沖縄総合事務局
平成２８年度広報計画（第４四半期）
項目

イベント・式典

総
務
部

事業関連

Ｈ28.第１四半期

平成２８年１２月１５日更新
Ｈ28.第２四半期

子ども見学デー(8/3)
防災訓練(風水害)（8/4）
親と子のお天気教室（沖縄気象台主催）

独占禁止法教室(6/7)

平成27年度における沖縄地区の①独占禁止法，②下請法，③消費税
転嫁対策特別措置法及び④景品表示法の運用状況等についての公
表(6/16)

会議等

独占禁止法教室(10/28，12/7/，12/8，12/13)
「津波防災の日」に関連するパネル展示（11月上旬）
独占禁止法教室
独占禁止法教室

入札監視委員会(3月委員会）議事公表

項目

Ｈ28.第１四半期

広報誌群星【7・8月号】(7/1)、広報誌群星【9・10月号】(9/1)

広報誌群星【11・12月号】（11/2）

公正取引室と地方有識者との懇談会(7/27)
公正取引室と地方有識者との懇談会(8/25)
公正取引室と地方有識者との懇談会(9/21)

公正取引室と地方有識者との懇談会(10/11)
防災連絡会（11月）
入札談合等関与行為防止法研修会（11/28）
入札談合等関与行為防止法研修会等（12/1，12/5，12/8）

Ｈ28.第２四半期

H29.2
独占禁止法教室
沖縄総合事務局防災訓練（地震・津波）

独占禁止法教室(1/30)

H29.3

東日本大震災関連イベント（3月中旬）

農業分野における独占禁止法等に係る説明会・個別相談会（2/20）

広報誌群星【1・2月号】

Ｈ28.第３四半期

広報誌群星【3・4月号】

H29.1

H29.2

H29.3

財政教育プログラム（琉球大学教育学部附属中学校：12/8）
管内金融指標（2月（4/18）、3月（5/13）、4月（6/13））
管内経済情勢報告（4月）（4/27）
全国財務局長会議（4/27財務省・4/28金融庁）
法人企業景気予測調査（平成28年4-6月期）（6/13）

管内金融指標（5月（7/15）、6月（8/8）、7月（9/9））
管内経済情勢報告（8月）（8/2）
全国財務局長会議（8/2財務省・8/3金融庁）
法人企業景気予測調査（平成28年7-9月期）（9/13）

管内金融指標（8月（10/11）、9月（11/8）、10月（12/12））
管内経済情勢報告（10月）（10/25）
全国財務局長会議（10/25財務省・10/26金融庁）
法人企業景気予測調査（平成28年10-12月期）（12/9）

情報誌

財務省広報誌「ファイナンス」（4月、5月、6月）

財務省広報誌「ファイナンス」（7月、8月、9月）

財務省広報誌「ファイナンス」（10月、11月、12月）

会議等

平成２８年公認会計士試験・第Ⅱ回短答式（５月２９日）

平成２８年公認会計士試験・論文式（８月１９日～２１日）

平成２９年公認会計士試験・第Ⅰ回短答式（12月11日）

事業関連

H29.1

下請取引適正化推進月間（11月）
広報誌群星【5・6月号】(5/2)

イベント・式典

財
務
部

Ｈ28.第３四半期

平成28年度那覇第2地方合同庁舎自衛消防訓練(11/9～11)

年間行事
情報誌

H28.第４四半期

年間行事

項目

Ｈ28.第１四半期

イベント・式典

事業関連

平成28年度予算国営土地改良事業の地区概要公表(4/1)
沖縄周辺海域における外国漁船の集中取締実施（～7月）

年間行事

食育月間

情報誌

農
林
水
産
部

広報誌「aff」（各月）
おきなわAFFメール(各月中旬)
広報誌｢南の風｣(4月下旬)

特別展示
消費者の部屋

計

項目

H29.1

八重山農林高校施設見学会（農業農村整備事業・国営事業）（11/7）
６次産業化加工品表彰（11/25）

国営伊江地区散水式（1/18）

広報誌「aff」（各月）
おきなわAFFメール(各月中旬)

広報誌「aff」（1月）
おきなわAFFメール(1月中旬)

財務省広報誌「ファイナンス」（3月）

H29.2

H29.3
国営伊江地区管理委託締結式（3月中旬）
国営伊江農業水利事業所閉所式（3月下旬）

広報誌「aff」（各月）
おきなわAFFメール(各月中旬)

広報誌「aff」（2月）
おきなわAFFメール(2月中旬)

広報誌「aff」（3月）
おきなわAFFメール(3月中旬)

沖縄の薬用作物等に関する講演会（10/13）
農業女子による講演会（北部農林高校：10/25）
伊是名小学校出前授業（農業農村整備事業・国営事業）
伊江小学校・西小学校出前授業（農業農村整備事業・国営事業）
農業女子による講演会（南部農林高校：11/15）
農業女子による講演会（中部農林高校：12/13）

消費者の部屋特別展示スケジュールの公表

さとうきびに関するパネル展（9/13～9/16）
～おきなわの宝 さとうきびの品種と砂糖の製造等について～

統計データから見た沖縄の農林水産業（10/17～10/21)
沖縄の農産物に関するパネル展（12/6～12/9）
沖縄における農業農村整備事業（12/12～12/16）
～国営伊江農業水利事業による地下ダム等の供用開始～

平成27年 漁業・養殖業生産統計(4/26）
平成27年産 春野菜、夏秋野菜等の作付面積、収穫量及び出荷量 併
載：平成27年産 きゅうり、なす、トマト及びピーマンの年間計(4/26）
平成27年産 みかんの結果樹面積、収穫量及び出荷量(5/17）
平成27年産 花きの作付（収穫）面積及び出荷量（5/31）
平成27年産 花き（切り花類）の作付面積及び出荷量（沖縄）（5/31）
平成27年産 さとうきびの収穫面積及び収穫量
平成28年 農業構造動態調査（平成28年2月1日現在）

平成28年産 水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄概況（7月15
日現在）
平成27年 新規就農者調査
平成27年 農業物価指数（平成22年基準）
畜産統計（平成28年2月1日時点）
農業経営統計調査 平成27年産 さとうきび生産費
平成27年 農作物作付（栽培）延べ面積及び耕地利用率
平成27年産 指定野菜（秋冬野菜等）及び指定野菜に準ずる野菜の作
付面積、収穫量及び出荷量
併載：平成27年産 野菜（41品目）の作付面積、収穫量及び出荷量（年
間計）
平成27年産 パインアップルの収穫面積、収穫量及び出荷量（沖縄県）
平成28年産 水稲の8月15日現在における作柄概況
平成27年 漁業経営調査
平成28年産 麦類（子実用）の作付面積（全国）及び収穫量（都府県）
平成28年産 水稲の作付面積及びもみ殻確定期における作柄概況

平成28年 果樹及び茶栽培面積（7月15日現在）
平成28年 耕地面積（7月15日現在）
平成28年産 水稲の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）
農業経営統計調査 平成27年 個別経営の経営形態別経営統計（経営
収支）
平成28年産 ４麦の収穫量
農業経営統計調査 平成27年度 肉用牛生産費[子牛・去勢若齢肥育
牛乳用雄育成牛・乳用雄肥育牛・交雑種育成牛・交雑種肥育牛生産
費]
農業経営統計調査 平成27年度 肥育豚生産費
生産者の米殻在庫等調査（平成28年6月末）
平成27年 農業総産出額及び生産農業所得（全国）
平成27年産 水陸稲の収穫量
平成27年 農業産出額及び生産農業所得（都道府県別）

Ｈ28.第２四半期

Ｈ28.第３四半期

Ｈ28.第１四半期

食品安全行政～農場から食卓まで安全に～（2/6～2/10）

平成28年産 飼肥料作物の作付（栽培）面積
平成28年産 かんしょの作付面積及び収穫量
平成28年産 飼料作物の収穫量（牧草、青刈りとうもろこし及びソル
ゴー）
平成27年 漁業生産額
集落営農実態調査（平成29年2月1日現在）
平成28年 漁業就業動向調査
６次産業化総合調査（平成27年度）

H29.1

H29.2

H29.3

中小企業等経営強化法に関する説明会（7/19）
省エネ関連パネル展（開催予定）
２０１６年版経済産業省関係白書の説明会（9/2）

標準化と品質管理沖縄地区大会２０１６（１０月１１日）
平成２８年度伝統的工芸品産業功労者等表彰（１１月末）

沖縄管内百貨店・スーパー販売動向（2～4月分速報）

沖縄管内百貨店・スーパー販売動向（5～7月分速報）

沖縄管内百貨店・スーパー販売動向（8～10月分速報）

沖縄管内百貨店・スーパー販売動向（11月分速報）

沖縄管内百貨店・スーパー販売動向（12月分速報）

沖縄管内百貨店・スーパー販売動向（1月分速報）

沖縄総合事務局・経済産業ニュース 第78～80号

沖縄総合事務局・経済産業ニュース 第81～83号

沖縄総合事務局・経済産業ニュース 第84～86号

沖縄総合事務局・経済産業ニュース 第87号

沖縄総合事務局・経済産業ニュース 第88号

沖縄総合事務局・経済産業ニュース 第89号

イベント・式典

事業関連

Ｈ28.第３四半期

財務省広報誌「ファイナンス」（2月）

平成27年度沖縄農林水産業の情勢報告(8月)

会議等

統

経
済
産
業
部

Ｈ28.第２四半期
宮古水まつり（7/3）
石垣島ダムまつり（7/3）
夏休み地下ダム野外学習会（7/28-29）

財務省広報誌「ファイナンス」（1月）

年間行事
情報誌
会議等

項目
イベント・式典

運
輸
部

Ｈ28.第１四半期

Ｈ28.第２四半期

Ｈ28.第３四半期

平成28年度陸運及び観光関係功労者沖縄総合事務局長表彰式
（5/16）
平成28年度陸運関係功労者陸運事務所長表彰式（6/15）
若年内航船員確保推進事業「海事セミナー」(6/29）

平成28年度海事関係功労者表彰式（7/25）
一日船長任命式（7/25）
中学生海の絵画コンクール作品展示（8/8～12）
バリアフリー教室（9/18）

・運輸関係（モノレール）統計調査関係者表彰式（10/14予定）

「不正改造車を排除する運動強化月間」（6/1～6/30）

海の月間（7/1～7/31）
点検整備推進運動強化月間（9/1～10/31)
自賠責制度PR月間（9/1～9/30）
船員労働安全衛生月間（9/1～9/30）
秋の全国交通安全運動（9/21～9/30）

年末年始の輸送等に関する安全総点検(12/10～1/10）

事業関連

年間行事

情報誌
会議等

※現時点の予定であり、今後変更及び追加となることもある。

グリーン経営認証講習会（8/25～8/26）
船員災害防止大会（9/1）

H29.1

H29.2

H29.3

