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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３年度（令和3年4月1日～令和4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｣
2021年4月～2022年3月
(第547号～第558号)

定　期 16,200
×12

A4 15 令和3年度の県広報誌｢美ら島沖縄｣4
月号～3月号

毎月 広報課

美ら島　沖縄
自平成31年4月(第523号)
至令和3年3月(第546号)

定　期 2 A4 480 県広報誌2年分を製本 R03.04 広報課

広報広聴一年　令和3年度版 定　期 40 A4 52 広報課の令和3年度事業計画と前年
度事業実績

R03.08 広報課

沖縄県の行政オンブズマン運営
状況報告書　令和2年度

定　期 160 A4 55 令和2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

R03.06 広報課
(行政オンブズ
マン相談室)

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
【不発弾磁気探査リーフレッ
ト】令和3年7月

不定期 5,000 不発弾磁気探査事業推進リーフレッ
ト

R03.07 防災危機管
理課

消防防災年報　(令和2年版) 定　期 100 A4 164 消防、防災、不発弾等に関する統計
資料

R04.01 防災危機管
理課

消防学校概要　令和3年度 定　期 100 A4 42 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

R03.05 消防学校

教育訓練実施計画　令和4年度 定　期 100 A4 35 消防学校における教育内容と時間数 R04.01 消防学校

発　行
部　数

規格・頁数

知　事　公　室

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(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

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

週2回  総務私学課

沖縄県刊行物目録　令和2年度 定　期 40 A4 43 令和2年度に沖縄県が発行した各種
刊行物の収録

R03.10 総務私学課
(行政情報セン
ター)

沖縄県の情報公開・個人情報保
護制度
令和2年度　運用状況報告書

定　期 40 A4 72 沖縄県の情報公開制度及び個人情報
保護制度に係る令和2年度の公文書
開示請求及び審査請求等の運用状況

R04.01 総務私学課
(行政情報セン
ター)

沖縄県職員録　令和3年度版 定　期 1,500 A5 396 令和3年4月現在の人事記録 R03.06 人事課

研修概要　令和4年度 定　期 - 令和4年度研修計画、令和3年度研修
実績

R04.03 自治研修所

沖縄県内部統制評価報告書・沖
縄県内部統制評価報告書【附属
資料】　令和2年度

定　期 25 A4 23 令和2年度内部統制の評価 R03.09 行政管理課

包括外部監査結果報告書
令和3年度
(指定管理者による公の施設の
管理・運営について～一般財団
法人沖縄美ら島財団による管
理・運営を中心に～)

不定期 300 A4 179 令和3年度の包括外部監査結果報告
書

R04.03 行政管理課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和3年第2回(その1)
令和3年4月15日提出

不定期 - A4 2 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R03.04 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和3年第2回(その2)
令和3年4月15日提出

不定期 - A4 26 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R03.04 財政課

補正予算説明書
令和3年第2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 R03.04 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和3年第3回(その1)　
令和3年5月26日提出

不定期 - A4 2 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R03.05 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和3年第3回(その2)
令和3年5月26日提出

不定期 - A4 12 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R03.05 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3年度

定　期 - A4 17 令和3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

R03.05 財政課

補正予算説明書
令和3年第3回県議会
(臨時会)提出

不定期 - A4 10 沖縄県議会(臨時会)補正予算説明書 R03.05 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第4回(その1)
令和3年6月15日提出

定　期 - A4 6 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R03.06 財政課

発　行
部　数

規格・頁数

総　　務　　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

総　　務　　部

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第4回(その2)　
令和3年6月15日提出

定　期 - A4 44 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R03.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第4回(その3)　
令和3年6月18日提出

定　期 - A4 2 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)(追加)

R03.06 財政課

沖縄県繰越計算書　令和2年度 定　期 125 A4 34 令和2年度の繰越予算 R03.06 財政課

補正予算説明書
令和3年第4回県議会
(6月定例会)提出

定　期 - A4 30 沖縄県議会(定例会)補正予算説明書 R03.06 財政課

補正予算説明書(追加)
令和3年第4回県議会
(6月定例会)提出
(令和3年度沖縄県一般会計補正
予算(第10号))

定　期 - A4 9 沖縄県議会(定例会)補正予算説明書
(追加)

R03.06 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第4回(その4)
令和3年7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)

R03.07 財政課

補正予算説明書(追加)
令和3年第4回県議会
(6月定例会)提出
(令和3年度沖縄県一般会計補正
予算(第11号))

定　期 - A4 8 沖縄県議会(定例会)補正予算説明書
(追加)

R03.07 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和3年第6回
令和3年8月18日提出

不定期 - A4 2 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R03.08 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和3年第7回
令和3年8月31日提出

不定期 - A4 2 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R03.08 財政課

補正予算説明書
令和3年第6回県議会
(臨時会)提出

不定期 - A4 8 沖縄県議会(臨時会)補正予算説明書 R03.08 財政課

補正予算説明書
令和3年第7回県議会
(臨時会)提出

不定期 - A4 7 沖縄県議会(臨時会)補正予算説明書 R03.08 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第8回(その1)
令和3年9月10日提出

定　期 - A4 6 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R03.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第8回(その2)
令和3年9月10日提出

定　期 - A4 63 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R03.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第8回(その3)
令和3年9月10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)

R03.09 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

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第8回(その4)
令和3年9月28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)

R03.09 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第8回(その5)
令和3年9月28日提出

定　期 - A4 3 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)(追加)

R03.09 財政課

基金の運用状況書　令和2年度 定　期 - A4 5 令和2年度の基金の運用状況 R03.09 財政課

県の出資等にかかる法人の経営
状況報告書
令和3年9月定例県議会提出

定　期 - A4 492 令和2年度の県の出資等にかかる法
人の経営状況報告

R03.09 財政課

主要施策の成果に関する報告書
令和2年度
令和3年9月定例県議会提出

定　期 - A4 474 令和2年度の主要施策の成果に関す
る報告

R03.09 財政課

補正予算説明書
令和3年第8回県議会
(9月定例会)提出

定　期 - A4 31 沖縄県議会(定例会)補正予算説明書 R03.09 財政課

補正予算説明書(追加)
令和3年第8回県議会
(9月定例会)提出
(令和3年度沖縄県一般会計補正
予算(第15号))

定　期 - A4 7 沖縄県議会(定例会)補正予算説明
(追加)

R03.09 財政課

補正予算説明書(追加)
令和3年第8回県議会
(9月定例会)提出
(令和3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)

R03.09 財政課

補正予算説明書(追加)
令和3年第8回県議会
(9月定例会)提出
(令和3年度沖縄県一般会計補正
予算(第17号))

定　期 - A4 12 沖縄県議会(定例会)補正予算説明
(追加)

R03.09 財政課

沖縄県議会(臨時会)議案
令和3年第9回
令和3年11月9日提出

不定期 - A4 2 沖縄県議会(臨時会)提出議案 R03.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第10回(その1)
令和3年11月25日提出

定　期 - A4 4 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R03.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第10回(その2)
令和3年11月25日提出

定　期 - A4 16 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R03.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和3年第10回(その3)
令和3年11月25日提出

定　期 - A4 38 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R03.11 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
令和3年第9回県議会
(臨時会)提出

不定期 - A4 7 沖縄県議会(臨時会)補正予算説明書 R03.11 財政課

補正予算説明書(その1)
令和3年第10回県議会
(11月定例会)提出

定　期 - A4 13 沖縄県議会(定例会)補正予算説明 R03.11 財政課

補正予算説明書(その2)
令和3年第10回県議会
(11月定例会)提出

定　期 - A4 50 沖縄県議会(定例会)補正予算説明 R03.11 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和4年第1回(その1)
令和4年2月15日提出

定　期 - A4 69 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R04.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和4年第1回(その2)
令和4年2月15日提出

定　期 - A4 8 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R04.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和4年第1回(その3)
令和4年2月15日提出

定　期 - A4 46 沖縄県議会(定例会)提出議案(予算
議案)

R04.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和4年第1回(その4)
令和4年2月15日提出

定　期 - A4 72 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
等議案)

R04.02 財政課

沖縄県議会(定例会)議案
令和4年第1回(その5)
令和4年3月1日提出

定　期 - A4 6 沖縄県議会(定例会)提出議案(条例
議案)

R04.02 財政課

当初予算説明書
令和4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 R04.02 財政課

補正予算説明書(その1)
令和4年第1回県議会
(2月定例会)提出

定　期 - A4 29 沖縄県議会(定例会)補正予算説明 R04.02 財政課

補正予算説明書(その2)
令和4年第1回県議会
(2月定例会)提出

定　期 - A4 158 沖縄県議会(定例会)補正予算説明 R04.02 財政課
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

新たな振興計画(素案)
令和3年5月

不定期 1,000 A4 242 新たな振興計画の素案について R03.05 企画調整課

沖縄県議会(定例会)
知事提案説明要旨
令和4年第1回

定　期 1,000 A4 35 令和4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

R04.02 企画調整課

重点施策　令和4年度 定　期 1,000 A4 86 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

R04.03 企画調整課

沖縄県経済社会の将来予測調査
報告書　令和3年度
《沖縄県企画部委託調査》

不定期 150 A4 177 新たな振興計画の人口・社会経済フ
レーム検討に使用した報告書

R04.03 企画調整課

沖縄県地価調査基準地の標準価
格一覧　令和3年
(令和3年7月1日現在)

定　期 344 A4 100 令和3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

R03.10 県土・跡地
利用対策課

統計調査一覧　令和3年度 定　期 160 A4 62 令和3年度統計調査一覧について R03.04 統計課

県民経済計算　平成30年度 定　期 295 A4 138 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

R03.05 統計課

2020年農林業センサス農林業経
営体調査　沖縄県結果の概要
(確定値)

不定期 - 2020年農林業センサス結果の概要
(確定値)

R03.06 統計課

2020年農林業センサス農林業経
営体調査　沖縄県結果報告書
(令和2年2月1日調査)

定　期
(5年毎)

330 A4 310 2020年農林業センサス農林業経営体
調査、沖縄県結果

R04.03 統計課

沖縄県の人口と世帯数
令和2年国勢調査速報

不定期 3,000 A4 8 沖縄県の人口と世帯数(要計表によ
る市町村別人口・世帯数)

R03.06 統計課

学校基本調査速報
令和3年度(令和3年5月1日現在)

定　期 22 A4 23 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

R03.10 統計課

沖縄県市町村民所得
平成30年度

定　期 170 A4 230 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

R03.11 統計課

沖縄県鉱工業指数
(平成27年基準)
            【令和3年2月分～
              令和4年1月分】

定　期 - A4 7 沖縄県鉱工業指数(令和3年2月分～
令和4年1月分)の公表について

毎月 統計課

沖縄県鉱工業指数年報
令和元年
(平成27年基準)

定　期 - A4 50 沖縄県鉱工業指数年報、令和元年の
結果取りまとめ

R03.06 統計課

沖縄県鉱工業指数年報
令和2年
(平成27年基準)

定　期 - A4 50 沖縄県鉱工業指数年報、令和2年の
結果取りまとめ

R04.01 統計課

発　行
部　数

規格・頁数

企　　画　　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

企　　画　　部

沖縄県の賃金、労働時間、雇用
の動き　    【令和3年2月分～
              令和4年1月分】
            【令和3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3年2月分～令和4年1月分及
び令和3年平均)について

毎月

R04.02

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-　令和2年

定　期 500 A4 82 令和2年年報 R03.08 統計課

沖縄県家計調査結果の概況
　　　　　　【令和3年2月分～
　　　　　　　令和4年1月分】
　　　　　　【2021年平均】

定　期 -
A4

A4

18

18

沖縄県家計調査結果の概況(令和3年
2月分～令和4年1月分及び2021年平
均)について

毎月

R04.03

統計課

県推計人口
　　　【令和3年4月1日～
　　　　令和4年3月1日現在】

定　期 - A4 16 令和3年4月1日～令和4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3年3月分～
　　　　　　令和4年2月分】
　　　　　【令和3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3年3月分～令和4年2月
分及び令和3年平均)について

毎月

R04.01

統計課

人口移動報告年報　令和3年
(令和2年10月～令和3年9月)

定　期 86 A4 22 令和3年の人口移動報告書に関する
年報

R04.02 統計課

労働力調査年報　沖縄県
令和2年

定　期 50 A4 155 令和2年の労働力調査に関するデー
タ

R03.10 統計課

労働力調査(概要版)
　　　　　 【令和3年3月分～
　　　　　　  令和4年2月分】
　　　　　 【令和2年度平均】

定　期 -
A4

A4

5

3

労働力調査(沖縄県)令和3年3月分～
令和4年2月分及び令和2年度平均に
ついて

毎月

R03.04

統計課

労働力調査 【令和3年平均】 定　期 - A4 16 労働力調査(令和3年平均)について R04.02 統計課

沖縄県統計グラフコンクール入
賞作品集　令和3年度

定　期 900 A4 10 令和3年度沖縄県統計グラフコン
クールにおける入賞作品20点の掲載

R04.03 統計課

100の指標からみた沖縄県のす
がた　(令和4年3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

R04.03 統計課

沖縄県統計年鑑
令和3年版　第64回

定　期 230 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

R04.03 統計課

みえる・わかる・おきなわ
(沖縄県勢要覧)　令和4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

R04.03 統計課

沖縄県試験研究成果情報
令和3年度

定　期 120 A4 86 令和3年度に評価を受けた研究課題
等の成果報告書

R04.03 科学技術振
興課
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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

私たちと水　令和4年3月 定　期 18,900 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

R04.03 地域・離島
課

離島関係資料　令和4年3月 定　期 300 A4 251 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

R04.03 地域・離島
課

市町村要望事項に対する措置状
況　令和2年度

定　期 300 A4 56 令和2年度の市町村要望事項に対す
る措置状況について

R03.04 市町村課

市町村行財政概況(第65集)
令和4年3月

定　期 600 A4 328 市町村の職員給与及び決算状況の概
況

R04.03 市町村課

沖縄県市町村概要
(令和4年3月)

定　期 4,000 A5 195 市町村の財政状況等の概要 R04.03 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3年度版 定　期 220 A4 252 沖縄県の環境の現状と実施した施策
について

R04.03 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2年度

定　期 100 A4 96 令和2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)

R03.10 環境保全課

沖縄県海岸漂着物対策地域計画
令和4年2月

不定期 200 A4 84 沖縄県の海岸漂着物に係る地域計画 R04.02 環境整備課

廃棄物対策の概要　令和4年2月 定　期 240 A4 109 沖縄県の廃棄物の概要 R04.02 環境整備課

沖縄県廃棄物処理計画(第五期)
(令和3年度～令和7年度)
概要版　令和4年3月

定　期 200 A4 12 ｢沖縄県廃棄物処理計画(第五期)｣の
概要版

R04.03 環境整備課

沖縄県廃棄物処理計画(第五期)
(令和3年度～令和7年度)
令和4年3月

定　期 200 A4 152 令和7年度を目標年度とする、沖縄
県における廃棄物の排出抑制、減量
化、適性処理に関する基本的な方向
を定めた｢廃棄物処理計画｣及び令和
12年度までを対象とした｢ごみ処理
広域化・集約化計画｣

R04.03 環境整備課

事業概要　令和2年度 定　期 - A4 52 令和2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

R04.03 動物愛護管
理センター

島エコだより
沖縄県地域環境センター情報誌
           No.3(令和3年7月)
           No.4(令和3年11月)
           No.5(令和4年2月)

不定期

各2,700 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

R03.07
R03.11
R04.02

環境再生課
(地域環境セン
ター)

発　行
部　数

規格・頁数

環　　境　　部
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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4年3月

定　期 70 A4 296 子ども生活福祉部所管業務の概要に
ついて

R04.03 福祉政策課

北部福祉事務所概況
令和2年度

不定期 5 令和2年度の北部福祉事務所に関す
る事業概要

R03.12 北部福祉事
務所

中部福祉事務所活動概況
令和3年度版(令和2年度報告)

定　期 - A4 51 中部福祉事務所活動概況 R03.12 中部福祉事
務所

南部福祉事務所活動概況
平成29年度版(平成28年度)

定　期 - 南部福祉事務所活動概況 R03.11 南部福祉事
務所

南部福祉事務所活動概況
平成30年度版(平成29年度)

定　期 - 南部福祉事務所活動概況 R03.11 南部福祉事
務所

南部福祉事務所活動概況
令和元年度版(平成30年度)

定　期 - 南部福祉事務所活動概況 R03.11 南部福祉事
務所

南部福祉事務所活動概況
令和2年度版(令和元年度)

定　期 - 南部福祉事務所活動概況 R03.11 南部福祉事
務所

南部福祉事務所活動概況
令和3年度版(令和2年度)

定　期 - 南部福祉事務所活動概況 R03.11 南部福祉事
務所

宮古福祉事務所概要
令和2年度

定　期 40 A4 34 令和2年度の福祉事業報告 R03.11 宮古福祉事
務所

八重山福祉事務所概要
令和2年度

定　期 - 令和2年度の八重山福祉事務所に関
する事業概要

R03.09 八重山福祉
事務所

沖縄県の生活保護
令和3年度版
(資料:令和2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

R04.03 保護・援護
課

老人の日・老人週間
(2021年9月15日～21日)
　　　　　　　　パンフレット
　　　　　　　　ポスター

定　期

445
217

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
の状況等及び周知・広報パンフレッ
ト、ポスター

R03.08 高齢者福祉
介護課

沖縄県青少年育成県民運動
令和3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
の統計データ等を掲載している

R03.08 青少年・子
ども家庭課

児童相談所業務概要
令和3年度

定　期 1 A4 64 沖縄県の児童相談所における業務概
要の説明等

R04.02 青少年・子
ども家庭課
／中央児童
相談所／コ
ザ児童相談
所

女性保護事業のあらまし
令和3年度(令和2年度実績)

定　期 100 A4 34 令和2年度の女性保護事業の実績 R03.08 女性相談所

業務概要　令和3年度 定　期 125 A4 55 施設概要、支援内容、令和2年度実
績等

R03.07 若夏学院

子ども生活福祉部

発　行
部　数

規格・頁数

CD-R

CD-R

CD-R

CD-R

CD-R

CD-R

CD-R

A4　　　6
B3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

子ども生活福祉部

発　行
部　数

規格・頁数

沖縄子ども調査報告書
令和3年度

定　期 150 A4 372 令和3年度の子どもの貧困実態に関
する調査報告

R04.03 子ども未来
政策課

沖縄県福祉のまちづくり賞
候補者募集　令和3年度
                    チラシ
                    ポスター

不定期

2,900
500

令和3年度福祉のまちづくり賞募集
チラシ、ポスター

R03.09 障害福祉課

沖縄県福祉のまちづくり賞表彰
事例集　令和2年度

不定期 800 A4 6 令和2年度福祉のまちづくり賞事例
集

R03.09 障害福祉課

第5次沖縄県障害者基本計画
令和4年度～令和13年度

定　期 500 A4 47 障害者基本法に基づく法定計画 R04.03 障害福祉課

事業概要　令和3年度 定　期 20 A4 23 令和3年度事業概要 R03.09 身体障害者
更生相談所
／知的障害
者更生相談
所

第11次沖縄県交通安全計画
(令和3年度～令和7年度)

定　期 151 A4 75 沖縄県の陸上交通の安全に関する総
合的かつ長期的な施策を定める計画
(令和3年度～令和7年度)

R03.07 消費・くら
し安全課

沖縄県交通安全実施計画
令和3年度

定　期 150 A4 71 令和3年度の沖縄県における交通安
全施策の計画

R03.09 消費・くら
し安全課

第10回　沖縄平和賞報告書
(令和3年4月)

不定期 800 A4 57 令和2年の沖縄平和賞に関する事業
報告

R03.04 女性力・平
和推進課

第10回　沖縄平和賞
(令和3年6月)　リーフレット

不定期 2,100 沖縄平和賞の紹介および沖縄平和賞
支援募金依頼

R03.06 女性力・平
和推進課

沖縄県平和祈念資料館だより
　　　　　No.41　令和3年9月
　　　　　No.42　令和4年3月

定　期
3,000
2,500

A4 8
平和祈念資料館の令和3年度上半期
の活動の様子、資料館の活動報告 R03.09

R04.03

平和祈念資
料館

沖縄県平和祈念資料館年報
第21号　2020年度

定　期 500 A4 88 2020年度の資料館に関する事業報告 R03.10 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3年度(第31回)

定　期 900 A4 84 児童・生徒の平和メッセージ(図
画・作文・詩・作品)

R04.02 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3年度

不定期 700 A4 137 アジアの若者が平和について考え交
流した共同学習の報告書

R04.03 平和祈念資
料館

A4チラシ
A2ポスター

11×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A3:12頁折)
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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)
令和元年

定　期 157 A4 216 沖縄県の人口動態に関する業務統計
資料

R03.04 保健医療総
務課

衛生統計年報(人口動態編2)
－保管統計表－　令和元年

定　期 46 A4 288 沖縄県の人口動態に関する業務統計
資料

R03.04 保健医療総
務課

北部保健所活動概況
令和2年度

定　期 75 A4 112 令和2年度の北部保健所各班の活動
報告書・資料

R03.12 北部保健所

中部保健所活動概況
令和3年度版(令和2年度報告)

定　期 110 A4 136 2020年､2020年度の保健所の業務内
容と実績報告、調査研究等

R03.11 中部保健所

南部保健所活動概況
令和2年度

定　期 60 A4 133 令和2年度における南部保健所の活
動内容

R03.12 南部保健所

宮古保健所活動概況
令和2年度

定　期 120 A4 111 宮古保健所の概要、業務・活動実
績、統計資料

R04.02 宮古保健所

八重山保健所概要
令和2年度

定　期 70 A4 95 令和2年度における八重山保健所事
業報告

R04.01 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4年度

定　期 400 A4 21 令和4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)

R03.06 看護大学

気をつけよう！！
海のキケン生物(令和3年6月)
　　パンフレット【日本語版】
　　　　　　　　【英語版】
　　ポスター

定　期
不定期
不定期

13,000
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

R03.06 衛生環境研
究所

タイワンハブ防除マニュアル
令和3年12月

不定期 100 A4 29 市町村ハブ対策担当者向けのタイワ
ンハブ防除マニュアル

R03.12 衛生環境研
究所

沖縄県衛生環境研究所報
第55号　令和3年

定　期 100 A4 77 業務概況及び調査研究報告ほか R04.01 衛生環境研
究所

危険外来種咬症根絶モデル事業
事業報告書　令和3年度

不定期 10 A4 183 令和3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

R04.01 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3年度

不定期 - 令和3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

R04.03 衛生環境研
究所

抗毒素研究報告書　令和3年度
(事業報告書:抗ハブ毒ヒト抗毒
素の実用化事業)

不定期 - A4 35 令和3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

R04.03 衛生環境研
究所

｢おきなわの小学生のみんなへ｣ 不定期 163,000 次世代の健康づくり副読本広報用チ
ラシ

R04.03 健康長寿課

沖縄県がん登録事業報告
(平成30年(2018年)の罹患集計)
令和3年度

定　期 350 A4 156 沖縄県がん登録に関する事業報告 R04.03 健康長寿課

沖縄県市町村別健康指標
令和4年3月

定　期 180 A4 237 死亡数及び標準化死亡比(2016年～
2020年)

R04.03 健康長寿課
／衛生環境
研究所

発　行
部　数

規格・頁数

保 健 医 療 部

A6　　14
A6　　14

A1ポスター

CD-R

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

沖縄県における精神保健福祉の
現状　令和2年

定　期 480 A4 48 令和2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

R04.03 地域保健課

総合精神保健福祉センター所報
令和2(2020)年度

定　期 500 A4 44 センター業務概要 R03.10 総合精神保
健福祉セン
ター

結核の現状
令和3年版(令和2年資料)

定　期 150 A4 60 沖縄県の結核の現状と結核対策につ
いて

R04.02 ワクチン接
種等戦略課

沖縄県感染症発生動向調査事業
報告書　2020年

定　期 150 A4 157 2020年の感染症発生動向調査に関す
る事業報告

R04.03 ワクチン接
種等戦略課
／衛生環境
研究所

沖縄県薬剤師奨学金助成金返還
制度募集　令和3年度
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期

2,500
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
制度の募集チラシ、ポスター

R03.06 衛生薬務課

沖縄県の水道概要
令和2年度版
(令和元年度データ)

定　期 - 沖縄県の水道概要 R03.08 衛生薬務課

薬学部設置可能性等調査業務報
告書　令和3年度

不定期 50 A4 67 令和3年度の薬学部設置可能性等調
査に関する事業報告

R04.03 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3年度

不定期 50 A4 19 令和3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

R04.03 衛生薬務課

事業概要　令和2年度 定　期 150 A4 60 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

R03.11 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
令和元年度

定　期 91 A4 194 本県における国民健康保険に関する
諸統計

R04.03 国民健康保
険課

CD-R

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

普及に移す技術の概要
令和3年度

定　期 80 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

R04.02 農林水産総
務課

沖縄の農林水産業　令和4年3月 定　期 1,700 A4 65 沖縄県の概況、農林水産業統計等 R04.03 農林水産総
務課

普及だより　ちむ美らさ
　　　　第106号　令和3年5月
　　　　第107号　令和3年7月
　　　　第108号　令和3年9月
　　　　第109号　令和3年11月
　　　　第110号　令和4年1月
　　　　第111号　令和4年3月

定　期 -
A4 4

農業技術情報の提供
R03.05
R03.07
R03.09
R03.11
R04.01
R04.03

北部農林水
産振興セン
ター

普及指導計画書　令和3年度
～やんばるの農業・農村の活性
化をめざして～

定　期 110 A4 38 令和3年度普及指導計画 R03.04 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3年度
普及指導活動実績書

定　期 110 A4 77 令和3年度普及指導活動実績 R04.03 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3年度

定　期 - 森林整備保全課の業務概要 R03.07 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3年度

定　期 300 A4 38 令和3年度当課所管事業の概要 R03.11 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3年度版

定　期 200 A4 78 宮古地域の農林水産業統計資料 R04.03 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3年度版

定　期 200 A4 10 宮古地域の農林水産業統計資料 R04.03 宮古農林水
産振興セン
ター

農業改良普及指導計画書
令和3年度
～アララガマ島ぬ農業と普及～

定　期 100 A4 53 令和3年度の普及業務に係る指導計
画書

R03.04 宮古農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

宮古ワイドーぱり
　　　　第168号　令和3年5月
　　　　第169号　令和3年8月
　　　　第170号　令和3年12月
　　　　第171号　令和4年2月

定　期
各400 A4 6

農業情報
R03.05
R03.08
R03.12
R04.02

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3年度
普及指導活動実績書
令和4年3月

定　期 100 A4 140 令和3年度の普及業務に係る指導活
動実績書

R04.03 宮古農林水
産振興セン
ター(農業改良
普及課)

発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

CD-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

宮古農林水産振興センター
農林水産整備課　事業概要
令和3年度

定　期 400 A4 50 令和3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

R04.01 宮古農林水
産振興セン
ター(農林水産
整備課)

八重山の農林水産業
令和3年度

定　期 150 A4 69 八重山の農林水産業に関する概要説
明

R04.03 八重山農林
水産振興セ
ンター

普及やいま
        第153号　令和3年6月
        第154号　令和3年12月
　　　　第155号　令和4年3月

定　期
334
332
365

A4 4
八重山管内の農産物関連情報提供

R03.06
R03.12
R04.03

八重山農林
水産振興セ
ンター

南の島の普及活動　令和2年度 定　期 100 A4 117 八重山農林水産振興センター農業改
良普及課の令和2年度業務報告

R03.04 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3年度

定　期 90 A4 36 普及業務に係る今年度の指導計画書 R03.06 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3年度

定　期 300 A4 31 所管事業の概要の説明 R03.12 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3年度　第1号
　　　　　　令和3年度　第2号
　　　　　　令和3年度　第3号
　　　　　　令和3年度　第4号

不定期
各40 A4 6

情報発信
R03.04
R03.07
R03.12
R04.03

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15号　令和4年2月

定　期 70 A4 19 農業の試験研究に関する論文 R04.02 農業研究セ
ンター

業務年報　平成31年度 定　期 100 A4 72 沖縄県農業研究センターの業務に関
する報告書

R04.02 農業研究セ
ンター

沖縄県農業研究センター
140周年記念誌

不定期 100 A4 234 沖縄県農業研究センターの140周年
記念誌

R04.03 農業研究セ
ンター

移転40周年記念誌
～試験研究の歩み～

不定期 50 A4 82 沖縄県農業研究センター名護支所の
移転40周年記念誌

R04.03 農業研究セ
ンター名護
支所

気候変動対応型果樹農業技術開
発事業研究成果集

不定期 200 A4 47 気候変動対応型果樹農業技術開発事
業で開発された各課題ごとの成果

R04.03 農業研究セ
ンター名護
支所

研究報告　No.62
業務報告　第32号　令和2年度

定　期 50 A4  88 令和2年度に実施した課題や調査等
に関する報告

R04.03 森林資源研
究センター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名
発　行
部　数

規格・頁数

農 林 水 産 部

市場概要　令和3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

R03.06 中央卸売市
場

市場年報　令和3年 定　期 120 A4 274 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

R04.03 中央卸売市
場

農業制度資金のご案内
令和3年度版

定　期 3,000 A4 10 主要農業制度資金の概要説明 R03.08 農政経済課

植物防疫業務年報　令和2年度 定　期 85 A4 92 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

R03.10 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141号　令和3年5月
         第142号　令和3年9月
         第143号　令和4年2月

定　期
178
173
178

A4 4
普及活動情報の発信

R03.05
R03.09
R04.02

中部農業改
良普及セン
ター

ふぇーぬ風
         第140号　令和3年5月
         第141号　令和3年9月
         第142号　令和4年2月

定　期
458
273
273

A4 8
農家へ技術・経営に関する情報誌

R03.05
R03.09
R04.02

南部農業改
良普及セン
ター

普及のあゆみ　令和3年度
普及指導活動実績
～皆で育む南部農業の実践と地
域の活性化を目指して～

定　期 100 A4 87 令和3年度の普及活動に関する報告
書

R04.03 南部農業改
良普及セン
ター

農業技術実証展示ほ実績報告書
令和3年度

定　期 100 A4 75 令和3年度の農業技術実証展示ほに
関する実績報告

R04.03 南部農業改
良普及セン
ター

プロジェクト学習の実績
令和3年度

定　期 180 A4 166 沖縄県立農業大学校本科第42期生に
よるプロジェクト学習成果と短期養
成科15期生の学習成果等のまとめ

R04.03 農業大学校

沖縄県の園芸・流通
令和4年1月

定　期 300 A4 133 令和3年の園芸・流通に関する事業
報告

R04.01 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2／3年期

定　期 278 A4 89 令和2／3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

R03.08 糖業農産課

おきなわの畜産　令和3年7月 定　期 150 A4 124 沖縄県の畜産の概要 R03.07 畜産課

｢流通飼料と飼料安全法｣のしお
り　令和3年8月
《流通飼料対策事業》

定　期 300 A4 84 令和2年度の流通飼料と飼料安全法
に関するしおり

R03.08 畜産課

家畜・家きん等の飼養状況調査
結果　令和2年12月末

定　期 256 A4 55 令和2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

R03.10 畜産課
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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

農 林 水 産 部

中央家保便り　令和3年度
                       第1号
                       第2号
                       第3号
                       第4号

不定期
71
64
64
66

A4 6
4
4
4

家畜保健衛生情報
R03.06
R03.09
R03.12
R04.01

中央家畜保
健衛生所

沖縄県家畜衛生試験場年報
令和2年度　第56号

定　期 120 A4 104 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

R04.03 家畜衛生試
験場

沖縄県の農業農村整備
令和3年度版

定　期 800 A4 60 沖縄県の農業農村整備事業の概要 R04.03 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3年度

定　期 400 令和3年度の当該事務所の事業概要
を記載

R03.11 中部農林土
木事務所

南部農林土木事務所　事業概要
令和3年度

定　期 600 A4 30 令和3年度の南部農林土木事務所に
関する事業概要

R03.08 南部農林土
木事務所

沖縄の森林・林業　令和3年版 定　期 270 A4 85 沖縄県の森林・林業に関する現状及
び統計資料

R03.12 森林管理課

水産基盤整備事業の通知集
(1／2)
令和3年度(令和3年8月)

定　期 110 A4 440 水産庁所管の漁港漁場関係要綱、要
領通知集

R03.10 漁港漁場課

水産基盤整備事業の通知集
(2／2)
令和3年度(令和3年8月)

定　期 110 A4 666 水産庁所管の漁港漁場関係要綱、要
領通知集

R03.10 漁港漁場課

漁港港勢調査の概要
令和元年度版

定　期 230 A4 140 漁港港勢調査の沖縄県内の結果をと
りまとめた冊子

R03.12 漁港漁場課

沖縄県の漁港・漁場概要
令和3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

R04.01 漁港漁場課A4
(A1:16頁折)

A4
(A1:16頁折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

商工労働部施策の概要
令和3年度

定　期 600 A4 188 令和3年度における商工労働部の事
業概要等

R03.12 産業政策課

沖縄県の貿易
令和元年度版(平成30年実績)

定　期 - 平成30年の沖縄地区税関通関実績等
をもとに、沖縄県の貿易の概況をま
とめた

R03.12 アジア経済
戦略課

沖縄県の貿易
令和2年度版(令和元年実績)

定　期 - 令和元年の沖縄地区税関通関実績等
をもとに、沖縄県の貿易の概況をま
とめた

R03.12 アジア経済
戦略課

利用の手引き
沖縄県工業技術センター
令和3年度版

定　期 400 A4 35 令和3年度版の工業技術センターに
関する利用の手引き

R03.06 工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
事業報告　第23号　令和2年度

定　期 200 A4 45 令和2年度の工業技術センターに関
する事業報告

R03.07 工業技術セ
ンター

沖縄県工業技術センター
研究報告　第23号　令和2年度

定　期 200 A4 26 令和2年度の工業技術センターに関
する研究報告

R04.03 工業技術セ
ンター

技術情報誌
(Technical　News)     第81号
                      第82号
                      第83号

定　期
各400 A4 8

令和3年度の工業技術センターにお
ける技術情報 R03.07

R03.10
R04.03

工業技術セ
ンター

沖縄県雇用・労政の施策概要
令和3年度

定　期 210 A4 106 令和3年度の雇用政策課及び労働政
策課の事業概要

R04.01 雇用政策課
／労働政策
課

沖縄県雇用施策実施計画
令和3年度

定　期 200 A4 46 令和3年度の沖縄県雇用施策実施計
画

R04.01 雇用政策課
／労働政策
課

沖縄県委託訓練　年間計画一覧
令和3年度

定　期 1,250 委託訓練募集について R03.05 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3年度

定　期 1,600 障害者委託訓練募集について R03.05 労働政策課

労働おきなわ
　　　　No.154　2021　Summer
　　　　No.155　2021　Autumn
　　　　No.156　2021　Winter
　　　　No.157　2022　Spring

定　期
559
600
600
600

A4 20
労働に関する各種制度の広報や県内
の労働イベントの情報発信 R03.06

R03.09
R03.12
R04.03

労働政策課

沖縄県労働条件等実態調査報告
書　令和3年度

定　期 180 A4 84 県内企業の労働条件等に関する実態
調査の結果報告書

R04.03 労働政策課

入校案内　令和4年度 定　期 4,000 A4 18 令和4年度の入校案内 R03.07 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3年度

定　期 500 A4 34 令和3年度の業務概要 R03.07 具志川職業
能力開発校

発　行
部　数

規格・頁数

商 工 労 働 部

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(14頁)

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(62×30:三つ折)

CD-R

CD-R

- 18 -



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

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3年度後期
　　　　　　　令和4年度前期

定　期

1,500
1,000

オフィスビジネス科新入生募集要項
(令和3年度後期、令和4年度前期)

R03.07
R04.01

浦添職業能
力開発校

入校生募集　2022年 定　期 500 令和4年度入校案内ポスター R03.07 浦添職業能
力開発校

入校案内　2022年度 定　期 5,000 A4 16 令和4年度入校案内パンフレット R03.07 浦添職業能
力開発校

浦添職業能力開発校業務概要
令和3年度

定　期 300 A4 27 令和3年度の浦添職業能力開発校に
関する業務概要

R03.08 浦添職業能
力開発校

入校生募集要項　令和4年度 定　期 3,000 A4 4 令和4年度入校生募集要項 R03.11 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4年度委託訓練

定　期 1,500 令和4年度調理科(委託訓練)入校生
募集要項

R03.12 浦添職業能
力開発校

A4チラシ

A3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

観光統計実態調査　令和2年度 定　期 450 A4 104 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

R03.11 観光政策課

観光要覧　令和2年版 定　期 600 A4 127 観光統計全般及び観光行政関係資料 R04.01 観光政策課

文化活動実態調査報告書
令和3年度

不定期 100 A4 128 令和3年度に実施した文化活動実態
調査の調査結果

R04.03 文化振興課

新収蔵品展
－令和2年度収蔵資料－
博物館企画展

定　期 300 A4 22 令和2年度、展示会図録 R03.05 博物館・美
術館

みんなの進化展
－命はつながっている－
博物館特別展　令和3年度

不定期 500 A4 100 令和3年度、展示会図録 R03.07 博物館・美
術館

｢手わざ　琉球王国の文化｣
沖縄県立博物館・美術館
琉球王国文化遺産集積・再興事
業　巡回展

不定期 40,000 令和3年度巡回展｢手わざ－琉球王国
の文化－｣無料配布リーフレット

R03.09 博物館・美
術館

｢海とジュゴンと貝塚人～貝塚
が語る9000年のくらし～｣
沖縄県立博物館・美術館
博物館企画展　令和3年度

不定期 500 A4 119 令和3年度、展示会図録 R03.10 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館年報
No.14
(令和2年度実績報告)

定　期 300 A4 196 令和2年度、博物館・美術館実績報
告

R03.11 博物館・美
術館

琉球の横顔
－描かれた｢私｣からの出発－

不定期 500 B5 199 令和3年度に沖縄県立博物館・美術
館で行われる美術館企画展『琉球の
横顔－描かれた｢私｣からの出発－』
の図録

R03.12 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
｢体験キット｣
学校連携事業　令和3年度

不定期 3,000 貸出用｢体験キット｣に関するリーフ
レット

R04.01 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
｢けんぱくキット｣
学校連携事業　令和3年度

不定期 6,000 貸出用｢けんぱくキット｣に関する
リーフレット

R04.03 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
博物館紀要　第15号　2022

定　期 500 A4 166 令和3年度、博物館研究紀要 R04.03 博物館・美
術館

沖縄県立博物館・美術館
美術館紀要　第10号

定　期 500 A4 26 学芸員の調査研究報告書 R04.03 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3年度

定　期 700 A4 42 令和3年度美術館教育普及に関する
事業報告

R04.03 博物館・美
術館

博物館教育普及活動
令和3年度

定　期 600 A4 84 令和3年度、教育普及活動報告 R04.03 博物館・美
術館

琉球王国文化遺産集積・再興事
業報告書　第1巻　総論編

不定期 270 A4 129 沖縄振興特別推進交付金｢琉球王国
文化遺産集積・再興事業｣報告書

R04.03 博物館・美
術館

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ

発　行
部　数

規格・頁数

文化観光スポーツ部

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ

A4ﾘｰﾌﾚｯﾄ
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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

琉球王国文化遺産集積・再興事
業報告書　第2巻　絵画・陶
芸・金工編

不定期 250 A4 624 沖縄振興特別推進交付金｢琉球王国
文化遺産集積・再興事業｣報告書

R04.03 博物館・美
術館

琉球王国文化遺産集積・再興事
業報告書　第3巻　木彫・石
彫・漆芸・三線編

不定期 250 A4 553 沖縄振興特別推進交付金｢琉球王国
文化遺産集積・再興事業｣報告書

R04.03 博物館・美
術館

琉球王国文化遺産集積・再興事
業報告書　第4巻　染織Ⅰ

不定期 250 A4 522 沖縄振興特別推進交付金｢琉球王国
文化遺産集積・再興事業｣報告書

R04.03 博物館・美
術館

琉球王国文化遺産集積・再興事
業報告書　第5巻　染織Ⅱ

不定期 270 A4 486 沖縄振興特別推進交付金｢琉球王国
文化遺産集積・再興事業｣報告書

R04.03 博物館・美
術館

琉球王国文化遺産集積・再興事
業報告書　第6巻　染織Ⅲ

不定期 270 A4 520 沖縄振興特別推進交付金｢琉球王国
文化遺産集積・再興事業｣報告書

R04.03 博物館・美
術館

沖縄空手流派研究事業
古武術　KOBUJUTSU　解説書

不定期 1,000 A4 170 沖縄空手の古武術の歴史や技法等に
関する解説書

R04.03 空手振興課

沖縄県と福建省600年の絆バト
ン　受け取るのは次世代の担い
手である君だ！《海邦養秀ネッ
トワーク構築事業事業実施報告
書》　令和3年度

不定期 50 A4 35 令和3年度海邦養秀ネットワーク構
築事業委託業務に係る報告書

R04.01 交流推進課

おきなわ国際協力人材育成事業
報告書　令和3年度

不定期 170 A4 113 令和3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

R04.02 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3年度版

定　期 400 土木建築部の組織、予算、所管業務
の説明

R03.04 土木総務課

土木建築部のあらまし
令和4年度版

定　期 400 土木建築部の組織、予算、所管業務
の説明

R04.03 土木総務課

北部土木事務所事業概要
令和3年度版

定　期 500 北部土木事務所事業内容・管内図 R03.09 北部土木事
務所

中部土木事務所事業概要
令和3年度　2021

定　期 400 A4 52 令和3年の中部土木事務所所管内の
事業概要

R03.08 中部土木事
務所

南部土木事務所事業概要　2021 不定期 500 A4 41 令和3年度における南部土木事務所
の事業概要パンフレット

R03.09 南部土木事
務所

宮古土木事務所管内図
令和3年度

定　期 300 令和3年度事業概要管内図 R03.10 宮古土木事
務所

八重山土木事務所事業概要
令和3年度版

定　期 200 令和3年度における事業概要 R03.09 八重山土木
事務所

沖縄県の道路　2021 定　期 1,300 A4 44 沖縄県の道路事業について R03.07 道路街路課

沖縄県水防計画　令和3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

R03.09 海岸防災課

沖縄県流域下水道事業会計決算
書　令和2年度

定　期 300 A4 39 令和2年度沖縄県流域下水道事業会
計決算

R03.09 下水道課

沖縄県の住宅　令和3年度版 定　期 800 沖縄県の住宅施策等に関すること R03.08 住宅課

営繕のあゆみ　2020 定　期 230 A4 30 令和2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

R03.10 施設建築課

A4
(A1:9頁折)

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)

土 木 建 築 部

発　行
部　数

規格・頁数

A4
(A1:18頁折)

A4
(A1:18頁折)
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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2年度

定　期 250 A4 412 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)

R03.09 会計課

出納事務局事務概要
令和3年12月

定　期 100 A4  200 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

R03.12 会計課

刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

経営概要　令和2年度版 定　期 300 A4 194 企業局の令和2年度の経営概要をと
りまとめたもの

R03.09 総務企画課

沖縄県企業局概要　2021 定　期 1,700 A4 26 企業局、水道に関するパンフレット R03.10 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
令和2年度

定　期 300 A4 77 令和2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

R03.09 経理課

水量記録資料集　令和2年度 定　期 150 A4 150 令和2年度水量記録 R03.08 配水管理課

石川浄水場
(令和4年1月)　【子ども用】

不定期 4,500 見学者用パンフレット R04.01 石川浄水管
理事務所

北大東浄水場　(令和4年3月) 不定期 200 北大東浄水場の施設案内 R04.03 北谷浄水管
理事務所

阿嘉浄水場　(令和4年3月) 不定期 200 阿嘉浄水場の施設案内 R04.03 北谷浄水管
理事務所

海水淡水化センター
令和3年度　【一般用】

           【小学生用】

不定期
1,200

5,000

海水淡水化センターの施設案内 R03.10 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3年度　【英語版】

不定期 50 海水淡水化センターの施設案内 R03.10 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4年3月) 不定期 3,000 A4 8 見学者用パンフレット R04.03 西原浄水管
理事務所

水質年報　令和2年度 定　期 145 A4 286 令和2年度の水道水質検査結果 R04.01 水質管理事
務所

出 納 事 務 局

発　行
部　数

規格・頁数

企　　業　　局

A4
(63×30:三つ折)

発　行
部　数

規格・頁数

A4
(63×30:三つ折)

A4
(A3:二つ折)

A4
(A3:二つ折)

A4
(63×30:三つ折)

A4
(A3:二つ折)
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

県立病院ビジョン策定に係るア
ンケート調査結果報告書
令和3年9月

不定期 300 A4 172 県民、県内医療機関、沖縄県病院事
業局職員に対するアンケート調査報
告書

R03.09 病院事業総
務課

沖縄県立病院年報
令和3年度版

定　期 170 A4 218 令和2年度の沖縄県病院事業概要を
まとめたもの

R04.03 病院事業総
務課

病院概要　令和3年度 定　期 200 A4 41 令和3年度沖縄県立北部病院の概要 R04.03 北部病院

中部病院概要　令和3年度版 定　期 67 A4 65 令和3年度版病院概要 R04.03 中部病院

沖縄県立中部病院雑誌　Vol.47 定　期 500 A4 94 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

R04.03 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15巻　第1号

定　期 550 A4 130 医学論文・部署報告等 R04.03 南部医療セン
ター・こども
医療センター

病院概要　令和3年度版 定　期 210 A4 131 宮古病院の令和3年度の概要など R04.03 宮古病院

伊原間診療所
～69年のあゆみ～

不定期 220 A4 35 伊原間診療所開院から69年のあゆみ R03.11 八重山病院

精和病院年報　令和2年度 定　期 110 A4 79 令和2年度精和病院年報(各セッショ
ンの概要)

R04.02 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(定例会)会議録
令和3年第1回　令和3年2月

定　期 70 A4 823 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

R03.06 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和3年第2回　令和3年4月

定　期 70 A4 53 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

R03.07 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和3年第3回　令和3年5月

定　期 70 A4 55 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

R03.07 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和3年第4回　令和3年6月

定　期 70 A4 558 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

R03.09 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和3年第5回　令和3年7月

定　期 70 A4 20 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

R03.10 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和3年第6回　令和3年8月

定　期 70 A4 56 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

R03.10 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和3年第7回　令和3年8月

定　期 70 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

R03.10 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和3年第8回　令和3年9月

定　期 70 A4 580 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

R03.11 議事課

沖縄県議会(臨時会)会議録
令和3年第9回　令和3年11月

不定期 70 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

R04.01 議事課

沖縄県議会(定例会)会議録
令和3年第10回　令和3年11月

定　期 70 A4 515 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

R04.02 議事課

議会図書室のあらまし
令和3年

定　期 - 沖縄県議会図書室の概要 R03.07 政務調査課

決算特別委員会等記録
令和元年度

定　期 60 A4 426 令和元年度一般会計・特別会計決算
及び企業会計決算

R03.08 政務調査課

議会の概要　令和3年 定　期 - 沖縄県議会の概要 R03.10 政務調査課

議会の概要　令和4年 定　期 - 沖縄県議会の概要 R04.01 政務調査課

沖縄県議会提要　令和4年版 定　期 21 A4 243 沖縄県議会関係規則集 R04.01 政務調査課

議会資料　No.109 定　期 144 A4 223 令和4年度当初予算に関する議員用
参考資料

R04.02 政務調査課

予算特別委員会等記録
令和3年第1回　沖縄県議会
(定例会)

定　期 55 A4 548 令和3年予算特別委員会等記録 R04.02 政務調査課

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

沖縄県教育委員会の事務の点
検・評価報告書　令和3年度
(令和2年度対象)

定　期 880 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

R03.10 総務課

県立高等学校編成整備計画
(令和4年度～令和13年度)

不定期 500 A4 40 高等学校等の設置や統廃合、学科等
の設置など、高等学校等の整備に関
する総合的な計画

R04.03 総務課

県立特別支援学校編成整備計画
(令和4年度～令和13年度)

不定期 500 A4 34 特別支援学校等の設置や統廃合、学
科等の設置など、特別支援学校等の
整備に関する総合的な計画

R04.03 総務課

公立学校教職員録
令和3年5月1日現在

定　期 1,130 A5 302 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

R03.05 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
(令和3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

R03.07 県立学校教
育課

望ましい勤労観、職業観の育成
を目指す実践事例集
<就業体験(インターンシップ)
に係る業務委託>　令和3年度

不定期 150 A4 121 県立高校における就業体験(イン
ターンシップ)事例集

R03.11 県立学校教
育課

初任者研修のしおり
令和3年度

定　期 1,450 A4 144 令和3年度の新規採用教職員の初任
者研修のしおり

R03.04 総合教育セ
ンター

初任者研修の手引　令和3年度 定　期 1,450 A4 161 令和3年度の新規採用教職員の初任
者研修の手引

R03.04 総合教育セ
ンター

要覧
(沖縄県立総合教育センター)
令和3年度

定　期 3,500 A4 13 令和3年度の総合教育センターに関
する大要

R03.04 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3年度

定　期 100 A4 38 令和3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

R03.04 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3年度

定　期 250 A4 42 令和3年度の県立高等学校中堅教諭
の資質向上研修実施要領

R03.04 総合教育セ
ンター

長期研修のしおり
令和3年度

定　期 220 A4 53 令和3年度の総合教育センター長期
研修生のしおり

R03.04 総合教育セ
ンター

沖縄県立総合教育センター所報
                      第84号
                      第85号

定　期
各2,000 A4

A4
8
8

令和3年度の総合教育センターから
の報告 R03.09

R04.03

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
(市町村立認定幼稚園・市町村
立認定こども園)
令和4年度

定　期 1,400 令和4年度の総合教育センター長期
研修生募集要項

R03.09 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

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
長期研修員募集要項
(市町村立小学校・市町村立中
学校・県立中学校)
令和4年度

定　期 1,400 令和4年度の総合教育センター長期
研修生募集要項

R03.09 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
(県立高等学校・特別支援学校
[小学部・中学部・高等部])
令和4年度

定　期 1,400 令和4年度の総合教育センター長期
研修生募集要項

R03.09 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
(離島長期研修員)
(市町村立小学校・市町村立中
学校)
令和4年度

定　期 1,400 令和4年度の総合教育センター長期
研修生募集要項

R03.09 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4年度

定　期 2,500 令和4年度学校出張研修(出前研修)
の案内パンフレット

R04.01 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3年度

定　期 220 A4 188 令和3年度の養護教諭(新規採用・5
年目・中堅教諭)の研修報告書

R04.02 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3年度

定　期 130 A4 79 令和3年度の栄養教諭・学校栄養職
員の課題研究報告書

R04.02 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3年度

定　期 1,000 A4 126 令和3年度の総合教育センター調査
研究報告書

R04.02 総合教育セ
ンター

沖縄県立総合教育センター
キャリア教育
｢かふやみを意識した授業が
キャリア教育につながります｣

不定期 1,000 教育の質の向上を目的としたキャリ
ア教育に関するポスター

R04.02 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3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3年度の総合教育センター調査
研究発表会の案内チラシ

R04.02 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3年度

定　期 350 A4 276 令和3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

R04.03 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3年度

定　期 180 A4 84 令和3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

R04.03 総合教育セ
ンター

特別支援教育相談　令和3年度 定　期 150 A4 9 令和3年度の特別支援教育の相談活
動報告書

R04.03 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3年度

定　期 250 A4 429 令和3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

R04.03 総合教育セ
ンター

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
(A3:二つ折)

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
(A3:二つ折)

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

A4ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
(63×30:三つ折)

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

教　　育　　庁

発　行
部　数

規格・頁数

教育相談のご案内 不定期 1,000 不登校やいじめ等の教育相談に関す
るリーフレット

R04.03 総合教育セ
ンター

キャリア形成を図り自立した学
習者を育てるための自学自習ガ
イド　令和4年3月

不定期 4,500 A4 27 自学自習力の育成に向けたガイド
ブック

R04.03 義務教育課

第19回九州地区健康教育研究大
会

不定期 500 A4 127 令和3年度第19回九州地区健康教育
研究大会の沖縄県開催時の配布資料

R03.08 保健体育課

部活動等の在り方に関する方針
(改定版)　令和3年12月

不定期 1,400 A4 41 ｢部活動の在り方に関する方針｣及び
｢部活動等における暴力・暴言・ハ
ラスメントの根絶に向けた取組｣に
係る方針についての学校等への配布
資料

R03.12 保健体育課

第21回沖縄県健康教育研究大会
令和3年度

定　期 400 A4 77 令和4年第21回沖縄県健康教育研究
大会開催時の配布資料

R04.02 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3年度

定　期 600 A4 132 令和3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

R04.03 生涯学習振
興課

SDGs達成のための教育推進事業
実践事例集　令和3年度

不定期 1,000 A4 23 令和3年度のSDGs研究指定校の取り
組みなどの事例集

R04.03 生涯学習振
興課

沖縄県立図書館要覧
令和3年度

定　期 - A4 30 県立図書館の施設概要等、事業実
績、統計資料等

R03.09 図書館

沖縄ナビ　～知るための10冊 不定期 500 A4 128 各分野の有識者が選ぶ、｢沖縄を知
るためのお勧め10冊｣を解説付きで
紹介する

R04.03 図書館

令和3年度
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

R03.10 文化財課

みんなの文化財図鑑
天然記念物編

不定期 3,000 A4 216 沖縄県内にある国と県が指定した天
然記念物に関する書籍

R04.03 文化財課

歴代宝案　訳注本　第15冊
(第3集巻1～13)

不定期 1,000 B5 666 第3集巻1～13､別集、咨集、冠船の
時唐人持ち来たり候貨物録、二集歴
代宝案目録(乾坤)。進貢・接貢・謝
恩、漂流、漂着民の送還等、琉球王
国と中国(清朝)との往復文書や1719
年の冊封使節にかかわる貿易品の記
録などを収録

R04.03 文化財課

歴代宝案　訳注本　第15冊
語注一覧表
(歴代宝案編集参考資料23)

不定期 1,000 A4 437 『歴代宝案』訳注本第15冊所収の語
注を収録、総画数順・五十音順に整
理

R04.03 文化財課

A5ﾘｰﾌﾚｯﾄ

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

中琉歴史関係档案
　　　　　　　　光緒朝(一)
　　　　　　　　光緒朝(二)
　　　　　　　　光緒朝(三)

不定期
各200 A5 372

369
383

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
(1875年～79年)55件
(1879年～82年)50件
(1882年～98年)58件

R04.03 文化財課

沖縄史料編集紀要　第45号
2022年3月

定　期 1,000 B5 165 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

R04.03 文化財課

沖縄県史　資料編26
ベッテルハイム日誌および公式
書簡PartⅠ(1845-51)　近世4

不定期 800 B5 768 1846年から1854年まで琉球に滞在し
た医療宣教師ベッテルハイムの業務
日誌および琉球その他との往復書簡
集。本冊はPartⅠとして、1845年末
から1851年末までの時期を収録

R04.03 文化財課

沖縄県史だより　第31号
令和4年3月

定　期 1,100 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

R04.03 文化財課

つかってみよう！ふれてみよ
う！琉球王国交流史・近代沖縄
史料デジタルアーカイブ
令和4年3月

不定期 18,000 A4 8 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジ
タルアーカイブ普及のためのガイド
ブック

R04.03 文化財課

琉球王国交流史・近代沖縄史料
デジタルアーカイブ

不定期 2,000 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジ
タルアーカイブ普及のためのポス
ター

R04.03 文化財課

沖縄県復帰50周年記念
県内5機関連携広報普及事業
　　　　　　　　　　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　スケジュールポスター

不定期

各1,000

｢沖縄県復帰50周年記念　県内5機関
連携広報普及事業｣普及のためのチ
ラシ、ポスター

R04.03 文化財課

｢発掘調査速報2021｣
沖縄県立埋蔵文化財センター
企画展　令和3年度 　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

137,000
1,200

600

令和3年度企画展｢発掘調査速報
2021｣の開催概要の掲載及び展示内
容の説明 R03.05

R03.05
R03.07

埋蔵文化財
センター

｢夏休み体験学習｣土器作り
令和3年度　　　　　 チラシ
　　　　　　　　　　ポスター

不定期
2,400

650

令和3年度｢夏休み体験学習｣の開催
概要を掲載

R03.06 埋蔵文化財
センター

｢海から見た沖縄戦－USSエモン
ズと日本軍特攻機の戦闘－｣
企画展  令和3年度 　チラシ
　　　　　　　　　　ポスター
　　　　　　　　　　図録

不定期

4,500
1,050
1,000

令和3年度企画展｢海から見た沖縄戦
－USSエモンズと日本軍特攻機の戦
闘－｣の開催概要の掲載及び展示内
容を紹介

R03.09
R03.09
R03.10

埋蔵文化財
センター

A2ポスター

A4チラシ
B1ポスター
B2ポスター

A4チラシ
A2ポスター
A4　　 29

A4チラシ
A2ポスター

A4チラシ
A2ポスター
A4 　　21

- 29 -



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110集　
中城御殿跡(首里高校内)・櫨園
跡―首里高校校舎改築に伴う発
掘調査(2)―

不定期 300 A4 321 首里高校校舎改築に伴う記録保存調
査の成果をまとめた報告書

R03.09 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
年報　(平成30年度)
      (令和元年度)
      (令和2年度)

不定期 - 沖縄県立埋蔵文化財センターの平成
30年度・令和元年度・令和2年度の
活動報告

R04.01 埋蔵文化財
センター

沖縄県立埋蔵文化財センター
令和4年度年間行事案内
　　　　　　　　リーフレット
　
　　　　　　　　ポスター

不定期

1,500

1,020

令和4年度の県立埋蔵文化財セン
ターの年間行事案内の紹介

R04.03 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111集　
普天間石川原第一遺跡
普天間グスクンニー遺跡
普天間下原古墓群
―キャンプ瑞慶覧内東普天間住宅地
区に係る文化財発掘調査報告書―

不定期 300 A4 298 沖縄防衛局によるキャンプ瑞慶覧内
東普天間住宅地区の住宅建設に伴う
記録保存調査の成果をまとめた報告
書

R04.03 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112集　
基地内文化財9
普天間飛行場内試掘調査総括報
告書

不定期 300 A4 311 平成11～25年度にかけて、沖縄県と
宜野湾市が行った、普天間飛行場内
の試掘調査1,850か所の成果をまと
めた総括報告書

R04.03 埋蔵文化財
センター

CD－R

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A2ポスター
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刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県警察採用案内
｢君の想いが人のためになる｣
令和4年1月

定　期 3,500 A4 6 警察職員採用案内パンフレット R04.01 警務課

あなたの勇気私たちが応援しま
す～話してみませんか～
警察安全相談・被害者支援
令和3年度

不定期 1,500 犯罪被害支援制度の説明等 R03.11 広報相談課

ちゅらさん運動2022  ポスター
                    ポスター

定　期 30
4,000

｢ちゅらさん運動｣の普及啓発を目的
に制作

R04.01 生活安全企
画課

ゲーム賭博に対する注意喚起用
シール

不定期 500 ゲーム賭博に対する注意換気を促す
目的にて作成

R04.02 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 ストーカー行為の説明及びストー
カー対策の流れについて記載されて
いるもの

R04.02 人身安全対
策課

少年非行等の概況　令和2年 定　期 250 A4 47 少年警察に係る統計資料 R03.09 少年課

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 R03.04 地域課

守りたい　あなたの笑顔110番
／ご要望・相談は♯9100
　　　　　　　クリアファイル
　　　　　　　ポスター

不定期

2,000
700

｢110番の日｣広報用クリアファイ
ル、ポスター

R03.12 通信指令課

犯罪統計書　令和2年 定　期 70 犯罪統計資料 R03.10 刑事企画課

被害者の手引　(令和4年3月) 不定期 200 A5 32 犯罪被害支援制度の説明等 R04.03 刑事企画課

交通白書　令和2年版 定　期 63 A4 225 交通事故情報及び交通警察活動の統
計資料

R03.08 交通企画課

令和4年交通安全ポスター 定　期 1,300 交通安全標語の周知 R03.12 交通企画課

｢二日酔い運転防止｣飲酒運転根
絶広報用シール【英字版】

不定期 2,000 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

R04.02 交通企画課

交通白書　令和3年版
(ダイジェスト)

定　期 50 A4 36 交通事故情報及び交通警察活動の統
計資料

R04.03 交通企画課

｢歩行者見えていますか？｣横断
歩行者事故の抑止対策

不定期 40,000 横断歩行者事故の状況等、事故防止
を呼びかける内容

R04.03 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)

B1ポスター
B2ポスター

A5シール
(14×20)

A4チラシ

B6シール

10×21ﾘｰﾌﾚｯﾄ
(A4:三つ折)

A4チラシ
B3ポスター

A4ｸﾘｱﾌｧｲﾙ
B2ポスター

CD-R

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

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2年度

定　期 80 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

R03.09 監査課

沖縄県病院事業会計決算審査意
見書　令和2年度

定　期 100 A4 37 沖縄県病院事業会計決算についての
審査意見

R03.09 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2年度

定　期 100 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

R03.09 監査課

沖縄県流域下水道事業会計決算
審査意見書　令和2年度

定　期 100 A4 23 沖縄県流域下水道事業会計決算につ
いての審査意見

R03.09 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2年度

定　期 100 A4 2 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

R03.09 監査課

沖縄県内部統制評価報告書に係
る審査意見書　令和2年度

定　期 50 A4 2 沖縄県内部統制評価報告書に係る審
査意見書

R03.09 監査課

定期監査の結果報告書
令和2年度

定　期 150 A4 21 令和3年に実施した定期監査(令和2
年会計年度)の結果報告

R04.01 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2年度 定　期 88 A4 48 沖縄県人事委員会における各業務の
取組状況

R03.08 総務課

人事委員会関係規程集
令和3年8月

定　期 11 人事委員会に関連する規程等(第1巻
～第2巻)

R03.08 総務課

職員の給与に関する報告及び勧
告・公務運営の課題に関する報
告　令和3年10月

定　期 450 A4 86 職員の給与に関する報告及び勧告並
びに公務運営の課題に関する報告

R03.10 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3年11月30日公表

定　期 - 令和3年に公表した令和2年分政治資
金収支報告書の要旨を収録

R03.11 選挙管理委
員会

選挙管理委員会年報
令和3年版

定　期 - 令和3年の選挙管理委員会に関する
事業報告

R04.03 選挙管理委
員会

刊　行　物　名
定期・
不定期

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県労働委員会年報
令和3年版

定　期 130 A4 37 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

R04.03 調整審査課

労 働 委 員 会

発　行
部　数

規格・頁数

選挙管理委員会

発　行
部　数

規格・頁数

CD-R

CD-R
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刊　行　物　名 種　類
放　送
時　間
(分)

内　　　　　　容
発　行
年　月

課　名

沖縄県・福建省エイサー交流
《海邦養秀ネットワーク構築
事業報告書》DVD　令和3年度

DVD 18 令和3年度海邦養秀ネットワーク構築事業委託業
務に係る報告書DVD

R04.01 文化観光ス
ポーツ部
(交流推進課)

おきなわ国際協力人材育成事
業　事業実施報告書＆動画
データ　令和3年度

DVD 4 令和3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DVD

R04.02 文化観光ス
ポーツ部
(交流推進課)

防犯動画 DVD － 特殊詐欺被害防止・子供と女性の犯罪被害防止
を目的に制作

R03.12 警察本部
(生活安全企画
課)

映像(動画)の制作目録
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