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沖縄振興に向けて
～沖縄総合事務局の施策紹介～

本パンフレットでは、
那覇空港滑走路増設事業

国営かんがい排水事業 牧山ファームポンド

イメージパース

など、
沖縄振興に向けての取組を紹介しています。

社会資本の整備
那覇空港滑走路増設事業（直轄）
東アジアの中心に位置する沖縄の優位性・潜在力を生か
すために必要不可欠なインフラづくりであり、「強く自立
した沖縄」の実現に向けた起爆剤の役割を担っています。
令和元年度末の供用開始に向け、引き続き滑走路・誘導
路新設、進入灯橋梁工事等を実施します。

(C)DigitalGlobe

直轄ダムの管理（直轄）

治 水

沖縄本島における直轄管理ダムは、現在９ダム（福地ダム、新川ダム、安波ダ
ム、普久川ダム、辺野喜ダム、漢那ダム、羽地ダム、大保ダム、金武ダム）を運
用中です。ダム施設及びその周辺については、施設の維持管理を行うとともに、
老朽化した設備の補修などを計画的に行い、施設の長寿命化を図っています。ま
た、環境保全対策や、ダムツーリズムを通じた地域活性化に取り組んでいます。

一般国道５８号 浦添北道路Ⅱ期線（直轄）

道 路

幹線道路ネットワーク整備

一般国道５８号 後原橋架替（直轄）
局所的な対策

那覇空港自動車道 一般国道５０
一般国道５８号 名護東道路（直轄）
６号 小禄道路（直轄）
沖縄自動車道、南風原道路、豊見城
東道路と一体となって本島北部及び中
南部から那覇空港間の定時性、高速性
を確保するとともに都市部の交通混雑
の緩和と沿道環境の改善を図ることを
目的とする道路です。

一般国道３２９号 与那原バイパス（直
轄）

本道路は、高規格幹線道路である沖縄自動車道と、地
方拠点都市地域にも指定された北部広域市町村圏（１２
市町村）の中心都市である名護市を結び、那覇空港や那
覇港などの広域交流拠点とをネットワーク化することに
より、北部地域の活性化を支援するとともに、名護市街
地の渋滞緩和を図ることを目的とする道路です。
一般国道３２９号 南風原バイパス（直轄）

一般国道３２９号の与那原町周辺の交通
一般国道３２９号の南風原町から那覇市間の交通混
混雑の緩和と沿道環境の改善を図るととも 雑の緩和と沿道環境の改善を図るとともに、那覇空港
に、那覇市へのアクセス強化など幹線道路 自動車道、那覇東バイパス、与那原バイパス、都計道
網の形成を目的とする道路です。
真地・久茂地線と一体となった幹線道路網の形成を目

的とする道路です。
一般国道５８号 交通安全対策（許田地区交通安全 主要地方 南風原知念線（地域高規格道路
対策事業）（直轄）
南部東道路）（直轄）
当該箇所は、沖縄県の観光入込客数の増加に伴
いレンタカーの需要も増大したため道の駅「許
田」の入込客数も増加傾向にあり、道の駅「許
田」の駐車容量が不足し観光シーズンでは、施設
内は元より施設流入箇所での混雑も発生してい
る。
本事業では、国道５８号を改修し上り車線側に
新たな駐車スペースを設け駐車容量不足の解消を
図る。また、現信号交差点を閉鎖する事により道
の駅「許田」への施設流入箇所での混雑の解消を
図る。

南部東道路は、高規格幹線道路である那覇
空港自動車道と一体となり連結機能や地域
住民に県都那覇市及び那覇空港、那覇港等
へのアクセス向上に伴う都市的サービスを
提供する連携機能等に資する約１１ｋｍの
地域高規格道路である。
南風原町字喜屋武から南城市玉城字垣花
間の７ ． ４ ｋ ｍ は、沖縄本島南部地
域における産業及び観光の振興や医療支援
等を目的とした事業である。

那覇港国際クルーズ
那覇港予防保全事業（直轄）
拠点整備事業（直轄）

港

湾

国際クルーズ拠点の
形成に伴う外航クルー
ズ船の寄港増加に対応
するため、那覇港新港
ふ頭地区において、旅
客船ターミナルの整備
を行います。

那覇港臨港道路（港湾１号線）は、背後圏への港湾
貨物の円滑な輸送を確保するため整備されており、物
流の効率化を図るとともに、国道や県道との連携によ
り、港湾周辺の主要幹線道路の混雑緩和にも寄与して
おります。
臨港道路（港湾１号線）の泊大橋は、整備後３０年
以上が経過し老朽化が著しいことから、橋脚の補強を
行います。

中城湾港予防補選事業（直轄）

平良港 国際クルーズ拠点整備事業（直轄）

中城湾港新港地区は、沖縄本島東海岸の
物流・産業の拠点となる流通加工港湾とし
て位置付けられており、飼料を扱う７万ト
ン級の貨物船の寄港要望に対し、航路幅員
を確保するため浚渫を行います。
なお、新港地区は国際物流拠点産業集積
地域に指定されています。

沖縄に寄港するクルーズ船は年々大型化かつ寄
港数が増加し、アジアのクルーズ需要は著しく高
まっています。
国際クルーズ拠点の形成に伴う東アジアを周遊
するクルーズ船の寄港需要の増加に対応するた
め、平良港漲水地区において、港湾施設の整備を
行います。

石垣港新港地区旅客船ターミナル整備事業（直轄）

竹富南航路整備事業（直轄）

石垣港は、国内外から大型旅客船が寄港し、石垣市
をはじめとする八重山地域の観光産業に大きく貢献し
てます。
旅客船ターミナルを整備することにより、安全・安
心及び効率性を確保しつつ、国際交流拠点としての機
能向上を図ります。
平成３０年４月２１日に暫定供用（水深９ｍ、岸壁
２９５ｍ）され、完成に向け引き続き整備を推進しま
す。

八重山圏域における拠点港である
石垣島と周辺離島を結ぶ唯一の海上
交通路である竹富南航路は、地域住
民や来訪者が日常的に利用する航路
です。
竹富南航路(開発保全航路)の指定範
囲の追加を平成23 年度に行い、現
在、航路の拡幅及び整備を行ってい
ます。

那覇空港国際線ターミナル地域再編事業（直轄）

空 港

公

園

那覇空港では国際航空需要の増加に伴う施設の狭隘化・老朽化に対応するた
め、国際線ターミナル地域再編整備を平成２ １ 年度より実施しており、平成
３ １ 年３ 月に際内連結ターミナル施設の供用が開始されました。
令和元年度は、引き続き那覇空港の利便性向上のために、構内道路直線化及
び高架道路延伸の実施設計を実施します。

国営沖縄記念公園〔海洋博覧会地区〕
（直轄）

国営沖縄記念公園〔首里城地区〕
（直轄）

海洋博覧会地区は、沖縄国際海洋博覧会（昭
和５０年）を記念する公園として、「沖縄にふ
さわしい公園とするとともに、沖縄の持続的な
観光振興の中核となる公園とする」、「日本だ
けでなく外国人の人々にも利用される公園とす
る」等を基本方針に整備を進めています。
当該地区は、大人気の沖縄美ら海水族館をは
じめ、イルカショーや熱帯ドリームセンターな
ど、様々な施設があり、沖縄の観光拠点の１つ
として大きな役割を担っています。

首里城地区は、沖縄の復帰を記念する
事業の一環として、「貴重な国民文化遺
産の回復」、「新たな県民文化の創出」､
「伝統技術の継承と発展」、「歴史的風
土探訪の場の形成」を目的に復元整備を
進めています。
当該地区は、復元された首里城正殿を
中心として、歴史・文化の拠点となって
います。また、沖縄の観光拠点の１つと
して大きな役割を担っています。

地域居住機能再生推進事業（那覇地区）（補助）

住 宅

那覇市石嶺市営住宅（昭和４４年築）、大名市営住宅（昭和４９年築）、宇栄
原市営住宅（昭和４０年築）、農連市場地区市営住宅（仮称）（新規）及び沖縄
県住宅供給公社当蔵賃貸住宅（昭和４３年築）、小禄賃貸住宅（昭和４３年築）
合計２，９６７戸について、関係団体と連携を図りつつ、順次建替事業等を行
う。

那覇第２地方合同庁舎（３号館）（直轄）

官庁営繕

大規模災害の発生に備え、地域と連携した防災拠点として、那覇第２地方合
同庁舎（３号館）を整備します。
本庁舎の整備により、入居予定官署が現在使用している庁舎の耐震性能不
足や施設の分散等の解消を図ります。
さらに、災害応急対策に従事する気象台等の官署を那覇新都心地区に集約
することで災害発生時の連携を強化し、災害に強い地域づくりを支援すると
ともに、市と連携し、地域の個性を尊重した魅力あるまちづくりに貢献しま
す。
また、耐震性能が不足している沖縄総合事務局南部国道事務所を一体的に
整備し、防災機能の強化を図ります。

産業の振興
水田フル活用の推進と経営所得安定対策
水田活用の直接支払交付金（交付金）

経営所得安定対策（交付金）

米政策改革の定着に向け、食料自給率・自給力の向上
に資する飼料用米、麦、大豆等の戦略作物の単価や助
成体系を維持し、作付面積の増加にも対応して支援す
るとともに、産地交付金により、主食用米からの更な
る転換の促進のための深堀支援を追加するなど、水田
フル活用を推進します。

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対
策）及び米・畑作物の収入減少影響
緩和対策（ナラシ対策）について、
担い手（認定農業者、集落営農、認
定新規就農者）を対象として、実施
します。

（交付先：販売目的で対象作物を生産する販売農家・
集落営農）

（交付先：認定農業者等）

強い農林水産業のための基盤づくり
農業農村整備事業（公共）
国営かんがい排水事業（直轄）
宮古伊良部地区、石垣島地区
国による地下ダム等の農業用施設の整備を
行います。

農業農村整備事業
国営かんがい排水事業（国営施設応急対策
事業）（直轄）
宮古地区
国による農業用水路の機能を保全するため
の整備を行います。

農業農村整備事業（農業競争力強化農地整 農業農村整備事業（水利施設等保全高度化
備事業）（補助）
事業）（補助）
県による農地集積・集約化、農業の高付加
県による農地集積・集約化、水管理の省力
価値化に取り組む地区の農地の整備等を行い 化に取り組む地区の農業水利施設等の整備を
ます。
行います。
（交付先：沖縄県）
（交付先：沖縄県）
農業農村整備事業（農業競争力強化基盤整
備 事 業 ( 草 地 畜 産 基 盤 整 備 事 業 )） （ 補 助 ） 農地耕作条件改善事業（補助）
竹富月桃地区、竹富美ら島
草地造成・草地改良整備等の飼料生産基盤
の整備と農業用施設等の一体的な整備を行い､
担い手農家の育成、経営規模拡大及び地域畜
産の活性化を図り、草地に立脚した畜産主産
地の形成に取り組むものです。
（交付先：沖縄県）

農業の競争力強化に向けて、農地中間管理
機構による担い手への農地の集積・集約化を
加速するため、区画拡大や暗渠排水等の耕作
条件の改善を機動的に進めることを支援しま
す。
（交付先：農地中間管理機構等）

森林整備事業・治山事業（公共）（補助）
林業の成長産業化と森林資源の管理を実現するた
め、新たな森林管理システムが導入される地域を中
心に、間伐や路網整備、再造林等を推進し、国土保
全や地球温暖化防止に貢献します。豪雨災害等、激
甚化する災害に対する山地防災力強化のため、荒廃
山地の復旧・予防治山、総合的な流木対策の強化等
の治山対策を推進します。
（交付先：沖縄県等）

水産基盤整備事業(公共) （補助）
水産業の成長産業化を実現していくた
め、産地市場統合や養殖適地の確保など
水産改革と連動した漁港や漁場の整備を
推進します。併せて、災害に強い漁業地
域の実現に向けて、漁港施設の地震・津
波対策や長寿命化対策等を推進します。
（交付先：沖縄県等）

産地や担い手の競争力強化
強い農業・担い手づくり総合支
産地パワーアップ事業（補助）
援交付金（補助）
産地の収益力強化と担い手の経
営発展を推進するため、産地・担
い手の発展の状況に応じて、必要
な農業用機械・施設の導入を農業
経営体の規模に応じ切れ目なく支
援します。
（交付先：都道府県等）

平場・中山間地域にかかわらず、地域の営農戦略とし
て定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲ある
農業者等が取り組む高性能機械・施設の導入や集出荷施
設等の再編、改植等による高収益な作物・栽培体系への
転換を図るための取組を全ての農作物を対象として総合
的に支援します。
（交付先：都道府県等）

持続的生産強化対策事業のうちGAP拡大の推進（補助）
農畜産業競争力の強化を図る観点から、国際水準ＧＡＰの取組及び認証取得の拡大を図る
ために必要な取組を総合的に支援します。

担い手への農地集積・集約化等による構造改革の推進
農地中間管理機構による農地の集積・集
農業人材力強化総合支援事業（補助）
約化（補助）
農地の中間受け皿となる農地中間管理機
次世代を担う農業者を目指す者に対し、就農の
構による担い手への農地集積・集約化の加 検討・準備段階から就農開始を経て経営を確立す
速化を支援します。
るまでを総合的に支援します。
（交付先：都道府県等）

担い手への金融支援事業（スーパーL資
金の金利負担軽減措置）（補助）

（交付先：都道府県等）

女性の活躍推進（補助）

農林水産省の施策において、地域のリーダーと
スーパーL資金の金利負担軽減措置を実
なりうる女性農業経営者の育成や女性による事業
施し、経営改善に意欲的に取り組む農業者
活用の促進等により、女性が能力を発揮し活躍で
を金融面から強力に支援します。
きるよう支援します。
（交付先：民間団体）

畜産・酪農の競争力の強化
持続的生産強化対策事業のうち畜産経営体生産性向 畜産・酪農収益力強化整備等特別
上対策事業（補助）
対策事業（補助）
畜産クラスター計画を策定した地
酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資す
るロボット・AI・IoT等の先端技術の導入や、畜産農家 域の収益性向上等に必要な機械の導
に高度かつ総合的な経営アドバイスを提供するための 入、施設整備、家畜導入等を支援し
ます。
ビッグデータ構築を支援します。
（交付先：民間団体）
（交付先：民間団体）

畜産・酪農生産力強化対策事業
（補助）

畜産経営体質強化資金対策事業【基金】（補助）
畜産クラスター計画に位置づけられた中心的経営体又
は認定農業者のうち、酪農、肉用牛又は養豚経営を営む
者を対象に、既往負債の一括借換を行う新たな長期・低
利（貸付当初５年間は無利子）資金を措置し、資金の円
滑な融通が行われるよう都道府県農業信用基金協会に対
して支援を行います。
また、乳用牛又は繁殖牛の計画的な増頭に必要な家畜
の購入・育成資金の借入れについて、都道府県農業信用
基金協会の債務保証に係る保証料を免除します。

畜産・酪農の生産力強化を図る
ため、性判別精液を活用した優良
な乳用後継雌牛の確保や和牛授精
卵を活用した肉用子牛の生産拡
大、畜産経営における新技術を活
用した繁殖性の向上、種豚の改良
による生産性の向上等の取組を支
援します。

（交付先：民間団体）

畜産生産力・生産体制強化対策事業（飼料増産対
策）（補助）

（交付先：民間団体）

畜産・酪農経営安定対策（補助）

畜種ごとの特性に応じて、畜産・
酪農経営の安定を支援することによ
り、意欲ある生産者が経営を継続
し、その発展に取り組むことができ
る環境を整備します。
（交付先：生産者集団等） （交付先：(独)農畜産業振興機構等）

国産飼料の一層の増産と着実な利用の拡大により、
飼料自給率の向上を図り、飼料生産基盤に立脚した、
力強い畜産経営を確立します。

農林水産業の輸出力強化
海外需要創出等支援対策事業（補助、委
沖縄国際物流拠点活用推進事業
託）
「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着
実な実施に向け、オールジャパンでの戦略
的で一貫性のあるプロモーションの企画・
実行等による海外需要の創出、輸出環境の
整備を推進し､国産農林水産物・食品の輸
出を促進します。

本事業では、国際物流拠点を活用して製品を県
外へ搬出する、①先進的かつ沖縄の特色を生かし
たものづくり事業や、②沖縄で付加価値を付ける
物流事業を支援することで、沖縄の国際物流拠点
としての更なる活性化を目指します。

（交付先：国際物流拠点を活用して製品を県外へ
搬出する、先進的かつ沖縄の特色を生かしたもの
づくり事業又は沖縄で付加価値を付ける物流事業
（交付先：民間団体等） を行う者）

グローバル産地の形成支援（補助）
「農林水産物・食品輸出プロジェクト」（GFP）を推進するため、①輸出に意欲ある生産者等
への輸出診断、コミュニティ形成、②産地形成に必要な計画策定等支援及び同計画に基づく
ソフト・
ハード面の支援事業における採択への優遇措置 、③コメの輸出向け低コスト生産等によりグ
ローバル産地形成を支援します。
（交付先：民間団体等）

農林水産物・食品の高付加価値化等の推進
食料産業・６次産業化交付金（交付金）

６次産業化の推進

６次産業化に係る市場規模の拡大に向けて、農林
漁業者等の加工・直売の取組、地域での食育の推
進、持続可能な循環資源活用の推進、研究開発・成
果利用の促進のため、地域内に雇用を生み出す取組
や施設整備を支援します。
（交付先：都道府県等）

農山漁村の所得や雇用の増大を図るた
め、農林漁業成長産業化ファンドを積極
的に活用するとともに、多様な異業種と
の連携強化による６次産業化の取組等を
支援します。

食育の推進と国産農林水産物の消費拡大（委託、補
助）

（交付先：都道府県等）

農林漁業成長産業化ファンドの
積極的活用（出資・融資）

食育や地産地消、和食文化の保護・継承を図るため、
地域の関係者が取り組む食育の取組、地産地消コーディ
ネーターの派遣等を支援するとともに、食育推進全国大
会、地域の食文化保護・継承、和食文化の継承を推進す
る人材の育成、消費拡大のための国民運動の推進等を実
施します。

農山漁村の所得や雇用の増大を図
るため、農林漁業者が主体となっ
て流通・加工業者等と連携して取
り組む６次産業化の事業活動に対
し、出資等による支援を実施しま
す。
（交付先：（株）農林漁業成長産
（交付先：都道府県等）
業化支援機構）

品目別生産振興対策
野菜価格安定対策事業
（補助）

持続的生産強化対策事業のうち果樹農業好循環形成総合対
策事業（補助）

優良品目・品種への改植やそれに伴う未収益期間に対する支
援を行います。特に、省力樹形の導入とそれに必要となる果樹
苗木生産体制の構築のための取組を支援します。また、消費者
ニーズや流通・消費構造の変化に対応した国産果実加工品の需
要拡大等を支援します。
(交付先:(独)農畜産業振興機構)
（交付先：（公財）中央果実協会等）

野菜の生産・出荷の安定
と消費者への安定供給を図
るため、野菜価格安定対策
を的確かつ円滑に実施しま
す。

持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用
甘味資源作物生産支援対策（補助）
作物等支援対策（補助）
茶や薬用作物、甘味資源作物等の地域特
産作物について、消費者や実需者のニーズ
に対応した高品質生産、産地の規模拡大及
び担い手の育成などを強力に推進するた
め、地域の実情に応じた生産体制の強化、
需要の創出など生産から消費までの取組を
総合的に支援します。
（交付先：民間団体等）

甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者の
経営の安定並びに砂糖の安定供給を図るとと
もに、さとうきびの自然災害からの回復に向けた
取組及び甘味資源作物の生産性向上や働き方改革
に対応した分みつ糖工場等の労働効率を高める取
組を支援します。
(交付先:(独)農畜産業振興機構等)

持続的生産強化対策事業のうち新しい園芸産
地づくり支援事業（補助）

持続的生産強化対策事業のうち次世代施
設園芸の取組拡大（補助）

実需者ニーズに対応した園芸作物の生産拡大・
安定供給を実現するため、水田地帯における水稲 施設園芸の生産性向上と規模拡大に必要
から園芸作物への転換による新たな園芸産地の育 な技術の実証・研修、次世代型大規模園芸
成や、加工・業務用野菜の生産・供給の安定化に 施設の整備や次世代施設園芸拠点のノウハ
必要な作柄安定技術の導入等の取組を支援しま ウの分析・情報発信等を支援します。
す。
(交付先:都道府県等)
（交付先：都道府県等）

持続的生産強化対策事業のうち次世代国産花き産業確率推進事業（補助）
国産花きの生産拡大を図り、花き産業が成長産業となるよう、品目ごとの生産・需要状況
等の特徴に応じて、花き産業関係者が一体となった生産から流通・消費拡大に至る一貫した
取組を支援します。
（交付先：都道府県等）

食品の安全・消費者の信頼確保
消費・安全対策交付金（交付金）
地方の自主性の下、国産農畜水産物の安全性の向上、家畜の伝染性疾病や病害虫の発生予
防・まん延防止等を支援します。
（交付先：都道府県等）

人口減少社会における農山漁村の活性化
日本型直接支払（交付金）

農山漁村振興交付金（交付金）

農業･農村の多面的機能の維持･
地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等
発揮を図るため､地域の共同活動､
を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所
中山間地域等における農業生産活
得の向上や雇用の増大に結びつける取組を総合的に支援
動、自然環境の保全に資する農業
し、農山漁村の活性化を推進します。
生産活動を支援します。
（交付先：農業者等の組織する団体）

（交付先：地域協議会（市町村が参画）等）

再生可能エネルギー導入等の推進(補助)

鳥 獣 被 害 防 止 対 策 の 推 進 (交 付 金 )

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に
対応するため、地域関係者一体の被
害対策の取組や施設整備、ジビエ活
用の推進、新技術の導入実証等を支
援します。
（交付先：民間団体等）
（交付先：地域協議会等）

太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー事業
によるメリットを地域の農林漁業の発展に活用する取
組や地域のバイオマスを活用した産業化等に必要な施
設整備等を支援します。

中山間地農業ルネッサンス事業（交付金）

中山間地域所得向上支援対策（交
付金）

傾斜地などの条件不利地や鳥獣被害の増加、人口減
少・高齢化等、厳しい状況に置かれている中山間地に
おいて、清らかな水、冷涼な気候、良好な景観等の中
山間地の特色を活かした多様な取組に対し、各種支援
事業における優先枠の設定や制度の拡充等により後押
しし、中山間地農業を元気にします。
（交付先：都道府県等）

中山間地域において、収益性の高
い農産物の生産・販売等に本格的に
取り組む場合に策定する実践的な計
画に基づき、水田の畑地化等の基盤
整備、生産・販売等の施設整備等を
総合的に支援します。
（交付先：地方公共団体等）

林業の成長産業化・森林吸収源対策の推進
林業成長産業化総合対策（交付金）

森林・山村多面的機能発揮支
援対策（交付金、委託）

新たな森林管理システムの下で森林の経営管理を担う意欲
と能力のある経営者の育成や経営の集積・集約化を進める地
域への路網整備・高性能林業機械の導入、川上から川下まで
を結ぶサプライチェ－ンの構築による流通コストの削減、Ｃ
ＬＴ等の利用促進など木材需要の拡大等の取組を総合的に支
援します。

森林・山村の多面的機能の発
揮を図るとともに山村地域のコ
ミュニティを維持・活性化させ
るため、地域住民等による森林
の保全管理活動等の取組を支援
します。

（交付先：地方公共団体等）

（交付先：地域協議会等）

「緑の人づくり」総合支援対策（委託、補助）

森林病害虫等被害対策事業（委託､
補助）

新規就業者の確保・育成や林業への就業前の青年に
対する給付金の支給等を行うとともに、多様な担い手
の育成等について総合的に取り組みます。あわせて、
新たな森林管理システムの運営に当たって市町村への
指導・助言を行える技術者を育成し、地域の森林・林
業行政の支援体制を構築します。
（交付先：都道府県等）

森林病害虫等による被害対策とし
て必要な取組を実施します。引き続
き、松食い虫の被害が拡大している
東北地方をはじめ、北海道を除く46
都府県において、農林水産大臣の命
令による防除対策等を推進します。
（交付先：都道府県等）

漁業の成長産業化と資源管理の高度化
漁業経営安定対策（補助）

漁業の成長産業化（補助、交付金）

国民への水産物の安定供給を確保する
ため、計画的に資源管理に取り組む漁業
者に対し、漁業共済・積立ぷらすを活用
した漁業収入安定対策を講じ、燃油や配
合飼料の価格上昇に対するコスト対策や
金融対策を組み合わせて、総合的な経営
安定対策を実施します。

漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン」
の着実な推進への支援や、漁業・漁村を支える人材
の確保・育成を強化するための漁業への就業前の若
者に対しての資金の交付、また、外国人材の円滑な
受入れを図るための環境整備を支援、あるいは生産
と加工・流通が連携した水産バリューチェーン全体
で生産性の向上を図る取組等を支援します。

（交付先：全国漁業共済組合連合会等）

（交付先：地域水産業再生委員会等）

水産多面的機能の発揮対策と離島漁業の再生支援（交付金）
漁業者等により構成された活動組織等が行う水産業・漁村の多面的機能を発揮するための
取組に対する支援や、離島の漁業集落における漁場の生産力向上のための取組及び漁業の再
生に関する実践的な取組を支援します。
また、有人国境離島法に定められた特定有人国境離島地域において、新たな漁業又は海
業の事業拡大を行う者を漁業集落が支援する場合に要する経費を支援します。
（交付先：都道府県等）

金融相談・資金繰り 経営者保証に関するガイ ドライ ンの利用促進
支援等
「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、経営者保証の弊
害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を支
援します。経営者保証に関する相談や資金調達を希望する方に専門家
等のご紹介を行っています。

エネルギー対策 ・設
備投資等

エ ネルギ ー使用合理化等事業
者支援事業（補助)

ネット・ゼロ・エ ネルギ ー・ハウス（Ｚ
ＥＨ）支援事業（補助）

省エネに係る取組のうち、工
場・事業場における、省エネ効
果の高い設備の導入を支援しま
す。「エネルギー原単位改善」
に資する取組や、省エネ効果が
高い設備への更新を支援します｡

ＺＥＨのさらなる普及に向けて、
現行の「ＺＥＨ」より省エネルギー
を深掘りし、設備のより効率的な運
用等により太陽光発電等の自家消費
率拡大を目指したＺＥＨの実証を支
援します。

（交付先：日本国内で事業活動を
営んでいる法人及び個人事業主）

（交付先：住宅の建築主等）

ネット・ゼロ・エ ネルギ ー・ビル（ＺＥＢ）実証
次世代省エ ネ建材支援事業（補助）
事業（補助）
ＺＥＢの実現・普及のためのガイドライ
住宅における省エネ関連投資を促進することで、エネル
ン作成等を目的に、ＺＥＢの構成要素とな ギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進する観点
る高性能建材・設備機器等を用いた実証を から、既築住宅の省エネ化に資する高性能建材を用いた住宅
支援します。
の断熱改修を支援する事業です。
（交付先：建築主等）

（交付先：個人・法人の所有者等）

電気自動車・ プラグインハイブリッ ド自動車の
充電インフ ラ整備事業費補助金（補助）

石油貯蔵施設立地対策等交付金（交付金）

省エネ･CO2排出削減に高い効果を持ち、
市場の拡大が期待される電気自動車及びプ
ラグインハイブリッド自動車の普及を促進
するため、マンション、事業所、道の駅、
高速道路SA・PA等の駐車場への充電インフ
ラの整備を加速します。

石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉の向上を図
るため特に必要があると認められる公共用の施設で、石油貯
蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められるもの
の整備を図り、石油貯蔵施設の設置の円滑化に資することを
目的としています。

（交付先：事業者等）

（交付先：沖縄県及び石油貯蔵施設立地・隣接市町村）

省エ ネルギ ー設備投資に係る利子補給金
中小企業等に対する省エ ネルギ ー診断事業費（補助・支援）
（補助）
新設・既設事業所における省エネルギー
中堅・中小事業者等に対し省エネ・節電診断の実施、全国
設備の導入に必要な資金について指定金融 に省エネ窓口を設置しプラットフォーム事業者によるきめ細
機関から融資を受けた場合、貸付け利息に かい省エネ相談、説明会への講師派遣などを無料で実施し、
対して利子補給を行います。
さらにこれらの事業の成果を様々な媒体で情報発信します。
（交付先：民間企業等）

（交付先：民間企業、地方公共団体等）

ものづくり・商業・サービス
地域中核企業ローカ ルイ ノベーシ ョン支援
高度連携促進補助金
事業（委託）
（補助）

新事業創出の 支援
等

中小企業・小規模事業
者等が連携して取り組
む、生産性向上や地域経
済への波及効果拡大に資
する革新的サービス開
発・試作品開発・生産プ
ロセスの改善を行うため
の設備投資等の一部を支
援します。

戦略分野の担い手となることが期待され
る地域の有望企業群（地域中核企業群）に
対して、新事業への挑戦を促すため、①地
域のイベーションを支える支援機関が連携
した支援機関ネットワークを構築し、地域
の支援体制を強化するとともに、②新事業
のためのノウハウ獲得から、事業体制の整
備、事業化戦略の策定、研究開発、販路開
拓まで、事業段階に応じた総合的なイノ
ベーション支援を行います。

（交付先：中小企業・小規模
事業者）

(委託先：民間団体等)

地域経済牽引事業支援事業費補助金（補助）

事業承継補助金(補助)

地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者が中小企業と連携
経営者の交代や、事業再編・事業
して行う、戦略分野（先端ものづくり（医療機器、航空機、新素材 統合を契機とした経営革新等を行う
等）、地域商社、観光等）における事業化や設備投資を支援しま
場合に、その取組に要する経費の一
す。
部を補助します。
(委託先：中小企業者等)

(交付先：中小企業者等)

創業支援等事業者補助金（補助）

健康寿命延伸産業創出推進事業（地域の実情に
応じたビジ ネスモ デル確立支援事業）(補助)

産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計
画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行
う、創業支援の取組を支援します。また、創業支援
の機運や質の向上を目的として、各地域において、
創業支援機関や自治体担当者等を対象に、創業支援
ノウハウの共有を行います。

生活習慣病に係る一次予防（健康づくり）、二
次予防（疾病の早期発見）、三次予防（疾病の重
症化予防）や、介護予防に係る一次予防、二次予
防（生活機能低下の早期発見）、三次予防（要介
護状態の改善、重度化の予防）等に着目したヘル
スケアサービスの提供を行う事業を支援します。

(交付先：創業支援機関等)

(交付先：民間企業等)

小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 国内・海外販売開拓強化支援事業（農商工等連携
（補助）
支援事業）（補助）
商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者と連
携して行う特産品開発・販路開拓や観光集客の取組
等、複数の事業者の売上増大につながる取組を支援
します。

(交付先：商工会、商工会議所、沖縄県商工会連合会)

中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、
それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商
品・新役務の開発、需要の開拓等を行う事業を支
援します。
(交付先：中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動
の促進に関する法律第４条第１項に基づく「農商工等連携
事業計画」の認定を受けた者 等)

商業・サービス競争力強化連携支援
事業（新連携支援事業）（補助）

国内・海外販路開拓強化支援事業（地域産業資源活用事業）（補
助）

中小企業者が、産学官で連携し、ま
た異業種分野の事業者との連携を通じ
て行う新しいサービスモデルの開発等
のうち、サービス産業の競争力強化に
資すると認められる事業を支援しま
す。

地域の優れた資源（農林水産物又は鉱工業品、鉱工業品の生産
に係る技術、観光資源）を活用した新商品・新サービスの開発や
販路開拓に取り組む中小企業者に対し、市場調査、研究開発に係
る調査分析、新商品・新役務の開発（試作、研究開発、評価等を
含む）、展示会等の開催又は展示会等への出展、知的財産に係る
調査等の事業を支援します。

（交付先：中小企業等経営強化法第10条第1 (交付先：中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する
項に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の 法律第６条第１項に基づく地域産業資源活用事業計画(開発･生産型)の認定
認定を受けた者）
を受けた同法第２条第１項に規定する中小企業者 等)

戦略的基盤技術高度化支援事業(補助)
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下「法」という。）に基づくデザイン開発、
精密加工、立体造形等の１２技術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組を支援します。
中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可能性の高
い研究開発、試作品開発等及び販路開拓への取組を一貫して支援します。
(交付先：法認定事業者等)

海外展開支援等

沖縄国際物流拠点活用推進事業

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業(補助)

本事業では、国際物流拠点を活用
して製品を県外へ搬出する、①先進
的かつ沖縄の特色を生かしたものづ
くり事業や、②沖縄で付加価値を付
ける物流事業を支援することで、沖
縄の国際物流拠点としての更なる活
性化を目指します。

｢ふるさと名物｣などの地域産品が持
つ素材や技術等の強みを活かし、ブラ
ンドコンセプトの確立に向けた戦略の
策定並びに海外販路開拓に向けたブラ
ンド確立のため、新商品開発や海外展
示会出展等のプロジェクトを支援しま
す。

（交付先：国際物流拠点を活用して製品を
県外へ搬出する、先進的かつ沖縄の特色を
生かしたものづくり事業又は沖縄で付加価
値を付ける物流事業を行う者）

（交付先：商工会議所及び商工会等）

商店街活性化・観光消費創出事業（補助）

商店街活性化支
援等

商店街を活性化させ、魅力を創出するため、近年大きな伸びを示している
インバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以外から新たな需要を
効果的に取り込む商店街等の取組を支援することにより、地域と連携して魅
力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、消費の喚起につなげることを
目的とした事業です。
（交付先：商店街組織、民間事業者

等）

伝統的工芸品産業支援補助金（補助）

伝統的工芸品産
業支援

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」の規定に基づき、各産地の伝統
的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業、観光など異分
野との連携や他産地との連携事業、国内外の大消費地での需要開拓事業など
に対して支援を行います。
(交付先：国指定伝統的工芸品の製造協同組合等)

訪日プロモーション等の推進、運輸業
地域の観光資源を活用したプロモーション事業（直轄）
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー及び公益財団法人東京観光財団と連携し、欧米豪
市場において、東京・沖縄の観光資源を戦略的かつ効果的に発信し、プロモーションなどの誘客促進
事業を実施します。

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（補助）
訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に旅行できる環境を整備するため、地方自治体や民間事
業者等が行う外国人案内所の機能強化、トイレの洋式化、公共交通機関の移動円滑化、旅館・ホテル
の支援を行います。併せて、外国人観光案内所等の災害等における非常時の対応能力の強化を図りま
す。
（交付先：地方公共団体等）

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業（補助）
訪日外国人旅行者等の各地域への周遊を促進するため、調査・戦略策定からそれに基づく滞在コン
テンツの充実、広域周遊観光促進のための環境整備、情報発信といった地域の関係者が広域的に連携
して観光客の来訪・滞在促進を図る取組に対して総合的な支援を行います。
（交付先：事業計画に位置づけられた事業の実施主体）

地域公共交通確保維持改善事業（補助）
生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供さ
れ、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害（バリ
ア）の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援します。
（交付先：協議会における議論を経た生活交通ネットワーク計画に事業実施予定者として定められた交通事業者等）

モーダルシフト等推進事業（補助）
荷主企業及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会が実施するモーダルシフト
等の取組みを支援することにより、二酸化炭素排出原単位の小さい輸送手段への転換を図るモーダル
シフトを推進するとともに、温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化による持続可能な物流体系
の構築を図ります。
（交付先：荷主企業及び貨物運送事業者等）

令和元年度事故防止対策支援推進事業（自動車事故対策費補助金）（補助）
運転者の健康状態に起因する事故対策等を強化すべく、先進安全自動車(ASV)の導入を支援するとと
もに、過労運転防止に資する機器等の普及を促進します。
（交付先：自動車運送事業者等）

令和元年度地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対応車普及促進事業（自動車環境総合改
善対策費補助金） （補助）
省エネルギー、温室効果ガス（CO₂）排出削減等政府方針実現のため、次世代自動車の普及を促進し
ます。「事業Ⅰ」は三大都市や観光地等において燃料電池バス等の導入を誘発・促進する地域・事業
者間連携等による先駆的事業に要する経費の一部支援、「事業Ⅱ」は電気タクシー等を自動車運送事
業に導入する事業に要する経費の一部支援、「事業Ⅲ」は優良ハイブリッド自動車等を自動車運送事
業に導入する事業に要する経費の一部を、国が、地方公共団体等と協調して支援します。
（交付先：自動車運送事業者等）

船員計画雇用促進等事業（補助）
内航船員の著しい高齢化等に対応するため、海上運送法に基づき、認定を受けた日本船舶・船員確
保計画に従って、内航船員を雇用し、訓練する海事事業者に対し、助成金を支給します。
（交付先：日本船舶・船員確保計画の認定を受けた海事事業者）

若年内航船員確保推進事業・海洋教育推進事業 （直轄）
安定的な国内海上輸送の確保を図るため、海事思想の普及、啓発活動及び海事産業の人材の確保･育
成に関する取組を実施し、若年層の内航船員の確保を推進します。
海洋立国日本の担う人材の確保・育成を図るため、小学校高学年及び中学生を対象に「海事教室」
「体験学習」等の海洋教育を推進します。

その他
消費税転嫁対策の取組
消費税の転嫁拒否等の行為に対し、迅速かつ厳正に対処するとともに、その未然防止のた
めの周知活動に取り組んでいます。

市町村支援事業（直轄）
駐留軍用地又は返還跡地の利用の実現に向けた主体的な取組を行っている市町村に対し、
アドバイザーやプロジェクトマネージャーの派遣、各種会議等の開催など柔軟な支援方策を
展開しています。

・沖縄北部連携促進特別振興事業費（非公共）
・沖縄北部連携促進特別振興対策特定開発事業推進費（公共）（補助）
県土の均衡ある発展を図る観点から、北部地域における連携促進と自立的発展の条件整備
として、産業の振興や定住条件の整備などに資する振興事業（非公共及び公共）を推進しま
す。
（交付先：沖縄県等）

予算執行調査
予算執行調査とは、財務省主計局の予算担当職員や日常的に予算執行の現場に接する機会
の多い財務局等職員が、予算の執行の実態を調査して改善すべき点等を指摘し、予算の見直
しや執行の効率化等につなげていく取組みです。

災害復旧事業
地震や台風、大雨などで道路・河川や農業用施設、学校などの公共的な施設が被害を受け
たときには、現地にて災害の状況や国が負担する復旧事業費の金額を確認するなどして、少
しでも早く災害復旧が行われ、生活環境の安定が図られるよう努めています。

財政融資資金の貸付
地方公共団体が実施する事業（学校や病院の建設、上･下水道等の生活関連施設の整備等）
に対して、財政融資資金の貸付を行っております。

金融知識の普及
金融取引（契約）を適切に行うために理解すべき基礎的な知識や金融商品を適切に選択す
るために必要な知識などを身に付けていただくために、沖縄県内の学校や企業、団体等に職
員を講師として派遣する「出前講座」を実施し、金融知識の普及に努めています。

国有財産関係
国民共有の国有財産を公共の利益の増進等に必要な場合、優先的に地方公共団体に売り払
い等を行い、国有財産による地域連携・地域貢献を図っています。
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