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潤いと活力をもたらす
沖縄らしい優しい社会の構築

（県民にやすらぎと活力をもたらし、
経済発展を支える）

【基軸２】

日本と世界の架け橋となる
強くしなやかな自立型経済の構築

（生み出された利益は、
優しい社会の構築へ寄与）

【基軸１】
好循環

沖縄の発展を
担う人材の育成
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人材育成は沖縄２１世紀ビジョン実現
への原動力

沖縄２１世紀ビジョン基本計画

（資源が少ない島しょ県沖縄が発展する
最大のよりどころは人材）
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科学技術

臨空・臨港型産業

食料品製造業

化学工業

金属製品製造業

運輸業

建設業

卸売業・小売業

観光産業

情報通信関連産業
（金融）

伝統工芸産業

文化・スポーツ産業

農林水産業

沖縄県の人材育成の取り組み

若年者教育・就労支援 人材の質の向上
高度専門人材
グローバル人材

観光人材の育成

県内IT人材の育成

新規の農業担い手育成
産地の農業後継者育成

農業経営者育成

芝管理人材等の育成

産地の経営人材育成

工芸技術者育成

アジアとの研修交流

プロデューサー等育成

通訳案内士育成

芸大における人材育成

産地の後継者育成支援

金融人材育成支援

空手後継者等育成

サポーティング産業人材育成

コールセンター人材育成

高校への出前講座等

職業訓練

ＯＩＳＴ・ＰＩの拡大

【基軸１】日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築

科学への興味・関心の醸成

耐震診断の技術者養成

職業訓練

学術交流の推進
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今後、取り組みを強化

創業力・経営力向上支援

創業力・経営力向上支援



伝統・文化

地域づくり

環境

国際交流・協力

学力の向上

教育機会の拡大

医療・福祉

沖縄県の人材育成の取り組み

若年者教育・就労支援 人材の質の向上
高度専門人材
グローバル人材

専門医育成看護大における人材育成

海外医療機関との交流大学・専門学校の人材育成

保育・介護従事者への研修

芸大における人材育成
伝統文化の海外公演伝承者養成・技術錬磨

NPO等の人材育成

地域ボランティアの育成

環境保全の啓発活動

国際協力人材の育成

高校生等の国外留学

しまくとぅばの普及

学力の全国水準化

少人数学級の推進

離島高校生の修学支援
生涯学習の充実

介護職員の研修

離島・へき地の教育・学習環境の整備

教員の資質向上

【基軸２】潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築
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一括交付金を活用した主な人材育成事業

一括交付金導入前（H２３年度）の
人材育成事業

平成２６年度の人材育成事業
（うち一括交付金事業）

６９件
１３０件
（４５件）

１ 沖縄特例通訳案内士育成事業
２ 沖縄型リゾートダイビング戦略モデル

構築事業
３ ＩＴ人材力育成強化事業
４ アジアＩＴ人材交流促進事業
５ 金融人材育成支援事業
６ 沖縄サイエンスキャラバン構築事業
７ 芝人養成事業
８ 沖縄県新規就農一貫支援事業
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【基軸１】強くしなやかな自立型経済の構築 【基軸２】沖縄らしい優しい社会の構築

１ 医学臨床研修事業

２ 保育対策総合支援事業

３ 沖縄芸能活用プロモーション事業

４ おきなわ国際協力人材育成事業

５ 国際性に富む人材育成事業



観光産業

沖縄特例通訳案内士育成
事業

外国人観光客に対する通訳案内士の育成 通訳案内士 → 112名

観光人材育成事業
ＯＣＶＢ内に設置された観光人材育成センターに
おいて観光基礎セミナー等を実施

接遇、歴史・文化講座受講者
→ 2,043名

沖縄型リゾートダイビング
戦略モデル構築事業

安心安全セミナー等の開催によるガイドダイ
バー等の育成

ダイビング事業者に対する
セミナー等→ 5件

情報通信
関連産業
（金融）

ＩＴ人材力育成強化事業
ＩＴ人材育成プログラム（講座等）を実施する情報
産業団体への支援

高度ＩＴ講座受講者 → 781名

アジアＩＴ人材力育成強化
事業

沖縄県内ＩＴ関連企業とアジアＩＴ企業の経営者・
技術者を結ぶ人材の育成

アジアからのＩＴ技術者等の
招聘 → 24名

金融人材育成支援事業
求職者向け金融資格講座、就業者向けスキルアップ
講座、学生向け金融関連企業研究講座等の実施

金融人材育成講座受講者
→ 22講座・134名

科学技術

沖縄サイエンスキャラバン
構築事業

児童・生徒に対する出前講座、課外活動支援の実施
や地域の産業技術者等を講師として育成

出前講座の受講者 →  52回・
約3,800名(親等を含む)

沖縄科学技術向上事業
科学グランプリの開催、研究機関への生徒派遣
等による科学技術を担う人材の育成

理系大学への進学率
H25年:545名･12.1%
→ H26年:764名･17.7%

文化・
スポーツ産業

芝人養成事業
スポーツキャンプ誘致に向けた芝管理の専門知
識と技術を兼ね備えた人材の育成

サッカーキャンプ誘致件数
→ 14件

農林水産業
沖縄県新規就農一貫支援
事業

就農相談等への対応や研修施設の整備、研修
生受入農家支援等による就農希望者の育成

新規就農者
→ 357名

人材育成の取組の主な事業・成果

【基軸１】日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築

※下線は一括交付金事業 5

平成25年度実績



人材育成の取組の主な事業・成果

【基軸２】潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築

医療・福祉

医学臨床研修事業費
県立病院で後期臨床研修を修了した医
師を離島やへき地へ１年間派遣

離島・へき地に派遣した医師数
→ 26名

県立看護大学運営・施設整備 看護師、保健師、助産師の育成
県立看護大看護師国家試験合
格率 → 97.3%(全国95.2%)

保育対策総合支援事業
潜在保育士を対象にした研修や面接会
による保育士の確保

確保した保育士 → 15名

伝統・文化 沖縄芸能活用プロモーション事業
沖縄の伝統・現代の芸能を世界に発信
できる演者等の育成に向けた海外での
沖縄芸能の公演

海外公演
→アビニヨン、エジンバラなど13
都市・53公演 5,000名以上動員

国際交流・
協力

おきなわ国際協力人材育成事業
県内高校生を発展途上国のＮＧＯ、ＯＤ
Ａ等活動現場に派遣。国際協力活動や
ボランティア活動の現場を体験。

ODA・NGO活動が盛んなアジア・
太平洋地域の国への派遣
→ 3地域・39名(ベトナム、ラオス、
サモア＆フィジー)

国際性に富む人材育成留学事業
国際性と個性を涵養し、グローバルに
活躍できる人材の育成

海外留学・派遣
→ 欧米・アジア諸国等へ高校生
70名、大学生等25名

学力の向上 小中学校への学習支援員の配置
全国学力・学習状況調査実施による課
題の明確化、学習支援員の配置等によ
る指導の充実や学習状況の改善

H25年度は、ほぼ全科目で小中とも全
国最下位。H26年度は、小学全教科で
最下位脱出。算数Aは全国6位。
中学校(H26年度)は全教科最下位だ

が、平均正答率の全国との差が初め
て全教科10ポイント以内。

※下線は一括交付金事業 6

平成25年度実績
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事業の継続的改善のイメージ（沖縄県ＰＤＣＡ）

２．Ｄｏ
人材育成手法を実戦的に習得する養成
講座を実施し、人材育成推進者５６名を
養成

１．Ｐｌａｎ
企業内に人材育成のプロフェッショナル
（人材育成推進者）を養成する

４．Ａｃｔｉｏｎ
人材育成企業認証制度を構築し、顕彰する
ことにより、企業の継続的な人材育成の
取組みを促進する

３．Ｃｈｅｃｋ
養成した人材が企業内で人材育成の取組
を継続して行えるための対策が必要

１．Ｐｌａｎ
海外展開に取り組む県内中小企業の人材
育成を支援する

４．Ａｃｔｉｏｎ

研修を経営者等クラス別で実施するほか海外
派遣にかかる事前･事後研修の実施や研修者
のネットワーク強化に取り組む

２．Ｄｏ
海外展開セミナーの開催 受講者１１００名
海外大学院等留学の補助 留学者 ８名
海外ＯＪＴ派遣の補助 派遣者１１名

３．Ｃｈｅｃｋ
セミナー、海外留学、派遣それぞれの研修
が、より効果的となるよう、体系立てた上で、
連動させる必要

県内企業雇用環境改善支援事業（Ｈ２４年度→Ｈ２５年度） ※一括交付金事業

Ｈ２５に制度構築、３社認証

万国津梁産業人材育成事業（Ｈ２４年度→Ｈ２５年度） ※県基金事業

Ｈ２５のセミナー受講者１８３１名へ増加等
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引き続き解決に向けて取組む主な課題

• 多様化・高度化する国内外の観光客のニーズに対応できる人材の育成

• 世界に通用する高度な経営人材の育成
観光産業観光産業

• 高度技術系ＩＴ人材や経営人材、プロデュース人材などの育成

• 国際的な情報通信ハブ化に向けた国際人材の確保・育成

• 産学官の連携による企業が求める金融人材の育成

情報通信関連産業

(金融）

情報通信関連産業

(金融）

• 海外の市場ニーズ把握や取引先開拓のノウハウを有する事業者の育成

• 海外商習慣や法規制等の専門的知識を有する事業者の育成

• 航空機整備関連産業に携わる技術者の育成

臨空・臨港型産業臨空・臨港型産業

• 科学技術を担う子供の育成

• 創造性豊かな若手研究者の育成・確保

• 多様な分野に精通したコーディネーターの育成・確保

科学技術科学技術

• 文化を産業化するノウハウを持った人材の育成

• 新産業にチャレンジする人材、県内資源を適切にコーディネートできる人材、
ビジネス教育などの起業家精神の醸成に取組む人材等の育成

文化・スポーツ産業文化・スポーツ産業

• 意欲ある多様な経営体の育成・確保
（地域農業の核となるトップランナー、女性リーダーの育成ほか）

• 高付加価値な加工品の開発及び販路開拓に取組む人材の育成（６次産業化）

• 体験交流型観光の展開等に取組む人材の育成

農林水産業農林水産業

基軸１ 「日本と世界の架け橋となる力強くしなやかな自立型経済の構築」関連



• 複雑化・多様化する医療ニーズに柔軟に対応できる保健医療従事者の育成
（離島等での医師不足、診療科の偏在性、医療技術の高度化等）

• 多様化する福祉介護ニーズに対応できる人材の育成
（介護支援専門員、訪問介護員、介護サービス事業者等の育成・確保）

医療･福祉医療･福祉

• 伝統芸能や伝統工芸の長期的･継続的な伝承者の育成

• 創造的芸術文化の発展を担う人材の育成
（文化芸術の鑑賞機会や公演機会の充実）

伝統･文化

• 海外在住の県系人とのネットワーク継承や次世代の担い手の育成

• 国際交流の架け橋となる人材の育成（学生の海外派遣等）

• 外国語教育や国際理解教育の推進、留学等を通じたコミュニケーション能力
の向上

国際交流･協力国際交流･協力

• 児童生徒の学習の目的意識の醸成や進学意識の高揚を図る取組み

• 教員の指導力向上を踏まえた児童生徒がより理解できる授業の構築並びに
希望進路実現に向けた取組み

学力の向上学力の向上

基軸２ 「潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築」関連

引き続き解決に向けて取組む主な課題
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今後重視したい点、中長期的な方針

１．リーディング産業（観光、情報通信関連、臨空臨港型産業、科学技術）
を担う人材の育成・確保に向けた取組みを戦略的に推進する

２．地域づくりの核となる人材の育成・確保を継続的に進める
離島・過疎地域における医療・福祉、農林水産業、
その他の地域活性化等の従事者の育成 など

３．育成された人材が十分に活躍できる環境づくり
マッチング支援、キャリアカウンセリングの充実、
正規雇用化の支援 など

一括交付金を効果的に活用し、以下の点に留意しつつ、
前記の各課題の解決に取組む


