告
令和2年12月

R02.12 職員課

発　行
部　数

規格・頁数

CD-R

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2年11月30日公表

定　期 40 A4 115 政治団体の令和元年分収支報告書の
要旨の公表

R02.12 選挙管理委
員会

沖縄県議会議員一般選挙
結果調　令和2年6月7日執行

不定期 200 A4 155 令和2年6月7日執行の沖縄県議会議
員一般選挙の選挙結果や選挙啓発、
選挙管理の状況等について収録

R03.01 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2年版

定　期 130 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

R03.03 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

故シドニー・ブレナー博士
Memorial　DVD【2枚組】

DVD 31
(DISC1:
10分､
DISC2:
21分)

故シドニー・ブレナー博士顕彰記念・記録映像 R03.03 企画部
(科学技術振興
課)

｢未来につなげよう美ら島・美
ら海の恵み(一般大人用)｣
赤土等流出防止活動支援事業
委託業務　令和2年度

DVD 9 赤土流出防止対策を学ぶための動画(一般大人
用)

R03.03 環境部
(環境保全課)

｢未来につなげよう美ら島・美
ら海の恵み(事業行為者用)｣
赤土等流出防止活動支援事業
委託業務　令和2年度

DVD 11 上記と同様(事業行為者用) R03.03 環境部
(環境保全課)

｢未来につなげよう美ら島・美
ら海の恵み(小学生用)｣
赤土等流出防止活動支援事業
委託業務　令和2年度

DVD 10 上記と同様(小学生用) R03.03 環境部
(環境保全課)

わたしにできる1(イチ)のこと
沖縄の国際協力＆SDGｓの話
OICユース2020
《おきなわ国際協力人材育成
事業》　令和2年度
学習教材用DVD

DVD 50 令和2年度おきなわ国際協力人材育成事業委託業
務に係る学習教材用DVD

R03.02 文化観光ス
ポーツ部
(交流推進課)

交通安全に関する広報啓発用
ミニ動画

DVD 20 歩行者事故防止、シートベルト着用推進、交差
点事故防止動画を制作し、ユーチューブ広告を
活用して放映

R02.04 警察本部
(交通企画課)

映像(動画)の制作目録
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