
第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　「緑の基本計画」の策定及び更新に向け、市町村との意見交換等により計画策定への理解・取組を求める必要がある。

　「緑の基本計画」が未策定の市町村に対し計画策定について理解を求め、さらに策定後概ね10年を経過する市町村に対しては、計画の検証及び改定を促進す
る。

75,056ha
H23年度

(2011年度)

75,056ha
H23年度

(2011年度)

　県内各市町村と緑化について意見交換を行い、「緑の基本計画」の策定及び更新など、良好な自然環境等の保全を図る取組を促進する。

69,013ha 維持

状況説明 都市計画区域内緑地面積については、平成22年度に都市計画区域が増加したこと等から、現状地の緑地面積は基準値より増加してお
り、計画地を達成している。

都市計画区域内緑地面積 62,536ha
（H18年度(2006年度))

75,056ha
H23年度

(2011年度)

75,056ha
H23年度

(2011年度)

75,056ha
H23年度

(2011年度)

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　沖縄県広域緑地計画（改定計画）の周知等を行い、市町村へ「緑の基本計画」策
定及び更新の取組を促した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

15市町村
計画策定
市町村数

21市町村

県

　「緑の基本計画」の指針となる沖縄県広域緑地計画（改定計画）の
周知等により、県におけるみどりの目標および市町村における「緑の
基本計画」策定及び更新について共通認識が図られている。

【概ね順
調】

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容
都市計画区域内21市町村に対し、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する緑の基本計画策定並びに風致地区指定等の地域制
緑地制度の活用に向けて技術的指導、支援を行い、対象となる全市町村が計画策定、制度の活用をすることで、都市計画区域
内における緑地面積の確保を図る。

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 風致地区の指定

【担当部課】 土木建築部　都市公園課
【事業名】 市町村緑化推進支援事業

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ①公共施設等の緑化推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】

「緑の基本計画」策定に対する市町村への技術的指導・支援

風致地区指定の促進に向けた市町村への技術的指導
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・都市公園における緑化等の推進については、公園整備を行うにあたり公園用地の確保が必要となるが、用地取得や物件補償において、事業への理解が得られ
ないことや代替地が確保できない等の理由から、地権者等の同意を得るまでに長期間を要している。

・公園用地の取得に長期間を要することから、地権者等の同意が早期に得られるよう、市町村を通じて地元自治会、関係者等の協力を得ながら事業を推進する
必要がある。また、整備の効果を早期に発現させるため、部分的な供用開始も含めた効率的かつ効果的な整備に努める必要がある。

10.9㎡／人
10.9㎡／人
(29年度)

・公園整備による緑化については、引き続き公園用地取得に向け、地権者等の同意が得られるよう粘り強く交渉を続けるとともに、市町村を通じて地元自治会、関
係者等の協力を得ながら事業を推進する。また、整備の効果が早期に発現できるよう部分的な供用の可能性についても検証する。

 11.0㎡／人 11.2㎡／人

状況説明
　都市計画区域における一人当たりの都市公園面積について、環境緑化や自然の保全、緑とふれあう憩いの場所の空間創出に向けて
用地取得や園路、広場等を整備したことにより、計画値11.0㎡/人に対し、直近の実績値（29年度）は10.9㎡/人となっている。なお、平成30
年度実績は11.0㎡/人となる見込みである。

都市計画区域における一人当たりの都市公園面
積

10.6㎡／人
H22年度(2010年度）

10.8㎡／人 10.8㎡／人 10.9㎡／人

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　県営公園及び市町村営公園において、環境緑化や自然の保全、緑とふれあう
憩いの場所の空間創出に向けて用地取得や園路、広場等の整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

1,527ha
共用面積

1,594ha
(累計）

国
県

市町村

　県営公園及び市町村営公園において、環境緑化や自然の保全、緑
とふれあう憩いの場所の空間創出に向けて用地取得や園路、広場等
を整備したことにより、都市公園の供用面積が実績値1,536㏊と計画
値（1,539㏊）に若干満たなかったが計画通り順調である。

【順調】

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容 災害時の避難場所、環境緑化や自然の保全、緑とふれあう憩いの場所の創出、レクリエーション活動の場としての都市公園整備
を行う。

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 都市公園の整備

【担当部課】 土木建築部　都市公園課
【事業名】 都市公園における緑化等の推進

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ①公共施設等の緑化推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】

花と緑にあふれた都市公園や緑地の計画的な整備

風致地区指定の促進に向けた市町村への技術的指導
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・緑化活動団体から緑化技術等の支援が求められている。

・緑化活動団体へ緑化技術等の情報提供等を行う。

61件 62件

・緑化活動に関する技術書をインターネット等を通じて広く提供するほか、講習会の開催を増やすことでインターネットでは伝えにくい情報を補完し、緑化活動支援
の充実を図る。

62件 増加

状況説明 県民による緑化活動件数については、平成30年度62件と、計画値を達成した。県植樹祭等による緑化の普及啓発や緑化活動の推進によ
り、県内における緑化活動の活性化等が図られている。

県民による緑化活動件数 55件
H23年度(2011年度）

59件 59件 60件

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進するた
め、緑化施策に資する企業等の緑化活動の支援（苗木の育成方法等）を行った。
また、優良花木の増殖技術の普及を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

１０件
緑化活動
団体の育
成件数

県

県内の企業等団体が取組む緑化活動に対して、環境と目的に応じた
植栽樹種の情報提供、「クメノサクラ」等の優良花木の増殖技術等の
普及を10件行い、団体の育成に取組んだ。計画のとおり取り組むこと
ができたことから順調とした。

【順調】

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容 「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進するため、緑化施策に資する企業等の緑化活動の支援
を行う。また、優良花木の増殖技術の普及を行う。

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 美ら島づくり行動計画推進事業(団体支援等)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ①公共施設等の緑化推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】

企業等の緑化活動の支援、優良花木等の増殖技術の普及
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【内部要因】
　利用者の安全を確保するため、老朽化した施設の改修等について検討する必要がある。
【外部要因】
　やんばる地域の世界自然遺産登録に向けた取り組みが進行しており、林業体験や森林環境教育分野での体験プログラムの実施が求められている。

・老朽化した施設の改修等を行う必要がある。
・自然との触れ合いを通して森林･林業の役割を正しく理解させる体験プログラムを実施する必要がある。

－ －

・老朽化した施設の改修等について、長寿命化計画に基づき一部実施する。
・自然との触れ合いを通して森林･林業の役割を正しく理解させる体験プログラムを実施する。

－ －

状況説明 －

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　県民の森公園内で修繕が必要な箇所について工事を実施し、利用者の安
全確保を目指した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

　県民の森公園内で修繕が必要な箇所について、工事を実施
し、利用者の安全確保につながった。取組の進捗は順調であ
る。

【順調】

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-
イ

取組の内容 県民の森公園内の緑化等の施設整備及び維持管理を行う。

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】農林水産部　森林管理課
【事業名】 県民の森管理事業

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ①公共施設等の緑化推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】

県民の森の施設整備、維持管理、利用促進
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・平和創造の森公園は供用開始してから20年が経ち、施設の随所に老朽化・劣化が見られる。
・H31年12月に全国育樹祭が開催されることから、関連イベントを含め、公園の利用頻度が増えることが予想される。

・公園利用者に安心し快適に過ごせるよう、引き続き、老朽化・劣化が見られる施設の維持・修繕を行うことが必要である。

－ －

・老朽化・劣化が見られる施設の維持・修繕を行う。ベンチ、遊具の修繕更新を予定している。

－ －

状況説明 －

- － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

公園施設において老朽化・劣化が見られるため維持・修繕を行った。また、
H31年度に行われる全国育樹祭の開催に先立ち必要な修繕（外灯の撤去・
転落防護柵の更新等）及び駐車場の整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

公園の修繕により園内の安全が確保された。
また、全国育樹祭の開催に先立ち必要な修繕及び駐車場の整
備を行うことで、式典の開催に支障のないよう準備することがで
きた。

【順調】

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-
イ

取組の内容 多くの人々が緑に親しみ自然とふれあえる憩いの場、県民の健康増進及び自然学習の場として、利用者が潤いと安らぎを
体感できる緑地空間の形成を図るため、平和創造の森公園内の緑化等の施設整備及び維持管理を行う。

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 平和創造の森公園管理事業

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ①公共施設等の緑化推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】

平和創造の森公園の施設整備、維持管理、利用促進
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・デイゴヒメコバチの天敵昆虫については、国内での活用実績がなく、野外放飼試験についても初めてであるため、実用化を図るためには、知見を集積して
いく必要がある。
・デイゴヒメコバチに対する天敵昆虫について、平成29年度に野外放飼試験を開始しており、防除効果や周辺環境の影響に関する十分な評価を得るため
に、引き続き、調査が必要である。
・病害虫の発生状況は気象条件等による年次変動があり、平成30年度は毒ガ等の発生が少なかったため、毒ガ等の防除効果の確認については、一部、薬
剤による効果判断が十分できなかった。

・デイゴヒメコバチの天敵昆虫やその周辺環境の影響について継続してモニタリングを行う必要がある。
・毒ガ等の防除については、継続して観察することで防除効果を検証する必要がある。
・デイゴヒメコバチの天敵昆虫や毒ガ等ともに、外部有識者の意見を踏まえ事業実施に反映するとともに、調査研究については委託業者のほか必要に応じ
て再委託を行うことで、効率的・効果的に事業を実施する必要がある。

－ －

・デイゴヒメコバチの天敵昆虫については、効果確認や周辺環境への影響の有無を引き続き調査する。また、外部有識者の意見を踏まえ進捗を勘案し必要
な増殖を行う。
・毒ガ等については、引き続き発生状況及び防除効果確認試験を行い、薬剤等の検討を行う。

－ －

状況説明 －

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　防除対策に対する補助を19件実施したほか、緑化木の保全に必要な５病
害虫の防除技術の調査研究を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

　平成30年度は、デイゴの防除対策として19市町村に対する補
助事業を実施し、デイゴ902本の防除を行った。
　新たな防除対策の確立に向けた調査・試験の実施として、薬
剤の効果判定、試験に必要な供試虫の増殖やモニタリングを
行った。
　また、外部有識者委員会を開催し、専門的知見を有する委員
の提言を踏まえ、事業の推進に反映した。

【順調】

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 1-(1)-イ

取組の内容 花と緑あふれる県土を形成し、沿道や住環境の快適空間形成、観光産業の振興や地域の活性化及び緑化の推進に寄与するた
め、熱帯・亜熱帯性の緑化木を病害虫の被害から保全する。

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事 業 名】 環境配慮型による緑化木保全対策事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①公共施設等の緑化推進 施策 ①自然保護地域の指定等

【基本施策】

環境に配慮した病害虫防除技術の調査研究及び防除対策の実施

等
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 道路の緑化

【担当部課】 土木建築部　道路管理課
【事業名】 沖縄フラワークリエイション事業

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ②道路緑化の推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容 亜熱帯性気候の特性を生かした魅力ある花や緑であふれる県土を形成するため、観光地アクセス道路の重点緑化を行い、沖
縄らしい風景づくりを推進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　国際通りや首里城等の観光地へアクセスする41路線（80km）について、緑化
（草花等）・重点管理を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

７０ｋｍ
道路緑
化・重点
管理延長

８０ｋｍ
(累計)

県

　計画72.5kmに対し、実績80kmとなっており、順調に進捗している。
国際通りや首里城等の観光地へアクセスする41路線（80km）につ
いて、緑化（草花等）・重点管理を実施したことにより、観光地沖縄と
してのイメージアップと温暖化防止に寄与することができた。

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明 　国際通りや首里城等の観光地へアクセスする41路線（80km）について、緑化（草花等）・重点管理を実施し,目標を達成した。

道路緑化・重点管理延長
0km

（H23年(2011
年)）

50.0km 60.0km 70.0km

・沖縄観光のイメージアップのため、観光地までの主要アクセス道路について、年間を通して花と緑のある良好な道路空間を創出し、道路景観の向上と維持さ
せる取り組みが求められている。

・年間を通して花や道路植栽を良好に保つためには、気候や周辺環境に応じた花木や草花を選定し、適切な育成点検や灌水を行うことが必要である。

・メリハリある植栽・維持管理を行い、かつ効果が持続的で、良好な沿道景観の維持・向上に努める必要がある。

70.0km 80.0km

・定期的なパトロール等により生育・開花の状況を継続的に確認し、植栽箇所の環境条件に応じた適切な花木や草花を各季節で開花できるように選定や管理
方法、育成点検、灌水手法について検証し、各土木事務所や造園業者と連携して改善策を検討しながら、品質確保と向上を図る。

・道路ボランティア団体への支援・普及啓発により、住民と行政の協働による「美しい道路環境づくり」を推進する。

72.5km 80.0km

観光地アクセス道路の緑化・重点管理
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 道路の緑化

【担当部課】 土木建築部　道路管理課
【事業名】 主要道路における沿道空間の緑化事業

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ②道路緑化の推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容 亜熱帯性気候の特性を生かした魅力ある花や緑であふれる県土を形成するため、主要道路の重点緑化を行い、沖縄らしい風
景づくりを推進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　主要道路（補助国道・主要地方道のうち交通量が多い区間）285kmについて、
沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を通年実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

280ｋｍ
道路緑
化・育成
管理延長

300ｋｍ
(累計)

県

　主要道路（補助国道・主要地方道のうち交通量が多い区間）
285kmについて、沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪
定等を実施した。

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明 主要道路（補助国道・主要地方道のうち交通量が多い区間）285kmについて、沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を
通年実施し、順調に進捗している。

主要道路における緑化延長
0km

（H23年(2011
年)）

280km 280km 280km

・主要道路における沿道空間の緑化事業については、沿道環境に配慮した道路空間の創出のため、年４回程度の除草作業が必要であり、路線の状況に合わ
せて除草回数を増やしたり、雑草の刈払い後に除草剤を散布するなど、効率的・効果的な植栽管理が必要である。
・街路樹の剪定について、道路利用者の安全性確保を優先し、交差点部などの必要最小限しか行えず、適正管理の観点からは改善すべき点が多い。

道路植栽の管理については、「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づき、雑草の刈払い後に除草剤を使用するなど、効率的・効果的な管理を行ってお
り、今後も、当該ガイドラインに準じた作業を周知・徹底し、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る必要がある。
・街路樹の剪定については、路線状況に応じて優先順位をつけるなど、街路樹の管理の改善に取り組む必要がある。
・道路ボランティアとの協働による美化にも取り組んでおり、継続してボランティアの支援強化と普及啓発にも努めていく必要がある。

280km 285km

・当該ガイドラインに基づいた管理を継続し、実証試験区のモニタリングするとともに、新たな雑草防除及び景観形成に有用な植物の導入試験の実施等によ
り、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る。
・路線ごとの課題を整理したうえで優先順位をつけて街路樹の剪定を行う。
・道路ボランティアの普及啓発に向けて、民間を活用した他府県の先進事例の調査や、県内の優良事例の学習会を行う。

285km 300km

亜熱帯性気候を活かした道路管理・街路樹の育成管理
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 涼しい歩行空間の創出

【担当部課】 土木建築部　道路管理課
【事業名】 道路緑化における沖縄らしい風景の創出

歩いて暮らせる環境づくりの推
進

【施策展開】 ②道路緑化の推進 施策 ①安全で快適な生活環境の創出

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（７）-イ

取組の内容 亜熱帯性気候の特性を生かした魅力ある花や緑であふれる県土を形成するため、主要道路の重点緑化を行い、沖縄らしい風
景づくりを推進するとともに、温暖化防止に寄与する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

主要道路を除く主要地方道・一般県道のうち、交通量が多い区間355kmについ
て、沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

340ｋｍ
道路緑
化・重点
管理

400ｋｍ
(累計)

県

道路緑化・育成管理を延長距離で355km行い、計画値どおり順調に
取り組むことができた。雑草の刈払いに加え、除草剤を使用して効
率的・効果的な雑草対策に取り組むことで、道路植栽の適正管理
が行えた

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明 主要道路を除く主要地方道・一般県道のうち、交通量が多い区間355kmについて、沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定
等を通年実施した。

道路緑化・育成管理延長
0km

（H23年(2011
年)）

340km 340km 340km

・主要道路における沿道空間の緑化事業については、沿道環境に配慮した道路空間の創出のため、年４回程度の除草作業が必要であり、路線の状況に合わ
せて除草回数を増やしたり、雑草の刈払い後に除草剤を散布するなど、効率的・効果的な植栽管理が必要である。
・街路樹の剪定について、道路利用者の安全性確保を優先し、交差点部などの必要最小限しか行えず、適正管理の観点からは改善すべき点が多い。

・道路植栽の管理については、「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づき、雑草の刈払い後に除草剤を使用するなど、効率的・効果的な管理を行って
おり、今後も、当該ガイドラインに準じた作業を周知・徹底し、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る必要がある。
・街路樹の剪定については、路線状況に応じて優先順位をつけるなど、街路樹の管理の改善に取り組む必要がある。
・道路ボランティアとの協働による美化にも取り組んでおり、継続してボランティアの支援強化と普及啓発にも努めていく必要がある。

340km 355km

・当該ガイドラインに基づいた管理を継続し、実証試験区のモニタリングするとともに、新たな雑草防除及び景観形成に有用な植物の導入試験の実施等によ
り、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る。
・路線ごとの課題を整理したうえで優先順位をつけて街路樹の剪定を行う。
・道路ボランティアの普及啓発に向けて、民間を活用した他府県の先進事例の調査や、県内の優良事例の学習会を行う。

355km 400km

亜熱帯性気候を活かした道路植栽・街路樹の育成管理
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

主要道路における沿道空間の緑化事業については、沿道環境に配慮した道路空間の創出のため、年４回程度の除草作業が必要であり、路線の状況に合わ
せて除草回数を増やしたり、雑草の刈払い後に除草剤を散布するなど、効率的・効果的な植栽管理が必要である。
・街路樹の剪定について、道路利用者の安全性確保を優先し、交差点部などの必要最小限しか行えず、適正管理の観点からは改善すべき点が多い。

・道路植栽の管理については、「沖縄県沿道景観向上技術ガイドライン」に基づき、雑草の刈払い後に除草剤を使用するなど、効率的・効果的な管理を行って
おり、今後も、当該ガイドラインに準じた作業を周知・徹底し、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る必要がある。
・街路樹の剪定については、路線状況に応じて優先順位をつけるなど、街路樹の管理の改善に取り組む必要がある。
・道路ボランティアとの協働による美化にも取り組んでおり、継続してボランティアの支援強化と普及啓発にも努めていく必要がある。

3.4回／
年

3.4回／
年

・当該ガイドラインに基づいた管理を継続し、実証試験区のモニタリングするとともに、新たな雑草防除及び景観形成に有用な植物の導入試験の実施等によ
り、長期間良好な沿道景観の維持、除草回数の軽減を図る。
・路線ごとの課題を整理したうえで優先順位をつけて街路樹の剪定を行う。
・道路ボランティアの普及啓発に向けて、民間を活用した他府県の先進事例の調査や、県内の優良事例の学習会を行う。

3.4回／
年

3.4回／年

状況説明 沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を通年実施した。

植栽管理頻度（街路樹の植栽・適正管理）
2.0回／年
（H23年(2011

年)）
2.0回／年 2.5回／年

3.4回／
年

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　沿道空間における除草や道路植栽・街路樹の剪定等を平均3.4回実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

3.4回/年
植栽管理
頻度

県

道路緑化・育成管理を3.4回/年の頻度で行ったことから、取組の進
捗状況は順調となった。雑草の刈払いに加え、除草剤を使用して効
率的・効果的な雑草対策に取り組んだことで、道路植栽の適正管理
が行えた。

【順調】

取組の内容 誰もが快適に暮らせる質の高い生活環境を実現するため、街路樹の植栽及び適正管理を推進し、沖縄らしさを感じることが
出来る空間や涼しい歩行空間を創出する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

歩いて暮らせる環境づくりの推
進

【施策展開】 ②道路緑化の推進 施策 ①安全で快適な生活環境の創出

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（７）-イ

【主な取組】 涼しい歩行空間の創出

【担当部課】 土木建築部　道路管理課
【事業名】 街路樹の植栽・適正管理

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

街路樹の植栽・適正管理
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 -

・事業終盤になるにつれ用地難航案件が顕在化し、事業の計画的な執行を妨げている。

・事業完了が遅れた場合でも、事業の早期効果発現に向けて何らかの対応策を検討する必要がある。

・事業完了に至らない場合でも、部分的な開通等により、事業の早期効果発現を図る。

-

H30

- - - - - - - -

(年度) H26 H27 H28 H29 H30
成果指標名

R3年度末
(2022年度

末）の目標値

県

　真地久茂地線外１線（用地補償等）、汀良翁長線（用地補償等）、那覇内環状
線（橋梁工事等）等の整備を行った。

１区間供用 １区間供用 ３区間供用 ２区間供用
進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　胡屋泡瀬線や真地久茂地線等の４車線道路については、用地買
収が着実に進展している。
　その他路線の整備については、用地買収の難航により、目標を
達成していないが、計画路線の進捗率が99％であり、予算の大部
分を占める４車線道路の整備は着実に進んでいるため、順調とし
た。取組完了後の効果として、安全でゆとりある道路空間の創出に
寄与する。

(2021) (2022)

基準値 実績値 計画値

取組の内容 安全で快適なゆとらる道路空間を創出するとともに、交通渋滞を緩和し、物流・交通流の円滑化を図るために、４車線拡
幅、歩道の設置、緑陰の形成、無電柱化等を行う街路事業を推進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

歩いて暮らせる環境づくりの推
進

【施策展開】 ②道路緑化の推進 施策 ①安全で快適な生活環境の創出

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（７）-イ

【主な取組】 涼しい歩行空間の創出

【担当部課】 土木建築部　道路街路課
【事業名】 街路整備事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

その他路線の整備

胡屋泡瀬線、真地久茂地線外1線、汀良翁長線、

豊見城中央線外1線、マクラム通り線の整備
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 美ら島づくり行動計画推進事業(団体支援等)

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 美ら島づくり行動計画推進事業(団体支援等)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ③身近(学校、公共施設、住宅、民間施設）な緑化の推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容 「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進するため、緑化施策に資する企業等の緑化活動の支
援を行う。また、優良花木の増殖技術の普及を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

 「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進するた
め、緑化施策に資する企業等の緑化活動の支援（苗木の育成方法等）を行った。
また、優良花木の増殖技術の普及を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

１０件
緑化活動
団体の育
成件数

県

県内の企業等団体が取組む緑化活動に対して、環境と目的に応じた
植栽樹種の情報提供、「クメノサクラ」等の優良花木の増殖技術等の
普及を10件行い、団体の育成に取組んだ。計画のとおり取り組むこと
ができたことから順調とした。

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明 県民による緑化活動件数については、平成30年度62件と、計画値を達成した。県植樹祭等による緑化の普及啓発や緑化活動の推進に
より、県内における緑化活動の活性化等が図られている。

県民による緑化活動件数
55件

（H23年度(2011年
度)）

59件 59件 60件

・緑化活動団体から緑化技術等の支援が求められている。

・緑化活動団体へ緑化技術等の情報提供等を行う。

61件 62件

・緑化活動に関する技術書をインターネット等を通じて広く提供するほか、講習会の開催を増やすことでインターネットでは伝えにくい情報を補完し、緑化活動支
援の充実を図る。

62件 増加

企業等の緑化活動支援、優良花木等の増殖技術の普及
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・緑化を推進するための部局横断的な取組みが十分でない。
・開発や都市化の進展に伴い、都市周辺や郊外において、緑化活動に供せられる土地を見つけることが難しくなっている。
・企業との協働による花の名所づくりにおいて、緑化活動に積極的に取り組む企業等が少ない。

・更なる緑化の推進を目指し、行政主導型から民間主導型の緑化活動への転換を図るとともに、経済効果や地域振興へ繋がる取組みを検討・推進し、緑化活動
の気運を高めていく。

61件 62件

・緑化活動は長期的な取組みを実施する必要があるため、引き続き、「沖縄県全島緑化県民運動推進会議」を開催し、県庁内部において緑化活動に対する認識
を深め、横断的な取組につながるよう努めていく。さらに、企業、学校、地域住民が行う緑化活動への支援を行い、緑化活動への普及啓発により緑化に対する関
心を高めていく。また、CO2吸収量認証制度の運用により、企業等による緑化活動の更なる参加を促していく。

62件 増加

状況説明 県民による緑化活動件数については、平成30年度62件と、計画値を達成した。県植樹祭等による緑化の普及啓発や緑化活動の推進に
より、県内における緑化活動の活性化等が図られている。

県民による緑化活動件数
55件

（H23年度(2011年
度)）

59件 59件 60件

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

「『一島一森』で花と緑の美ら島づくり」をスローガンに、行政主導から県民を巻き
込んだ各種緑化活動支援を実施した。県民主体の継続的な緑化活動を支援する
ため、県土緑化への積極的な参加及び緑化活動を促進した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

市町村
等

「沖縄県全島緑化県民運動推進会議」を開催し、県の緑化事業を総
合的・横断的に推進するとともに、花のゆりかご事業等による学校・
地域住民等が行う緑化活動の支援により県民一体となった緑化活動
が各地で実施された。全島緑・花・香いっぱい運動（94件）も前年度よ
り増加するなど、順調に取り組むことができた。

【順調】

取組の内容 緑化事業を県民一体となって推進するため、「沖縄県全島緑化県民運動推進会議」の開催や、企業等と協働で積極的に緑化活
動を実施して、緑化活動を普及啓発し、民間への浸透を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ③身近(学校、公共施設、住宅、民間施設）な緑化の推進 施策 ①県民一体となった全島緑化の推進

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

【主な取組】 全島みどりと花いっぱい運動事業

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 全島みどりと花いっぱい運動事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

行政、団体、企業等による緑化活動の支援
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・県土緑化の重要性を普及啓発するための重要なイベントであることから、今後も継続して開催していくために、次代を担う児童・生徒が積極的に参加するよう教
育機関と連携した情報発信を図る。
・全国育樹祭開催の機運が高まっている中で、植樹祭や緑の少年団の育成指導など、全国育樹祭の行事と関われることについては関連イベントとして取り組ん
でいくことにより、県民へ緑化の重要性を普及啓発することにつながる。

・時代を担う児童・生徒が積極的に緑化のイベント等に参加するように事前の広報を強化する必要がある。平成31年度に全国育樹祭が開催を控えており、各種
関連行事もクローズアップされている。全国育樹祭の式典における緑の少年団の果たす役割も大きいことから、この機会に緑の少年団について県民への周知を
図るとともに、多くの緑の少年団員が学ぶ機会を得られるよう緑の少年団体験学習交流会における参加数の増大を図る。

61件 62件

　イベントやコンクール開催などの周知や実施について、視覚的に訴える情報発信を行うことや、若い世代、児童・生徒等の心を引きつけるようなイベント内容を
企画するなど、ターゲットを絞った計画、実施をする、また緑化の関係団体と連携を図ることにより参加者の増大を図る。

62件 増加

状況説明

県民による緑化活動件数
55件

（H23年度(2011年
度)）

59件 59件 60件

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　緑化の普及啓発を図るため、県植樹祭において、参加者全員による植樹作業
や、緑の少年団の大会決議を行った。全島緑化県民運動ポスター原画コンクール
や山の日イベント等を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果県

　宜野座村において、地元住民等が参加した植樹祭を開催した。他
に、緑化の各種コンクール、緑の少年団の育成・指導を行い、順調に
取組を推進した。
　地域、教育現場に対して緑化の普及啓発がなされ、県民の緑化へ
の関心が醸成された。

【順調】

取組の内容 緑豊かな住みよい環境づくりのため、沖縄県植樹祭、県学校緑化コンクール及び緑の少年団の育成・支援等により緑化推進運
動を展開する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ③身近(学校、公共施設、住宅、民間施設）な緑化の推進 施策 ①県民一体となった全島緑化の推進

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

【主な取組】 緑化推進費

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 緑化推進費

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

植樹祭、緑化コンクールの開催
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水辺環境の再生

【担当部課】 土木建築部　河川課
【事業名】 自然環境に配慮した河川の整備

自然環境の再生

【施策展開】 ④水辺空間の保全と創造 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（１）-ウ

取組の内容 護岸に自然石を使用する等、環境・景観に配慮した多自然川づくりにより、河川の水辺環境の保全・再生を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　平成30年度までの整備延長は目標６．４ｋｍに対し５．７ｋｍと８９．１％の達成率
であった。国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づ
くりにむけた用地補償及び護岸工事等を行った。

１河川
水辺環境の
再生に取り
組む河川数

１河川
(累計)

進捗状況

５．４km
整備延長

約９．４ｋ
ｍ
(累計)

県 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づく
りにむけた用地補償及び護岸工事等を行い、整備延長（累計）は５．７kmと
なっている。
　また、奥川で水辺環境の再生に取り組み、平成２９年度に整備完了して
いる。このような河川整備により、河川環境・景観の創出、及び住民の河川
に対する美化意識及び地域イメージの向上が見込まれ、取り組みは順調
である。

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

67.6% 67.8% 68.1% 増加自然環境に配慮した河川整備の割合
63.2％

（H23年度(2011年
度)）

64.7% 65.7% 67.5%

○河川整備は、事業効果をあげるには多大な期間を要するため、引き続き地元住民の事業に対する理解と協力を得る必要がある。

○河川整備だけで、河川環境が再生され、回遊性生物等の復元を図れるものではないため、農業事業等と連携した流域全体を含めた取組が必要である。

○長期間に及ぶ河川整備に対する地元住民の理解と協力を得るため、引き続き事業説明会やワークショップを開催する。

○河川水質の維持・改善や河川近隣の整備等について、農林・海岸・港湾・砂防事業者等、関係機関と引き続き連携をとりながら事業を進める。

状況説明 　河川の水辺環境の保全・再生に向けて、19河川において河川の護岸工事等を行った結果、自然環境に配慮した河川整備の割合は
67.8％となり、目標値を0.3ポイント下回った。引き続き事業の推進をはかり、目標値の達成を目指す。

○河川整備は、用地取得において、地権者の合意に長時間を要する等といった多くの困難が伴うとともに、下流側から整備するという事業の特殊性から、事業
効果をあげるには多大な期間を要する。

○河川環境を再生し、回遊性生物等を復元するためには、流域全体で環境を再生する必要がある。

治水対策としての多自然川づくり

河川の水辺環境の再生（リュウキュウアユの復元等）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水辺環境の再生

【担当部課】 土木建築部　海岸防災課
【事業名】 自然環境に配慮した海岸の整備

自然環境の再生

【施策展開】 ④水辺空間の保全と創造 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（１）-ウ

取組の内容 沖縄らしい豊かな自然環境を取り戻すため、養浜による砂浜の創出、植栽による海浜緑地の創出等、自然環境に配慮した海岸
の整備を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

金武町の金武湾港海岸（ギンバル地区）（基礎部L=760m）において、自然石石積
み護岸の整備等により、自然環境に配慮した整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

約2.0ｋｍ
整備延長

約2.8ｋｍ
(累計)

県

【順調】

平成30年度までに、計画整備延長約2.0kmに対し、約2.0kmの整備を
実施していることから、順調とした。
その結果、海岸背後地に緑陰の創出が図られる等、自然環境に配
慮した海岸の整備が行われた。

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

1,976ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ 2,830ｍ自然環境に配慮した海岸整備の延長
600ｍ

（H23年度(2011年
度)）

1,621ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ

・海岸事業においては、自然豊かな海岸を有する地域で事業を実施する際の事前環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整結果から、必要とされる
対策を実施する。

状況説明
海岸事業において、砂浜や海浜緑地の整備などに取り組んだ結果、自然環境に配慮した海岸整備の延長は、基準値600m（平成23年
度）に対し改善幅1,376m、現状値は1,976m（平成29年度からの進捗は無し）となり、平成30年度の計画値1,976mを達成した。

・自然豊かな海岸を有する地域においては、事業を実施する海岸でそれぞれ異なる特性を持った環境及び周辺に生息する生物へ配慮した計画策定が必要で
あり、さらに地域のニーズに合った海岸整備が求められる。

・自然豊かな海岸を有する地域において、事業を計画する際に、事前の環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整を適宜実施し、その結果から必要
な対策を引き続き検討する必要がある。

海岸の水辺環境の再生（砂浜や海浜緑地などの創出）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・自然環境再生事業の推進にあたり、県において地域主導で実施できる仕組みを整備し、関係者間で情報共有できるようネットワーク形成を図る。

状況説明
　自然環境再生の活動地域数については、h30計画値を達成した。平成26年度に策定した沖縄県自然環境再生指針に基づき、関係行
政機関や地元住民の意見を取り入れながら、東村慶佐次川で自然環境再生モデル事業を実施しており、再生事業を推進するに当たっ
ての課題等を抽出している。

・自然環境再生事業の推進にあたり、地域主導で実施する場合に実施体制や技術等に課題があるため、県において支援する仕組みを整備する必要がある。
・自然環境再生事業の推進にあたっては、地域において関係行政機関、関係団体、地域住民等の幅広い主体が協働して推進していく必要がある。

・自然環境再生事業の推進にあたり、県において地域主導で実施できる仕組みを整備し、関係者間で情報共有できるようネットワーク形成を図る必要がある。

5地域 5地域 5地域 6地域自然環境再生の活動地域数
3地域

（H24年度（2012年
度))

3地域 3地域 4地域

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　東村慶佐次川にて生物生息域や自然環境の再生の取組を行うとともに、地元の
理解を深めるための意識啓発活動を実施した。また、モデル事業を通して、自然
環境再生事業を全県的に展開する上でのノウハウ、課題を抽出するとともに、モ
デル事業から得られたノウハウ等の集積集を作成し市町村、活動団体向けの勉
強会を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

５地域
活動地域
数

６地域

県

【順調】

　事業推進にあたっては、慶佐次川自然環境再生事業全体構想に基
づき、地域住民、関係者と協議を行いながら、生物生息域や自然環
境の再生に取り組めた。それにより、自然環境再生事業を全県的に
推進する上でのノウハウ、課題等の整理を行うことができた。また、ノ
ウハウ等の集積集作成や勉強会開催はアンケート結果から再生事
業の推進に寄与したと考える。

取組の内容 失われた沖縄らしい自然環境の再生及び保全を図るため、自然環境再生指針及び環境経済評価を踏まえた費用便益計測指針を
策定し、自然環境再生事業を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

自然環境の再生

【施策展開】 ④水辺空間の保全と創造 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（１）-ウ

【主な取組】 失われた自然環境の再生

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 自然環境の保全・再生

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

自然再生の推進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

34団体 36団体

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】

沖縄らしい風景づくり促進事業(景観行政団体への移
行促進）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ①良好な景観創出のための仕組みづくり

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 市町村の景観行政団体への移行

 県内景観行政団体数は、平成30年度の計画値34団体に対して実績
値34団体と順調に進んでいる。
　現在、渡嘉敷村、粟国村において景観行政団体への移行に向けた
取組が進んでおり、景観行政団体が増えることにより、各地域に適し
た景観施策が実施されることとなる。

【順調】

取組の内容 市町村の景観行政団体への移行を促進し、市町村と地域が風景・まちなみ景観の方向性を共有する場の設定やそのプロセスな
ど、地域資源を活用した景観計画や行動計画等詳細計画の策定を促進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

32団体
景観行政
団体数(累
計)

38団体 41団体

県

(2021) (2022)

 市町村の景観行政団体移行に向けての助言等を９団体（座間味村、渡嘉敷村、
東村、金武町、嘉手納町、南風原町、南大東村、粟国村、多良間村）に対して行
い、南風原町、座間味村と移行協議を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明 　県内景観行政団体数は、平成30年度の計画値34団体に対して実績値34団体と順調に進んでいる。

市町村景観行政団体数 21団体
(H23年度(2011年度))

29団体 31団体 32団体

(内部要因)
・予算や人員が限られた町村では、景観行政団体の意向に向けた取組みに時間を要する場合がある。
(外部要因)
・近年、やんばる地域（国頭村、大宜味村及び東村）や慶良間諸島（座間味村及び渡嘉敷村）の国立公園指定等の効果により、市町村の景観に対する意識が
高まっている。

・取組は順調に進捗しているが、更なる向上に向けて、市町村との連携体制の強化及び市町村職員の景観に対する知識習得を目的とした景観行政コーディ
ネーター研修や景観行政連絡会議等を引き続き開催する必要がある。

32団体 34団体

・各地域が有する自然、歴史、風土等を生かした沖縄らしい良好な景観の形成に向けて市町村や地域住民が方向性を共有し、主体的に参画できる仕組みの
構築のため、市町村の景観行政団体への移行に係る法的な手続きや、良好な地域景観の形成について助言等を行うことで、市町村における景観基礎調査等
の取組を促進し、景観行政団体への移行の支援を行う必要がある。
・景観行政団体移行を促進するため、市町村の課題等を把握する。

34団体 41団体

景観行政団体移行促進、景観計画策定支援
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
　景観計画については、平成３０年度の計画値３２市町村に対して実績値３０市町村、景観地区については、計画値９地区に対して実績
値８地区と順調に進んでいる。

(内部要因)
・景観計画策定及び景観地区指定に向けて、地域住民との合意形成を図る市町村へ的確な助言・支援を行う必要がある。
(外部要因)
・景観計画は市町村主導により策定可能だが、景観地区の指定にあたっては地域住民との合意形成が必要なため、市町村は地域住民の景観への関心を高
める必要がある。

・市町村が地域住民を対象とした講演会や勉強会等を開催する際に風景づくりアドバイザーを派遣するなど支援に努め、地域住民の景観への関心を高めるこ
とで景観地区の指定等に向けた合意形成が円滑に図れるよう取り組んでいく必要がある。

・市町村との連携強化を図るため意見交換を密に行い、市町村の景観まちづくりに関する取組み（地域住民を対象とした講演会や勉強会等）に県内外の風景
づくりアドバイザーを派遣する等、景観地区の指定等に向けて市町村へ助言・支援を行う。

41市町村

景観地区数(累計) 3地区
(H23年度(2011年度))

3地区 5地区 5地区 8地区 8地区 9地区 24地区

29市町村 30市町村 32市町村

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
景観計画数(累計)

10市町村
（H23年度(2011年

度))
21市町村 26市町村 27市町村

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　市町村の景観計画策定に向けての助言等を12市町村（未策定）に対して行い、
景観地区指定に向けての助言等を１市１町２村（浦添市、竹富町、北大東村、座
間味村）に対して行った。また、準景観地区の指定を円滑に進めるための事務処
理要領を策定した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　景観計画については、平成３０年度の計画値３２市町村に対して実
績値３０市町村、景観地区については、計画値９地区に対して実績値
８地区と順調に進んでいる。
　各地域で景観計画が策定されることにより、地域に適した景観施策
が実施される。また、景観地区等に指定されることにより、統一され
た良好な景観が形成される。

R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
29市町村
景観計画
（累計）

7地区
景観地区
（累計）

32市町村

9地区

35市町村

14地区

38市町村

19地区

41市町村

24地区 県

取組の内容 市町村と地域が風景・まちなみ景観の方向性を共有する場の設定やそのプロセスなど、地域資源を活用した景観計画や行動計
画等詳細計画の策定を促進し、景観地区指定に向けての支援を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ①良好な景観創出のための仕組みづくり

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 市町村の景観計画等策定支援

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】

沖縄らしい風景づくり促進事業(景観計画策定及び景
観地区指定の支援）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

景観計画・景観向上行動計画の策定支援

景観地区指定の支援
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
　景観アセスメント数（H29年度以降は景観評価システム適用）について、平成30年度の計画値50件に対して実績値45件と順調に進ん
でる。

(内部要因)
・景観評価システムの対象となる事業について、なるべく早い段階から事業課と連携し、円滑な事業執行を図る必要がある。
(外部要因)
・県内には景観設計の十分な経験及び技術力をもつコンサルタントが少なく、景観評価システムを円滑に運用するには、県内技術者の育成が不可欠である。

・景観評価システムの円滑な運用に向けて、景観設計等に精通した技術者の育成が不可欠である。

・景観評価システムの円滑な運用に向けて、景観検討の前年度から事業課との連携強化を図る。
・実務を通じて県事業担当者や県内コンサルタントの技術力向上を図るため、引き続き、有識者を交えた景観アドバイス会議（各事業×２回程度）等を開催す
る。

80件37件 45件 50件

成果指標名 基準値 実績値 計画値

景観アセスメント数
0件

（H23年度(2011年
度))

11件 21件 28件

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　　「沖縄県景観検討の基本方針（H29本格運用版）」に基づき、道路２事業、河川
１事業、公共建築２事業、港湾１事業、海岸１事業及び公園１事業（計８事業）を
対象に景観アセスメントとして景観評価システムの本格運用を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　景観アセスメント数（H29年度以降は景観評価システム適用）につ
いて、平成30年度の計画値50件に対して実績値45件と順調に進んで
る。
　沖縄県独自の景観評価システムを本格運用することで、公共事業
において景観の配慮がなされ、質の高い公共空間が創出される。

R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
40件
景観アセス
数（累計）

50件 60件 70件 80件

県

取組の内容 　良質な公共空間の創出を目的として、景観アセスメントや社会実験、実証実験、アンケート等により、良好な景観形成によ
る効果を検証するとともに、沖縄らしい風景づくりに適正に反映する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ①良好な景観創出のための仕組みづくり

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 景観評価システムの構築

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】

沖縄らしい風景づくり促進事業(景観アセスメント構
築、実施）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

景観アセスメント構築、実施
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 　講習修了数は、平成30年度の計画値300人（延べ人数）に対して実績値718人（延べ人数）と計画どおり進んでいる。

(内部要因)
・地域人材育成の円滑な実施にあたっては、地元市町村との連携が必要不可欠である。
(外部要因)
・多くの地域住民は、風景・まちなみづくりへの関心が高くないとの市町村からの意見もあり、地域景観協議会の設立には至っておらず、風景づくりに係る人材
育成後、育成された人材が活動できる体制が整備できていない。

・地元市町村と連携の上、地域住民の景観への関心を高める必要がある。

・地域住民の景観への関心を高めるため、地元市町村と連携を図りながら各地区でワークショップ等を開催し、地域景観協議会設立に向け引き続き取り組んで
いく。

毎年300人457人 718人 300人

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
講習修了数 － 887人 567人 415人

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　平成24年度に策定した「沖縄の風景づくりに係る人材育成計画」に基づき、県内
６地区（首里金城地区、壺屋地区、浜比嘉地区、字豊見城地区、座間味地区、竹
富島地区）において風景づくりサポーター及び地域景観リーダー育成のための講
習会等を開催した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　講習修了数は、平成30年度の計画値300人（延べ人数）に対して実
績値718人（延べ人数）と計画どおり進んでいる。
　風景づくりに係る人材育成が実施されることにより、良好な景観形
成に必要な人材が育成され、沖縄らしい風景づくりに寄与する。

R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
300人
講習修了
数

県

取組の内容 　良質な景観創出のための仕組みづくりを目的として、風景・まちなみの再生を先導する地域に根ざした風景づくりリーダー
等を育成する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ①良好な景観創出のための仕組みづくり

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 風景づくりリーダー育成とモノづくりの促進

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】

沖縄らしい風景づくり促進事業(地域景観の形成を図
る人材の育成）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

景観形成人材育成

（地域人材、地域を支援・景観を形成する専門家の育成）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
　景観計画については、平成３０年度の計画値３２市町村に対して実績値３０市町村、景観地区については、計画値９地区に対して実績
値８地区と順調に進んでいる。

(内部要因)
・景観計画策定及び景観地区指定に向けて、地域住民との合意形成を図る市町村へ的確な助言・支援を行う必要がある。
(外部要因)
・景観計画は市町村主導により策定可能だが、景観地区の指定にあたっては地域住民との合意形成が必要なため、市町村は地域住民の景観への関心を高
める必要がある。

・市町村が地域住民を対象とした講演会や勉強会等を開催する際に風景づくりアドバイザーを派遣するなど支援に努め、地域住民の景観への関心を高めるこ
とで景観地区の指定等に向けた合意形成が円滑に図れるよう取り組んでいく必要がある。

・市町村との連携強化を図るため意見交換を密に行い、市町村の景観まちづくりに関する取組み（地域住民を対象とした講演会や勉強会等）に県内外の風景
づくりアドバイザーを派遣する等、景観地区の指定等に向けて市町村へ助言・支援を行う。

24地区8地区 8地区 9地区

成果指標名 基準値 実績値 計画値

景観地区数(累計) 3地区
(H23年度(2011年度))

3地区 5地区 5地区

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　市町村の景観計画策定に向けての助言等を12市町村（未策定）に対して行い、
景観地区指定に向けての助言等を１市１町２村（浦添市、竹富町、北大東村、座
間味村）に対して行った。また、準景観地区の指定を円滑に進めるための事務処
理要領を策定した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　景観計画については、平成３０年度の計画値３２市町村に対して実
績値３０市町村、景観地区については、計画値９地区に対して実績値
８地区と順調に進んでいる。
　各地域で景観計画が策定されることにより、地域に適した景観施策
が実施される。また、景観地区等に指定されることにより、統一され
た良好な景観が形成される。

R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
７地区
景観地区
数(累計)

９地区 14地区 19地区 24地区

県

取組の内容 道路や沿道空間の緑化、無電柱化等に加え、公園・緑地等整備により、花と緑にあふれ、潤いのある公共空間の形成に取り組
むとともに、市町村における景観地区の指定に向けた支援を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ①良好な景観創出のための仕組みづくり

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 質の高い公共空間の創造

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】

沖縄らしい風景づくり促進事業(景観地区指定の支
援）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

統一景観の創造（建築物の形態意匠、高さ、壁面の位置等）

地域の特色を活かした集落内公共施設の整備

（景観重要公共施設の指定等）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○河川整備は、事業効果をあげるには多大な期間を要するため、引き続き地元住民の事業に対する理解と協力を得る必要がある。

○河川整備だけで、河川環境が再生され、回遊性生物等の復元を図れるものではないため、農業事業等と連携した流域全体を含めた取組が必要である。

○長期間に及ぶ河川整備に対する地元住民の理解と協力を得るため、引き続き事業説明会やワークショップを開催する。

○河川水質の維持・改善や河川近隣の整備等について、農林・海岸・港湾・砂防事業者等、関係機関と引き続き連携をとりながら事業を進める。

状況説明 　河川の水辺環境の保全・再生に向けて、19河川において河川の護岸工事等を行った結果、自然環境に配慮した河川整備の割合は
67.8％となり、目標値を0.3ポイント下回った。引き続き事業の推進をはかり、目標値の達成を目指す。

○河川整備は、用地取得において、地権者の合意に長時間を要する等といった多くの困難が伴うとともに、下流側から整備するという事業の特殊性から、事業
効果をあげるには多大な期間を要する。

○河川環境を再生し、回遊性生物等を復元するためには、流域全体で環境を再生する必要がある。

67.6% 67.8% 68.1% 増加自然環境に配慮した河川整備の割合
63.2％

（H23年度(2011年
度)）

64.7% 65.7% 67.5%

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　平成30年度までの整備延長は目標６．４ｋｍに対し５．７ｋｍと８９．１％の達成率
であった。国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づ
くりにむけた用地補償及び護岸工事等を行った。

１河川
水辺環境の
再生に取り組
む河川数

１河川
(累計)

進捗状況

５．４km
整備延長

約９．４ｋ
ｍ
(累計)

県 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づく
りにむけた用地補償及び護岸工事等を行い、整備延長（累計）は５．７km
となっている。
　また、奥川で水辺環境の再生に取り組み、平成２９年度に整備完了して
いる。このような河川整備により、河川環境・景観の創出、及び住民の河
川に対する美化意識及び地域イメージの向上が見込まれ、取り組みは順
調である。

取組の内容 護岸に自然石を使用するなど、環境・景観に配慮した多自然川づくりにより、河川の水辺環境の保全・再生を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

自然環境の再生

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ②景観資源の保全・再生・利用

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（１）-ウ

【主な取組】 景観・環境・利用に配慮した河川・海岸、公園等の整備

【担当部課】 土木建築部　河川課
【事業名】 自然環境に配慮した河川の整備

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

治水対策としての多自然川づくり

河川の水辺環境の再生（リュウキュウアユの復元等）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・景観や親水性に配慮した海岸を整備するにあたっては、引き続き、必要な事項について意見交換会の実施や聞き取り調査等により有識者や地元の意見を聴
取し、可能な限り設計内容に取り入れる。

状況説明 景観・親水性に配慮した海岸整備の延長は、中城湾港海岸（豊原地区）（うるま市）の取組により、基準値4,850mに対し改善幅4,843m、現
状値9,693m（前年度から312mの推進）となり、H30目標値8,511mを達成し、主な課題の改善に寄与している。

・本県の海岸は、海水浴、ダイビング、散策、行事など、様々な利用形態があり、景観や親水性に配慮した海岸を整備するにあたっては、海岸ごとの利用形態や
問題点を把握することが必要がある。

・景観や親水性に配慮した海岸を整備するにあたっては、景観に関する有識者及び市町村、区等の地元の意見聴取等により現状や問題点を確認し、必要な対
策を検討していく。

9,381m 9,693m 8,511m 10,080m景観・親水性に配慮した海岸整備の延長
4,850m

（H23年度(2011年
度))

7,920m 8,351m 9,054m

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

うるま市の中城湾港海岸（豊原地区）(L=110m）、金武町の金武湾港海岸（ギンバ
ル地区）（基礎部L=760m）等において、景観・親水性に配慮した海岸整備を行っ
た。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

約9.1km
整備延長

約10.0km
(累計)

県

【順調】
平成30年度に312m整備し、延べ約9.7kmの整備延長となり、計画値
を上回ったため順調とした。その結果、良好な水辺環境･景観の創出
が図られた。

取組の内容 良好な水辺環境・景観の創出のため、自然石を用いた石積み式護岸、傾斜式護岸など、景観・親水性に配慮した海岸の整備を
行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ②景観資源の保全・再生・利用

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 景観・環境・利用に配慮した河川・海岸、公園等の整備

【担当部課】 土木建築部　海岸防災課
【事業名】 景観・親水性に配慮した海岸の整備

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

利用に配慮した海岸整備

(傾斜式護岸や階段工・スロープなど）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・公園用地取得に向けては、地権者、所有者等の協力が得られるよう粘り強く交渉を続け、事業が円滑に進められるよう市町村を通じ地元自治会や関係者等
の協力を得ながら推進する。また、管理区分の調整等の理由により未だ一部供用開始されていない公園については、部分的な供用の可能性について検証す
る。
・発掘調査等を担当する関係機関と連絡調整を密に行い、文化財に対して適切な対応を図りながら、事業を推進していく。

状況説明
　歴史景観と調和する都市公園の供用面積について、首里城公園、中城公園の公園利用に供する施設を整備し、計画値33.5haに対
し、実施値35.0haとなり目標を達成した。H33目標の供用開始に向けて着実に進捗している。

・都市公園における風景づくりにおいて、中城公園については整備用地取得や物件補償の交渉に長期間を要していることから、地権者等の協力が得られるよ
う公園事業の必要性、重要性等を説明するなど、早い段階から地元自治会等の関係者との協力体制が不可欠である。
・発掘調査も併行しながら公園整備を進めている部分もあり、文化的に貴重な財産が発見された箇所については慎重に調査を行うことから、計画的な整備が
難しい状況にある。

・用地取得及び物件補償については早期に市町村を通じ地元自治会、関係者等とも協力しながら公園事業の必要性等を説明し、公園事業整備に必要な用地
取得に努め、事業の円滑な推進をしていく必要がある。
・また、文化的に貴重な財産もあり、発掘調査も並行しながら整備を進める必要があるため、関係機関等の連携が必要不可欠である。

33.5ha 35.0ha 33.5ha 56.9ha歴史景観と調和する都市公園の供用面積
32.0ha

（H22年度(2010年
度))

33.0ha 33.4ha 33.5ha

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　沖縄らしい文化的な歴史資産、風土および自然と共生する憩いの場を創出する
ため、首里城公園、中城公園、浦添大公園において、園路や駐車場等の整備を
行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

33.5ha
共用面積

56.9ha
(累計)

国
県

順調
　首里城公園、中城公園、浦添大公園において、園路や駐車場等、
公園利用に供する施設を整備し、整備完了箇所については部分的な
供用開始に取り組むなど着実に進捗しており、順調である。

取組の内容 沖縄らしい文化的な歴史資産、風土および自然と共生する憩いの場を創出するため、都市公園の整備を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ②景観資源の保全・再生・利用

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 景観・環境・利用に配慮した河川・海岸、公園等の整備

【担当部課】 土木建築部　都市公園課
【事業名】 都市公園における風景づくり

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

歴史景観と調和する都市公園の整備

(首里城公園、中城公園、浦添大公園）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 沖縄ブロック無電柱化推進協議会（国、県、市町村）において、整備路線の選定、着手状況の報告等を行っており、事業の推進を図って
いる。事業費の落ち込み等により近年の実績値はやや低下傾向だが、R３年度末の目標値は達成見込みである。

・沖縄総合事務局が「沖縄ブロック無電柱化推進協議会」を開催し、沖縄県内での無電柱化推進に向け取り組んでいる。

・国の計画に基づき、平成31年３月に沖縄県無電柱化推進計画を策定した。

・沖縄ブロック無電柱化推進協議会などで情報を共有し、無電柱化推進のため関係機関との密な連携体制の構築が必要である。

・基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画が策定されたことにより、今後は新規路線の事業に着手し、無電柱化をより推進する必要がある。

・平成30年４月に国が策定した無電柱化推進計画に基づき、平成31年３月に沖縄県無電柱化推進計画を策定したことを踏まえ、「沖縄ブロック無電柱化推進協
議会」にて、関係機関（国、県、市町村、電線管理者など）と無電柱化推進計画等について情報共有を図り、無電柱化の推進に連携して取り組む。

173.2km149.0km 154.7km 155.2km

成果指標名 基準値 実績値 計画値

良好な景観形成に資する無電柱化（無電柱化整備
延長）

109km
（H22年度(2010年

度))
128.2km 135.8km 143.2km

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

国
県

市町村

無電柱化整備総延長について、平成30年度は国が1.5km、県が1.4km、市町村が
2.8km、合計で5.7kmを整備した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】
無電柱化整備総延長について、平成30年度は国が1.5km、県が
1.4km、市町村が2.8km、合計で5.7kmを整備した。計画値（6.0km）に
対し、順調に取り組むことができた。

6.0km
無電柱化
整備延長

6.0km 6.0km 6.0km 6.0km

取組の内容 緊急輸送路や避難路確保の防災対策、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、観光振興を目的とし、電線類を地中化
するため電線共同溝を整備する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ②景観資源の保全・再生・利用

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 無電柱化の推進

【担当部課】 土木建築部　道路管理課
【事業名】 無電柱化の推進事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

要請者負担方式等による無電柱化の推進(景観)
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 －

○伝統的軸組構法で木造住宅を建築できる大工や職人が、需要減少のためにほとんどいなくなっている。
○古材活用の課題として、古民家の解体、古材の加工や処理、保管や展示に手間と費用がかかり、販売価格が新材の利用にくらベ割高である。

○伝統的軸組工法で木造住宅を建築できる大工や職人を増やす必要がある。
○古民家の需要を増やすため、県民の関心を高める必要がある。

○古民家の再生に係る大工や職人を増加させるために建築技術者に向けて広く広報を行う。
○古民家の需要増及び古材の流通促進に資するため、シンポジウムの開催や「古民家再生活用部会」（都市計画・モノレール課）への参加等、県民に対して古
民家の魅力を引き続き発信することとする。

－

－ － － － － － － － －

－ － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県
市町村
関係団

体

建築関係技術者向けの講演会で、沖縄の伝統木造住宅（古民家）に係る講演を
行い、古民家の再生・活用の普及・啓発を図った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

沖縄の古民家に関するシンポジウムを１回開催し、計画値を達成し
（２月開催、受講者数：215人）順調に取り組むことができた。同シンポ
ジウム開催により、古民家の保全・再生・利用について普及・啓発が
図られた。

１回/年
シンポジウ
ムの開催

取組の内容 地域に根付いた古民家を保全・活用し、地域の活性化を図るため、シンポジウムを行い景観の保全に資する取り組みの普及・
促進を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

文化資源を活用したまちづくり
沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ⑤良好な都市景観の形成 施策 ②地域文化を活用したまちづくりの促進
②景観資源の保全・再生・利用

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開
１－（５）－

ア
１－（６）-ア

【主な取組】 古民家の保全・再生・利用

【担当部課】 土木建築部　住宅課
【事業名】 古民家の保全・継承

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

古民家の再生・保全の啓発
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 無形文化財記録作成事業については、琉球舞踊保持者の記録集の原稿執筆とＤＶＤ製作、結髪図版とそのＤＶＤ制作、九州民俗芸能
大会に参加した南城市玉城前川の伝統行事の記録を作成。

平成30年度に作成した琉球舞踊の映像記録集は、保持者の経歴・実演等残す資料として作成しているが、記録した資料に関しては、時間が経つにつれ価値
が増すものであるため、現時点では作成した映像記録の活用は十分されていない。映像・記録集等は、保持者の経歴・実演等残す資料として作成している
が、伝承者研修は実際に保持者の指導のもと研修を実施しているため、資料活用の機会が少ない。

保存会等において、映像や記録の作成にとどまり、その後の伝承事業への活用が検証されないケースもあると考えられることから、効果的な活用方法につい
て助言を行う必要がある。

無形文化財記録作成事業については、これまでに作成した映像や記録集を所在も含め一覧表を作成するなど、保持者伝承者が資料等を効果的に活用でき
るよう、周知の方法を支援する。

－－ － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

３件
成果品
点数

(2021) (2022)

保存会
保存者

各保存会等による３点（琉球舞踊・結髪・琉球箏曲）の映像等の記録作成を支
援した。また、無形文化財・無形民俗文化財を保存継承するための基礎・基本
を示す教則的なものとして活用した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

琉球舞踊保持者の記録集の原稿執筆とＤＶＤ製作、結髪図版とそ
のＤＶＤ制作、九州民俗芸能大会に参加した南城市玉城前川の伝
統行事の記録を作成。琉球箏曲は調査会４回、現地調査２回を実
施し取組は順調である。無形文化財並びに無形民俗文化財を保存
継承していくための基礎基本を示す教則の充実が図られるととも
に、作成した記録を研修に利用するなど、普及にも活用された。

取組の内容 無形文化財の保存を目的として、保存会等が行う無形民俗文化財（伝統行事）や無形文化財（芸能、工芸）の記録作成事業
について補助や助言により支援し、映像資料や報告書等の成果物を伝承者の養成等に活用する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 指定文化財の適切な保存と活用

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 無形文化財記録作成事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

無形文化財の映像記録作成
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 指定文化財の適切な保存と活用

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 県文化財保護審議会の開催

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

取組の内容 沖縄県の文化財保護のため、文化財保護審議会を開催し、諮問事項について審議するとともに、諮問事項の種別に対応した
専門部会において、調査を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

年度内に２回文化財保護審議会を開催し、諮問されていた天然記念物１件につ
いて指定の答申を行ったほか、新たに無形文化財（芸能）２件、史跡１件につい
て教育委員会からの諮問に対して、各専門部会へ調査指示が出された。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果県

　文化財保護審議会を年に１ないし２回開催予定であったのに対
し、H30年度は２回開催できたため、進捗は順調である。
　また、取り組みの結果、H30年度には、文保審から新たな天然記
念物としてミヤコカナヘビの指定についての答申がなされた。

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明 文化財の指定に際しては、文化財保護審議会等で指定対象物件の調査及び審議を慎重に行う必要があったため、30年度計画値を達
成出来ていない。

文化財の指定件数 1,345件
(H23年度(2011年度))

1,382件 1,393件 1,402件

・文化財に関する県民の関心が高まっている。
 
・さまざななものを文化財に指定してほしいとの要望がある。

・全ての文物を文化財として指定できないことから、引き続き文化財保護審議会及び専門部会において、真に指定対象となり得る文化財の調査を進める必要
がある。

1,409件 1,413件

・文化財保護審議会及び専門部会の各委員や市町村教育委員会文化財担当者等との意見交換を進め、新たな文化財の指定に向けた情報収集を行う。

1,419件 1,450件

文化財保護審議会の開催
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 指定文化財の適切な保存と活用

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 史跡等の整備

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

取組の内容 沖縄の先人達が築き、残した貴重な文化遺産を国の文化遺産として指定し、適切に保護し、公開・活用等を図り、県民の文
化力の向上に資するために、史跡等の整備を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

国指定史跡・名勝において16件の保存修理事業を実施し、石積の解体や修復
工事、芝張り等の植栽工事、遺構調査などを実施した。予定していた整備事業
のうち１件を入札不調のため次年度に繰り越した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果県
市町村

国指定史跡・名勝において当初予定していた15件と年度途中から
事業化した災害復旧工事1件の保存修理事業を実施した。石積の
解体や修復工事、平成30年度の台風により罹災した箇所の復旧工
事、調査測量などを行い、文化遺産を適切に保護した。計画では、
予定の15件と年度途中から事業化した１件の併せて16件。うち、1
件が終わらなかったため、15件の実績値とした。

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明

－ － － － －

○外部環境の変化
・県民の文化財に対する思いは強い。平成30年度は台風による罹災した城跡が数件あり、特に、世界遺産に登録されている今帰仁城跡の復旧に関して、興
味・関心が高い。

・ここ2～3年は好景気の影響か年末近くに入札を実施した場合、不落や不調となるケースが出てきている。

・市町村事業において、整備委員会の委員とのより綿密に調整し、委員会の運営や事業内容の改善を図る必要がある。また、整備上、特殊な事象が発生した
場合には、市町村教育委員会や県、文化庁の三者協議を開催し、解決を図る必要がある。

・整備委員会や実施設計、工事の入札を早めに実施する、または、実施計画とそれに伴う整備委員会を年度内に行い、年度始めに工事の入札、工事を実施
するなと、整備計画の見直しが必要となっている。

－ －

・整備委員会において、委員会前後に市町村と委員、県文化財課で調整を行い、内容確認を密に実施する。また、必要に応じて文化庁調査官との調整を促
す。委員会以外にも現地へ出向き、事業の進捗の確認を行う。
・年２回の研修会では、１回以上文化庁調査官や事業担当官等を招聘し、広く事業内容の周知を図る。県内で事例等が無い場合は、先進県への情報収集並
びに、視察等を実施し、県内事業に活かす。
・市町村間での情報の共有や交換を促し、県全体で整備スキルのレベルアップを図る。

－ －

県及び市町村の史跡、名勝の整備
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○内部要因
・近年、観光産業等の開発事業が増加傾向にあり、今後は広大な米軍基地の返還や代替施設建設に伴う発掘調査も見込まれることから、関係市町村におい
て、専門職員の人員不足により諸開発計画に影響が出る恐れがある。
○外部環境の変化
・平成25年４月５日に日米両政府において、嘉手納飛行場以南の米軍基地の14施設と区域の土地返還が合意されたことを受けて、関係市町村の跡地利用計
画の策定が急務となる。市町村から埋蔵文化財保護の要望があると同時に開発行為にも対応が必要である。

・開発事業や米軍基地の返還等に伴う埋蔵文化財の発掘調査を円滑に進めるため、埋蔵文化財の把握と周知の徹底、県、市町村の調査体制及び連携の強
化が必要である。

－ －

・嘉手納飛行場以南の基地返還に伴う跡地利用計画等の円滑化、埋蔵文化財の調査体制強化の必要性については、文化庁の指導の下、国や県内部で連
携し、市町村へ体制強化の助言を継続して行う。

・地域に根ざした文化財保護の推進のために、開発者と事前協議を実施し文化財の保護に努め、調査報告書や遺跡地図等の刊行以外に現場説明会や文化
講座、企画展等を開催し広くに周知できるよう、市町村との連携を継続して行う。

－ －

状況説明

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

平成30年度の埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業件数は23件で、それに伴う
発掘調査を77件行った。本事業では埋蔵文化財の表面踏査や試掘・確認調査
及び記録保存調査を実施し、報告書等の刊行によって各種開発事業者や県民
へ周知化を図ると共に協議・調整、及び遺跡保存の資料に資する。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果県
市町村

　県及び市町村において国庫補助事業に伴う発掘調査及び資料整
理において事業の遅延等は無かった。

【順調】

取組の内容
　埋蔵文化財包蔵地の所在地の状況の把握と周知徹底に努めるとともに、開発者及び、地元住民に埋蔵文化財保護の趣旨を
十分に説明し、理解と協力を求め、その保護に努める。開発者と協議調整の結果、現地保存が困難となった際は、記録保存
の措置を講じるために緊急発掘調査を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 埋蔵文化財の発掘調査、戦災文化財の復元、在外文化財の調査・返還

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 埋蔵文化財の発掘調査

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

埋蔵文化財の範囲確認及び記録保存調査
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○内部要因
・円覚寺跡三門は往時の建築技術に基づき木造の建築物の復元を行うが、構造上台風や地震に対する耐性に若干懸念があり、自然風土を勘案した建築構
造上の課題に帯する細部の検証も行う必要がある。
・遺構の保護方法及び、仏殿等三門後方部分の境内の整備並びに活用・管理方法について、今後、整備委員会で検討する必要がある。
○外部環境の変化
・隣接する首里城跡の正殿背後の整備が完了し、往時の景観が再現され、三門の復元や背後の境内について、首里城公園の整備と一体化させて進める必
要がある。

・円覚寺跡は、首里城公園内にあって史跡首里城跡や園比屋武御嶽石門などの世界遺産に隣接している。県内でも文化財が集中していることから、更に国
営・県営首里城公園として開園しており、今後はより県民の理解と協力を得ながら復元整備を進めていく必要がある。

－ －

・史跡内の祠等の現代構築物の撤去等を含めて史跡等に直接関係のないものがあり、それらの取り扱いについて、整備委員会にて、留意点及び、改善点を
中心に検討し、専門的な知見を基本により正確な整備を目指す。

－ －

状況説明

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　円覚寺跡三門復元に向けて、禅宗様建築物の詳細について検討するため、
建築部会を平成30年９月と11月の２回、整備委員会を平成31年１月の１回開催
した。また、構造計算を中心とした実施設計に反映させるために、三門周辺で土
質調査（ボーリング調査）を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果県

　円覚寺跡復元整備事業は、文化庁の補助を受け実施しており、
設計委託業者と連携し、円覚寺跡復元整備委員会による検討や文
化庁へ報告・協議等を行い、問題点や課題点を克服していることか
ら、「順調」と判断している。なお、円滑な事業の実施を行うために、
設計業者と密に連携をとり、問題点・課題点を掌握し、積極的に克
服が図れた。

【順調】

取組の内容 国指定史跡である円覚寺跡の公開活用に向けて、発掘調査の成果や古写真等の資料を手がかりに、石牆及び三門の復元に取
り組む。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 埋蔵文化財の発掘調査、戦災文化財の復元、在外文化財の調査・返還

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 円覚寺跡保存整備

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

三門の復元 ０棟→１棟

76



１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・学校教育の授業実践の中で、県史料の活用が図られていない。
・広く県民が郷土の歴史・自然・文化について親しめるよう事業の周知を行っているが、十分とは言えない。

・史料編集事業は、先人たちの多様な歩み・成果を現在、未来の人々のために基礎資料として提供する必要がある。
・沖縄県における歴史認識、文化意識の一層の活性化を促すことを事業目的としており、継続して本事業の内容を周知する必要がある。

－ －

・学校教育での活用が図られるよう教職員向けの研修会を活用し、学校教育の中で「県史刊行物」をどう利用するかについて提案する。
・県民及び読者が学校、公共図書館のほか、書店でも購入できる仕組みの検討を行う。

－ －

状況説明

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

『図説編　前近代』等を編集刊行した。各部会においては『沖縄県史　各論編
民俗』は、執筆内容の検討、『同　現代』は、内容構成及び執筆者の検討を行っ
た。『同　言語』部会を立ち上げ、部・節の構成について検討を行った。また、中
国第一歴史檔案館との学術交流「シンポジウム」の開催、研究者の招聘・研究
報告を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

212冊
史料編集
刊行物数
(累計)

226冊

県

計画値の通り刊行物を刊行することができた。また、各専門部会も
順調に内容検討を進めている。中国第一歴史档案館との交流事業
においても「シンポジウム」「研究者招聘」など中流交流関係史研究
が順調に進展しており、今後の歴代宝案編集に参考となる情報を
えることができ、相互の交流も深めることができた。

【順調】

取組の内容
県内外からの歴史資料のニーズに対応しつつ、本県の歴史や文化を明らかにし、特色ある学術文化の振興を図ることを目的
に、沖縄県史を編集刊行する。主な取組内容として、①新沖縄県史の編集刊行、②歴代宝案編集に資するため中国第一歴史
檔案館との交流事業を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 新沖縄県史や歴代宝案の編集・刊行

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 史料編集事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

新沖縄県史編集刊行物の発行
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・デジタル化・テキスト化した「歴代宝案」を公開するWeb開設を目指しているが、システム構築に要する費用及び維持管理費の負担が大きく実現に課題があ
る。
・『歴代宝案校訂本第1冊・第2冊』の活字化編集作業を進めているが進捗に課題がある。
・ベッテルハイム日記翻訳編集のため、編集協力会議を開催しているが進捗に課題がある。

・システム構築のための仕様書の見直しを図る等、Web開設に向けてさらに検討する必要がある。
・『歴代宝案校訂本第1冊・第2冊』の活字化編集の進捗の改善を図るため、対策を検討する必要がある。
・ベッテルハイム日記翻訳編集の編集協力会議の効率的な運営に向け更なる手立てを講じる必要がある。

－ －

・Webシステム設計に関して専門家の意見を求めるなど仕様書の見直しを図り令和3年度内の構築を目指す。
・『歴代宝案校訂本第1冊・第2冊』の活字化編集の進捗の改善を図るため、編集人員の増、原稿校閲の外部委託により編集の効率化を図る。
・ベッテルハイム日記翻訳編集会議について、協力者会議構成員と事務局間で「校正原稿データ」を共有し、事前に問題点を共有することで課題の精選を行
い刊行への進捗の改善を図る。

－ －

状況説明

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　　『歴代宝案訳注本　第6冊』、『歴代宝案参考資料20』、『中琉歴史関係檔案』
３冊の刊行及び『歴代宝案の栞』の増刷を行った。また今後刊行予定の「歴代
宝案訳注本　第10・8・15冊」の原稿を執筆担当者に委託した。交流関係史料の
調査と史料のデジタル化・テキスト化を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

32冊
事業関連
刊行物数
(累計)

54冊

県

予定していた刊行物を計画値通り発刊することができた。また、交
流史料調査においても成果を収めることができた。琉球関係档案
史料746枚のデジタル化を実施するなど、史料のデジタル化・テキ
スト化も順調に行った。

【順調】

取組の内容 沖縄独自の歴史文化の原点につながる琉球王国の外交文書「歴代宝案」及び交流史等に関する資料を早期に編集・刊行する
とともに、収集資料および「歴代宝案」等の保存と活用のためデジタル化に取り組む。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 新沖縄県史や歴代宝案の編集・刊行

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

琉球王国外交文書等の編集刊行物の発行
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・資料のデジタル画像の質が悪い場合は公開データに適さない場合もあり、再撮影や撮影要件の調整が必要であるため、最終的に保管・公開を行うこととな
る公文書館指定管理者と連携していく必要がある。
・インターネットの普及に伴い、遠隔からの資料閲覧の利便性向上が求められることから、引き続き、掲載資料の充実を図り、多様なニーズに対応した資料公
開を行う必要がある。

・デジタル画像については、利用者の利便性を考慮した画質（解像度、色調や形状等）となるよう、事業契約の仕様書で明記し、公文書館指定管理者と連携し
て保管・公開を行う必要がある。
・公開資料の多様な利用を促進するため、県民等への周知手法の検討を行う必要がある。

－ －

・効率的に業務を推進するため、進捗に合わせた撮影対象簿冊の選定や簿冊の形態により異なる撮影方法等に関し、県、事業受託者及び公文書館指定管
理者間での確認体制の検討を行う。
・公開する資料等については、わかりやすい資料掲載に努めるとともに、利用拡大を図るためホームページ、テレビ、広報誌等を活用した周知手法の検討を
行う。

－ －

状況説明

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

  琉球政府文書9,039簿冊のデジタル化を行い、劣化資料には紙力強化など必
要な修復措置を行った。
　また、デジタル化した資料については、書誌情報の登録及び個人情報等保護
措置を行い、7,031簿冊をインターネットで公開した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

1.1万簿冊
デジタル
撮影数

13万簿冊
(累計)

県

　琉球政府文書のデジタル撮影の計画値は、撮影資料の難易度に
より当初計画の11,000簿冊から9,000簿冊に変更して実施した。ま
た、インターネットでの公開数についても順調に取り組みを推進し
た。

【順調】

取組の内容 資料のデジタル化、資料の修復保存措置、デジタル化資料のホームページへの掲載

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 琉球政府文書等の適切な保存

【担当部課】 総務部　総務私学課
【事業名】 琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

琉球政府文書等の保存措置及びデジタル化、ホーム

ページ公開
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・米国国立公文書館の資料貸出申請の制限を考慮し、利用者ニーズの高い資料を優先的に収集する等、最終的に収集資料を運用することとなる公文書館指
定管理者の公開基準に合わせる必要があるため、県、事業受託者及び指定管理者との連携が必要である。
・インターネット公開に向け、引き続き利用者のニーズの把握に努めるとともに、資料のわかりやすい翻訳や解説の充実と、閲覧しやすい資料掲載方法を確認
する必要がある。

H29 H30 H30

－ － －

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28
成果指標名

－ － －

・資料の解説（翻訳）については、資料閲覧状況や利用者アンケートを参考に分析するなど、理解促進につながるものとする必要がある。また、資料の公開に
あたり、公文書館ホームページの改修や広報の方法等を確認・検討する必要がある。
・資料が計画どおり収集できるよう　米国国立公文書館の資料貸出及び利用環境の確認を行う等情報収集を徹底し、事業を推進する必要がある。

・事業の実施にあたり、公開に向けた写真・動画の収集・解説（翻訳）作成等に関する課題を共有し、対応策を協議するため、県、事業受託者及び公文書館指
定管理者との協力体制の構築を図る。
・資料の公開に向け、利用拡大を図るためのホームページ改修や、新聞、広報誌等を活用した周知手法の検討を行う。

－ －－

状況説明

(2021) (2022)

米国国立公文書館に所蔵されている戦後の米国統治に関する収集対象の写
真6,314点の収集と、そのうち4,632点の翻訳・目録の整理を行った。

基準値 実績値 計画値

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

資料
44,700点
資料の選
定

44,700点
(累計)

県

資料の収
集

 平成30年度に収集すべき写真等の数量は、米国公文書館での資
料貸出申請数や撮影条件に制限があることが判明したことから、事
業開始前に計画していた14,900点から6,300点に変更し実施した。
変更前の計画値に対しては「大幅遅れ」であるが、変更後の計画値
に対して目標値は達成していることから、順調に取組みを推進し
た。

【大幅に遅
れ】

取組の内容 米国国立公文書館に所蔵されている沖縄戦及び戦後の米国統治に関する写真と動画の収集・公開

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 琉球政府文書等の適切な保存

【担当部課】 総務部　総務私学課
【事業名】 在米沖縄関係資料収集公開事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

沖縄関係資料の収集及び公開
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明

○内部要因
・嘉手納飛行場以南の統合計画により、普天間飛行場をはじめ返還が予定されている基地の跡地利用計画を円滑に推進するため、迅速に調査を行う必要がある。しかし、現状は基地
以外の緊急の開発対応に伴う調査もあり、県及び当該市町村の埋蔵文化財専門職員数が不足しているため、返還計画に伴う文化財調査に対応できない。
・返還が予定されている普天間飛行場については、具体的な跡地利用計画が立てられていないため、計画に応じた発掘調査を行うことが出来ない。
○外部環境
・平成27年度に締結された環境補足協定の影響により、米軍側の立入許可が遅れ、調査の断念や調査期間の短縮を余儀なくされ、計画通りに進められない状況である。
・普天間飛行場は稼働中の基地であるため、滑走路や建物がある場所など、立入調査が許可されない場所が多い。

・埋蔵文化財専門職員を増員し、市町村からの支援要請に対応できるような調査体制をつくる必要がある。
・跡地利用計画を策定する部局から情報を収集し、開発計画に応じて優先順位を付けるなど無駄のない調査を行う必要がある。
・立入の可否を判断するポイント（調査エリアや調査方法など）について、沖縄防衛局を通じて事前に確認・調整することによって、立入許可が下りるまでの時
間を短縮する。

・内閣府の補助金も活用しつつ、埋蔵文化財専門職員の増員を要求していく。
・全国から専門職員を派遣してもらえるよう、文化庁と調整する。また、派遣職員を受け入れるための体制をつくる。
・基地を抱える市町村や関係部局と情報交換を兼ねた調整を実施する等、情報の共有及び連携強化に努める。
・返還前の文化財調査に係る基地内立入許可の手続きについては、迅速に許可が下りて予定通り調査を行えるよう、沖縄防衛局を通じて調整する。

－－ － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【大幅に遅
れ】

平成30年2月に立入申請書を提出したが、8月に米軍から調査地の
変更を求められた。再度申請し許可が下りるまでの時間を考慮す
ると、年度内の調査期間の確保が難しいことから、平成30年度の調
査実施を断念した。
次年度の調査に向け、平成30年10月に申請書を再提出した。

県
市

(2021) (2022)

文化財調査については、宜野湾市と県が棲み分けをして確認調査を実施してい
るが、平成30年度は普天間飛行場への立入許可が下りる見込みがなかったた
め、年度内の調査を断念した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 駐留軍用地跡地の利用に伴う埋蔵文化財に関する調査に取り組む。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄の文化の漂流を確認できる
環境づくり

【施策展開】 ①文化財の適切な保存と活用 施策 ③文化財の適切な保存

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（４）-ア

【主な取組】 駐留軍用地跡地の利用に伴う埋蔵文化財に関する調査

【担当部課】 教育庁　文化財課
【事業名】 基地内埋蔵文化財分布調査

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

普天間飛行場内の試掘・確認調査

81



１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 米須西地区（糸満市）他４地区において、農業生産基盤とともに自然環境・生態系保全施設等が整備されたことにより、農業・農村がも
つ多面的機能が発揮され、農業生産基盤と農村生活環境の改善・向上が図られた。

【内部要因】　適正な工事期間の確保のため、事業主体への交付決定手続き等の補助金事務の円滑化を図る必要がある。計画等策定時或いは事業遂行時
において発生した課題解決に時間を要すことが懸念される為、地区全体として課題の早期発見とともに解決に向けた問題の整理が必要である。

【外部要因】　農家要望等による設計変更や工事工期の確保が課題である。
工事発注段階においては、当該年度施工箇所に係る、用地買収等の権利関係確認や関係機関との事前協議等が必要である。

・適正な工事期間の確保のため、補助金事務処理期間の効率化を検討する。
・地元市町村及び関係課との連携を強化し、事前に地区の問題・課題点等を把握する必要がある。

・当該年度の予算執行状況ヒアリングを次年度予算要求内容も含めたヒアリングに統合して、事業全体を見通した調整内容とし、地元市町村や県の関係機関
と更なる連携強化を図るとともに、円滑な事業執行に努める。
・事業主体への交付決定手続き等の効率化を図るため、申請書等の早期提出を促すとともに、修正の縮減のため、事業主体や県の関係機関を対象に補助
金事務の説明会を行う。

-6地区 5地区 5地区

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
自然環境・生態系保全施設の整備地区数

－ 14地区 14地区 8地区

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県
市町村

米須西地区（糸満市）他４地区において、農業生産基盤および農村生活環境の
整備に対する補助を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

米須西地区（糸満市）他４地区において、農業生産基盤とともに自
然環境・生態系保全施設等が整備されたことにより、農業・農村が
もつ多面的機能が発揮され、農業生産基盤と農村生活環境の改
善・向上が図られた。

取組の内容 農業生産基盤の整備と農村生活環境の整備を総合的に実施することで、持続的な農業の展開を図るとともに、地域の想像力
を生かした個性的で魅力ある村づくりを推進し、もって沖縄らしい風景作りに寄与する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

沖縄らしい風景づくり

【施策展開】 ②良好な自然・農村文化の保全と創造 施策 ①良好な景観創出のための仕組みづくり

【基本施策】 3-2-2 歴史・文化環境の保全と創造 施策展開 １－（６）-ア

【主な取組】 農村集落基盤・再編・整備事業

【担当部課】農林水産部　農地農村整備課
【事業名】 農村集落基盤・再編・整備事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

自然環境・生態系保全施設の整備
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性おきなわ戦略の普及啓発

生物多様性の保全

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容
・本県の豊かな生物多様性を保全していくため、生物多様性おきなわ戦略の取り組み状況についての進捗確認と、戦略の改
訂に向けた情報収集及び課題の整理。
・生物多様性の保全に係る普及啓発活動のための移動展示やパンフレット等の作成

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県

生物多様性の普及啓発と県内の生物多様性の状況把握の一助となるよう、県内
小学校の４～６学年全員を対象に「生きものいっせい調査」を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

「生きものいっせい調査」により、小学生が自然に親しむきっかけとな
り、普及啓発の一助となっている。また、得られた情報は改訂におい
ての資料として蓄積されている。
環境フェアにて多様性のパネル展示を実施予定であったが、台風に
より未実施。パンフレットも未作成だが、総合的に判断して進捗状況
は概ね順調とした。

「生物多様
性おきな
わ戦略」の
改訂

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 維持21種 21種 21種

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、環
境の悪化も原因の一つと推測される。

・県民生活は生物多様性がもたらす食料、水質浄化、観光基盤など生態系サービスの恩恵を受けており、生物多様性は日常生活と密接な関わりがあることか
ら、生物多様性に関する取組には、県民参加が必要不可欠である。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・「生きものいっせい調査」の回収率向上に向けて、より緊密な学校関係者との連携が必要である。
・自然保護課のホームページについて、多くの県民への生物多様性の普及啓発を図るため、より一層内容を充実させる必要がある。
・生物多様性の認知度向上に向けて、継続的に活動する必要がある。

・「生きものいっせい調査」の実施にあたり、教育委員会の後援を継続するとともに、充実した連携を図る。
・生物多様性に関連した情報をより充実させるために、沖縄県において作成されているウェブコンテンツ「オキナワイキモノラボ」に掲載する種を増やす。

生物多様性おきなわ戦略の改訂に向けた情報の収集と課題の整

理移動展示、パンフレット等の作成
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

維持

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、環
境の悪化も原因の一つと推測される。

・県民生活は生物多様性がもたらす生態系サービスの恩恵を受けており、生物多様性は日常生活と密接な関わりがあることから、生物多様性に関する取組に
は、行政だけでなく、県民参加が必要不可欠である。
・生物多様性の周知度向上に向けて、継続的に活動する必要がある。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・「生きものいっせい調査」の回収率向上に向けて、より緊密な学校関係者との連携が必要である。
・作製したホームページについて、より一層の内容の充実を図る必要がある。

・「生きものいっせい調査」の実施にあたり、教育委員会の後援を継続するとともに、各小学校への周知方法の工夫など充実した連携を図る。
・ホームーページに新たに作成された沖縄県レッドデータブックのリンクを追加した。

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 21種 21種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

生物多様性の普及啓発と県内の生物多様性の状況把握の一助となるよう、県内
小学校の４～６学年全員を対象に「生きものいっせい調査」と一般県民対象に
フォトコンテストを実施した。その情報をHPに一元化し、県民への普及啓発を図っ
た。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

　「生きものいっせい調査」は教育委員会と連携し、実施することで、
小学生が自然に親しむきっかけとなっており、フォトコンテストの実施
とともに生物多様性の普及啓発を行えた。また、その情報を一つの
HP内で発信することにより情報の一元化をはかることができたため
概ね順調とした。

５%
生きもの
いっせい
調査の回
収率向上

8%

県

取組の内容
・生きものフォトコンテスト等、生物多様性の普及
・生物多様性プラットフォームを構築、本県の生物多様性に関する情報の一元化
・教育関係機関と連携、次代を担う児童生徒を対象とした普及啓発活動を実施

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3
(2021) (2022)

R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性地域戦略事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

生きものフォトコンテスト等、生物多様性の普及

教育関係機関との連携、次代を担う児童生徒を対象とした普及啓発

生物多様性プラットフォームの構築、本県の生物多様性に関する
情報の一元化
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

維持

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、環
境の悪化も原因の一つと推測される。

・生物多様性保全利用指針の策定に向けて、計画的に現地調査、文献からの情報収集を進めるとともに、平成3１年度末に策定する生物多様性保全利用指針
（八重山編編暫定版）に向けて、専門家等の意見も踏まえながら進める必要がある。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・平成３１年度は、生物多様性保全利用指針（八重山編編暫定版）を策定する予定であることから、平成30年度に引き続き、事業検討会の意見を速やかに反
映させるための体制づくりが必要である。

・計画的な現地調査、文献からの情報収集については、月１回程度の打ち合わせや調査日程等をメール等で密に連絡を取り、進捗状況の把握に努める。
・生物多様性保全利用指針（八重山編暫定版）の策定に向けて、専門家の助言等を踏まえ、速やかな方針決定を図るため、引き続き、事業検討委員会の下に
設置されている検討部会等において、課題の解決をスムーズに行えるようメーリングリストなどで情報共有を図る。

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 21種 21種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

生物多様性情報の収集について沖縄本島４地域と八重山７地域を対象に実施す
ることができた。情報の収集・指針の策定に関する事業検討委員会を開き、ま
た、ホームページの情報更新を行うことで普及啓発に努めた。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

今年度は、生物多様性情報の収集を目的とした現地調査を11地域
実施したほか、事業検討委員会において、生物多様性保全利用指
針の沖縄本島編（暫定版）について検討し策定した。また、随時ホー
ムページの更新を行い普及啓発を行えたため、順調と判断した。

県

取組の内容
・現状を把握するための現地調査を実施し、それぞれの地域における生物多様性のブランド価値発掘を目指す。
・地域における生物多様性の現状と維持するための方向性をまとめた保全利用指針（仮称）を策定する。
・成果をホームページ等を通して発信し、県民へ広く普及啓発する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3
(2021) (2022)

R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性おきなわブランド発信事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

事業検討委員会の実施

生物多様性情報の収集

情報発信コンテンツの制作

生物多

様性保

全利用

指針（仮

称）の公

開
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 国立自然史博物館の誘致

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

１－（１）-ア 生物多様性の保全

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

取組の内容 国立自然史博物館の設立意義、経済波及効果等を調査し、県としての考え方を整理するとともに、国への要請や県内での普
及啓発を行い、誘致に努めていく。

年度別計画
実施
主体R3

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　関係団体と連携して県内外でシンポジウムを開催し、普及啓発に
努めるとともに、「県民のみならず、全国民に多くの恩恵をもたらし、
ひいては国際的にも大いに貢献する」として沖縄及び北方大臣へ要
望したことから、順調と判定した。

県

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　県内外で設立の気運醸成を図るため、関係機関の共催のもと、東京と那覇市
内でシンポジウムを開催した。また、国立自然史博物館誘致基礎調査を実施し、
設立意義、沖縄県の優位性、期待される効果を明らかにした。
　平成30年10月、沖縄及び北方担当大臣に対し、県内への設立を要望した。

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － － －

・誘致に向けた気運醸成を図るため、県主催のシンポジウムを実施し、効果的な普及啓発を実施する。
・平成30年度に実施した基礎調査で明確化した設立意義、沖縄県の優位性、期待される効果等に基づき、国等への効果的な要請等を実施する。

－ －

状況説明
　国立自然史博物館を設立することについて国へ要望すとともに、国立沖縄自然史博物館設立準備委員会を始めとする関係機関と共
催によりシンポジウムを開催し、普及啓発に努めた。

・誘致にあたっては、県内において誘致の気運醸成が重要となる。
・沖縄及び北方担当大臣等へ要望しているものの、国において実現に向けた取組は行われていない。

・県民や関係団体等への効果的な普及啓発活動により、誘致に向けた気運醸成を図る必要がある。
・設立実現に向けて、国等に対し、効果的な要請等を実施する必要がある。

－

県民等への普及啓発、国等への要請
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

維持

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、環
境の悪化も原因の一つと推測される。

・希少種とその生息域を把握するための情報収集が必要である。
・希少種保護条例の制定に向けた委員会の設置や関係機関との調整等の作業を進める必要がある。
・本県の希少種保護に関して、認知度の向上が必要である。

・レッドデータおきなわについては、より県民に普及されるように、販売についても検討する必要がある。
・希少種保護条例の制定に向け、国、県のみならず関係市町村や利害関係者とも十分な調整を行う必要がある。

・レッドデータおきなわの県民への普及のために他県の販売状況を把握し、普及版の作製等も検討する。
・希少種の分布状況を把握することと、その生息域を保全・利活用するため、生物多様性保全利用指針の策定を進める。
・希少種保護条例の制定に向けて、引き続き委員会の設置や関係機関、利害関係者との調整等の作業を進める。

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 21種 21種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

条例の制定に向けて関係機関との意見交換を行った。
　生物多様性おきなわブランド発信事業において、沖縄本島４地域と八重山７地
域を対象に現地調査を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　今年度は、条例の制定に向け、国、県庁内各課、関係市町村や利
害関係者と意見交換を実施するとともに、生物多様性おきなわブラ
ンド発信事業において、沖縄本島、八重山における自然環境の現状
把握を行った。
　上記により、進捗状況は順調とした。

0種
希少野生
動植物指
定数
（希少種保
護条例）

6種

県

取組の内容
県内に生息する希少な野生動植物の保護を図るため次に挙げる事項に取り組む
・希少種保護条例の制定　・野生生物の生息、生育状況調査　・自然環境保全の指針策定
・レッドデータ沖縄(県内に生息する絶滅のおそれがある生物種の絶滅危険性をランク分けした資料)の改訂

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3
(2021) (2022)

R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 野生生物の生息・成育の実態把握

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 野生生物の保全・保護事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

希少種保護条例の制定

レッドデータ沖縄の改
訂

野生生物の生息・生育状況調査

自然環境保全の指針策定
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、環
境の悪化も原因の一つと推測される。

・調査対象エリアが項第であり、調査出来るエリアが限られる。また、他の事業との兼ね合いにより、取組の優先順位が低くなりがちである。
・近年の観光客の増加や開発等により、自然環境の悪化が懸念されており、本調査で対象とすべき地域や種が増加している。
・外来種等により、在来種への影響が深刻化している。

・継続して鳥獣保護区の新規指定予定地域の調査や既指定地域のモニタリング調査を実施する必要がある。
・外来種等の持ち込みを防ぐための啓発等を行う必要がある。

・継続して鳥獣保護区の新規指定予定地域の調査や既指定地域のモニタリング調査を実施する必要がある。
・外来種等の持ち込みを防ぐための啓発等を行う必要がある。

維持沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 21種 21種 21種

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【概ね順
調】

計画４地区に対して、３地区の実施となり、進捗状況は概ね順調と
なっている。引き続き、鳥獣保護区への指定に向けた関係機関等の
調整を進めるとともに、必要に応じて、鳥獣の生息状況調査等を実
施し、実態把握に努めることとする。

2区
鳥獣保護
鵜調査予
定区数

4区 2区 2区 2区

県

4区
(2021) (2022)

鳥獣保護区の新規指定に向けた現地調査を実施したほか、指定区域案を作成し
て、権利関係者との意見交換を行った。
慶良間諸島におけるイノシシの実態を把握するため、痕跡調査等を実施し、分布
状況などについて調査した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 本県に生息している野生生物等の生息状況（生息域、個体数等）を把握するため、委託により次の調査を実施する。
・特殊鳥類生息環境調査　・鳥獣保護区生息状況調査

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 野生生物の生息・成育の実態把握

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 特殊鳥類生息環境調査及び鳥獣保護区生息状況調査事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

鳥獣保護区指定のために必要な鳥獣の生育状況と生育環境の把

握の為の調査
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、環
境の悪化も原因の一つと推測される。

・生息範囲等を検証するためには、長期間継続してモニタリングを実施する必要がある。
・奄美・沖縄の世界自然遺産登録を目指す上で、推薦地の遺産価値の維持・向上が重要であり、その一環として希少種保護に取り組む必要がある。

･希少種の分布域や回復状況等をより的確に把握するためには、計画的に調査を行う必要があることから、平成29年度に調査対象種等の選定や調査サイク
ル等の検討を行い、平成30年度から実施しているところである。

・平成29年度に設定した調査計画（調査対象種、調査サイクル等）に基づき、希少種回復実態調査を実施し、その実績も踏まえながら取組の改善を実施してい
く。

200ﾒｯｼｭ173ﾒｯｼｭ 204ﾒｯｼｭ 192ﾒｯｼｭ

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄県北部地域におけるヤンバルクイナの推定
生息範囲

173ﾒｯｼｭ
(H23年度(2011年度))

189ﾒｯｼｭ 182ﾒｯｼｭ 190ﾒｯｼｭ

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県

沖縄島北部地域を１エリアと設定し、プレイバック調査、ラインセンサス、自動撮
影カメラによる調査等を行い、調査エリア数の実績値が1エリアとなった。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

平成30年度の調査エリア数（累計）計画値１エリアに対し、実績値１
エリアであり、目標を達成した。
　希少種の推定生息範囲については、調査年によって変動はあるも
のの、調査開始初期（平成22～24年度頃）には生息確認がなかった
沖縄島北部地域の南側の地域でも生息が確認されるようになってき
ている。

１エリア
調査エリア
数

５エリア
(累計)

取組の内容 沖縄本島北部地域におけるマングース対策の効果を確認するため、ヤンバルクイナ等の希少種を対象とした分布域等の調査
を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 在来種の保護・保全に向けた研究

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 希少種回復状況調査

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

やんばる地域を踏査し、希少種の分布域等を把握
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 在来種の保護・保全に向けた研究

【担当部課】 土木建築部　道路管理課
【事業名】 うちなーロードセーフティー事業

生物多様性の保全

【施策展開】 ①森林生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容 生物にふさわしい環境作り、道路環境の改善等を行うことで、ロードキル防止及び道路利用者に対し安心して走行してもらう
事を目的に、対策工事及びモニタリング調査を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県

北部地区において、ヤンバルクイナのロードキル対策として警戒標識を設置する
対策工事を１件、路上調査や横断ボックスへのカメラ設置などのモニタリング調査
を１件実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】
北部地区において、ヤンバルクイナのロードキル対策として警戒標識
を設置する対策工事を１件、路上調査や横断ボックスへのカメラ設置
などのモニタリング調査を１件実施し、「順調」であった。

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － － －－ － －

状況説明 北部地区において、ヤンバルクイナのロードキル対策として横断ボックスを設置する対策工事を1件、路上調査や横断ボックスへのカメラ
設置などのモニタリング調査を1件実施し、「順調」であった

・環境省では「やんばるの希少野生動物のロードキル発生防止のための連絡会議」や「ロードキル発生防止のための草刈り・側溝清掃作業」を開催し、ロードキ
ル防止に取り組んでいる。
・沖縄県はやんばる地域及び西表島の世界自然遺産登録に向け、生態系・生物多様性の維持に取り組んでおり、希少な生物の保護対策（ロードキル防止）は重
要な課題の一つである。

・関係機関（環境省など）が開催する会議やイベントに積極的に参加し、道路における効果的なハード対策を実施出来るよう関係機関との密な連携体制の構築
が必要である。
・やんばる地域にはヤンバルクイナやケナガネズミなど多くの希少生物が生息しており、ロードキル防止対策に取り組むことにより、やんばる地域の生態系・生物
多様性を維持する必要がある。

・沖縄の生態系・生物多様性の維持のため、関係機関と連携したロードキル対策に取り組む。具体的には、連携体制を強化するために「やんばるの希少野生動
物のロードキル発生防止のための連絡会議」などにおいて、事業効果や課題の情報共有を図る。

対策工事、モニタリング
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 自然保護地域の指定等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 自然環境保全地域指定事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ②多様な生物の生息・生育環境の保全 施策 ①自然保全地域の指定等

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

取組の内容 生物多様性を支える自然度の高い地域の自然環境を保全するため、自然環境保全地域の指定、管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県

　自然環境保全地域の指定に向けた考え方の整理及び各自然環境保全地域の
管理を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　既存の自然環境保全地域を管理することにより、当該地域の自然
環境の保全が図られた。また、今後の新たな指定に向けた考え方
（候補地の選定方法、必要となる調査の内容、手続き等）の整理を
行っている状況である。計画値12地域に対し、実績も12地域であり、
進捗状況は順調となっている。

12地域
指定数

14地域
(累計)

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

自然保護区域面積
53,473ha

（H23年(2011年))
54,299ha 54,299ha 54,299ha 55,633ha54,299ha 90,110ha 54,985ha

状況説明
西表・石垣国立公園区域の拡張ややんばる国立公園の新規指定等により自然公園区域面積が拡大したほか、新たに鳥獣保護区を2
箇所指定したことにより、自然保護区域面積は基準値から36,708増加し、目標を達成している。

・新たな自然環境保全地域の指定に向けて体制整備を図り、選定に向けた現地調査を行う必要がある。
・全県的に開発行為等が盛んとなる中、自然環境保全の観点からの必要な規制に対し、理解が得られるよう、周知しなければならない。

・新たな指定に向けた考え方を整理し、必要な体制を整え、候補地の選定や関係者との調整等を進める。

・新たな指定に向けた考え方（候補地の選定方法、必要となる調査の内容、手続き等）を直ちに整理する。
・市町村担当者や事業者との意見交換の場等で、効果的な周知の方法を検討する。

自然環境保全地域指定
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 自然保護地域の指定等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 鳥獣保護区設定事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ②多様な生物の生息・生育環境の保全 施策 ①自然保全地域の指定等

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

取組の内容 生物多様性を支える地域を保全するため、鳥獣の保護を図るための鳥獣保護区を指定し、管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

鳥獣保護区候補地５か所において、市町村及び利害関係者等と指定に向けた調
整を行った。また、一部地域においては、指定根拠を補完するための鳥獣類の
生息状況調査を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

年度内に新規保護区の指定に至らなかったが、関係者との調整によ
り、新たな課題等が確認されたことから、鳥獣保護区指定の意義や
課題解決に向けた方向性等について、関係機関との相互理解が進
んだと考える。昨年度の活動を踏まえ、新規保護区の指定に向けて
前進しているので概ね順調と考える。

27地区
鳥獣保護
区数

34地区
(累計)

県

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

自然保護区域面積
53,473ha

（H23年(2011年))
54,299ha 54,299ha 54,299ha 55,633ha54,299ha 90,110ha 54,985ha

状況説明
西表・石垣国立公園区域の拡張ややんばる国立公園の新規指定等により自然公園区域面積が拡大したほか、新たに鳥獣保護区を2
箇所指定したことにより、自然保護区域面積は基準値から36,708増加し、目標を達成している。

・生物多様性の保全のため、第12次鳥獣保護管理事業計画以外の、新たな鳥獣保護区の指定等に向けた取組が必要。
・地元自治体、利害関係者等に対する、指定された場合の規制等についての理解を得るとともに、指定後のフォロー等が必要。
・新たな候補地選定、既存保護区の保全のための鳥獣等生息実態調査等が必要。
・新規指定候補地の地元自治体、関係機関からの賛意がえられるかが課題。
・外来種等に対する意識が高まってきていることから、既存保護区等においても対策が必要。

・鳥獣保護区指定に難色を示す地元自治体等へ、引き続き新規指定について理解が得られるよう、丁寧な説明と働きかけを継続する必要がある。
・第12次鳥獣保護管理事業計画に位置づけた新規指定候補地について、指定に向けた具体的調整を図る必要がある。

・鳥獣保護区指定に難色を示す地元自治体等へ、引き続き新規指定について理解が得られるよう、丁寧な説明と働きかけを継続する必要がある。
・鳥獣保護区指定に係る課題や問題点などを整理し、地元自治体等の疑問や不安を解消する必要がある。
・第12次鳥獣保護管理事業計画に位置づけた新規指定候補地について、指定に向けた具体的調整を図る必要がある。

鳥獣保護区の指定
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 自然保護地域の指定等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 世界自然遺産登録推進事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ②多様な生物の生息・生育環境の保全 施策 ①自然保全地域の指定等

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

取組の内容
世界自然遺産登録を早期に実現し、登録後の遺産価値の維持と適正な利活用の両立を図るため、次の事業に取組む。
１.推薦地の管理体制の運営　２.適正利用とエコツーリズム体制の構築　３.イリオモテヤマネコ交通事故防止対策
４.ノイヌ・ノネコ対策　　　５.普及啓発の推進

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
世界自然遺産登録を早期に実現し、遺産価値の維持と適正利用の両立を図るため、次
の事業に取り組んだ。
１　行動計画の検証等、持続的観光マスタープラン（素案）の策定
２　適正利用とエコツーリズムの推進
３　イリオモテヤマネコ交通事故防止対策の実施
４　ノイヌ・ノネコ対策　５　普及啓発の推進

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

遺産を適切に維持・管理するための行動計画の検証・見直しを実施
するとともに、持続的観光マスタープランの検討、イリオモテヤマネコ
交通事故防止対策や、ノイヌ・ノネコ対策、イベント等の開催による普
及啓発等に取り組んだ。その結果、持続的観光マスタープラン（素
案）が策定される等、事業の実施による効果が発現しているため、進
捗状況は「順調」となった。

県

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

自然保護区域面積
53,473ha

（H23年(2011年))
54,299ha 54,299ha 54,299ha 55,633ha54,299ha 90,110ha 54,985ha

状況説明
西表・石垣国立公園区域の拡張ややんばる国立公園の新規指定等により自然公園区域面積が拡大したほか、新たに鳥獣保護区を2
箇所指定したことにより、自然保護区域面積は基準値から36,708増加し、目標を達成している。

・世界自然遺産に登録されるには、その登録基準を満たし、恒久的に保護・保全を図る必要があるため、その対策を検討し整備する必要がある。
・世界自然遺産登録の実現及び登録後も持続的に自然環境を保全するためには、引き続き国や地元関係団体等と連携し取り組む必要がある。
・延期勧告の主な理由である「分断された推薦区域の連結」や、「北部訓練場返還地の推薦区域への追加」等の課題に対応した上で、推薦書の内容の見直し
や強化を行い、平成31年２月１日、国において、推薦書を提出した。
・現地調査における評価や推薦書の審査を踏まえ、2020年夏頃の世界遺産委員会の中で登録の可否が決定する見込み。

・遺産登録の実現及び登録後の遺産価値の保全と適正な利活用を図っていくために、以下の課題に取り組む必要がある。
①地域社会との協働による遺産の管理体制の構築。
②西表島における適正利用とエコツーリズムの推進。
③国内希少種イリオモテヤマネコのロードキルの防止。
④やんばる地域における野生化した犬・猫による希少野生動物捕食被害の防止。
⑤県内外へ世界自然遺産の価値の理解を深めるための継続的な普及啓発の実施。
⑥希少野生生物の密猟・盗採の防止。

①行動計画の検証や地域部会の運営、持続的観光マスタープランの策定。
②西表島におけるフィールド利用ルールやモニタリング体制、組織体制の構築。
③イリオモテヤマネコ交通事故防止基本計画に基づく対策等の実施。
④ノネコの捕獲・譲渡の検討や、ノイヌの集中捕獲、犬猫遺棄防止等に係る普及啓発の実施。
⑤遺産推薦地域の住民に重点を置いた理解醸成や地域連携の機運醸成
⑥希少野生生物密猟・盗採防止対策の実施。

遺産地域の適切な保
全・管理手法を検討す
る地域部会の開催

世界自然遺産の普及
啓発のためのフォーラ
ムの開催

世界自然遺産登録
後の遺産価値の適
切な維持・管理のた
めの取組

地域部会・フォーラ
ムの開催や、希少
種保護、外来種対
策など世界自然遺
産登録に向けた取
組
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
・天敵卵のふ化率が高い泡状放飼資材の組成割合を決定した。また泡状放飼資材を散布できる放飼ユニットを試作し、その放飼ユ
ニットを無人航空機に搭載。
・無人航空機に搭載したマルチスペクトルカメラによる画像を解析し、マツノザイセンチュウの寄生の有無との関連性を調査。

天敵および無人航空機を利用した防除を推進上の問題として以下のことが挙げられる。
・天敵放飼ユニットの１台当たりの防除能力が不明。
・天敵の増殖関わるコストが不明
・増殖方法の一般化のため、増殖作業工程のマニュアル化が必要である。
・防衛上や安全性の理由により無人航空機の利用空域が法的に制限が年々強化されている。

・天敵放飼ユニットの防除能力（放飼面積や投下効率）の検証
・天敵増殖のコストの試算
・増殖作業工程のマニュアル化について検討する。
・無人航空機の制限に関する情報の収集

・天敵放飼ユニットの1台当たりの防除面積や投下効率（どれだけ狙った場所に散布できるのか？）について調査する。
・天敵増殖のコストを明らかにするために資材や人件費や光熱水費を解析し、そのコストを試算する
・増殖作業工程に関する作業工程を図表で示したマニュアル本を作成する。
・無人航空機が制限されている内容や理由および地区（主に米軍基地や防衛施設周辺）について情報を収集する。

－

②被害松抽出法の開発マルチスペクトルカメラに
よる被害マツの抽出とGISを組み込んだ分布マッ
プ（試験林）の作成

100 100

－ 75 100

成果指標名 基準値 実績値 計画値

①天敵ユニットの開発 － － － －

R7年度末
(2025年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県

マルチスペクトルカメラの光波長反射画像による被害マツの抽出調査及び検証
を行った。  また、泡状放飼資材製造ユニットを作成し、無人航空機（ドローン）
への組込みを検討した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

計画値のうち無人航空機（ドローン）に搭載したマルチスペクトルカ
メラによる画像処理から被害マツ抽出関連成果を２報作成。また、
天敵卵放飼資材について、泡状資材の改善を行い、これを製造し
ながら放飼できるユニットの無人航空機（ドローン）へ取付けて放飼
する成果を１報作成。

取組の内容
沖縄のリュウキュウマツを松くい虫から守るため、天敵昆虫を利用した農薬を使用しない、低コスト防除技術を開発する。
沖縄産天敵クロサワオオホソカタムシの卵を無人飛翔機ドローンで被害マツへ散布し、松くい虫の媒介昆虫であるマツノマ
ダラカミキリを天敵によって防除する技術を開発する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ③森林・みどりの整備の推進 施策 ①自然保全地域の指定等

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

【主な取組】 森林病害虫防除対策及び防除技術の確立

【担当部課】
農林水産部　農林水産総務課

(森林資源研究センター)【事業名】 リュウキュウマツを天敵で守る技術開発事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

松くい虫天敵昆虫防除技術開発松くい虫天敵昆虫防除技術開発
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

4,198㎡

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 森林病害虫防除対策及び防除技術の確立

【担当部課】 農林水産部　森林管理課
【事業名】 森林病害虫等防除事業

亜熱帯・島しょ性に適合した農林
水産業の基盤整備

【施策展開】 ③森林・みどりの整備の推進 施策 ②自然環境に配慮した森林・林業生産基盤
の整備

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）-カ

取組の内容
森林の保全を目的として、森林病害虫等の適切な防除を行い、被害のまん延を防止する。
・松くい虫防除事業（薬剤地上散布、伐倒駆除（焼却、くん蒸）、樹幹注入）及びキオビエダシャク駆除（薬剤地上散布）
を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

本島北部地域において薬剤散布59haを実施すると共に、松くい虫被害木の伐

倒駆除を571ｍ
3
実施した。

　また、市町村実施の防除事業に対して9件補助を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】
　松くい虫被害を抑制するため防除事業を実施した結果、平成30年

度の被害は1,234ｍ
3
となり、目標値である被害材積4,298ｍ

3
を下

回ったため目標を達成できた。

4,398㎥
松くい虫被
害量

4,298㎥ 4,098㎡ 3,998㎡
(累計)

県

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
松くい虫被害量(材積)

4,498ｍ
3

（H28年度(2016年
度）

1,979ｍ
3

5,090ｍ
3

4,498ｍ
3 －2,309ｍ

3
1,234m

3
4,298m

3

状況説明 　松くい虫被害量については、計画値以上に被害を抑制できていることから、順調に成果を上げている。

・防除事業の効果は、翌年度の被害量として現れる。
・松くい虫被害は、その年々の気象条件や媒介昆虫の密度、土壌等の影響を受けるため、被害年又は発生地域によって被害状況は異なる。

・当年度の被害状況を的確に把握すると共に、防除効果を高くするため被害先端地域を把握する必要がある。
・被害状況に応じた防除を実施する必要がある。

・防除戦略検討委員会で検討された防除戦略に基づき防除を的確に実施する。
・防除戦略に基づき防除を進めるため、被害の状況に応じて関係機関、市町村と緊密に連携する。

森林病害虫の薬剤防除、伐倒駆除などの防除対策の
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 自然環境に配慮した林業の推進

【担当部課】 農林水産部　森林管理課
【事業名】 やんばる型森林施業推進事業

おきなわブランドの確立と生産
体制の整備

【施策展開】 ③森林・みどりの整備の推進 施策 ①戦略品目の生産拡大によるおきなわブラン
ドの確立

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）-ア

取組の内容 環境と調和したやんばるの森林の利活用を図るため、環境負荷低減や環境に配慮した収穫伐採方法等の手法検討や実証を行
う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　国頭村内の県営林の１箇所において、高性能林業機械(タワーヤーダ)を用い
た収穫伐採の実証試験を実施し、またその前後に環境調査を実施した。
　また、林業従事者等が行う事前環境調査手法の素案に基づいた検証を行うこ
とができた。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　計画していた１件の実証試験またその前後の環境調査につい
て、適切・適期に行うことができた。
　林業従事者等が行う事前環境調査手法については、希少種の発
見･識別には高度な知識・技術が必要であることから、より簡易で分
かりやすい手法を検討しなければならないという課題が出てきた。

県

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － － －－ － －

状況説明

【内部要因】
　収支の改善は図られたが、伐採幅や作業手順等においてまだ改善の余地が残された。
【外部要因】
　世界自然遺産登録に向け、環境に配慮した収穫伐採手法の確立が求められている。

・実証試験を継続し、作業員の機械操作技術を向上させる必要がある。
・さらに収穫面積を広げ、収穫伐採に係る収支の改善を図る必要がある。
・林業従事者等が継続できる事前環境調査手法を検討する必要がある。

・高性能林業機械であるタワーヤーダを用いた実証試験を継続するとともに、伐採幅または延長を広げ、労働生産性及び伐採幅変更による環境負荷の変化
を検証していく。
・事前環境調査手法素案については、林業従事者や有識者の意見を反映させながら、より効果的なものに検討していく。

環境に配慮した収穫伐採手法と

その作業システムの構築

96



１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 森林・林業生産基盤の整備

【担当部課】 農林水産部　森林管理課
【事業名】 造林事業

亜熱帯・島しょ性に適合した農林
水産業の基盤整備

【施策展開】 ③森林・みどりの整備の推進 施策 ②自然環境に配慮した森林・林業生産基盤
の整備

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）-カ

取組の内容 木材生産及び水土保全等、森林の持つ公益的機能の高度発揮のため、民有林において人工造林、樹下植栽及び保育等の森林
整備を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

無立木地への造林や複層林整備を35.19ha実施した。(計画値の約80％）

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

進捗率は計画値の約80％であり、荒廃原野等の要造林箇所の減
少や、自然環境への配慮等により伐採面積が減少し再造林が減少
したが、樹下植栽の増加により、取組は概ね順調であった。既存の
造林地においては、下刈りや除伐等の適切な森林整備を実施した
ことにより、二酸化炭素吸収機能の他、水源かん養機能や土砂流
出防止機能などの森林の持つ公益的機能の発揮に寄与した。

44ha
造林等
面積

県

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
造林面積

4,906ha
（H22年度(2010年

度))
5,076ha 5,102ha 5,130ha 5,346ha5,159ha 5,194ha 5,203ha

状況説明 造林面積は、平成22年度から287ha（年平均36ha）増加し、計画は概ね順調である。

・これまでの森林整備により森林資源が充実してきており、今後も資源の利用に向けて除伐や間伐等の適切な森林施業を実施していく必要がある。
・主な事業主体は市町村であることから、事業を計画的に実施していくためには、市町村との連絡調整を緊密に行う必要がある。
・本県林業の中核的な地域であるやんばる３村（国頭村、大宜味村及び東村）は、現在、世界自然遺産登録に向けた取組が進められていることから、その貴
重な自然環境の保全について、より一層の配慮が求められており、環境に配慮した森林施業を推進する必要がある。

・森林資源の利活用と環境保全の両立を図るため、沖縄に適した資源循環型施業が実現できるよう、早生樹種の造林指針作成に資するための継続的な調
査及び新規に植栽導入した市町村へのフォローアップが必要である。
・計画的に収穫伐採が実施できない社会情勢を加味して、主な事業主体である市町村に収穫伐採に伴う造林以外での事業の掘り起こしを進めてもらう必要
がある。

・森林資源の利活用と環境保全の両立を図るため、沖縄に適した資源循環型施業が実現できるよう、早生樹種の造林指針作成に資するための継続的な調
査及び新規に植栽導入した市町村へのフォローアップが必要である。
・計画的に収穫伐採が実施できない社会情勢を加味して、主な事業主体である市町村に収穫伐採に伴う造林以外での事業の掘り起こしを進めてもらう必要
がある。

無立木地への造林や複層林整備の実施
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・緑化活動団体から緑化技術等の支援が求められている。

・緑化活動団体へ緑化技術等の情報提供等を行う。

61件 62件

・緑化活動に関する技術書をインターネット等を通じて広く提供するほか、講習会の開催を増やすことでインターネットでは伝えにくい情報を補完し、緑化活動
支援の充実を図る。

62件 増加

状況説明 県民による緑化活動件数については、平成30年度62件と、計画値を達成した。県植樹祭等による緑化の普及啓発や緑化活動の推進
により、県内における緑化活動の活性化等が図られている。

＜参考指標＞
県民による緑化活動件数

55件
H23年度(2011年度）

59件 59件 60件

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

 「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進する
ため、緑化施策に資する企業等の緑化活動の支援（苗木の育成方法等）を行っ
た。また、優良花木の増殖技術の普及を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

１０件
緑化活動
団体の育
成件数

県

県内の企業等団体が取組む緑化活動に対して、環境と目的に応じ
た植栽樹種の情報提供、「クメノサクラ」等の優良花木の増殖技術
等の普及を10件行い、団体の育成に取組んだ。計画のとおり取り
組むことができたことから順調とした。

【順調】

取組の内容 「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進するため、緑化施策に資する企業等の緑化活動の
支援を行う。また、優良花木の増殖技術の普及を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ③森林・みどりの整備の推進 施策 ①県民一体となった全島緑化の推進

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（６）－
イ

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 美ら島づくり行動計画推進事業(団体支援等)

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

企業等の緑化活動支援、優良花木等の増殖技術の普及
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 農林水産部　森林管理課
【事業名】 県民の森管理事業

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ③森林・みどりの整備の推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（６）－
イ

取組の内容 県民の森公園内の緑化等の施設整備及び維持管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　県民の森公園内で修繕が必要な箇所について工事を実施し、利用者の安全
確保を目指した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

　県民の森公園内で修繕が必要な箇所について、工事を実施し、
利用者の安全確保につながった。取組の進捗は順調である。

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明

－ － － － －

【内部要因】
　利用者の安全を確保するため、老朽化した施設の改修等について検討する必要がある。
【外部要因】
　やんばる地域の世界自然遺産登録に向けた取り組みが進行しており、林業体験や森林環境教育分野での体験プログラムの実施が求められている。

・老朽化した施設の改修等を行う必要がある。
・自然との触れ合いを通して森林･林業の役割を正しく理解させる体験プログラムを実施する必要がある。

－ －

・老朽化した施設の改修等について、長寿命化計画に基づき一部実施する。
・自然との触れ合いを通して森林･林業の役割を正しく理解させる体験プログラムを実施する。

－ －

県民の森の施設整備、維持管理、利用促進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・平和創造の森公園は供用開始してから20年が経ち、施設の随所に老朽化・劣化が見られる。
・H31年12月に全国育樹祭が開催されることから、関連イベントを含め、公園の利用頻度が増えることが予想される。

・公園利用者に安心し快適に過ごせるよう、引き続き、老朽化・劣化が見られる施設の維持・修繕を行うことが必要である。

－ －

・老朽化・劣化が見られる施設の維持・修繕を行う。ベンチ、遊具の修繕更新を予定している。

－ －

状況説明 －

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　公園施設において老朽化・劣化が見られるため維持・修繕を行った。また、
H31年度に行われる全国育樹祭の開催に先立ち必要な修繕（外灯の撤去・転落
防護柵の更新等）及び駐車場の整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

　公園の修繕により園内の安全が確保された。
また、全国育樹祭の開催に先立ち必要な修繕及び駐車場の整備を
行うことで、式典の開催に支障のないよう準備することができた。

【順調】

取組の内容 多くの人々が緑に親しみ自然とふれあえる憩いの場、県民の健康増進及び自然学習の場として、利用者が潤いと安らぎを体
感できる緑地空間の形成を図るため、平和創造の森公園内の緑化等の施設整備及び維持管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ③森林・みどりの整備の推進 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（６）－
イ

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 平和創造の森公園管理事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

平和創造の森公園の施設整備、維持管理、利用促進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
調査時の自然環境等に大きく影響されるため、調査年度により変動があり、調査結果が一定傾向ではないものの、平成23年度基準値
以上を維持しており、進捗状況は順調であると考えられる。

・マングースの生息数が減少した低密度地域における効果的な捕獲手法の導入が必要である。
・マングース生息数の高密度地域から低密度地域への個体の流入が危惧される。
・ユネスコの諮問機関IUCNによる奄美・沖縄の世界自然遺産登録に関する勧告（平成30年５月）の一つとして「外来種対策の推進」があり、遺産登録を目指す
上で、マングース対策をはじめとする外来種対策の取組強化が求められている。

･難捕獲個体対策として導入試験を行った新型わなの実用化に向けた検証・改善を行う必要がある。
・マングース生息数の高密度地域から低密度地域への流入実態を把握する必要がある。

・新型わなの過年度試験結果を踏まえ、実用化に向けた検討・改善を行う。
・マングース生息数の高密度地域から低密度地域への流入実態を把握するための手法の検討を行う。

200ﾒｯｼｭ173ﾒｯｼｭ 204ﾒｯｼｭ 192ﾒｯｼｭ

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄県北部地域におけるヤンバルクイナの推定
生息範囲

173ﾒｯｼｭ
(H23年度(2011年度))

189ﾒｯｼｭ 182ﾒｯｼｭ 190ﾒｯｼｭ

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

500個体
マングース
駆除数

300個体
(2021) (2022)

県

第1北上防止柵以北３ｋｍ圏内及び第1北上防止柵と第３北上防止柵の間のエリ
アにおいて、マングースの捕獲等を実施した。わなやマングース探索犬の活用に
より、425個体のマングースを捕獲した。また、やんばる地域にて、希少種回復状
況調査を実施し、ヤンバルクイナの推定生息範囲が拡大していることが確認でき
た。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

計画値500個体に対し、実績値425個体であり、計画値に及ばない結
果となってはいるが、これまで実施してきた対策の効果により、防除
実施区域内におけるマングース生息数が減少し、それに伴い、捕獲
数も減少しているものと考えられる。北上防止柵及び希少種回復状
況調査についても継続的に行っていることを勘案し、事業は概ね順
調に進捗している。

取組の内容 マングースによる希少種の捕食を減らすため、北上防止柵以北においてマングースの排除等を実施するとともに、マングー
ス対策の効果を確認するため、希少種回復状況調査を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ④外来種対策の推進 施策 ②外来種対策の推進

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 マングース等外来種防除対策

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 マングース対策事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

マングースの防除

北上防止柵のモニタリング

希少種回復状況調査

101



１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
調査時の自然環境等に大きく影響されるため、調査年度により変動があり、調査結果が一定傾向ではないものの、平成23年度基準値
以上を維持しており、進捗状況は順調であると考えられる。

・外来種対策の推進にあたっては、沖縄県外来種対策指針に基づいた取組が必要となるが、具体的な取組が明確化されていない。
・既に定着している外来種の防除は、多くの労力と費用が発生する。
・世界自然遺産登録に向けた取組が周知されることで、近年、外来種に対する関心が高まっている。

・指針で定めた目標を達成するためには、具体的な取組事項や手法を明確化する必要がある。
・生態系に与える影響が大きい外来種については、効果的かつ効率的な捕獲手法を検討する必要がある。

・平成31年度に、外来種対策推進のための具体的な取組事項や手法を明確化した「沖縄県外来種対策行動計画（仮称）」を策定する。
・生態系に与える影響が大きい外来種については、有識者で構成される作業部会等を設置し、効果的かつ効率的な捕獲手法を確立させる。

200ﾒｯｼｭ173ﾒｯｼｭ 204ﾒｯｼｭ 192ﾒｯｼｭ

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄県北部地域におけるヤンバルクイナの推定
生息範囲

173ﾒｯｼｭ
(H23年度(2011年度))

189ﾒｯｼｭ 182ﾒｯｼｭ 190ﾒｯｼｭ

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

計画値７種に対して、平成30年度は８種の対策を実施するとともに、
実施にあたっては地域住民への普及啓発等も行った。また、外来種
対策の方針となる沖縄県外来種対策指針及び優先度を定めた沖縄
県対策外来種リストを策定した。

6種
外来種対策
実施種

8種
（累計）

県

(2021) (2022)

沖縄県外来種対策指針及び沖縄県対策外来種リストの策定、沖縄県外来種対
策行動計画(案)の作成、外来種（グリーンアノール等）の捕獲手法を検討した。ま
た、主に第１北上防止柵から第３北上防止柵の間で、マングースの捕獲等を実
施するとともに、沖縄島北部地域において希少種回復状況調査も行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容

・外来種の侵入状況（侵入種、範囲、個体数等）を把握するための調査の実施
・外来種による在来希少種への影響を防止するための捕獲対策の実施
・特定外来生物に指定されているマングースの北上防止を強化するための北上防止柵付近での捕獲、排除
・外来種に関する情報提供・普及啓発の実施

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ④外来種対策の推進 施策 ②外来種対策の推進

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 新たな外来種の進入防止対策

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 外来種対策事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

優先度に応じた捕獲対策

外来種の侵入、定着状況等調査

侵入のおそれのある外来種に関する情報提供・普及啓発

指針策定
行動計画
策定
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 自然環境を利用するルールづくりの推進

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】

事業者間による保全利用協定締結の促進
（環境保全型自然体験活動推進事業）

自然環境の適正利用

【施策展開】 ⑤自然との触れ合いの場の保全と創造 施策 ②自然環境の持続可能な利用の促進

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-エ

取組の内容 適正な環境保全と利用に関するルールとしての保全利用協定の締結に向けた、保全利用協定の活用方策の検討、制度メリットの構築を委託業務
により行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

保全利用協定の申請などに関して、ガイド事業者に対して適切な支援や助言
などを行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　保全利用協定について、普及啓発や適切な支援などを行った結
果、成果目標の「事業者間における保全利用協定の認定数」は、
基準値の２協定（H23）から８協定（H30）と改善され、H30計画値
（８協定）を達成し、自然環境の持続可能な利用の促進がさらに推
進された。

6件
保全利用協
定認定数

10件
（累計）

県

R3年度
末

(2022年
度末）の
目標値

(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

業者間における保全利用協定の認定数 ２協定
(H23年度(2011年度))

５協定 ７協定 ８協定
10協定
（累
計）

８協定 ８協定 ８協定

状況説明 　保全利用協定について、普及啓発や適切な支援などを行った結果、成果目標の「事業者間における保全利用協定の認定数」は、
基準値の２協定（H23）から８協定（H30）と改善され、H30計画値（８協定）を達成した。

　類似する法令として平成19年にエコツーリズム推進法が制定され、市町村によるエコツーリズム推進協議会の体制づくり、環境省が認定する全体構想の策
定、禁止事項に対する罰金等を盛り込んだ条例制定などを整備することができる。事業者間だけの自主ルールによる運用を前提とする保全利用協定制度よ
り強制力のある法令であり、これまでに全国で15協議会が認定され、沖縄県からは１協議会が認定されている。（渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会及び座
間味村エコツーリズム推進協議会）
  沖縄県への観光客数は増加傾向にあり、その需要に応じたエコツアーへの関心もますます高まっているが、自然環境の過剰利用によるフィールドの劣化な
どの問題が生じており、観光客の適正な収容力を踏まえた事業者間の地域のルールづくりをより推進する必要がある。

　保全利用協定の認定にかかる各種調整やコーディネーターの派遣にかかる費用などは事業者負担となる。そのため、関係する事業者間の調整や認定手
続きの負担に見合う制度のメリットを増加させる必要がある。
　また、昨今の大型クルーズ船や格安航空会社などによる観光客の大幅な増加により沖縄県全体の自然環境の維持について懸念されるため、保全利用協
定の締結地域を県内に広く推進していくことが必要である。
　そして、これらの課題を解決した上で、関係事業者や一般県民向けに協定制度の認知度を向上させる必要がある。

　本制度は、自然環境の持続的な利用を図り、フィールドの過度な利用を予防する上で有意義なものであることから、今後とも、協定事業者や有識者など関
係者からの意見を踏まえ、協定締結によるメリットの創出、保全利用協定の新規締結の支援、制度のあり方の検討など、協定事業者や未締結地域の事業者
がより活用しやすい仕組みづくりを検討する。

保全利用協定の活用方策の検討、制度メリット構築
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 世界自然遺産登録等に向けた動きがある中で、自然環境の持続可能な利用に向けて、着実な進捗が図られている。

・保全利用協定は、事業間だけの自主ルールによる運用が前提となっており、保全利用協定の認定を受けるメリットの創出やルール作りを促進するための組
織的対応が必要である。
・世界自然遺産登録推薦の動きなどもあり、持続可能な環境共生型の観光推進に向けた関心の高まりがある。

・保全利用協定未締結地域における普及活動においては、所管課である自然保護課と連携しながら、保全と利用の両立の必要性を事業者及び市町村へ理
解を促す必要がある。
・地域活性化に資する持続可能な観光形態であるエコツーリズムを推進するため、人材育成や普及啓発活動等に取り組む必要がある。

・保全利用協定締結地区への支援及び未締結地区への普及は自然保護課が中心となり事業を実施していくこととなったが、当課では必要な場合その支援を
行う。
・地域活性化に資する持続可能な観光形態であるエコツーリズムを推進するため、人材育成や普及啓発活動等に取り組む。

10件7件 8件 8件

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
事業者間における保全利用協定の認定数

2件
（平成23年度）

－ － 6件

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

順調

　環境保全活動支援として、ＮＰＯ法人沖縄エコツーリズム推進協
議会の活動支援を行った。またプロモーション支援として、エコツー
リズムに関する国内外の情勢や諸課題などをテーマとしたセミナー
を開催するなど、自然環境に配慮した持続可能な観光を推進した。

１件
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
支援

県
市町村

(2021) (2022)

　平成30年度はエコツーリズム推進プラットフォーム事業にて、地域活性化に資
する持続可能な観光形態であるエコツーリズムを推進するため、人材育成や普
及啓発活動等に取り組んだ。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容
環境共生型観光の推進のため、市町村、地域の協議会等が行う自然環境等の保全に配慮した観光地づくりへの取り組みを支援することにより、
沖縄観光の持続的な発展を図る。
具体的には、地域におけるルール周知や人材育成、環境共生型観光施設の整備への支援を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

国際的な沖縄観光ブランドの確
立

【施策展開】 ⑤自然との触れ合いの場の保全と創造 施策 ①環境共生型観光の推進

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 ３－（２）-ア

【主な取組】 自然環境を利用するルールづくりの推進

【担当部課】文化観光スポーツ部　観光振興課【 事 業
名 】

環境共生型観光推進事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

市町村等が行う観光資源の利用ルール等の策定やプロモーション、

人材育成などへの支援
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明

・エコツーリズム事業者や市町村ごとの推進体制について、各地域の自然環境の違い等から由来する濃淡があり、全県的な取り組みに発展していない。
・世界自然遺産登録推薦の動きもあり、エコツーリズムに係る関心の高まりが予想される。

・これまで全県的な取り組みは、NPO法人沖縄エコツーリズム推進協議会が担ってきたが、好調に推移する入域観光客数の増加に伴い求められる機能が多
様化していることから、新たに推進を図って行く組織体制の構築が必要である。

・NPO法人沖縄エコツーリズム推進協議会と連携を図りながら、全県的にエコツーリズムを推進していく体制の検討を行い、関係事業者等と実現に向けた調
整を実施する。

－－ － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

やや遅れ

　県外で実施されるイベントで県内におけるエコツーリズムの取り組
み状況や現状等を説明員を派遣し情報発信を行った。
　また、普及啓発活動として、「持続可能な観光」をテーマとした
フォーラムを開催しエコツアー従事者や観光事業者に対して広く情
報発信を行うと共に、各地域の取り組みの共有を図った。

３件
情報発信
支援数

県

(2021) (2022)

　サステイナブル・ツーリズム国際認証東京フォーラム（東京都）で県内のエコ
ツーリズムに係る情報発信を行った。また、普及啓発活動として、フォーラム（１
回）を開催し人材育成及び情報発信を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 自然環境に配慮し、安全性の高い高品質なエコツーリズムを推進するため、沖縄のエコツーリズムメニュー等に関する情報
発信支援及びエコツーリズム関連の人材育成支援を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

国際的な沖縄観光ブランドの確
立

【施策展開】 ⑤自然との触れ合いの場の保全と創造 施策 ①環境共生型観光の推進

【基本施策】 3-2-3 森林生態系の保全・再生 施策展開 ３－（２）-ア

【主な取組】 自然環境を利用するルールづくりの推進

【担当部課】文化観光スポーツ部　観光振興課【 事 業
名 】

エコツーリズム推進プラットフォーム事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

プログラムメニュー情報を紹介するWebコンテンツの作成・更新

コーディネーターの育成

品質保証制度の検

討・構築・導入
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・県民生活は生物多様性がもたらす食料、水質浄化、観光基盤など生態系サービスの恩恵を受けており、生物多様性は日常生活と密接な関わりがあること
から、生物多様性に関する取組には、県民参加が必要不可欠である。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・「生きものいっせい調査」の回収率向上に向けて、より緊密な学校関係者との連携が必要である。
・自然保護課のホームページについて、多くの県民への生物多様性の普及啓発を図るため、より一層内容を充実させる必要がある。
・生物多様性の認知度向上に向けて、継続的に活動する必要がある。

・「生きものいっせい調査」の実施にあたり、教育委員会の後援を継続するとともに、充実した連携を図る。
・生物多様性に関連した情報をより充実させるために、沖縄県において作成されているウェブコンテンツ「オキナワイキモノラボ」に掲載する種を増やす。

維持21種 21種 21種

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【概ね順
調】

「生きものいっせい調査」により、小学生が自然に親しむきっかけ
となり、普及啓発の一助となっている。また、得られた情報は改訂
においての資料として蓄積されている。
環境フェアにて多様性のパネル展示を実施予定であったが、台風
により未実施。パンフレットも未作成だが、総合的に判断して進捗
状況は概ね順調とした。

「生物多様
性おきな
わ戦略」の
改訂

県

(2021) (2022)

生物多様性の普及啓発と県内の生物多様性の状況把握の一助となるよう、県
内小学校の４～６学年全員を対象に「生きものいっせい調査」を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容
・本県の豊かな生物多様性を保全していくため、生物多様性おきなわ戦略の取り組み状況についての進捗確認と、戦略の
改訂に向けた情報収集及び課題の整理。
・生物多様性の保全に係る普及啓発活動のための移動展示やパンフレット等の作成

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び
推進体制の構築

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性おきなわ戦略の普及啓発

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

生物多様性おきなわ戦略の改訂に向けた情報の収集と課題の整

理移動展示、パンフレット等の作成
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・県民生活は生物多様性がもたらす生態系サービスの恩恵を受けており、生物多様性は日常生活と密接な関わりがあることから、生物多様性に関する取
組には、行政だけでなく、県民参加が必要不可欠である。
・生物多様性の周知度向上に向けて、継続的に活動する必要がある。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・「生きものいっせい調査」の回収率向上に向けて、より緊密な学校関係者との連携が必要である。
・作製したホームページについて、より一層の内容の充実を図る必要がある。

・「生きものいっせい調査」の実施にあたり、教育委員会の後援を継続するとともに、各小学校への周知方法の工夫など充実した連携を図る。
・ホームーページに新たに作成された沖縄県レッドデータブックのリンクを追加した。

維持21種 21種 21種

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【概ね順
調】

　「生きものいっせい調査」は教育委員会と連携し、実施すること
で、小学生が自然に親しむきっかけとなっており、フォトコンテスト
の実施とともに生物多様性の普及啓発を行えた。また、その情報
を一つのHP内で発信することにより情報の一元化をはかることが
できたため概ね順調とした。

５%
生きもの
いっせい
調査の回
収率向上

8%

県

(2021) (2022)

生物多様性の普及啓発と県内の生物多様性の状況把握の一助となるよう、県
内小学校の４～６学年全員を対象に「生きものいっせい調査」と一般県民対象
にフォトコンテストを実施した。その情報をHPに一元化し、県民への普及啓発
を図った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容
・生きものフォトコンテスト等、生物多様性の普及
・生物多様性プラットフォームを構築、本県の生物多様性に関する情報の一元化
・教育関係機関と連携、次代を担う児童生徒を対象とした普及啓発活動を実施

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び
推進体制の構築

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性地域戦略事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

生きものフォトコンテスト等、生物多様性の普及

教育関係機関との連携、次代を担う児童生徒を対象とした普及啓発

生物多様性プラットフォームの構築、本県の生物多様性に関する
情報の一元化
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・生物多様性保全利用指針の策定に向けて、計画的に現地調査、文献からの情報収集を進めるとともに、平成3１年度末に策定する生物多様性保全利用
指針（八重山編編暫定版）に向けて、専門家等の意見も踏まえながら進める必要がある。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・平成３１年度は、生物多様性保全利用指針（八重山編編暫定版）を策定する予定であることから、平成30年度に引き続き、事業検討会の意見を速やかに
反映させるための体制づくりが必要である。

・計画的な現地調査、文献からの情報収集については、月１回程度の打ち合わせや調査日程等をメール等で密に連絡を取り、進捗状況の把握に努める。
・生物多様性保全利用指針（八重山編暫定版）の策定に向けて、専門家の助言等を踏まえ、速やかな方針決定を図るため、引き続き、事業検討委員会の
下に設置されている検討部会等において、課題の解決をスムーズに行えるようメーリングリストなどで情報共有を図る。

維持21種 21種 21種

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

今年度は、生物多様性情報の収集を目的とした現地調査を11地
域実施したほか、事業検討委員会において、生物多様性保全利
用指針の沖縄本島編（暫定版）について検討し策定した。また、随
時ホームページの更新を行い普及啓発を行えたため、順調と判断
した。

県

(2021) (2022)

生物多様性情報の収集について沖縄本島４地域と八重山７地域を対象に実
施することができた。情報の収集・指針の策定に関する事業検討委員会を開
き、また、ホームページの情報更新を行うことで普及啓発に努めた。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容
・現状を把握するための現地調査を実施し、それぞれの地域における生物多様性のブランド価値発掘を目指す。
・地域における生物多様性の現状と維持するための方向性をまとめた保全利用指針（仮称）を策定する。
・成果をホームページ等を通して発信し、県民へ広く普及啓発する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び
推進体制の構築

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性おきなわブランド発信事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

事業検討委員会の実施

生物多様性情報の収集

情報発信コンテンツの制作
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
　国立自然史博物館を設立することについて国へ要望すとともに、国立沖縄自然史博物館設立準備委員会を始めとする関係機関と
共催によりシンポジウムを開催し、普及啓発に努めた。

・誘致にあたっては、県内において誘致の気運醸成が重要となる。
・沖縄及び北方担当大臣等へ要望しているものの、国において実現に向けた取組は行われていない。

・県民や関係団体等への効果的な普及啓発活動により、誘致に向けた気運醸成を図る必要がある。
・設立実現に向けて、国等に対し、効果的な要請等を実施する必要がある。

・誘致に向けた気運醸成を図るため、県主催のシンポジウムを実施し、効果的な普及啓発を実施する。
・平成30年度に実施した基礎調査で明確化した設立意義、沖縄県の優位性、期待される効果等に基づき、国等への効果的な要請等を実施する。

－－ － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

　関係団体と連携して県内外でシンポジウムを開催し、普及啓発
に努めるとともに、「県民のみならず、全国民に多くの恩恵をもたら
し、ひいては国際的にも大いに貢献する」として沖縄及び北方大
臣へ要望したことから、順調と判定した。

県

(2021) (2022)

　県内外で設立の気運醸成を図るため、関係機関の共催のもと、東京と那覇
市内でシンポジウムを開催した。また、国立自然史博物館誘致基礎調査を実
施し、設立意義、沖縄県の優位性、期待される効果を明らかにした。
　平成30年10月、沖縄及び北方担当大臣に対し、県内への設立を要望した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 国立自然史博物館の設立意義、経済波及効果等を調査し、県としての考え方を整理するとともに、国への要請や県内での
普及啓発を行い、誘致に努めていく。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び
推進体制の構築

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 国立自然史博物館の誘致

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

県民等への普及啓発、国等への要請
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・希少種とその生息域を把握するための情報収集が必要である。
・希少種保護条例の制定に向けた委員会の設置や関係機関との調整等の作業を進める必要がある。
・本県の希少種保護に関して、認知度の向上が必要である。

・レッドデータおきなわについては、より県民に普及されるように、販売についても検討する必要がある。
・希少種保護条例の制定に向け、国、県のみならず関係市町村や利害関係者とも十分な調整を行う必要がある。

・レッドデータおきなわの県民への普及のために他県の販売状況を把握し、普及版の作製等も検討する。
・希少種の分布状況を把握することと、その生息域を保全・利活用するため、生物多様性保全利用指針の策定を進める。
・希少種保護条例の制定に向けて、引き続き委員会の設置や関係機関、利害関係者との調整等の作業を進める。

維持21種 21種 21種

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

　今年度は、条例の制定に向け、国、県庁内各課、関係市町村や
利害関係者と意見交換を実施するとともに、生物多様性おきなわ
ブランド発信事業において、沖縄本島、八重山における自然環境
の現状把握を行った。
　上記により、進捗状況は順調とした。

0種
希少野生
動植物指
定数
（希少種
保護条

6種

県

(2021) (2022)

条例の制定に向けて関係機関との意見交換を行った。
　生物多様性おきなわブランド発信事業において、沖縄本島４地域と八重山７
地域を対象に現地調査を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容
県内に生息する希少な野生動植物の保護を図るため次に挙げる事項に取り組む
・希少種保護条例の制定　・野生生物の生息、生育状況調査　・自然環境保全の指針策定
・レッドデータ沖縄(県内に生息する絶滅のおそれがある生物種の絶滅危険性をランク分けした資料)の改訂

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び
推進体制の構築

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 野生生物の生息・生育の実態把握

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 野生生物の保全・保護事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

希少種保護条例の制定

レッドデータ沖縄の改
訂

野生生物の生息・生育状況調査

自然環境保全の指針策定
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・調査対象エリアが項第であり、調査出来るエリアが限られる。また、他の事業との兼ね合いにより、取組の優先順位が低くなりがちである。
・近年の観光客の増加や開発等により、自然環境の悪化が懸念されており、本調査で対象とすべき地域や種が増加している。
・外来種等により、在来種への影響が深刻化している。

・継続して鳥獣保護区の新規指定予定地域の調査や既指定地域のモニタリング調査を実施する必要がある。
・外来種等の持ち込みを防ぐための啓発等を行う必要がある。

・継続して鳥獣保護区の新規指定予定地域の調査や既指定地域のモニタリング調査を実施する必要がある。
・外来種等の持ち込みを防ぐための啓発等を行う必要がある。

維持21種 21種 21種

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県

鳥獣保護区の新規指定に向けた現地調査を実施したほか、指定区域案を作
成して、権利関係者との意見交換を行った。
慶良間諸島におけるイノシシの実態を把握するため、痕跡調査等を実施し、分
布状況などについて調査した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

計画４地区に対して、３地区の実施となり、進捗状況は概ね順調と
なっている。引き続き、鳥獣保護区への指定に向けた関係機関等
の調整を進めるとともに、必要に応じて、鳥獣の生息状況調査等
を実施し、実態把握に努めることとする。

2区
鳥獣保護
鵜調査予
定区数

4区 4区 2区 2区 2区

取組の内容 本県に生息している野生生物等の生息状況（生息域、個体数等）を把握するため、委託により次の調査を実施する。
・特殊鳥類生息環境調査　・鳥獣保護区生息状況調査

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び
推進体制の構築

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 野生生物の生息・生育の実態把握

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 特殊鳥類生息環境調査及び鳥獣保護区生息状況調査事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

鳥獣保護区指定のために必要な鳥獣の生育状況と生育環境の把

握の為の調査
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水質保全に関する監視活動、普及啓発等

【担当部課】 環境部　環境保全課
【事業名】 水質関係事業所等監視指導事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

取組の内容 河川・海域等の公共用水域における水質汚濁を未然に防止するために、特定事業場への立入検査及び排出水の水質測定を
行い、法令に違反がないか監視し、違反があれば改善命令等の措置を講じる。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
100件
立入検査及
び指導等件
数

県

  水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び特定施設届出の審査
を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

  H30年度は159事業場に立入し、うち93事業場排水の測定を行
い、うち15事業場で排水基準違反を確認し、改善の指導を行っ
た。
　立入検査及び指導等は159件と計画値の100件を達成しており、
順調と判断した。
　事業者への立入検査および改善指導により、水質汚濁の未然
防止に寄与できた。
　また、特定施設設置届出等の審査を行うことで、不適切な処理
のされた排水が公共用水域に排出されることを防止している。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
河川水質環境基準の達成率

97％
(22年度(2010年度))

94% 91% 94% 100%

＜参考指標＞
海域水質環境基準の達成率

92％
(22年度(2010年度))

92% 92% 92% 83% 92% 98% 100%

89% 97% 99%

状況説明

・平成30年度は、河川で35水域中１水域で環境基準を達成できなかったことから、河川水質環境基準の達成率は97%であり、平成30
年度目標値99.1%は達成できなかった。
・平成30年度は、海域で12水域中１水域で環境基準を達成できなかったことから、海域水質環境基準の達成率は92%であり、平成30
年度目標値98.0%を達成できなかった。

・特定事業場に係る暫定排水基準の見直しが行われる場合があり、見直された結果、排水基準が引き下げられると、特定事業場によっては当該基準を超
過する可能性もある。

・計画通り年間100件以上の事業場への立入検査が実施できている。現在、河川・海域等公共用水域の基準超過について、事業場が原因と考えられる事
例は見られない。

・現在、河川海域等公共用水域の基準超過について、事業場が原因と考えられる事例は見られないことから、これまで同様引き続き事業場の立入検査等
監視を行っていく。

事業者に対する改善指導及び事業場等への立入検査の
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水質保全に関する監視活動、普及啓発

【担当部課】 環境部　環境保全課
【事業名】 水質保全対策事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

取組の内容 河川・海域等の公共用水域及び地下水における水質汚濁を未然に防止するために、毎年度定める「公共用水域及び地下水
の水質測定計画」に基づき、県内の河川、海域、地下水の水質を測定し、異常がないか監視する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
189地点
調査地点数

県

　河川(93地点)及び海域(75地点)の水質の測定並びに地下水水質の概況調
査(8地点)及び継続調査(11地点)を実施した。
　水質結果は、各保健所管内市町村会議で各市町村へ情報提供した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】
　河川93地点、海域75地点の水質の測定、地下水水質の概況調
査8地点、継続調査11地点、計187地点の測定・調査を実施した。
　計画値の187地点どおりの実施状況であり、順調と判断した。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
河川水質環境基準の達成率

97％
(22年度(2010年度))

94% 91% 94% 100%

＜参考指標＞
海域水質環境基準の達成率

92％
(22年度(2010年度))

92% 92% 92% 83% 92% 98% 100%

89% 97% 99%

状況説明

・平成30年度は、河川で35水域中１水域で環境基準を達成できなかったことから、河川水質環境基準の達成率は97%であり、平成30
年度目標値99.1%は達成できなかった。
・平成30年度は、海域で12水域中１水域で環境基準を達成できなかったことから、海域水質環境基準の達成率は92%であり、平成30
年度目標値98.0%を達成できなかった。

・環境基準項目の追加や基準値の変更が行われると、測定地点によっては基準を超過する可能性がある。
・生活排水や事業場排水の状況の変化、水質事故によっては、基準を超過する測定地点が生じる可能性がある。

・測定値の異常が見られた場合、一の測定機関の値でもってのみ拙速に判断することがないようにする必要がある。

・測定値に異常が見られた際、複数の測定機関間で同一の検体の測定を行うなど、クロスチェックを行い測定精度の向上を図る。

公共用水域､地下水等水質の常時監視及び市町村への情報提供
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水質保全に関する監視活動、普及啓発

【担当部課】 環境部　環境保全課
【事業名】 水質測定機器整備事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

取組の内容 石油貯蔵施設の事故時の対応及び周辺地域の環境(大気及び水質)の常時暗視を行うため、施設が立地する地域の保健所等
に監視・測定に必要な機器を整備する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県

　石油貯蔵施設から発生する公害を監視するため、衛生環境研究所及び石油
貯蔵施設が立地する地域の保健所（中部・南部）において、備品の整備を行っ
た。平成27年度から造成していた基金を処分し、衛生環境研究所において高
額機器整備を行い、基金事業が完了した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　整備を予定していた環境監視測定機器等はすべて購入し、順調
に取組みを推進した。環境監視を行う体制が一層強化されたた
め、本事業は、石油貯蔵施設周辺地域の環境保全に資するもの
と評価できる。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － － －－ － －

状況説明

・平成27年度から造成していた基金を処分し、高額機器の整備を行い、基金事業が完了した。
・上記基金事業の完了に伴って、基金規則に従い、基金を廃止した。
・次の高額機器整備について、随時調整を行う。
・交付金の交付限度額が縮小しているため、高額機器の購入が困難となっている。

・平成31年度事業では複数の環境監視測定機器の整備を行う。
・複数の業者からカタログや見積書等を随時収集し、十分な情報収集に努める。

・整備機器について十分な情報収集を行い、環境汚染の監視に必要な機器の整備に努める。

石油貯蔵施設が立地する地域の保健所等で必要な公害監視機器
等を整備・更新
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水質保全に関する監視活動、普及啓発等

【担当部課】 環境部　環境保全課
【事業名】 水質環境保全啓発推進事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

取組の内容 河川・海域等の公共用水域及び地下水における水質汚濁を未然に防止するために、生活排水対策重点地域の指定、河川流
域市町村の生活排水対策啓発に関する支援とともに、へい死魚事故の調査、主要海水浴場の水質調査を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
６河川
(流域14市
町村）指定
数

県

　市町村の生活排水対策の啓発に関して、HP上に対策パンフレットを掲載し
た。
　市町村との会議で生活排水対策の重要性を説明した。
　公共用水域で発生した4件のへい死魚事故について、原因究明のための水
質調査を行った。
　年間１万人以上が利用する主要水浴場18件の水質等調査を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　生活排水対策重点地域流域市町村の生活排水対策のため、パ
ンフレットのHP上掲載、市町村会議で生活排水対策の重要性を
説明するなどした。　　生活排水対策重点地域指定数は６河川で
あり、取組は順調である。指定河川の多くは近年環境基準を達成
できているが、過去に基準未達成や月毎での基準未達成がある
など、国の指定解除基準を満たしていない。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
河川水質環境基準の達成率

97％
(22年度(2010年度))

94% 91% 94% 100%

＜参考指標＞
海域水質環境基準の達成率

92％
(22年度(2010年度))

92% 92% 92% 83% 92% 98% 100%

89% 97% 99%

状況説明

・平成30年度は、河川で35水域中１水域で環境基準を達成できなかったことから、河川水質環境基準の達成率は97%であり、平成30
年度目標値99.1%は達成できなかった。
・平成30年度は、海域で12水域中１水域で環境基準を達成できなかったことから、海域水質環境基準の達成率は92%であり、平成30
年度目標値98.0%を達成できなかった。

・市町村における下水道接続、合併浄化槽整備、農業集落排水処理施設の整備。

・生活排水対策重点地域流域市町村における生活排水対策のための施設整備（下水道、合併浄化槽、農業集落排水施設）は、各市町村計画等もあり短期
間でできるものでは
ないが、引き続きホームページ上でパンフレットを掲載するとともに、市町村との会議において生活排水対策の重要性を説明していくなど、普及啓発を図る
必要がある。

・ホームページ上において生活排水対策のパンフレットを掲載する。
・市町村との会議において、生活排水対策の重要性を周知する。

生活排水対策重点地域指定の解除に向け、河川流域市町村によ
る生活排水対策としての汚濁負荷低減の啓発に関する支援
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
　平成30年度は、河川で35水域中１水域で環境基準を達成できなかったことから、河川水質環境基準の達成率は97%であり、平成30
年度目標値99.1%は達成できなかった。

・浄化槽設置者講習会や浄化槽の普及啓発に係るイベントの開催等については、各保健所や公益社団法人沖縄県環境整備協会との連携が不可欠である
ことから、今後も引き続き連携を図っていく必要がある。
・多くの単独浄化槽が未だに存在していることから、合併浄化槽への転換を促進することが水質改善のために重要である。
・既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進については、単独処理浄化槽設置者へのインセンティブが働きにくい。

・国庫による補助事業（循環型社会形成推進交付金）の周知及び「浄化槽の日」に係るパネル展示や県広報紙による広報等を引き続き実施しながら、粘り
強く普及啓発を行っていく必要がある。

・浄化槽の普及啓発イベント等で、各保健所、公益社団法人沖縄県環境整備協会との連携を図り、普及啓発に努める。具体的内容としては、浄化槽担当者
会議を開催し、浄化槽の維持管理についてさらなる普及を図るため、「浄化槽の日」のイベント内容等を検討する。

100%89% 97% 99%

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
河川水質環境基準の達成率

97％
(22年度(2010年度))

94% 91% 94%

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)
1,500人
受講者数

県

　浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽の普及啓発のため、浄化槽
の日に係るパネル展示、知事挨拶文掲載新聞広告、県内５ヵ所の保健所にお
いて、浄化槽設置者に向けた講習会、維持管理に関する指導を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　浄化槽の適正な維持管理及び合併浄化槽の普及・啓発のため、「浄化槽の
日」に関連したパネル展示を実施した。
　また、県内５カ所の保健所において、浄化槽設置者講習会や維持管理に関
する指導等を行った。
　浄化槽設置者講習会の受講者については、計画値1,500人に対し、1,654人
が受講するなど、順調に取り組むことができた。

取組の内容
浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽の普及啓発のため、浄化槽の日に係るパネル展示、県外情報誌等による広
報、知事挨拶文掲載新聞広告、県内５カ所での街頭広報活動等を実施する。また、県内５カ所の保健所において、浄化槽
設置者に向けた講習会、維持管理に関する指導を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

【主な取組】 水質保全に関する監視活動、普及啓発等

【担当部課】 環境部　環境整備課
【事業名】 浄化槽管理対策事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

浄化槽の適切な維持管理に関する指導・普及啓発

浄化槽設置者講習会の実施
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明

　海域水質環境基準の達成率は、H29実績値83%に対しH30年度実績値が92%と9ポイント上回った。
　下水道処理人口普及率は、公共下水道の汚水管渠等の整備が進み、平成30年度末で72.0%となり、海域水質環境基準の達成率
の向上に寄与している。今後も農業集落排水、合併浄化槽等の各種汚水処理事業と連携して取り組み、地域の実情に応じた効果
的な下水道整備を推進する。

・取組は順調に進捗しているが、財政的に脆弱な過疎地域や離島等の中小町村では、下水道事業に充てられる予算や人員が限られているため、下水道整
備費の大幅増が難しく施設整備が進まない状況がある。

・下水道の整備が遅れている過疎地域や離島等の市町村を中心に効率的な下水道整備が必要であり、事業計画の見直しも含め総合的に検討する必要が
ある。
・公営企業会計の導入に向けて、固定資産情報の整理や移行事務手続き等を令和元年度末までに取り組む必要がある。また、公営企業会計を導入する必
要がある市町村に対しては、円滑に導入できるよう県として情報提供等を行う必要がある。

・下水道整備の遅れている市町村に対しては、ヒアリング等で課題等を確認するとともに、今後の予算措置や事業計画の見直しを含めたフォローアップを行
い下水道整備の推進に取り組む。
・流域下水道事業については、公営企業会計の導入に向けて、固定資産情報の整理や移行事務手続き等を令和元年度末までに行う。また、公営企業会計
を導入しなければならない市町村に対しては、県として情報提供等を行っていく。

100%83.0% 92.0% 98.0%

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
海域水質環境基準の達成率

92％
(22年度(2010年度))

92.0% 92.0% 92.0%

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

　那覇、宜野湾、具志川、西原の４浄化センターにおいて引き続き下水道施設
の増設及び老朽化施設の改築・更新を行った。また、下水道事業実施市町村
へ国からの交付金を配分するとともに、那覇市など23市町村において汚水管
渠等の整備を推進し、下水道の普及に努めた。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　当該取組を実施した結果、下水道整備率はH30年度の計画値
73.4%に対し、実績値72.0%となり、達成割合が98.1%であることか
ら、順調に増加している。県浄化センターで水処理施設及び汚泥
処理施設の整備を行うとともに、公共下水道を実施した23市町村
において汚水管等の整備を行うことで、下水道処理人口が増加
し、下水道の普及促進を図ることができた。

(2021) (2022)
７２．４％
下水道整備
率

７７．１％

県
市町村

取組の内容 沖縄県の水辺環境の保全を図ることを目的として、他の汚水処理事業と連携し地域性を考慮した効果的な下水道整備を推
進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

【主な取組】 汚水処理対策

【担当部課】 土木建築部　下水道課
【事業名】 下水道事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

地域性を考慮した下水道整備の推進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 汚水処理対策

【担当部課】農林水産部　農地農村整備課
【事業名】 農業集落排水事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

取組の内容 農村生活環境の改善を図るため、農業集落におけるし尿及び生活維持排水等の汚水処理施設の整備を行い、汚水処理人口
普及率を高める。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
６７．０％
汚水処理
人口普及率

７９．０％

県
市町村

　平成31年３月に、本事業を実施中の６市町村（９地区）含む全市町村を対象
とした会議を行った。会議では、汚水処理施設の整備に対する補助及び適切
な事業執行･管理について議論し、技術力向上を図った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

　汚水処理施設を順調に整備し、し尿及び生活雑排水等を処理す
ることによる水質保全並びに汚水を処理した際に発生する汚泥を
堆肥化して農地等へ使用することによる資源循環が図られた。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
汚水処理人口普及率(着手済み整備率) － 64.8% 67% 67% 79%67% 67% 79%

状況説明 汚水処理人口普及率(着手済み整備率)は、計画値79％に対して実績値67％で達成割合は84％である。

○内部要因
・維持管理費のコスト縮減対策、処理能力回復及び設備等の機能向上についても、事業の推進に当たり大きな課題となっている。
・宅内への接続費用に関する事業の実施については、現状として補助額や申請期間が十分ではないことから、本年度も水洗化人口増加への課題となって
いる。
○外部環境の変化
・集落内人口の減少による接続率の低下がみられる。

・本年度も市町村担当と連携して対策の検討を行うとともに、農業集落排水事業の必要性や効果を地域住民にPRし、汚水処理人口・水洗化人口の増加に
努める必要がある。また、効果促進事業の申請期間の拡大が必要である。

・農村生活環境の改善を図るため、本年度は年内に集落排水推進協議会を開催し維持管理費のコスト縮減及び運転管理見直しに向けた情報交換の場や
現地視察の場を設ける。また、効果促進事業の交付決定前着手により申請期間を拡大させる。

汚水処理施設整備支援
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 汚水処理対策

【担当部課】 農林水産部　畜産課
【事業名】 沖縄型畜産排水対策課題解決モデル事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①陸水生態系の保全 施策 ③水質汚濁、土壌汚染、大気汚染等対策

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 1-(1)-イ

取組の内容
畜産排水に係る原因解明から課題解決までの総合的な排水処理対策システムを構築するため、前身事業で有効性が確認で
きた運用管理技術の成果等を活用して、現場普及型の沖縄型低コスト排水処理システムの開発・実証・導入を推進し、指
導体制の充実を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
92人
畜産排水
処理技術
者の育成

県

102人
排水規制の強化に適切に対応するため、環境保全部会を２回開催するととも
に、畜産排水実態調査を10農家実施し、低コスト排水処理技術について１事
例検討を行った。また、マニュアルを活用した指導者向け講習会２回、農家の
浄化処理施設における指導実技を２回実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

県畜産課にて作成した畜産排水対策指針と技術指導者用マニュ
アル又はパンフレット等を活用した講習会を開催した。また、指導
者用マニュアルを活用した畜産農家への指導実技も実施した。そ
の結果、畜産排水処理技術者の育成については、計画値５人に
対し、実績値は27人となり、計画を上回った。これらの取組によ
り、指導者による農家指導の精度向上、排水基準等に対する農家
の理解醸成が図られた。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29
成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

H30 H30

－－ － －

状況説明

・指導者育成のため、排水指導に携わったことのない未経験者でも理解できるような平易な内容の講習会の開催や、更なる理解の醸成を図るための取組を
実施した。また、技術指導者用マニュアルを活用した農家指導も実践した。しかし、継続的な現場指導のためには、引き続き講習会や現場での指導研修を
開催し指導者の技術向上をはかる必要がある。
・水質汚濁防止法に基づく硝酸性窒素等について、畜産業で適用される暫定排水基準が強化される予定である（現在の暫定排水基準は平成31年６月末ま
で）。
・水質汚濁防止法に基づく、内湾に河川等を通じて排水が流入する地域に係る窒素・りんの畜産業で適用される暫定排水基準が強化された（平成30年10月
改正）。

・平成30年度に実践した講習会や技術指導者用マニュアルを活用した農家指導の実技の内容等を精査し、より効果的な技術指導者のスキルアップを図り、
技術者育成の取組を継続する必要がある。
・畜産排水に係る原因解明から課題解決までの総合的な排水処理対策システムを構築するため、現場普及型の低コスト排水処理システムの検討・実証を
行う必要がある。

・現場に則した実践的な指導体制を構築するため、これまでのアンケート結果等をふまえた、より効果的な講習会の開催や農家施設における指導の実践演
習を今後も実施する。
・水質汚濁防止法に基づく排水規制の強化に適切に対応するため、平成28年度までの事業実施で有効性が確認できた運用管理技術の成果等を活用し
て、引き続き現場普及型の沖縄型低コスト排水処理システムの検討・開発・実証等を行う。

水質汚濁防止法の排水基準見直
しによる指導体制の強化
水質汚濁防止法の排水基準見直
しによる指導体制の強化
水質汚濁防止法の排水基準見直
しによる指導体制の強化
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水辺環境の再生

【担当部課】 土木建築部　河川課
【事業名】 自然環境に配慮した河川の整備

自然環境の再生

【施策展開】 ②自然環境に配慮した憩い潤いのある水辺づくりの推進 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ウ

取組の内容 護岸に自然石を使用する等、案強・景観に配慮した多自然川づくりにより、河川の水辺環境の保全・再生を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　平成30年度までの整備延長は目標６．４ｋｍに対し５．７ｋｍと８９．１％の達成率
であった。国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づ
くりにむけた用地補償及び護岸工事等を行った。

１河川
水辺環境の
再生に取り
組む河川数

１河川
(累計)

進捗状況

５．４km
整備延長

約９．４ｋ
ｍ
(累計)

県 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づく
りにむけた用地補償及び護岸工事等を行い、整備延長（累計）は５．７km
となっている。
　また、奥川で水辺環境の再生に取り組み、平成２９年度に整備完了して
いる。このような河川整備により、河川環境・景観の創出、及び住民の河
川に対する美化意識及び地域イメージの向上が見込まれ、取り組みは順
調である。

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

67.6% 67.8% 68.1% 増加自然環境に配慮した河川整備の割合
63.2％

（H23年度(2011年
度)）

64.7% 65.7% 67.5%

○河川整備は、事業効果をあげるには多大な期間を要するため、引き続き地元住民の事業に対する理解と協力を得る必要がある。

○河川整備だけで、河川環境が再生され、回遊性生物等の復元を図れるものではないため、農業事業等と連携した流域全体を含めた取組が必要である。

○長期間に及ぶ河川整備に対する地元住民の理解と協力を得るため、引き続き事業説明会やワークショップを開催する。

○河川水質の維持・改善や河川近隣の整備等について、農林・海岸・港湾・砂防事業者等、関係機関と引き続き連携をとりながら事業を進める。

状況説明 　河川の水辺環境の保全・再生に向けて、19河川において河川の護岸工事等を行った結果、自然環境に配慮した河川整備の割合は
67.8％となり、目標値を0.3ポイント下回った。引き続き事業の推進をはかり、目標値の達成を目指す。

○河川整備は、用地取得において、地権者の合意に長時間を要する等といった多くの困難が伴うとともに、下流側から整備するという事業の特殊性から、事業
効果をあげるには多大な期間を要する。

○河川環境を再生し、回遊性生物等を復元するためには、流域全体で環境を再生する必要がある。

治水対策としての多自然川づくり

河川の水辺環境の再生（リュウキュウアユの復元等）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水辺環境の再生

【担当部課】 土木建築部　海岸防災課【 事 業
名 】

自然環境に配慮した海岸の整備

自然環境の再生

【施策展開】 ②自然環境に配慮した憩い潤いのある水辺づくりの推進 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ウ

取組の内容 沖縄らしい豊かな自然環境を取り戻すため、養浜による砂浜の創出、植栽による海浜緑地の創出等、自然環境に配慮した海
岸の整備を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

金武町の金武湾港海岸（ギンバル地区）（基礎部L=760m）において、自然石石積
み護岸の整備等により、自然環境に配慮した整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

約2.0ｋｍ
整備延長

約2.8ｋｍ
(累計)

県

【順調】

平成30年度までに、計画整備延長約2.0kmに対し、約2.0kmの整備を
実施していることから、順調とした。
その結果、海岸背後地に緑陰の創出が図られる等、自然環境に配慮
した海岸の整備が行われた。

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

1,976ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ 2,830ｍ自然環境に配慮した海岸整備の延長
600ｍ

（H23年度(2011年
度)）

1,621ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ

・海岸事業においては、自然豊かな海岸を有する地域で事業を実施する際の事前環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整結果から、必要とされる
対策を実施する。

状況説明 海岸事業において、砂浜や海浜緑地の整備などに取り組んだ結果、自然環境に配慮した海岸整備の延長は、基準値600m（平成23年
度）に対し改善幅1,376m、現状値は1,976m（平成29年度からの進捗は無し）となり、平成30年度の計画値1,976mを達成した。

・自然豊かな海岸を有する地域においては、事業を実施する海岸でそれぞれ異なる特性を持った環境及び周辺に生息する生物へ配慮した計画策定が必要で
あり、さらに地域のニーズに合った海岸整備が求められる。

・自然豊かな海岸を有する地域において、事業を計画する際に、事前の環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整を適宜実施し、その結果から必要
な対策を引き続き検討する必要がある。

海岸の水辺環境の再生（砂浜や海浜緑地などの創出）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・自然環境再生事業の推進にあたり、県において地域主導で実施できる仕組みを整備し、関係者間で情報共有できるようネットワーク形成を図る。

状況説明
　自然環境再生の活動地域数については、h30計画値を達成した。平成26年度に策定した沖縄県自然環境再生指針に基づき、関係行
政機関や地元住民の意見を取り入れながら、東村慶佐次川で自然環境再生モデル事業を実施しており、再生事業を推進するに当たっ
ての課題等を抽出している。

・自然環境再生事業の推進にあたり、地域主導で実施する場合に実施体制や技術等に課題があるため、県において支援する仕組みを整備する必要がある。
・自然環境再生事業の推進にあたっては、地域において関係行政機関、関係団体、地域住民等の幅広い主体が協働して推進していく必要がある。

・自然環境再生事業の推進にあたり、県において地域主導で実施できる仕組みを整備し、関係者間で情報共有できるようネットワーク形成を図る必要がある。

5地域 5地域 5地域 6地域自然環境再生の活動地域数
3地域

（H24年度（2012年
度))

3地域 3地域 4地域

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　東村慶佐次川にて生物生息域や自然環境の再生の取組を行うとともに、地元の
理解を深めるための意識啓発活動を実施した。また、モデル事業を通して、自然
環境再生事業を全県的に展開する上でのノウハウ、課題を抽出するとともに、モ
デル事業から得られたノウハウ等の集積集を作成し市町村、活動団体向けの勉
強会を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

５地域
活動地域
数

６地域

県

【順調】

　事業推進にあたっては、慶佐次川自然環境再生事業全体構想に基
づき、地域住民、関係者と協議を行いながら、生物生息域や自然環
境の再生に取り組めた。それにより、自然環境再生事業を全県的に
推進する上でのノウハウ、課題等の整理を行うことができた。また、ノ
ウハウ等の集積集作成や勉強会開催はアンケート結果から再生事
業の推進に寄与したと考える。

取組の内容 失われた沖縄らしい自然環境の再生及び保全を図るため、自然環境再生指針及び環境経済評価を踏まえた費用便益計測指針を
策定し、自然環境再生事業を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

自然環境の再生

【施策展開】 ②自然環境に配慮した憩い潤いのある水辺づくりの推進 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ウ

【主な取組】 失われた自然環境の再生

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 自然環境の保全・再生

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

自然再生の推進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【事業名】 自然環境保全地域指定事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

(2019) (2020)

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ③多様な生物の生息・生育環境の保全 施策 ①自然保全地域の指定等

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

【主な取組】 自然保護地域の指定等

【担当部課】 環境部　自然保護課

取組の内容 生物多様性を支える自然度の高い地域の自然環境を保全するため、自然環境保全地域の指定、管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3
(2021) (2022)

R4
活動概要

(2017) (2018)

県

　自然環境保全地域の指定に向けた考え方の整理及び各自然環境保全地域の
管理を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　既存の自然環境保全地域を管理することにより、当該地域の自然
環境の保全が図られた。また、今後の新たな指定に向けた考え方
（候補地の選定方法、必要となる調査の内容、手続き等）の整理を
行っている状況である。計画値12地域に対し、実績も12地域であり、
進捗状況は順調となっている。

12地域
指定数

14地域
(累計)

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

自然保護区域面積
53,473ha

（H23年(2011年))
54,299ha 54,299ha 54,299ha 54,299ha 90,110ha 54,985ha

状況説明
西表・石垣国立公園区域の拡張ややんばる国立公園の新規指定等により自然公園区域面積が拡大したほか、新たに鳥獣保護区を2
箇所指定したことにより、自然保護区域面積は基準値から36,708増加し、目標を達成している。

・新たな自然環境保全地域の指定に向けて体制整備を図り、選定に向けた現地調査を行う必要がある。
・全県的に開発行為等が盛んとなる中、自然環境保全の観点からの必要な規制に対し、理解が得られるよう、周知しなければならない。

・新たな指定に向けた考え方を整理し、必要な体制を整え、候補地の選定や関係者との調整等を進める。

・新たな指定に向けた考え方（候補地の選定方法、必要となる調査の内容、手続き等）を直ちに整理する。
・市町村担当者や事業者との意見交換の場等で、効果的な周知の方法を検討する。

55,633ha

自然環境保全地域指定
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 自然保護地域の指定等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 鳥獣保護区設定事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ③多様な生物の生息・生育環境の保全 施策 ①自然保全地域の指定等

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

取組の内容 生物多様性を支える地域を保全するため、鳥獣の保護を図るための鳥獣保護区を指定し、管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

鳥獣保護区候補地５か所において、市町村及び利害関係者等と指定に向けた調
整を行った。また、一部地域においては、指定根拠を補完するための鳥獣類の
生息状況調査を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

27地区
鳥獣保護
区数

34地区
(累計)

県

【概ね順
調】

年度内に新規保護区の指定に至らなかったが、関係者との調整によ
り、新たな課題等が確認されたことから、鳥獣保護区指定の意義や
課題解決に向けた方向性等について、関係機関との相互理解が進
んだと考える。昨年度の活動を踏まえ、新規保護区の指定に向けて
前進しているので概ね順調と考える。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

自然保護区域面積
53,473ha

（H23年(2011年))
54,299ha 54,299ha 54,299ha 55,633ha54,299ha 90,110ha 54,985ha

状況説明
西表・石垣国立公園区域の拡張ややんばる国立公園の新規指定等により自然公園区域面積が拡大したほか、新たに鳥獣保護区を2
箇所指定したことにより、自然保護区域面積は基準値から36,708増加し、目標を達成している。

・生物多様性の保全のため、第12次鳥獣保護管理事業計画以外の、新たな鳥獣保護区の指定等に向けた取組が必要。
・地元自治体、利害関係者等に対する、指定された場合の規制等についての理解を得るとともに、指定後のフォロー等が必要。
・新たな候補地選定、既存保護区の保全のための鳥獣等生息実態調査等が必要。
・新規指定候補地の地元自治体、関係機関からの賛意がえられるかが課題。
・外来種等に対する意識が高まってきていることから、既存保護区等においても対策が必要。

・鳥獣保護区指定に難色を示す地元自治体等へ、引き続き新規指定について理解が得られるよう、丁寧な説明と働きかけを継続する必要がある。
・第12次鳥獣保護管理事業計画に位置づけた新規指定候補地について、指定に向けた具体的調整を図る必要がある。

・鳥獣保護区指定に難色を示す地元自治体等へ、引き続き新規指定について理解が得られるよう、丁寧な説明と働きかけを継続する必要がある。
・鳥獣保護区指定に係る課題や問題点などを整理し、地元自治体等の疑問や不安を解消する必要がある。
・第12次鳥獣保護管理事業計画に位置づけた新規指定候補地について、指定に向けた具体的調整を図る必要がある。

鳥獣保護区の指定
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 自然保護地域の指定等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 世界自然遺産登録推進事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ③多様な生物の生息・生育環境の保全 施策 ①自然保全地域の指定等

【基本施策】 3-2-4 陸水生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

取組の内容
世界自然遺産登録を早期に実現し、登録後の遺産価値の維持と適正な利活用の両立を図るため、次の事業に取組む。
１.推薦地の管理体制の運営　２.適正利用とエコツーリズム体制の構築　３.イリオモテヤマネコ交通事故防止対策
４.ノイヌ・ノネコ対策　　　５.普及啓発の推進

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
世界自然遺産登録を早期に実現し、遺産価値の維持と適正利用の両立を図るため、次
の事業に取り組んだ。
１　行動計画の検証等、持続的観光マスタープラン（素案）の策定
２　適正利用とエコツーリズムの推進
３　イリオモテヤマネコ交通事故防止対策の実施
４　ノイヌ・ノネコ対策　５　普及啓発の推進

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

遺産を適切に維持・管理するための行動計画の検証・見直しを実施
するとともに、持続的観光マスタープランの検討、イリオモテヤマネコ
交通事故防止対策や、ノイヌ・ノネコ対策、イベント等の開催による普
及啓発等に取り組んだ。その結果、持続的観光マスタープラン（素
案）が策定される等、事業の実施による効果が発現しているため、進
捗状況は「順調」となった。

県

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

自然保護区域面積
53,473ha

（H23年(2011年))
54,299ha 54,299ha 54,299ha 55,633ha54,299ha 90,110ha 54,985ha

状況説明
西表・石垣国立公園区域の拡張ややんばる国立公園の新規指定等により自然公園区域面積が拡大したほか、新たに鳥獣保護区を2
箇所指定したことにより、自然保護区域面積は基準値から36,708増加し、目標を達成している。

・世界自然遺産に登録されるには、その登録基準を満たし、恒久的に保護・保全を図る必要があるため、その対策を検討し整備する必要がある。
・世界自然遺産登録の実現及び登録後も持続的に自然環境を保全するためには、引き続き国や地元関係団体等と連携し取り組む必要がある。
・延期勧告の主な理由である「分断された推薦区域の連結」や、「北部訓練場返還地の推薦区域への追加」等の課題に対応した上で、推薦書の内容の見直し
や強化を行い、平成31年２月１日、国において、推薦書を提出した。
・現地調査における評価や推薦書の審査を踏まえ、2020年夏頃の世界遺産委員会の中で登録の可否が決定する見込み。

・遺産登録の実現及び登録後の遺産価値の保全と適正な利活用を図っていくために、以下の課題に取り組む必要がある。
①地域社会との協働による遺産の管理体制の構築。
②西表島における適正利用とエコツーリズムの推進。
③国内希少種イリオモテヤマネコのロードキルの防止。
④やんばる地域における野生化した犬・猫による希少野生動物捕食被害の防止。
⑤県内外へ世界自然遺産の価値の理解を深めるための継続的な普及啓発の実施。
⑥希少野生生物の密猟・盗採の防止。

①行動計画の検証や地域部会の運営、持続的観光マスタープランの策定。
②西表島におけるフィールド利用ルールやモニタリング体制、組織体制の構築。
③イリオモテヤマネコ交通事故防止基本計画に基づく対策等の実施。
④ノネコの捕獲・譲渡の検討や、ノイヌの集中捕獲、犬猫遺棄防止等に係る普及啓発の実施。
⑤遺産推薦地域の住民に重点を置いた理解醸成や地域連携の機運醸成
⑥希少野生生物密猟・盗採防止対策の実施。

遺産地域の適切な保
全・管理手法を検討す
る地域部会の開催

世界自然遺産の普及
啓発のためのフォーラ
ムの開催

世界自然遺産登録
後の遺産価値の適
切な維持・管理のた
めの取組

地域部会・フォーラ
ムの開催や、希少
種保護、外来種対
策など世界自然遺
産登録に向けた取
組
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

維持21種 21種 21種沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・県民生活は生物多様性がもたらす食料、水質浄化、観光基盤など生態系サービスの恩恵を受けており、生物多様性は日常生活と密接な関わりがあること
から、生物多様性に関する取組には、県民参加が必要不可欠である。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・「生きものいっせい調査」の回収率向上に向けて、より緊密な学校関係者との連携が必要である。
・自然保護課のホームページについて、多くの県民への生物多様性の普及啓発を図るため、より一層内容を充実させる必要がある。
・生物多様性の認知度向上に向けて、継続的に活動する必要がある。

・「生きものいっせい調査」の実施にあたり、教育委員会の後援を継続するとともに、充実した連携を図る。
・生物多様性に関連した情報をより充実させるために、沖縄県において作成されているウェブコンテンツ「オキナワイキモノラボ」に掲載する種を増やす。

成果指標名 基準値 実績値 計画値

19種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

「生物多
様性おき
なわ戦
略」の改
訂

(2021) (2022)

県

生物多様性の普及啓発と県内の生物多様性の状況把握の一助となるよう、県
内小学校の４～６学年全員を対象に「生きものいっせい調査」を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

「生きものいっせい調査」により、小学生が自然に親しむきっかけと
なり、普及啓発の一助となっている。また、得られた情報は改訂に
おいての資料として蓄積されている。
環境フェアにて多様性のパネル展示を実施予定であったが、台風
により未実施。パンフレットも未作成だが、総合的に判断して進捗
状況は概ね順調とした。

取組の内容
・本県の豊かな生物多様性を保全していくため、生物多様性おきなわ戦略の取り組み状況についての進捗確認と、戦略の
改訂に向けた情報収集及び課題の整理。
・生物多様性の保全に係る普及啓発活動のための移動展示やパンフレット等の作成

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性おきなわ戦略の普及啓発

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

生物多様性おきなわ戦略の改訂に向けた情報の収集と課題の整

理移動展示、パンフレット等の作成
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

維持

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性地域戦略事業

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容
・生きものフォトコンテスト等、生物多様性の普及
・生物多様性プラットフォームを構築、本県の生物多様性に関する情報の一元化
・教育関係機関と連携、次代を担う児童生徒を対象とした普及啓発活動を実施

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

生物多様性の普及啓発と県内の生物多様性の状況把握の一助となるよう、県
内小学校の４～６学年全員を対象に「生きものいっせい調査」と一般県民対象
にフォトコンテストを実施した。その情報をHPに一元化し、県民への普及啓発を
図った。

５%
生きもの
いっせい調
査の回収率
向上

8%

　「生きものいっせい調査」は教育委員会と連携し、実施すること
で、小学生が自然に親しむきっかけとなっており、フォトコンテスト
の実施とともに生物多様性の普及啓発を行えた。また、その情報
を一つのHP内で発信することにより情報の一元化をはかることが
できたため概ね順調とした。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【概ね順
調】

県

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
沖縄の絶滅種数

19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 21種 21種 21種

・「生きものいっせい調査」の回収率向上に向けて、より緊密な学校関係者との連携が必要である。
・作製したホームページについて、より一層の内容の充実を図る必要がある。

・「生きものいっせい調査」の実施にあたり、教育委員会の後援を継続するとともに、各小学校への周知方法の工夫など充実した連携を図る。
・ホームーページに新たに作成された沖縄県レッドデータブックのリンクを追加した。

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・県民生活は生物多様性がもたらす生態系サービスの恩恵を受けており、生物多様性は日常生活と密接な関わりがあることから、生物多様性に関する取組
には、行政だけでなく、県民参加が必要不可欠である。
・生物多様性の周知度向上に向けて、継続的に活動する必要がある。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

生きものフォトコンテスト等、生物多様性の普及

教育関係機関との連携、次代を担う児童生徒を対象とした普及啓発

生物多様性プラットフォームの構築、本県の生物多様性に関する情
報の一元化
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 生物多様性おきなわブランド発信事業

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容
・現状を把握するための現地調査を実施し、それぞれの地域における生物多様性のブランド価値発掘を目指す。
・地域における生物多様性の現状と維持するための方向性をまとめた保全利用指針（仮称）を策定する。
・成果をホームページ等を通して発信し、県民へ広く普及啓発する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

生物多様性情報の収集について沖縄本島４地域と八重山７地域を対象に実施
することができた。情報の収集・指針の策定に関する事業検討委員会を開き、
また、ホームページの情報更新を行うことで普及啓発に努めた。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

今年度は、生物多様性情報の収集を目的とした現地調査を11地
域実施したほか、事業検討委員会において、生物多様性保全利用
指針の沖縄本島編（暫定版）について検討し策定した。また、随時
ホームページの更新を行い普及啓発を行えたため、順調と判断し
た。

県

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
沖縄の絶滅種数

19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 維持21種 21種 21種

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・生物多様性保全利用指針の策定に向けて、計画的に現地調査、文献からの情報収集を進めるとともに、平成3１年度末に策定する生物多様性保全利用指
針（八重山編編暫定版）に向けて、専門家等の意見も踏まえながら進める必要がある。
・世界自然遺産登録に向けた取組などにより、生物多様性の保全について関心が高まっている。

・平成３１年度は、生物多様性保全利用指針（八重山編編暫定版）を策定する予定であることから、平成30年度に引き続き、事業検討会の意見を速やかに反
映させるための体制づくりが必要である。

・計画的な現地調査、文献からの情報収集については、月１回程度の打ち合わせや調査日程等をメール等で密に連絡を取り、進捗状況の把握に努める。
・生物多様性保全利用指針（八重山編暫定版）の策定に向けて、専門家の助言等を踏まえ、速やかな方針決定を図るため、引き続き、事業検討委員会の下
に設置されている検討部会等において、課題の解決をスムーズに行えるようメーリングリストなどで情報共有を図る。

事業検討委員会の実施

生物多様性情報の収集

情報発信コンテンツの制作
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 生物多様性地域戦略の策定・情報発信等

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 国立自然史博物館の誘致

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容 国立自然史博物館の設立意義、経済波及効果等を調査し、県としての考え方を整理するとともに、国への要請や県内での
普及啓発を行い、誘致に努めていく。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　県内外で設立の気運醸成を図るため、関係機関の共催のもと、東京と那覇
市内でシンポジウムを開催した。また、国立自然史博物館誘致基礎調査を実
施し、設立意義、沖縄県の優位性、期待される効果を明らかにした。
　平成30年10月、沖縄及び北方担当大臣に対し、県内への設立を要望した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　関係団体と連携して県内外でシンポジウムを開催し、普及啓発に
努めるとともに、「県民のみならず、全国民に多くの恩恵をもたら
し、ひいては国際的にも大いに貢献する」として沖縄及び北方大臣
へ要望したことから、順調と判定した。

県

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － － －－ － －

状況説明
　国立自然史博物館を設立することについて国へ要望すとともに、国立沖縄自然史博物館設立準備委員会を始めとする関係機関と
共催によりシンポジウムを開催し、普及啓発に努めた。

・誘致にあたっては、県内において誘致の気運醸成が重要となる。
・沖縄及び北方担当大臣等へ要望しているものの、国において実現に向けた取組は行われていない。

・県民や関係団体等への効果的な普及啓発活動により、誘致に向けた気運醸成を図る必要がある。
・設立実現に向けて、国等に対し、効果的な要請等を実施する必要がある。

・誘致に向けた気運醸成を図るため、県主催のシンポジウムを実施し、効果的な普及啓発を実施する。
・平成30年度に実施した基礎調査で明確化した設立意義、沖縄県の優位性、期待される効果等に基づき、国等への効果的な要請等を実施する。

県民等への普及啓発、国等への要請
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

21種

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

維持

・希少種とその生息域を把握するための情報収集が必要である。
・希少種保護条例の制定に向けた委員会の設置や関係機関との調整等の作業を進める必要がある。
・本県の希少種保護に関して、認知度の向上が必要である。

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 野生生物の生息・成育の実態把握

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 野生生物の保全・保護事業

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容
県内に生息する希少な野生動植物の保護を図るため次に挙げる事項に取り組む
・希少種保護条例の制定　・野生生物の生息、生育状況調査　・自然環境保全の指針策定
・レッドデータ沖縄(県内に生息する絶滅のおそれがある生物種の絶滅危険性をランク分けした資料)の改訂

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

条例の制定に向けて関係機関との意見交換を行った。
　生物多様性おきなわブランド発信事業において、沖縄本島４地域と八重山７
地域を対象に現地調査を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

0種
希少野生動
植物指定数
（希少種保
護条例）

6種

県

【順調】

　今年度は、条例の制定に向け、国、県庁内各課、関係市町村や
利害関係者と意見交換を実施するとともに、生物多様性おきなわ
ブランド発信事業において、沖縄本島、八重山における自然環境
の現状把握を行った。
　上記により、進捗状況は順調とした。

H27 H28 H29 H30 H30

・レッドデータおきなわについては、より県民に普及されるように、販売についても検討する必要がある。
・希少種保護条例の制定に向け、国、県のみならず関係市町村や利害関係者とも十分な調整を行う必要がある。

・レッドデータおきなわの県民への普及のために他県の販売状況を把握し、普及版の作製等も検討する。
・希少種の分布状況を把握することと、その生息域を保全・利活用するため、生物多様性保全利用指針の策定を進める。
・希少種保護条例の制定に向けて、引き続き委員会の設置や関係機関、利害関係者との調整等の作業を進める。

成果指標名 基準値 実績値 計画値

沖縄の絶滅種数 19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 21種 21種

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26

希少種保護条例の制定

レッドデータ沖縄の改
訂

野生生物の生息・生育状況調査

自然環境保全の指針策定
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

維持
＜参考指標＞
沖縄の絶滅種数

19種
(H23年度(2011年度))

19種 19種 21種 21種

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 野生生物の生息・成育の実態把握

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 ジュゴン保護対策事業

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ①自然環境の保全に向けた調査研究及び推
進体制の構築

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容 既存資料及び現地調査からジュゴンと海草藻場の関連について明らかにし、沖縄島周辺に生息するジュゴン保護に関する
方策の検討を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

　生息状況調査、普及啓発、藻場特性の整理、主要海域情報図の更新、検討
委員会の開催及びジュゴン保護に関する方策の検討を実施した。

　ジュゴンの食み跡や藻場に関する情報等の集積や、混獲対策な
どの普及啓発等を実施することにより、ジュゴンの保護対策を推進
した。

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

県

成果指標名 基準値 実績値 計画値

21種 21種

状況説明
H30実績値は基準値と比較して、２種増加の21種（28年度）となった。絶滅種が増加した背景としては、様々な要因が考えられるが、
環境の悪化も原因の一つと推測される。

・ジュゴンのみならず、海草藻場の具体的な保護（保全）対策について、検討を進めることが重要である。
・世界自然遺産登録に向けた取組みが周知されるなど、近年、希少種、固有種等に対する関心が高まっている。

・人間の活動がジュゴンにストレスを与えるおそれがある為、調査等においてジュゴンにストレスを与えないように努めるとともに、過年度に普及啓発等が未
実施の場所にて普及啓発等を行う。
・ジュゴンが利用するための藻場の環境保全について検討する。

・海草藻場に関する情報収集に努める。
・船のスクリュー音等がジュゴンへストレスを与えることを考慮し、ドローン調査を実施する。
・過年度に引き続き普及啓発等を行い、不用意にジュゴンに近づかないように注意喚起を実施するとともに、漁業者等からの情報収集に努める。

生息藻場特性
の整理

生息状況現
地調査

保護方策の
検討

生息状況調査

保護対策の推進及び検討

普及啓発
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 サンゴ礁の保全・再生

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 サンゴ礁保全再生地域モデル事業

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ③サンゴ礁の保全

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

取組の内容 低コストでのサンゴ種苗の植付けに係る技術の開発やサンゴの白化対策や人工的に再生されたサンゴ礁の海域生態系への
効果等の調査研究等を行う。また、サンゴ礁の保全再生対策を自立的に運営できる地域モデルを構築する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県

　モデル地域として選定した恩納村と久米島町の２地域において、協議会を設
立した。また、低コスト化のための基盤の検討や白化現象による死が起こりにく
い環境条件の解明等を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　２つのモデル地域において協議会を設立することができたことか
ら、順調と判断した。
　「サンゴ種苗の低コスト化等に係る調査研究」及び「白化対策等
の調査研究」において、低コスト化につながる基盤の探索や海水
温等のモデル化を実施できたことから、順調と判断した。

０地域
モデル
地域

２地域

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － － －－ － －

状況説明
　選定したモデル地域において、サンゴ礁の保全再生対策を自立的に運営できる体制の構築に向けて取り組んでおり、低コスト化の
ための基盤の検討や白化現象による死亡が起こりにくい環境条件の解明等の調査研究を行っている。

・久米島町では、恩納村と比較して、これからサンゴ礁保全再生の取組を活発化していくこととしており、町内でのサンゴ礁保全再生の意識を高める必要が
ある。
・白化対策に関する技術が未だ確立されていない。
・県内各地にサンゴ種苗の植付けを普及するためには、更なるコスト抑制が課題であるが、作業の方法を見直す必要がある。
・2016年以降、高海水温等による白化現象などのかく乱要因が懸念される。
・地域からサンゴ種苗の植付け等を行うにあたり、作業期間や作業負担を軽減する方法を検討してほしいとの要望がある。

・協議会において、地域で実施するサンゴ礁保全再生活動の内容を検討する必要がある。
・白化対策の技術開発等の調査研究を実施する必要がある。
・サンゴ種苗の植付け等に係る作業期間や作業負担を軽減する必要がある。

・協議会において、地域で実施するサンゴ礁保全再生活動の内容を検討する。
・国内外の研究機関と連携しながら、白化対策の技術開発等の調査研究を実施する。
・サンゴ種苗の植付け等に係る作業期間や作業負担を軽減するための調査研究を実施する。

サンゴ礁保全再生地域モデルの構築

サンゴ種苗の植付費用の低コスト化等に係る調査研究

サンゴの白化対策等の調査研究
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
　実証された大量発生予察手法について、地域に普及させるため、補助事業を実施している。また、予察手法やパンフレット等につい
て、ホームページで公表するとともに、関係者等に配布を行っている。

・自然現象の解明、予察をしようとする試みであることから、データの収集や予察手法の確立のためには、長期的なモニタリングが必要である。
・オニヒトデの大量発生の要因と考えられている栄養塩対策を検討する必要がある。
・現在行われているオニヒトデ対策は、駆除が主であることから、対応が後手に回る可能性がある。
・オニヒトデ研究の国内の専門家は限られている。

・地域に予察手法を普及させるとともに、地域での実行可能性を検証しながら技術の精度向上を図る必要がある。
・オニヒトデ対策に効果的な調査研究を実施するため、引き続き国外も含めた専門家との連携を図る必要がある。
・栄養塩対策を検討する必要がある。

・実証された大量発生予察手法について、地域に普及させるため、補助事業を実施する。
・国外の研究機関と連携しながら、オニヒトデ対策に効果的な調査研究を実施する。
・栄養塩対策を実施する。

－－ － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県

　４団体が実施した稚ヒトデモニタリング等を支援した。また、流域水質調査や
稚ヒトデトラップの開発等の調査研究を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　予察手法の普及を目的に４団体にて稚ヒトデモニタリング等の予
察手法を実施することができた。
　また、水質モニタリングにより栄養塩の動向を確認することがで
きたことや稚ヒトデの誘因にはサンゴの強いストレスが必要なこと
などの成果が得られたことから、順調と判断した。

２海域
実証海域数

取組の内容 オニヒトデ大量発生の予察実証やオニヒトデの大量発生メカニズム解明に関する調査研究を行うとともに、オニヒトデの
駆除をより効果的、効率的に行うための防除対策の検討を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ③サンゴ礁の保全

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 サンゴ礁の保全・再生

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 オニヒトデ総合対策事業

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

モデル海域においてオニヒトデ大量発生の予察実証を実
施

オニヒトデ大量発生メカニズムの解明に関する調査研究

効果的・効率的な防除対策の検討
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明

・藻場やサンゴ礁は多くの水産生物が棲息する場所であり、漁業者にとっては貴重な漁場でもあるが、活動に参加する漁業者は一部に留まっているほか、漁
具の漂着物や堆積物もなくならない状況である。
・県民の環境保全に対する関心はあるものの、赤土や生活排水の流入やプラスチックゴミの流出による環境汚染は続いている状況である。

・漁業者はもとより、広く一般県民が藻場やサンゴ礁の重要性と沖縄の自然環境の大切さを認識し、その保全に向けた取組活動に参画することが重要であ
る。そのため、漁業者をはじめとし、地域の学校の生徒や先生、保護者、青年会などの地域団体、企業やNPO職員等の参画を目指し、地域において活動内
容の周知を行う必要がある。

・県民を広く巻き込んだ取組のため、引き続き、事業内容の周知を図り、地域の子供たちや団体、企業やNPO職員等の参画を目指す。

－－ － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値

－ － － － －

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県
地域活
動組織

　環境・生態系保全に係る取組として、藻場・サンゴ礁の保全、種苗放流及び
漂流・漂着物の処理を行ったほか、海の安全確保に係る取組として、海難救助
訓練を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　伊是名村その他７市町村において、食害生物（オニヒトデやウニ）
の除去やサンゴの植え付け、漂流・漂着物・堆積物の処理等に取
り組んでおり、その結果、現地のモニタリングで藻場やサンゴ礁の
保全が確認され、進捗は順調である。

8海域
保全海域数

8海域 7海域 7海域 7海域 7海域

取組の内容 環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資
する地域の活動を支援。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ③サンゴ礁の保全

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 サンゴ礁の保全・再生

【担当部課】 農林水産部　水産課
【事業名】 サンゴ礁生態系保全・再生のための取組

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

漁業者等が行うサンゴの移植やオニヒトデ駆除に対する支援
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
○八重山海域では、ヨナラ水道のナミハタ保護区において、親魚の蝟集密度調査を計画通り６回実施した。
○本島北部海域では、計画通り計６回の調査を実施した。
○本島地域では、計画通り、10漁協での漁業者協議会を合計７回開催した。

・これまでに得られた調査研究の結果から「新たな管理策」の方針が示され、今後は、これらの方針をより多くの関係者に周知し、効果的なルールとなってい
くよう啓発・広報を進める必要がある。
・事業効果の検証するためには、資源量の経年変化を把握する必要があることから、資源量調査を継続する必要がある。

・本事業で得られた調査結果は、遊漁者等の一般関係者等にも啓発・広報を図り、公的規制に移行する必要がある。また、公的規制へ移行させることができ
た管理策については、その履行状況のモニタリングや周知広報が重要である。

・本事業で得られたデータや知見を今後の研究や管理策に活用していけるよう、事業報告書や論文として整理しておく必要がある。

・本事業で得られた調査結果については、漁業関係者へ情報提供するとともに、一般の関係者（遊漁者，ダイビング、消費者等）へもルールの周知を進める
ための広報を強化する。

・保護効果を検証するため引き続き効果調査・資源量調査を行い、その成果情報を報告書や論文にまとめるとともに、他地域へ事例紹介や情報提供を進め
る。

－100% 100% 100%

成果指標名 基準値 実績値 計画値

海洋保護区３海域のモニタリング
100％

(H29年度)
－ － －

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県

○八重山海域では、ヨナラ水道のナミハタ保護区において、親魚の蝟集密度調
査を６回実施した。
○本島北部海域では、計６回の調査により、ハマフエフキをはじめ271個体に
標識を付け放流した。本島地域では、合計７回の漁業者協議会を開催し、東部
海域での新たな公的資源管理策の策定を支援した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

○当初計画どおりに調査・協議会を遂行した。

○保護区の効果を評価するための基礎となるデータを収集でき
た。また漁業者協議会等を通じて、公的管理ルールの対象海域の
拡大のための合意形成を推進した。

取組の内容 サンゴ礁域に設定した海洋保護区について、その効果調査、持続的運営体制の構築及び新規保護区の検討を実施し、水産
資源の持続的な利用を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

おきなわブランドの確立と生産
供給体制の整備

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ②安定品目の生産供給体制の強化

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）-ア

【主な取組】 水産業の収益性向上

【担当部課】 農林水産部　水産課
【事業名】 水産資源の持続的な利活用

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

・スジアラ、シロクラベラ資源管理対策実施海域の拡大

・海洋保護区における資源回復状況モニタリングと新規保護区設定

の検討

・イセエビ、セミエビ類等、管理対象種の追加と管理対策の拡充
・各地域の資源管理計画の実施状況確認
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
海洋保護区の設置数については、漁業者を中心とした活動組織により設定された保護区「泡瀬地先」が１海域設定されたため、基準
値（23年）から改善された。計画値１海域に対して、実績値１海域となっている。

・海洋保護区の設置に向けた体制が十分でないことから、体制作りが課題である。
・海洋保護区の設置に当たっては、様々な経済行為を制限することになるので、漁業関係者等利害関係者との調整が必要である。

・海洋保護区の新たな設置に向けて今後調整が必要となる関係機関等と連携を密にする必要がある。

・海洋保護区の新たな設置に向け行った現地調査の内容について検討し、実状を把握し、有識者との連携等必要な体制を整える。
・海洋保護区の新たな設置に向けて、水産課等調整が必要となる関係機関と連携を密にする。
・利害関係者等に対しての説明会を開き、理解を求める。

2海域1海域 1海域 1海域

成果指標名 基準値 実績値 計画値

海洋保護区の設置数
0海域

（H23年(2011年
度))

0海域 1海域 1海域

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

県

海洋保護区の設置に必要な海域調査、関係機関との調整を行い、生物多様性
の保全に重要な海域の把握を行うとともに、関係機関との調整を行い、保護区
等の設定に取り組んだ。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】
海域調査、関係機関との調整を行い、保護区の設置に向け取組を
行っていることから順調とした。

取組の内容 海域生物を保護するため、開発行為の規制等を行う海洋保護区を設定する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

生物多様性の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ③サンゴ礁の保全

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ア

【主な取組】 海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】 海洋保護区設定事業

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

生物多様性の保全に重要な海域の把握

生物多様性の保全に重要な海域を対象にした保護区等の設定
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 赤土等流出防止対策

【担当部課】 環境部　環境保全課
【事業名】 赤土等流出防止対策推進事業

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ②赤土等流出防止対策の推進

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-イ

取組の内容
赤土等流出防止対策等の周知活動の一環として、県民を対象とした赤土等流出防止対策交流集会や土木業者等を対象とし
た講習会を開催する。赤土等流出防止対策基本計画の進捗管理を行う。赤土等流出防止条例に基づく届出等の審査・監
視・指導を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

  赤土等流出防止対策等の周知活動の一環として、県民を対象とした赤土等
流出防止対策交流集会や土木業者等を対象とした講習会を開催した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

１回
交流集会数
2回
講習会開催
数

県

  赤土等流出防止交流集会には76名が参加し、赤土等流出防止
に対する意識向上と技術の集積が図られた。また、赤土等流出防
止対策講習会には121名が参加し、赤土等流出防止対策の技術
及び意識の向上が図られた。
　交流集会及び講習会とも計画を達成したことから順調と判断し
た。

【順調】

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

状況説明

・年間流出量の算定は、基本計画に基づき５年度ごとに行なうため、直近の値は平成28年度の142,000トンである。平成28年度値の
算出に当たっては、算定式の改善も併せて行った。赤土等の流出源特定などが、改善に向けての課題となっている。
・平成30年の海域モニタリング調査の結果では、県内28海域における赤土等堆積ランク５以下の地点割合は71.4％と、基準値より
38.4ポイント改善したが、H30計画値（79.9％）を達成できなかった。

監視海域76海域における赤土等年間流出量
159,000トン

（H23年度(2011年
度)

－ －
142,000
トン

・交流集会を開催することにより、赤土等の流出防止に関する事例について広く発表の場を設け、意見交換を行うことにより、赤土等流出防止に対する意識
の向上と技術の集積を図る必要がある。
・講習会を開催することにより、施工業者等における赤土等流出防止対策の技術及び意識の向上を図る必要がある。
・交流集会及び講習会を通じて、届出・通知の徹底に努めているが、依然として無届出・無通知や対策不備等の現場が見られる。
・開発現場からの赤土等流出量の減少に伴い、農地からの赤土等流出量割合が顕在化してきた。（平成5年：62%,平成23年：86%,平成28年：84%）

・無届出・無通知の開発現場の削減を図る。
・開発現場での赤土等流出防止対策の管理及び意識の向上を図る。
・農地における赤土等流出防止対策の普及啓発を図る。
・現場での指導等を的確に行うために、職員の知識の向上を図る必要がある。

142,000
トン

（H28）

142,000
トン

（H28）

・担当者会議、合同パトロール、事例研究等を実施することで、職員の知識の向上を図り、現場での的確な指導等により赤土等流出防止対策の管理及び意
識の向上に努める。
・交流集会及び講習会を通じて、届出・通知の更なる徹底や農地における赤土等流出防止対策技術の普及啓発に努める。
・交流集会及び講習会について、より多くの方が参加できるよう開催の周知をさらに努める。

98,100ト
ン

72,000ト
ン

海域での赤土堆積ランク5以下の地点割合
33%

(H23年(2011年)
46% 50% 43% 54% 71% 80% 100%

生物多様性の保全に重要な海域の把握

生物多様性の保全に重要な海域を対象にした保護区等の設定

赤土等流出防止対策交流集会・講習会の開催
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・赤土等流出防止において重要なことは、農地からの耕土の流出を防ぐためのグリーンベルト等の発生源対策や、海域への土砂の流出を防ぐための沈砂池
等の末端整備である。いずれの整備を行うにも、市町村及び地元農家の協力が不可欠であり、県だけでなく、地元関係機関においても互いの共通課題とし
て認識することが重要である。
・今後の農地対策は、行政（土木的対策）主導による対策から、植生・保全要因への対応を中心とした地域（営農的対策主導）の対策段階への移行が見込ま
れるが、ほ場の維持管理要因が増えることもあり移行に対しては難航することが予想される。

・工事開始前に地元説明会等を催し、赤土流出の現状や流出防止施設の整備内容等について説明し、市町村及び地元農家の認識を引き続き高めていく必
要がある。
・赤土流出防止施設（沈砂池等）の整備は、継続的に進んでいることから、今後も継続して市町村単位で設立している「赤土等流出防止営農対策連絡協議
会」を引き続き活用しつつ、市町村及び地元農家の意見・優良事例の確認を行いながら土木的対策から営農的対策へ移行に努める必要がある。

19 17

・赤土流出の現状や流出防止施設の整備内容等について理解・認識を高められるよう、地元農家への説明等を引き続き行っていく。土木的対策から営農的
対策へ移行をするために「赤土等流出防止営農対策連絡協議会」を引き続き活用し、地域の実情把握に努め優良事例等を参考に事業を推進していく。

17 －

状況説明 　宜野座村第５地区（宜野座村）他16地区において、流出防止対策及び発生源対策に必要な施設の整備を行った。

＜参考指標＞
対策地区数

－ 24 23 20

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　宜野座村第５地区（宜野座村）他16地区において流出防止対策及び発生源
対策の整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果県
市町村

　赤土流出防止施設（沈砂池等）を整備した結果、農地及びその周
辺の土壌の流出を防止し、農村の環境保全の進捗は順調である。

【順調】

取組の内容 農地およびその周辺の土壌の流出を防止し、農村の環境保全に資する。そのための沈砂池、承排水路等の整備による流出
防止対策及び農地の勾配修正、グリーンベルト、畑面植生等の発生源対策を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

陸域・水辺環境の保全

【施策展開】 ①沿岸･海洋生態系の保全 施策 ②赤土等流出防止対策の推進

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）－イ

【主な取組】 農地からの赤土等流出防止対策

【担当部課】農林水産部　農地農村整備課
【事業名】 水質保全対策事業(耕土流出防止型)

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

承排水路、沈砂池、浸透池等の流出水対策

農地の勾配修正、グリーンベルト、畑面植生等の発生源対策

承排水路、沈砂池、浸透池等の流出水対策

農地の勾配修正、グリーンベルト、畑面植生等の発生源対策
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水辺環境の再生

【担当部課】 土木建築部　海岸防災課
【事業名】

自然環境の再生

【施策展開】 ②自然環境に配慮した海辺づくりの推進 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ウ

自然環境に配慮した海岸の整備

取組の内容 沖縄らしい豊かな自然環境を取り戻すため、養浜による砂浜の創出、植栽による海浜緑地の創出等、自然環境に配慮した海岸
の整備を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

金武町の金武湾港海岸（ギンバル地区）（基礎部L=760m）において、自然石石積
み護岸の整備等により、自然環境に配慮した整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

約2.0ｋｍ
整備延長

約2.8ｋｍ
(累計)

県

【順調】

平成30年度までに、計画整備延長約2.0kmに対し、約2.0kmの整備を
実施していることから、順調とした。
その結果、海岸背後地に緑陰の創出が図られる等、自然環境に配
慮した海岸の整備が行われた。

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

自然環境に配慮した海岸整備の延長
600ｍ

（H23年度(2011年
度)）

1,621ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ 1,976ｍ 2,830ｍ

・海岸事業においては、自然豊かな海岸を有する地域で事業を実施する際の事前環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整結果から、必要とされる
対策を実施する。

状況説明 海岸事業において、砂浜や海浜緑地の整備などに取り組んだ結果、自然環境に配慮した海岸整備の延長は、基準値600m（平成23年
度）に対し改善幅1,376m、現状値は1,976m（平成29年度からの進捗は無し）となり、平成30年度の計画値1,976mを達成した。

・自然豊かな海岸を有する地域においては、事業を実施する海岸でそれぞれ異なる特性を持った環境及び周辺に生息する生物へ配慮した計画策定が必要で
あり、さらに地域のニーズに合った海岸整備が求められる。

・自然豊かな海岸を有する地域において、事業を計画する際に、事前の環境調査、事業中の環境調査及び、関係者との調整を適宜実施し、その結果から必要
な対策を引き続き検討する必要がある。

海岸の水辺環境の再生（砂浜や海浜緑地などの創出）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・自然環境再生事業の推進にあたり、県において地域主導で実施できる仕組みを整備し、関係者間で情報共有できるようネットワーク形成を図る。

状況説明
　自然環境再生の活動地域数については、h30計画値を達成した。平成26年度に策定した沖縄県自然環境再生指針に基づき、関係行
政機関や地元住民の意見を取り入れながら、東村慶佐次川で自然環境再生モデル事業を実施しており、再生事業を推進するに当たっ
ての課題等を抽出している。

・自然環境再生事業の推進にあたり、地域主導で実施する場合に実施体制や技術等に課題があるため、県において支援する仕組みを整備する必要がある。
・自然環境再生事業の推進にあたっては、地域において関係行政機関、関係団体、地域住民等の幅広い主体が協働して推進していく必要がある。

・自然環境再生事業の推進にあたり、県において地域主導で実施できる仕組みを整備し、関係者間で情報共有できるようネットワーク形成を図る必要がある。

5地域 5地域 5地域 6地域
＜参考指標＞
自然環境再生の活動地域数

3地域
（H24年度（2012年

度))
3地域 3地域 4地域

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　東村慶佐次川にて生物生息域や自然環境の再生の取組を行うとともに、地元
の理解を深めるための意識啓発活動を実施した。また、モデル事業を通して、自
然環境再生事業を全県的に展開する上でのノウハウ、課題を抽出するとともに、
モデル事業から得られたノウハウ等の集積集を作成し市町村、活動団体向けの
勉強会を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

５地域
活動地域
数

６地域

県

【順調】

　事業推進にあたっては、慶佐次川自然環境再生事業全体構想に
基づき、地域住民、関係者と協議を行いながら、生物生息域や自然
環境の再生に取り組めた。それにより、自然環境再生事業を全県的
に推進する上でのノウハウ、課題等の整理を行うことができた。ま
た、ノウハウ等の集積集作成や勉強会開催はアンケート結果から再
生事業の推進に寄与したと考える。

取組の内容 失われた沖縄らしい自然環境の再生及び保全を図るため、自然環境再生指針及び環境経済評価を踏まえた費用便益計測指針を
策定し、自然環境再生事業を実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

自然環境の再生

【施策展開】 ②自然環境に配慮した海辺づくりの推進 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ウ

【主な取組】 失われた自然環境の再生

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 自然環境の保全・再生

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

自然再生の推進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 　保全利用協定について、普及啓発や適切な支援などを行った結果、成果目標の「事業者間における保全利用協定の認定数」は、基準
値の２協定（H23）から８協定（H30）と改善され、H30計画値（８協定）を達成した。

　類似する法令として平成19年にエコツーリズム推進法が制定され、市町村によるエコツーリズム推進協議会の体制づくり、環境省が認定する全体構想の策
定、禁止事項に対する罰金等を盛り込んだ条例制定などを整備することができる。事業者間だけの自主ルールによる運用を前提とする保全利用協定制度より
強制力のある法令であり、これまでに全国で15協議会が認定され、沖縄県からは１協議会が認定されている。（渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会及び座間味
村エコツーリズム推進協議会）
  沖縄県への観光客数は増加傾向にあり、その需要に応じたエコツアーへの関心もますます高まっているが、自然環境の過剰利用によるフィールドの劣化など
の問題が生じており、観光客の適正な収容力を踏まえた事業者間の地域のルールづくりをより推進する必要がある。

　保全利用協定の認定にかかる各種調整やコーディネーターの派遣にかかる費用などは事業者負担となる。そのため、関係する事業者間の調整や認定手続き
の負担に見合う制度のメリットを増加させる必要がある。
　また、昨今の大型クルーズ船や格安航空会社などによる観光客の大幅な増加により沖縄県全体の自然環境の維持について懸念されるため、保全利用協定
の締結地域を県内に広く推進していくことが必要である。
　そして、これらの課題を解決した上で、関係事業者や一般県民向けに協定制度の認知度を向上させる必要がある。

　本制度は、自然環境の持続的な利用を図り、フィールドの過度な利用を予防する上で有意義なものであることから、今後とも、協定事業者や有識者など関係
者からの意見を踏まえ、協定締結によるメリットの創出、保全利用協定の新規締結の支援、制度のあり方の検討など、協定事業者や未締結地域の事業者がよ
り活用しやすい仕組みづくりを検討する。

10協定
（累計）

８協定 ８協定 ８協定

成果指標名 基準値 実績値 計画値

業者間における保全利用協定の認定数 ２協定
(H23年度(2011年度))

５協定 ７協定 ８協定

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

　保全利用協定について、普及啓発や適切な支援などを行った結
果、成果目標の「事業者間における保全利用協定の認定数」は、基
準値の２協定（H23）から８協定（H30）と改善され、H30計画値（８協
定）を達成し、自然環境の持続可能な利用の促進がさらに推進され
た。

6件
保全利用
協定認定
数

10件
（累計）

県

(2021) (2022)

保全利用協定の申請などに関して、ガイド事業者に対して適切な支援や助言など
を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 適正な環境保全と利用に関するルールとしての保全利用協定の締結に向けた、保全利用協定の活用方策の検討、制度メリットの構築を委託業務によ
り行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

自然環境の適正利用

【施策展開】 ③海辺の自然との触れ合いの場の保全と創造 施策 ②自然環境の持続可能な利用の促進

【基本施策】 3-2-5 沿岸・海洋生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-エ

【主な取組】 自然環境を利用するルールづくりの推進

【担当部課】 環境部　自然保護課
【事業名】

事業者間による保全利用協定締結の促進
（環境保全型自然体験活動推進事業）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

保全利用協定の活用方策の検討、制度メリット構築
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 風致地区の指定

【担当部課】 土木建築部　都市公園課
【事業名】 市町村緑化推進支援事業

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ①自然環境に配慮した憩い潤いのある緑・水辺づくりの推進 施策 ③本県の特性に応じた温暖化防止対策の推
進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）-ア

取組の内容
都市計画区域内21市町村に対し、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する緑の基本計画策定並びに風致地区指定等の地域制
緑地制度の活用に向けて技術的指導、支援を行い、対象となる全市町村が計画策定、制度の活用をすることで、都市計画区域
内における緑地面積の確保を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　沖縄県広域緑地計画（改定計画）の周知等を行い、市町村へ「緑の基本計画」
策定及び更新の取組を促した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

15市町村
計画策定
市町村数

21市町村

県

【概ね順
調】

　「緑の基本計画」の指針となる沖縄県広域緑地計画（改定計画）の
周知等により、県におけるみどりの目標および市町村における「緑の
基本計画」策定及び更新について共通認識が図られている。

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

75,056ha
H23年度
(2011年

度)

75,056ha
H23年度

(2011年度)
69,013ha 維持都市計画区域内緑地面積

62,536ha
（H18年度(2006年

度))

75,056ha
H23年度

(2011年度)

75,056ha
H23年度

(2011年度)

75,056ha
H23年度

(2011年度)

　県内各市町村と緑化について意見交換を行い、「緑の基本計画」の策定及び更新など、良好な自然環境等の保全を図る取組を促進する。

状況説明
都市計画区域内緑地面積については、平成22年度に都市計画区域が増加したこと等から、現状地の緑地面積は基準値より増加してお
り、計画地を達成している。

　「緑の基本計画」の策定及び更新に向け、市町村との意見交換等により計画策定への理解・取組を求める必要がある。

　「緑の基本計画」が未策定の市町村に対し計画策定について理解を求め、さらに策定後概ね10年を経過する市町村に対しては、計画の検証及び改定を促進
する。

「緑の基本計画」策定に対する市町村への技術的指導・支援

風致地区指定の促進に向けた市町村への技術的指導
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 都市公園の整備

【担当部課】 土木建築部　都市公園課
【事業名】 都市公園における緑化等の推進

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ①自然環境に配慮した憩い潤いのある緑・水辺づくりの推進 施策 ②都市公園における緑化等の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容 災害時の避難場所、環境緑化や自然の保全、緑とふれあう憩いの場所の創出、レクリエーション活動の場としての都市公園整
備を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

　県営公園及び市町村営公園において、環境緑化や自然の保全、緑とふれあう
憩いの場所の空間創出に向けて用地取得や園路、広場等の整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

1,527ha
共用面積

1,594ha
(累計）

国
県

市町村

　県営公園及び市町村営公園において、環境緑化や自然の保全、緑
とふれあう憩いの場所の空間創出に向けて用地取得や園路、広場
等を整備したことにより、都市公園の供用面積が実績値1,536㏊と計
画値（1,539㏊）に若干満たなかったが計画通り順調である。

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

状況説明
　都市計画区域における一人当たりの都市公園面積について、環境緑化や自然の保全、緑とふれあう憩いの場所の空間創出に向けて
用地取得や園路、広場等を整備したことにより、計画値11.0㎡/人に対し、直近の実績値（29年度）は10.9㎡/人となっている。なお、平成
30年度実績は11.0㎡/人となる見込みである。

都市計画区域における一人当たりの都市公園面
積

10.6㎡／人
H22年度(2010年度）

10.8㎡／人 10.8㎡／人 10.9㎡／人

・都市公園における緑化等の推進については、公園整備を行うにあたり公園用地の確保が必要となるが、用地取得や物件補償において、事業への理解が得ら
れないことや代替地が確保できない等の理由から、地権者等の同意を得るまでに長期間を要している。

・公園用地の取得に長期間を要することから、地権者等の同意が早期に得られるよう、市町村を通じて地元自治会、関係者等の協力を得ながら事業を推進する
必要がある。また、整備の効果を早期に発現させるため、部分的な供用開始も含めた効率的かつ効果的な整備に努める必要がある。

10.9㎡／人
10.9㎡／

人
(29年度)

・公園整備による緑化については、引き続き公園用地取得に向け、地権者等の同意が得られるよう粘り強く交渉を続けるとともに、市町村を通じて地元自治会、
関係者等の協力を得ながら事業を推進する。また、整備の効果が早期に発現できるよう部分的な供用の可能性についても検証する。

 11.0㎡／人 11.2㎡／人

花と緑にあふれた都市公園や緑地の計画的な整備
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
国からの交付金を活用し、耕作放棄地解消のための再生作業や土壌改良、農業用施設等の補完を実施した。これら取組により、H30年
度までに347haを再生しており、目標達成は厳しいが概ね順調に前進している。

○内部要因
・事業推進にかけることができるマンパワーが地域協議会によって異なり、人材が不足している協議会では再生作業が滞っている。
・平成31年度から予算事業が変わることから、取り組みが滞らないように注意する必要がある。
○外部環境の変化
・農地が耕作放棄地となっていても他人に貸したがらない、または不在地主や未相続の農地となっているなど地主の態様により様々な課題が存在している。

・担当者会議等を活用して交付申請書等の事務作業を実施する上での注意点を共有する。

・農地の流動化には多様な課題があることから、まずは担い手に農地を集積する仕組み作りが必要。

・事業内容が変わるため、関係各課、市町村、農地中間管理機構等と情報を共有し、耕作放棄地の解消を推進する。
・事業の対象を担い手とすることで、事業を活用して担い手に農地を集積できるようにする。

700ha
(100%)

330ha
(47%)

347ha
(49%)

422ha
(60%)

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
耕作放棄地解消面積(解消率)

140ha
(20％)

(22年度(2010年度))

293ha
(42%)

305ha
(44%)

316ha
(45%)

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

耕作放
棄地対
策協議
会（～
H30）

市町村
（H31～）

　地域における各種課題の解決に向けた意見交換会等の実施及び荒廃農地の
再生作業の取り組みを総合的に支援し、農地の確保及びその有効利用を図っ
た。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

　耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用した再生作業等の取
組により、平成30年度末までに347haの耕作放棄地を解消した。

316ha
(45%)
耕作放棄
地解消面
積

700ha
(100%)

取組の内容 農地の確保及びその有効利用を図るため、荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農家・生産者組織、法人等が
行う再生作業や土づくり、施設整備等の取組を総合的に支援する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

農林漁業の担い手の育成・確保
及び経営安定対策等の強化

【施策展開】 ①自然環境に配慮した憩い潤いのある緑・水辺づくりの推進 施策 ②農地の有効利用と優良農地の確保

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）-エ

【主な取組】 耕作放棄地発生防止の対策

【担当部課】農林水産部　村づくり計画課
【事業名】 耕作放棄地対策事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

耕作放棄地の再生のた

めの土壌改良や施設等

の補完整備

耕作放棄地の再生のための土

壌改良
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 水辺環境の再生

【担当部課】 土木建築部　河川課
【事業名】 自然環境に配慮した河川の整備

自然環境の再生

【施策展開】 ①自然環境に配慮した憩い潤いのある緑・水辺づくりの推進 施策 ①自然環境再生型公共事業の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（１）-ウ

取組の内容 護岸に自然石を使用する等、案強・景観に配慮した多自然川づくりにより、河川の水辺環境の保全・再生を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県

　平成30年度までの整備延長は目標６．４ｋｍに対し５．７ｋｍと８９．１％の達成率
であった。国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づ
くりにむけた用地補償及び護岸工事等を行った。

１河川
水辺環境の
再生に取り
組む河川数

１河川
(累計)

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　国場川、小波津川など１９河川にて、環境・景観に配慮した多自然川づく
りにむけた用地補償及び護岸工事等を行い、整備延長（累計）は５．７km
となっている。
　また、奥川で水辺環境の再生に取り組み、平成２９年度に整備完了して
いる。このような河川整備により、河川環境・景観の創出、及び住民の河
川に対する美化意識及び地域イメージの向上が見込まれ、取り組みは順
調である。

５．４km
整備延長

約９．４ｋ
ｍ
(累計)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
自然環境に配慮した河川整備の割合

63.2％
（H23年度(2011年

度)）
64.7% 65.7% 67.5% 増加67.6% 67.8% 68.1%

状況説明 　河川の水辺環境の保全・再生に向けて、19河川において河川の護岸工事等を行った結果、自然環境に配慮した河川整備の割合は
67.8％となり、目標値を0.3ポイント下回った。引き続き事業の推進をはかり、目標値の達成を目指す。

○河川整備は、用地取得において、地権者の合意に長時間を要する等といった多くの困難が伴うとともに、下流側から整備するという事業の特殊性から、事業効
果をあげるには多大な期間を要する。

○河川環境を再生し、回遊性生物等を復元するためには、流域全体で環境を再生する必要がある。

○河川整備は、事業効果をあげるには多大な期間を要するため、引き続き地元住民の事業に対する理解と協力を得る必要がある。

○河川整備だけで、河川環境が再生され、回遊性生物等の復元を図れるものではないため、農業事業等と連携した流域全体を含めた取組が必要である。

○長期間に及ぶ河川整備に対する地元住民の理解と協力を得るため、引き続き事業説明会やワークショップを開催する。

○河川水質の維持・改善や河川近隣の整備等について、農林・海岸・港湾・砂防事業者等、関係機関と引き続き連携をとりながら事業を進める。

治水対策としての多自然川づくり

河川の水辺環境の再生（リュウキュウアユの復元等）
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・有料化には県民の理解を求めることが必要であるが、平成30年度末のごみ処理有料化市町村数は38市町村である。
・有料化は市町村が取り組むものであるため、市町村の判断が大きな要因となっている。
・市町村の条例で定めるため、時間がかかる。
・有料化未実施３市町村については、有料化による不法投棄の懸念や住民への負担増等の要因により、有料化されていない。

・一般廃棄物の処理に関しては市町村が主体となるため、市町村への適切な助言や情報提供を行う必要があり、減量化が一時的なものとならないよう、総合
的な施策を展開する必要がある。
・県民のごみ減量・再資源化の意識向上のために、前年度の各種・イベント等の内容より良い普及啓発の方法を考案する必要がある。
・平成27年度以降に有料化を実施した５市町村にヒアリングを行い、有料化による影響について調査する必要がある。

854g
（H28年度
実績）

868g
（H29年度
実績）

・国の基本方針を踏まえ、未実施市町村に対し、実施済み市町村の実施後の影響等の情報提供を行うとともに、未実施市町村から有料化についての相談等
があった場合は前向きな検討を促す。
・市町村が円滑に有料化が行えるよう、各種イベント等での展示パネルの内容を改良するなど、普及啓発に係る活動内容等の見直しを行い、より効果的な普
及啓発活動を行う。

816g 809g

状況説明 　一般廃棄物の１日１人あたりの排出量は868gで、全国平均の920gを下回っているが、基準値の831gに対して37g高くなっており、H30
計画値は達成できなかった。要因は市町村との連携及び普及啓発活動が十分でなかったことが考えられる。

一般廃棄物の1日1人あたりの排出量 831g
（H20年度(2008年度))

830g
（H25年度
実績）

844g
（H26年度
実績）

841g
（H27年度
実績）

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　市町村がスムーズに有料化出来るよう、各種週間・月間、キャンペーン（年３
回）により、県民のごみ減量・リサイクルに対する意識向上を図った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

３８市町村
実施市町村
数

４１市町村

県
市町村

　ごみ処理有料化市町村数は、計画値38市町村のうち実績値38市
町村と順調に取り組むことができた。
　有料化未実施の３市町村について、１団体は有料化に前向きであ
り、２団体は協議中であり、今後も働きかけを行っていく。

【順調】

取組の内容
経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制・再生利用等を進めるため、一般廃棄物の処理の有料化を推進すると
いう国の基本方針を受け、沖縄県としても助言や情報提供等を行うことでその基本方針のとおり県内市町村のごみ収集有料化
の促進に取り組むとともに、イベント等を通して県民のごみ減量・リサイクルに対する意識の向上を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

３Rの推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ①廃棄物減量化・再利用・リサイクルの促進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）－ア

【主な取組】 ごみ収集の有料化促進

【担当部課】 環境部　環境整備課
【事業名】 ごみ減量化推進事業

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

市町村によるごみ収集の有料化の促進
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・分別収集計画の策定は市町村が実施するものであり、市町村の判断が大きな要因となっている。
・一般廃棄物の再生利用率は伸び悩んでおり、１日１人あたりの排出量はほぼ横ばい状態にある。

・再資源化率の向上や排出量の減少のため、県民の意識啓発とともに、古紙や缶類の持ち去り対策等の取組を推進していく必要がある。
・県民のごみ減量・再資源化の意識向上のため、前年度より効果的な普及啓発の方法を、各イベント・キャンペーン等において考案する必要がある。また、小
学校に対し環境フェア等のイベントへの参加を積極的に呼びかける。
・リサイクル率の低い市町村を対象に、環境教育の実施校数を増やす必要がある。
・イベント等の参加者を増加させるための取組について検討する。

14.6％
（H28年度
実績）

15.3％
（H29年度
実績）

・容器包装リサイクル法に基づいた国の方針を踏まえ市町村への情報提供を行い分別収集の推進を図る。
・各種イベント等については、小学生のみならず中学生にも関心をもってもらえるように、各市町村教育委員会に情報提供を行うなど、実施内容を工夫する。
・リサイクル率の低い市町村に対しては環境教育の実施回数・校数を増やす。

19.2% 21.1%

状況説明
　一般廃棄物の再生利用率は、基準値12.7%に対して現状値が15.3%と上昇しているが、H30計画値の19.2%を下回り計画値を達成でき
なかった。また、H30実績値は全国平均の20.2%を下回っている。要因としては市町村との連携及び普及啓発活動が十分でなかったこと
が考えられる。

一般廃棄物の再生利用率 12.7%
（H22年度(2010年度))

15.3％
（H25年度
実績）

14.7％
（H26年度
実績）

14.7％
（H27年度
実績）

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　 ごみ減量・リサイクル推進週間、３Ｒ推進月間等でパネル展示等を実施する
ほか、リサイクル率の低い市町村の小学校６校において、より包装の少ない食
材を選択できるようにする児童向け環境教育を実施するなど、ごみ減量やリサ
イクル推進に関する普及啓発を実施した。３Ｒ推進全国大会で本県の３Ｒの取
組状況をＰＲした。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

３回
強化月間・
週間数

県

　 強化月間・各種イベント数については、環境フェアが台風来襲で
中止となったため、計画値３回に対して計画値２回とやや遅れと
なった。

【やや遅
れ】

取組の内容 循環型社会形成のため、ごみの減量化・リサイクル、一般廃棄物の適正処理を推進することを目的とし、各種月間・週間の実
施、イベント・キャンペーンの開催、レジ袋の有料化を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

３Rの推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ①廃棄物減量化・再利用・リサイクルの促進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）－ア

【主な取組】 資源再利用の推進

【担当部課】 環境部　環境整備課
【事業名】 ごみ減量化推進事業

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

メディア、イベント等を活用した県民への３Rに関する意識啓発

市町村への事業取組依頼、技術的助言、情報提供
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・県内で発生した廃棄物の有効活用が図られており、取組の効果が現れているが、一部のゆいくる材については施設の老朽化や原料となるコンクリート廃材不
足などの理由により、平成30年度は製造業者5者から路盤材など9資材の認定廃止届があった。
・建設資材の廃棄物のより一層の循環的利用の循環的利用の取り組みを推進するため、ゆいくる材の原料確保に向けた取り組みが必要である。

・沖縄県土木建築部発注工事の現場から搬出する建設廃棄物（ゆいくる材の原料となる再生資源）については、ゆいくる材製造業者もしくは、製造はしていな
いが再資源化した後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出することになっているので、原料不足にともなう認定廃止とならないように原料（再生資
源）を確保するため公共工事発注者に対し周知を図る必要がある。

－ －

・建設資材廃棄物（コンクリート殻、アスファルト殻）の再資源化率は約９９％を達成しており、ほぼ全量がリサイクルされている状況であることから、目標を達成
しているが、県、市町村関係者へ、ゆいくる材の原料確保のため、建設廃棄物を現場から搬出する際の再資源化施設の選定について、公共工事発注者に対し
説明を行い周知を図る。

－ －

状況説明 －

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

建設リサイクル資材製造業者からの申請を受け、審査を実施、評価委員会を
開催し、新たに８資材を認定した。また、同制度の普及を図った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

567資材
ゆいくる材認
定資材数

増加

県

建設資材廃棄物（コンクリート殻、アスファルト殻）の再資源化率は
ほぼ100％で改善の余地は少ないが、県、市町村関係者へ、ゆいく
る材の原料確保のため、建設廃棄物を現場から搬出する際の再資
源化施設の選定について、県・市町村公共工事発注者に対し、設
計積算説明会を実施（１回）し、周知を図った結果、ゆいくる材認定
資材数は、計画値の567をわずかに下回った。

【順調】

取組の内容
産業廃棄物のより一層の循環的利用の取組を推進するため、「リサイクル資材評価委員会」を開催し、ゆいくる材の認定を行
うとともに、ＨＰ等で認定資材の状況を公開し、関係者を対象とした研修会や県民環境フェアでのパネル展示等で同制度の普
及を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

３Rの推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ①廃棄物減量化・再利用・リサイクルの促進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）－ア

【主な取組】 建設リサイクル資材認定制度（ゆいくる）活用事業

【担当部課】土木建築部　技術・建設業課
【事業名】 建設リサイクル資材認定制度（ゆいくる）活用事業

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

ゆいくる材の利用促進
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・現在、全量コンポスト化（堆肥化）により緑農地へ有効利用されているが、下水道処理人口の増加により今後も下水汚泥発生量の増加が見込まれる。
・平成27年5月、下水道法改正により、下水道管理者の責務として、下水汚泥の燃料・肥料を再利用する努力義務が明確化されたことから、今後も有効利用維
持に努める必要がある。
・平成26年7月に策定された「新下水道ビジョン」において、下水道事業の使命として「循環型社会の構築に貢献」することとされており、汚水処理過程で発生す
る汚泥、消化ガス、及び処理水のより効率的な利用を図ることを中期目標としている。

・今後増加する下水汚泥に対し、当面はコンポスト化による有効利用を推進し、中長期的には、下水汚泥のさらなる利活用の可能性を検討しながら有効利用
率の維持に取り組む必要がある。

51.7%
50.5%

(29年度)

・引き続きコンポスト化（堆肥化）による有効利用率100％を目指す。

50.3% 51.0%

状況説明 　下水汚泥のコンポスト化（堆肥化）等に取り組んだ結果、下水汚泥有効利用率は１００％を維持しており、産業廃棄物の再生利用率
の向上に寄与している。

産業廃棄物の再生利用率 48.7％
（H22年度(2010年度）

50.2% 51.2% 51.7%

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　汚泥等を有効利用するために、那覇・具志川浄化センター及びうるま市等に
おいて、汚泥処理施設の増設等を行った。また、各下水道施設から発生する
下水汚泥157トン/日全量をコンポスト（堆肥）化し肥料として緑農地還元により
有効利用を推進した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

100%
有効利用率

県
市町村

　下水汚泥の有効利用率は、計画値100％に対し、実績値100％で
推移し、順調に取組を推進することができた。
　下水道施設から発生する下水汚泥157トン/日をコンポスト化（堆
肥化）し有効活用することにより、廃棄物を減量化し、環境負荷の
少ない循環型社会の形成に寄与した。

【順調】

取組の内容 下水道施設において汚水の処理過程で発生する下水汚泥や消化ガスを有効利用するための施設を整備し、下水汚泥の有効利用
を推進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

３Rの推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ②未利用資源の活用の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）－ア

【主な取組】 下水汚泥及び消化ガスの有効利用

【担当部課】 土木建築部　下水道課
【事業名】 下水汚泥有効利用

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

下水の処理過程で発生する汚泥を肥料として緑農地還元等
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・微粉末が少なく、含水率の低い高品質なせん定枝オガコを生産し、農家へ供給するためには、機器等の導入が課題となる。
・本県は畜産向けのオガコ工場が少なく、島しょ県で移入にコストがかかることや、県内産オガコが粗くばらつきがあり畜産に不向きな場合も多いことなど、オガ
コの安定供給、価格及び品質に課題がある。

・高品質なせん定枝オガコを生産する機器等を導入するため、他県の事例を検証し、農家や産廃業者等を組合員とした敷料生産組合の形成や補助金の活用
を検討する必要がある。

－ －

・他県の事例を検証し、敷料生産組合の形成を検討する。

－ －

状況説明 －

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

せん定枝オガコの原料供給・生産・利用・処理体制を確立するため、オガコ生
産に係る試作や乾燥試験、農家における利用実証、堆肥化試験等を実施し
た。
　オガコ生産については、ふるいによる選別機を機種選定し、農作業や家畜の
安全面に影響のある微粉末の割合が低いせん定枝オガコを製造した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果県

未利用資源の活用促進について、せん定枝オガコは含水率の高さ
に課題があったため、効率的な乾燥方法を検討し、原料の破砕前
乾燥を行ったところ、目標品質である含水率30％を達成したことか
ら「順調」とした。また、堆肥化試験において、せん定枝オガコを副
資材に用いた堆肥の肥料成分は、推奨基準を満たしており、利用
に問題がないことが確認された。

【順調】

取組の内容 畜産農場の環境改善に使用されている「オガコ」の安定供給・価格・品質の問題を解決し、環境保全型畜産の推進、循環型社
会の構築を図るため、せん定枝等木質系未利用資源の活用及び県内産オガコ生産・利用モデルを作成する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

３Rの推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ②未利用資源の活用の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）－ア

【主な取組】 バイオマスの活用

【担当部課】 農林水産部　畜産課
【事業名】 未利用資源活用オガコ生産モデル事業

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

未利用資源の活用促進未利用資源の活用促進
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・不法投棄物の撤去は行為者の責任で行わなければならないが、行為者の特定は困難である場合が多く、撤去が進みにくい要因となっている。
・不法投棄等は、行政庁閉庁時（夜間早朝及び週休日等）に行われることも多く、パトロール等による現認が困難である。
・警察OBから登用している廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員は、それぞれの設置規定により、職務内容が異なるため、問題事案発生時における柔軟な
対応が困難である。
・産業廃棄物等の処理については全国的に注目を集める事案が発生するなど社会的な関心も高く、不法投棄等の除去については県民からの社会的要請は非
常に大きい。

・引き続き、県警や市町村などと連携し、行政庁閉庁時も含めた不法投棄の未然防止に向けた啓発、取締体制を強化していく必要がある。
・監視体制の強化及び効率化のため、廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員それぞれの職務内容を統合する必要がある。

117件
(H28年
度)

123件
(H29年
度)

・廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員について、廃棄物監視指導員に職務内容を統合するよう設置規定を改定し、県警や市町村との連携を密にして効率
的に取り組む。
・不法投棄が行われそうな場所に監視カメラを設置し、連続撮影する。また、その存在を周知し、不法投棄の未然防止に資する。
・廃棄物初任者研修会を開催し、法体制の確認、立入検査、廃棄物・不法投棄パトロールの重要性を共有し、監視体制の強化に取り組む。

91件 70件

状況説明 　実績値（29年度）は、基準値から改善されているものの、計画値に対して未達成である。平成26年度以降、実績値は毎年増加してい
るが、その理由については、全量撤去件数の減少（残存件数の増加）や新規事案件数の増加等が挙げられる。

不法投棄件数（１トン以上） 140件
(H22年度(2010年度))

95件
(H25年
度）

104件
(H26年
度）

115件
(H27年
度）

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　廃棄物の不法投棄等を未然に防止するため、保健所に廃棄物監視指導員
(７名)及び不法投棄監視員(３名)を配置し、監視パトロールを実施した。
　また、那覇市の監視指導員の配置に対し財政支援を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

8,000件
監視パト
ロール件
数

県

　県内５保健所に廃棄物監視指導員７名を、北部、中部、南部保健所の３保健
所に不法投棄監視員３名を配置し、監視パトロールや現場への立入検査等を
実施した。平成30年度は不法投棄監視パトロール及び排出事業者、処理事業
者の事業場への立入検査等を含め10,016件(H31年2月時点)を実施しており、
不法投棄等の不適正処理の未然防止に役立っている。順調に取り組むことが
できた。

【順調】

取組の内容
事業活動に伴って発生する産業廃棄物の処理について、排出事業者及び産業廃棄物処理業者の処理施設に立入り、不適正処理
の監視、指導を行うほか、不法投棄パトロ－ルを実施し廃棄物の適正処理を推進する。
　また、産業廃棄物の再利用、減量化を図り環境の保全と公衆衛生の向上を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

適正処理の推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ②不法投棄等の不適正処理の防止及び環
境美化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）-イ

【主な取組】 不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

【担当部課】 環境部　環境整備課
【事業名】

廃棄物不法投棄対策(廃棄物不法投棄対策事業、産
業廃棄物対策費）

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

不法投棄監視員の配置（3名）

廃棄物監視指導員の配置（6名）

不適正処理監視パトロール
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・清掃活動の周知が行き届いていない可能性がある。
・清掃活動は天候に左右されるため、参加人数が変動することがある。
・清掃実績報告のない市町村でも実際には清掃を行っている可能性がある。
・将来の沖縄の環境美化を担う子供たちに美化活動の意識が十分根付いていない。

・清掃活動中の写真を掲載する等、より可視的に清掃活動を周知できるようホームページの掲載内容を改善する余地がある。
・清掃実績報告のない市町村の実績を把握する必要がある。
・環境美化活動を根付かせていくために、引き続き小学生を中心に環境美化に関する教育の推進を図る。

7.2万人 4.9万人

・各市町村や事業者に、清掃時の写真を提供してもらう等して、ホームページの掲載内容の充実を図る。
・清掃実績報告のない市町村でも実際には清掃を行っている可能性があるため、報告してもらえるよう連絡調整を密にする。
・環境美化活動を根付かせていくために、引き続き小学生を中心とした環境美化教育の推進を図る。

8.7万人 10万人

状況説明 　全県一斉清掃参加人数について、平成30年度は天候の影響により前年を下回る結果となったが、周知が図れていないことも計画未
達成の要因と考えられる。

全県一斉清掃参加人数 5.7万人
（H22年度(2010年度))

6.3万人 5.6万人 6.4万人

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　県内各地の道路、公園、観光地、海岸等を対象として、夏季の行楽シーズン
（６月から８月）、年末大清掃の時期（１２月）に、県民、事業者、団体等の参加
を得て全県一斉清掃を実施した。
　新聞広告を実施するほか、全県一斉清掃の実績を取りまとめ、県ホームペー
ジ及びパネル展で公表し、県民の意識向上等を図った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

5万7千人
一斉清掃
参加人数

7万人

県
市町村

地域住民
　清掃活動及び新聞広告等の普及啓発活動により、公共の場に散
乱する空き缶・たばこの吸い殻等が除去されたほか、県民の環境
美化に対する意識向上が図れた。一斉清掃参加人数は計画値5.2
人に対し、実績値4.9万人と約0.3万人下回った。要因としては天候
の影響が考えられる。

【概ね順
調】

取組の内容
空き缶や吸い殻等の散乱を防止し環境美化の促進を図ることを目的とし、県内各地の道路、公園、観光地、海岸を対象とし
て、夏季の行楽シーズン、12月の年末大清掃の時期に合わせて、県民、事業者、団体等の参加を得て環境美化活動を実施す
る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

適正処理の推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ②不法投棄等の不適正処理の防止及び環
境美化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）-イ

【主な取組】 不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

【担当部課】 環境部　環境整備課
【事業名】 ちゅら島環境美化促進事業

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

ちゅら島環境美化全島一斉清掃の実施
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・下記のとおり、研修会へのニーズは今後高まることが予想されることから、本業務により一層力を注ぐことが重要。
・排出事業者の責任がより一層重要視され、排出事業者の法令遵守及び適正処理への意識が向上しているように思われる。そのため、産廃の適正処理に関
する基本的な知識を習得するための研修会へのニーズは今後高まることが予想される。

・産廃処理業者に対する研修会については、参加者に関心を持ってもらえるよう、毎年、内容をリニューアルする必要がある。
・排出事業者に対する研修会については、産廃の適正処理に関する基本的な知識を習得するためのものを、地道に実施し続けることが重要。

117件
(H28年
度)

123件
(H29年
度)

・産廃処理業者研修会の参加者に、より関心を持ってもらえるよう、近年の県内での廃棄物処理の動向や法改正等を踏まえ内容をリニューアルする。
・産廃の適正処理に関する基本的な知識の習得を目的とした排出事業者研修会を継続して開催する。

91件 70件

状況説明 　実績値（29年度）は、基準値から改善されているものの、計画値に対して未達成である。平成26年度以降、実績値は毎年増加してい
るが、その理由については、全量撤去件数の減少（残存件数の増加）や新規事案件数の増加等が挙げられる。

不法投棄件数（１トン以上） 140件
(H22年度(2010年度))

95件
(H25年
度）

104件
(H26年
度）

115件
(H27年
度）

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　産廃処理業者に対しては産廃の適正処理に関する比較的専門的な知識を
習得するための研修会を、排出事業者に対しては産廃の適正処理に関する基
本的な知識を習得するための研修会を、北部・中部・南部・宮古・八重山の５か
所で開催した。また、電子マニフェスト操作説明会を、浦添市と宮古島市の２か
所で開催した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

6回
研修会等
開催数

県

　研修会への参加者数が、昨年度の1.2倍であったことから、順調と
判断した。不法投棄防止のため、廃棄物不法処理防止連絡協議会
及び各保健所において廃棄物不法処理防止ネットワーク会議を開
催し、ゴミゼロパトロール等の啓発活動を実施できたことから、順調
と判断した。

【順調】

取組の内容
産業廃棄物の不適正処理は、地域の生活環境に支障を及ぼすばかりでなく自然環境や景観を損ねるなど大きな社会問題とな
り、産業廃棄物処理に対する県民の不信感を助長していることから、産業廃棄物処理業者の資質向上及び排出事業者への制度
の周知を図るために研修等を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

適正処理の推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ②不法投棄等の不適正処理の防止及び環
境美化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）-イ

【主な取組】 不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

【担当部課】 環境部　環境整備課
【事業名】

排出事業者及び産廃処理業者への適正処理に対する
意識向上に関する取組

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

産廃処理業者及び排出事業者の適正処理等に係る研修会等の実
施

関係機関への適正処理に係る協力依頼及びゴミゼロパトロール等
の啓発活動の実施
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・再生水利用予定施設の中には、施設の改築時期にあわせて、再生水利用を計画している施設等があり、利用予定者の改築スケジュールに左右される。
・供用開始から１５年が経過し、機械・電気設備の耐用年数経過に伴う更新時期が迫っている。
・平成26年7月に策定された「新下水道ビジョン」において、下水道事業の使命として「循環型社会の構築に貢献」することとされており、汚水処理過程で発生す
る汚泥、消化ガス、及び処理水のより効率的な利用を図ることを中期目標としている。

・再生水供給の更なる促進を図るため、再生水供給区域内において新規施設だけではなく、既存施設等へも利用促進を働きかけ、供給量増加に取り組む必要
がある。

－ －

・再生水利用の取組は、順調に進捗しているが、引き続き、供給量増加に向け関係機関と「再生水利用促進連絡会」を開催し、需要拡大の検討、新たな供給先
の発掘等を行い、利用促進を図る。

－ －

状況説明 －

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　県や関係機関との情報交換をとおして、需要拡大や新たな供給先の発掘等
の検討を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

1,027m3
再生水日
平均供給
量

1,147m3

県
市町村

　平成30年度の再生水日平均供給量は、計画値1,051m3/日に対し
実績値938m3/日となり、概ね順調に取組を達成することができた。
これにより、再生水の利用促進が図られている。
　再生水供給施設の多くは、再生水と雨水を併用しており、昨年は
降水量が多かったことから、H30は供給量が減となったと考えられ
る。

【概ね順
調】

取組の内容 下水処理水を高度処理し、都市における新たな水資源としてトイレ用水等の雑用水への有効利用を促進するため「再生水」の
供給区域を拡大する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

３Rの推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ②未利用資源の活用の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）－ア

【主な取組】 水循環利用の推進

【担当部課】 土木建築部　下水道課
【事業名】 再生水の利用促進(水循環創造事業)

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

下水処理水の高度処理により再生水を供給
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第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・平成25年度から継続して普及啓発資料の配付を行っているものの、雨水貯留施設等の設置費用等のコストもかかることから、普及の促進は容易ではない。
雨水の利用方法及び利用による経費削減効果等を示しながら、長期的なスパンで雨水利用促進を図る必要がある。

・本県は狭あいな地理的条件にあることから、環境負荷を軽減する循環型社会を構築する必要があり、雨水の有効活用が求められているが、沖縄本島では過
去20年以上、給水制限等渇水状況を経験していないことから、一般県民の節水や雨水利用等に関する関心は、若い世代を中心に低下していると思われる。

・雨水等の利用について県民の関心を高め、利用を促進させていくため、引き続き、県民に対して情報提供を行い、より幅広く認識されるよう取り組んでいく必
要がある。

－ －

・継続的な取組が必要であることから、引き続き学校施設等建築の説明会におけるチラシの配布や子ども向け自由研究等のイベント、自然環境保全等をテー
マとしたシンポジウム等での雨水有効利用ちらしの配布等、普及啓発効果の高い方法について検討し、周知活動を行う。

－ －

状況説明

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　水に関するイベント、学校施設建築説明会等を活用し、雨水利用のリーフ
レット及び利用用途に応じた雨水処理方法と雨水貯留施設等を解説した雨水
利用の手引を配布した。
　また、小学４年生向けの「私たちと水」の副読本を作成、県内全小学校へ配
布し、水の有効活用の普及啓発を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

リーフレッ
ト等の配布
19,000部

県
市町村

　５月に実施された学校施設建築の説明会、８月に実施した「水の週間」パネ
ル展等において、雨水利用のリーフレット及び雨水貯留施設等を開設した雨水
利用の手引きを配布したほか、小学４年生向けの「私たちと水」の副読本を作
成して県内全小学校へ配布する等により、リーフレット等を合計約１万９千部を
配布した。
　これらの取組により、県民等へ水の大切さや水の有効利用について周知を
図ることができた。

【順調】

取組の内容
水が貴重な資源であることを県民一人ひとりが再認識し、節水や水循環に取り組むことで水を大切に使う社会を実現するた
め、一般県民向けに雨水や再生水等の雑用水等への有効利用に資する普及啓発資料を作成し、関連イベント等、関係機関・市
町村・学校等を通じて配布する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

３Rの推進

【施策展開】 ②廃棄物の発生抑制、リサイクル及び適正処理、水資源対策の推進 施策 ②未利用資源の活用の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（２）-ア

【主な取組】 水循環利用の推進

【担当部課】 企画部　地域・離島課
【事業名】 雨水等の有効利用の促進

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

雨水利用の普及啓発及び市町村への情報提供
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・ＬＮＧサテライト設備の製作は、現在県内にて行う体制が整っていないため、工期が約７ヶ月程度必要となる。納入にあたっては、船で輸送されるため天候
不良などの要因でさらに遅れが生じることがある。

・多くの事業者がエネルギー転換を検討できる期間を幅広に設定する必要がある。

161.7万t-Co2
（H27実績）

147.1万t-
Co2

（H28実績）

・多くの事業者がエネルギー転換を図るために、クリーンかつ安全、低コストなエネルギーであるＬＮＧのメリットを広報するとともに、公募時期を早めることで、
多くの事業者が引き続きエネルギー転換を検討できる期間を幅広に設定する。

215.5万t-
Co2

214万t-Co2
（R2年度）

状況説明 　産業部門における二酸化炭素排出量は、基準値（H20年度）の219万t-CO2から比較すると71.9万t-CO2減少し、現状値(H28年度）は
147.1万t-CO2となっている。H30計画値の215.5万t-CO2を達成した。

産業部門における二酸化炭素排出量 219万t-Co2
（H20年度(2008年度))

219.0万t-Co2
（H24実績）

218.0万t-Co2
（H25実績）

216.1万t-Co2
（H26実績）

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　自然環境の保全を図るため、クリーンかつ安全、低コストなエネルギーであ
るＬＮＧ(液化天然ガス)の県内への普及に取り組んだ。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

２施設
補助件数

県

　環境性の高いLNG（液化天然ガス）燃料転換への補助件数につ
いては、計画値３施設に対し、２施設の実績となったものの、本県
において温室効果ガスの削減を推進するため、産業・民生部門に
おける取組を強化し、目標達成に向け、本事業による効果的・効
率的な地球温暖化対策を取り組んでいる。

【やや遅
れ】

３施設
補助件数

取組の内容 重油等からクリーンなエネルギーであるＬＮＧ(液化天然ガス)へ転換するために、事業者等に対してLNGサテライト設備の設
置費用を補助する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ①産業・民生部門の低炭素化の促進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）－ア

【主な取組】 エネルギー利用効率の高い機器の導入促進及び省エネ住宅・家電普及促進

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】

エネルギー多消費型事業者のLNG転換普及事業
（低炭素島しょ社会実現に向けた地球温暖化防止対策等事業）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

環境性の高いLNG（液化天然ガス）燃料転換への補助
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 エネルギー利用効率の高い機器の導入促進及び省エネ住宅・家電普及促進

【担当部課】 土木建築部　住宅課
【事業名】 蒸暑地域住宅の普及啓発・研究促進

地球温暖化防止対策の推進
低炭素都市づくりの推進
建設産業の担い手確保及び

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策
①産業・民生部門の低炭素化の促進

②エネルギー多消費型都市活動の改善
①建設技術に関する新たな工法・資材等の

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開
１－（３）－

ア
１－（３）－

取組の内容 沖縄型環境共生住宅（「地球環境の保全」、「周辺環境との親和性」、「居住環境の健康・快適性」が調和した住宅）の普
及および研究を図るため、蒸暑地域住宅（環境共生住宅）の普及に関する講習会を開催する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

建築関係技術者向けの講演会で、環境共生住宅に係る講演を行い、説明及
び事例紹介等を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

２月に開催した建築関係技術者向けの講演会で、環境共生住宅
の講演を行ったところ、215人の受講者があった。計画どおり順調
に取り組むことができた。受講者を対象としたアンケートでは、講
演内容について「よく理解できた」「理解できた」と回答した人の割
合が83％となり、蒸暑地域における省エネ住宅及び環境共生住宅
に関する普及・啓発が図られ、技術者育成や低炭素社会の実現に
資するものと思われる。

1回
シンポジウム
の開催

県
関係団体

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

民生家庭部門における二酸化炭素排出量 298万t-Co2
（H20年度)

261.5万t-Co2
（H24年度)

260万t-Co2
（H25年度）

245.8万t-Co2
（H26度)

242万t-Co2
（R2年度)

248.2万t-Co2
（H27年度)

251.6万t-
Co2

（H28年度)

258.8万t-
Co2

（H28年度)

状況説明 「地球環境の保全」が概念の一つとなっている環境共生住宅の普及・啓発が図られていることで、民生家庭部門における二酸化炭素
排出量の削減に寄与していると考える。

○「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」（H31年２月15日閣議決定）において、新築住宅の設計者である建築士か
ら建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度が創設されることとなった。

○改正法で創設される新築住宅の設計者から建築主への省エネ性能に関する説明義務化による省エネ基準への適合を推進するため、同基準に適合する
技術、情報について普及・啓発を進める必要がある。

○建設業分野における設備機器の省エネ化のため、エネルギー利用効率の高い機器の導入促進及び省エネ住宅・家電普及促進を行う。改正法で創設され
る新築住宅の設計者から建築主への省エネ性能に関する説明義務化による省エネ基準への適合を推進するため、沖縄型環境共生住宅に関するパンフレッ
トを用いて、建築技術者に対する講演会を引き続き開催し、省エネ基準や沖縄型環境共生住宅について普及啓発を図る必要がある。

環境共生住宅の普及啓発・研究促進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・制御モデルの展開促進に向けては、民間事業者等と連携し、実際の電力系統の中で制御モデルを実証運用し、実効性や課題抽出などの検証を行う必要
がある。

・H29年度までの実証により創出された、島内のエネルギーを効率的に利用するための制御モデルについて、実際の電力系統の中で実運用し、実効性や課
題抽出などの検証を行う必要がある。

248.2万t-Co2
（H27年度)

251.6万t-
Co2

（H28年度)

・本事業で得られたＥＭＳ技術や知見は、他の離島への展開にも活かせることから、H29年度までの実証により創出された、島内のエネルギーを効率的に利
用するための制御モデルについて、実際の電力系統の中で実運用し、実効性や課題抽出を行うなど、制御モデル構築に向けて引き続き実証を進めていく。

258.8万t-
Co2

（H28年度)

242万t-Co2
（R2年度)

状況説明 　民生家庭部門における二酸化炭素排出量については、基準値（20年度）の298万ｔ-CO2から現状値（H28)251.6万ｔ-CO2と46.4万t-
CO2減っており、H30年度の計画値を達成した。

民生家庭部門における二酸化炭素排出量 298万t-Co2
（H20年度)

261.5万t-Co2
（H24年度)

260万t-Co2
（H25年度）

245.8万t-Co2
（H26度)

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　前年度までに検討を重ねてきた、農業用ポンプや電気式給湯器をＩＴ制御す
ることで島内のエネルギーを効率的に利用するための制御モデルについて、
宮古島内で実証運用を行うため、通信網等環境整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

他離島への
展開等の検
討

県
市

事業者

　制御モデルの実証運用に向けた環境を整備することができたた
め、次年度以降は実際に制御モデルを運用することで抽出される
課題等も把握しながら事業者による他離島への展開について検討
していく環境が整った。

【順調】

取組の内容 効率的なエネルギー消費モデルの構築を目指し、宮古島におけるＩＴ技術を活用したエネルギーマネジメントシステムの実
証を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ①産業・民生部門の低炭素化の促進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）－ア

【主な取組】 ITを活用した消費電力の制御の取組

【担当部課】 商工労働部　産業政策課
【事業名】

宮古島市スマートコミュニティー実証事業（スマー
トエネルギーアイランド基盤構築事業）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

宮古島で
IT機器等
を活用し
エネル
ギー消費
の効率化
を実証
（ヒートポ
ンプ16台
等を制御）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 　民生家庭部門における二酸化炭素排出量については、基準値（20年度）の298万ｔ-CO2から現状値（H28)251.6万ｔ-CO2と46.4万t-
CO2減っており、H30年度の計画値を達成した。

・電力系統へ初めて接続する機器となることから、今後は年間通して運用において性能など、様々な環境下における動作データの蓄積や安全性評価などが
必要となる。

・実証機器の最適運用手法を確立するとともに、長時間安全に動作した実績を蓄積し、安全評価の向上を図る必要がある。
・今後の実証効果を高めるためには、再エネ発電設備を増やすために民間再エネ事業者の参入方法を検討する必要がある。

・実証機器の最適運用手法の確立を目指す実証を行いつつ、安全性評価および安全動作の実績を蓄積する。
・再エネ発電設備の増設に向け、民間再エネ事業者の参入方法を検討する。

242万t-Co2
（R2年度)

248.2万t-Co2
（H27年度)

251.6万t-
Co2

（H28年度)

258.8万t-
Co2

（H28年度)

成果指標名 基準値 実績値 計画値

民生家庭部門における二酸化炭素排出量 298万t-Co2
（H20年度)

261.5万t-Co2
（H24年度)

260万t-Co2
（H25年度）

245.8万t-Co2
（H26度)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

　取得したデータから、既存のディーゼル発電機と同等の機能を
有していることが確認できた。
　次年度以降は既存ディーゼル発電機と実証機器を組み合わせ
て運用し、再エネ導入量の拡大を図る手法について実証していく。

機器設置 実証開始

県
電気事業者

(2021) (2022)

　実証機器を波照間島の電力系統に接続し、基礎的な運転データを取得する
など、次年度以降の実証に備えて動作検証を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 波照間島の風力発電、蓄電池、モーター等を活用した、再生可能エネルギーの安定供給などの課題解決を図りつつ、最大導
入へ向けた実証を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ①産業・民生部門の低炭素化の促進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）－ア

【主な取組】 再生可能エネルギーの導入

【担当部課】 商工労働部　産業政策課
【事業名】

小規模離島再エネ最大導入事業（スマートエネル
ギーアイランド基盤構築事業）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

モーター発電機を用いた再エネ導入拡大に資する実証
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 　産業部門における二酸化炭素排出量は、基準値（H20年度）の219万t-CO2から比較すると71.9万t-CO2減少し、現状値(H30年度）は
147.1万t-CO2となっている。H30計画値の215.5万t-CO2を達成した。

・再生可能エネルギー関連の施策を行っている関係機関や、電力会社とも連携した取組が必要である。

・関係機関や電力会社との意見交換を行い、連携を図る。

・再生可能エネルギーの最大導入に関する国や他県の先進事例について情報収集を行っていく。

・関係機関や電力会社との意見交換を行い、連携を図る。

・再生可能エネルギーの最大導入に関する国や他県の先進事例について情報収集を行っていく。

214.0万t-Co2
（R2年度)

161.7万t-Co2
（H27年度)

147.1万t-
Co2

（H28年度)

215.5万t-
Co2

（H28年度)

成果指標名 基準値 実績値 計画値

産業部門における二酸化炭素排出量 219万t-Co2
（H20年度)

219.0万t-Co2
（H24年度)

218.0万t-Co2
（H25年度）

216.1万t-Co2
（H26度)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

沖縄とハワイの電力会社と大学の有識者で構成される系統技術の技術交流
について議論する委員会（系統技術交流推進委員会）を２回開催した。
　地理的な要因で再エネが入りづらいという本県固有の課題にも対応できる
可能性がある技術を、ハワイ側との技術交流の結果、確定することができた。
今後、ハワイの技術の活用により、再エネがどの程度増えるか等、効果のシ
ミュレーションを行い、県内の再エネ向上のために活かしていく。

ハワイ電力
系統調査等

県
電気事業者

(2021) (2022)

沖縄ハワイクリーンエネルギー協力に基づき、両地域での再生可能エネル
ギーの普及拡大に係る取組や再生可能エネルギーの技術交流を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容
平成27年に沖縄ハワイクリーンエネルギー協力を更新し、沖縄県、ハワイ州、経済産業省、米国エネルギー省の調印４者で
作成したワークプランの重点分野のうち系統安定化に関して、ハワイ州・日米政府との連携によって本県の課題解決に資す
る取り組みを実施する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ①産業・民生部門の低炭素化の促進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）－ア

【主な取組】 再生可能エネルギーの導入

【担当部課】 商工労働部　産業政策課
【事業名】

再生可能エネルギーの導入拡大に向けた課題解決に資する取組（スマートエ
ネルギーアイランド基盤構築事業：沖縄ハワイクリーンエネルギー協力推進
事業）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

沖縄の離島及び本島を対象とした電
力系統安定化策の調査・検討

協力覚書
の更新
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
運輸部門における二酸化炭素排出量は平成19年度以降減少していたが、観光客数の増加に伴い航空機発着回数や観光関連の自
動車保有台数が増加したことから、H28年度実績値(H26年度)より増加に転じている。基準値365万-CO2から12.4万-CO2増加し、現状
値は377.4万-CO2となり、計画値を達成できなかった。

・超小型モビリティ（電気自動車）については県内での導入台数が少なく、認知度が低い状況にある。
・ＥＶ利用にあたって、利用者の新規の車両に対する走行への不安や電欠の不安による利用控えが推察される。
・国内自動車メーカーより航続距離が伸びた車両（570km)が発売された（平成31年１月）。

・ＥＶ利用への不安解消に向けて普及啓発活動や最新の情報発信に務める必要がある。

・次世代自動車の普及促進については、各種イベント等において、電気自動車（超小型モビリティ含む）の車両展示を実施し、意見の収集および電気自動車
の普及啓発及び情報発信を図る。具体的には展示イベントにおいて、単に展示するのみではなく電気自動車から電気を引いてイベントを行う等、その実用性
について理解できるようにする。また、可能であれば試乗体験も行う。

324万t-Co2
347.9万t-Co2
(H27年度)

377.4万t-
Co2

(H28年度)

366.3万t-
Co2

成果指標名 基準値 実績値 計画値

運輸部門における二酸化炭素排出量 365万t-Co2
（H20年度(2008年度))

331.5万t-Co2
（H24年度）

329.0万t-Co2
(H25年度)

346.6万t-Co2
(H26年度)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【概ね順
調】

　次世代自動車の普及促進については、環境月間街頭キャンペー
ン、全国育樹祭プレイベントにおいて電気自動車を展示し、県民に
普及啓発を図った。また、平成26年度より県内の充電器情報を「電
気自動車充電マップ」として県ＨＰに掲載した。琉球日産自動車
（株）と共同で実施している超小型モビリティ実証事業における公
道走行により同車両の普及啓発を図ったため、概ね順調と判断し
た。

県
民間

(2021) (2022)

　次世代自動車の普及啓発や県内充電設備の設置箇所の情報発信を実施し
た。国土交通省による超小型モビリティ（電気自動車）公道走行のための認定
制度を活用し、沖縄県および琉球日産自動車（株）への各１台導入により琉球
日産自動車（株）と共同の実証事業を開始した（平成28年３月）。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 次世代自動車（電気自動車等）および充電設備の導入等に関する情報提供を実施するともに、車両展示等を行い、次世代自
動車の普及啓発活動を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）－ア

【主な取組】 次世代自動車の普及促進

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 次世代自動車の普及促進

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

次世代自動車普及に向けた啓発活動

次世代自動車導入に対する支援

次世代自動車へ対応した産業の育成（EV技術蓄積など）

電気自動車の充電設備導入に対する支援
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明
運輸部門における二酸化炭素排出量は平成19年度以降減少していたが、観光客数の増加に伴い航空機発着回数や観光関連の自
動車保有台数が増加したことから、H28年度実績値（H26年度）より増加に転じている。基準値365万-CO2から12.4万-CO2増加し、現
状値は377.4万t-CO2となり、計画値を達成できなかった。

・エコドライブに関する誤った認識（エコドライブ実践の効果は大きくない、自分は一定程度エコドライブを実践している等）のため、エコドライブの必要性が十
分周知されていない。このため、エコドライブ教習を有料でも受ける価値があるものという認識がされておらず、エコドライブインストラクターの十分な活用に
至っていない。
・エコドライブの内容及び効果について県民や企業等に正しく周知していく必要がある。

・平成22年度・23年度において県内10箇所の指定自動車教習所教官をエコドライブインストラクターとして養成したことによりエコドライブの教習が可能となっ
たことから、各市町村等のエコドライブ講習会実施主体と連携をとり、エコドライブインストラクターの活用による普及啓発を図る必要がある。

・環境月間や環境フェア等の既存の各種イベントを活用しつつ、市町村や県の広報等の媒体をあわせながら普及啓発を行ことで、効果的・効率的な展開を図
る。

324万t-Co2
347.9万t-Co2
(H27年度)

377.4万t-
Co2

(H28年度)

366.3万t-
Co2

成果指標名 基準値 実績値 計画値

運輸部門における二酸化炭素排出量 365万t-Co2
（H20年度(2008年度))

331.5万t-Co2
（H24年度）

329.0万t-Co2
(H25年度)

346.6万t-Co2
(H26年度)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

【順調】

　既存のイベントと連携し、エコドライブインストラクター等を活用し
てエコドライブ講習会（受講人数100人）を実施し、いち県民単位で
取り組むことが出来る環境に配慮した自動車運転について普及活
動指標名 ― H30年度 啓発を行うなど、順調に取組を推進した。

県

(2021) (2022)

エコドライブの必要性について、地球温暖化防止センター等の関係機関と連
携しながら広報活動等を実施した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

取組の内容 環境月間等の関連イベントを通してエコドライブについて周知を図るほか、市町村や地球温暖化防止センター等と連携し、
エコドライブ講習会の実施を支援する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）－ア

【主な取組】 エコドライブの普及

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 エコドライブの普及

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

エコドライブの実践に向けた普及啓発
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 公共交通機関利用の拡大

【担当部課】 企画部　交通政策課【 事 業
名 】

公共交通利用環境改善事業

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 １－（３）－ア

取組の内容 県民や観光客の移動利便性の向上、高齢者や障がい者などのいわゆる交通弱者の移動の確保、中南部都市圏の交通渋滞緩
和、低炭素社会の実現を図ることを目的に、公共交通の利用環境改善に取り組む。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県
交通事業者

　ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ３台、車内案内表示器50台導入、急行バス実証実験、バスレー
ン拡充調査検討業務、広報活動等を実施。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　ノンステップバスについて、沖縄県の導入支援で３台導入した。
　これまでの累計では、216台の計画に対し215台を導入しており、
概ね計画通り進捗している。
　交通弱者を含む全ての利用者の乗降性に優れるノンステップバ
スの導入により、全ての人が利用しやすい公共交通の環境づくり
に寄与している。

64%
ノンステップ
バス導入率

66% 68% 70% 70%

R3年度末
(2022年度

末）の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

運輸部門における二酸化炭素排出量 365万t-Co2
（H20年度(2008年度))

331.5万t-
Co2

（H24年度）

329.0万t-
Co2

(H25年度)

346.6万t-Co2
(H26年度)

324万t-Co2
347.9万t-

Co2
(H27年度)

377.4万t-
Co2

(H28年度)

366.3万t-
Co2

状況説明
 　運輸部門における二酸化炭素排出量は平成19年度以降減少していたが、観光客数の増加に伴い航空機発着回数や観光関連の
自動車保有台数が増加したことから、H28年度実績値（H26年度）より増加に転じている。基準値365万-CO2から12.4万-CO2増加し、
現状値は377.4万t-CO2となり、計画値を達成できなかった。

・ノンステップバス導入事業実施にあたっては、多額の自己負担を伴うことから、バス事業者における経営状況を踏まえた車両更新計画を注視する必要があ
る。
・ＩＣ乗車券の船舶、タクシーへの拡張については、適正な開発規模や事業効果を踏まえて、関係者間で合意される必要がある。
・ノンステップバス導入事業については、事業実施前の平成23年度の９台から平成29年度末には291台へと増加し、移動利便性の環境整備が進むにつれ、
さらに、導入路線を拡大してほしい等利用者からの意見が聞かれるようになった。
・ＩＣ乗車券の船舶、タクシーへの拡張に関し、一部タクシー事業者において多言語機器や決済端末導入の取組みが開始されているほか、ＱＲコードを活用し
たスマホ決済に関する技術が急速に進展するなど、環境の変化が見られる。

・ノンステップバス導入後の運用面について、引き続き、バス事業者等とサービス活性化に向けた意見交換を行い、運用面における現状や課題等の共通認
識を図り、更なるサービスの改善に繋げる必要がある。
・過度な自家用車利用から公共交通への転換を図るため、基幹バス（那覇～コザ）のサービス水準をより高め、定時・速達性を向上させる施策が必要であ
る。
・ＩＣ乗車券の船舶、タクシーへの拡張については、近年の電子決済に関する技術の進展等を踏まえ、より簡素で効率的なシステムにより実現する方策を検
討する必要がある。

・ノンステップバス導入後の運用面について、引き続き、バス事業者等とサービス活性化に向けた意見交換を行い、現状や課題等の共通認識を図り、更なる
サービスの改善に繋げる。
・基幹バスルートの定時・速達性を向上させるため、急行バスの実証運行及び公共車両優先システム（PTPS）車載器導入補助を実施する。
・ＩＣ乗車券の拡張については、技術的検討及び他地域事例等の調査を行い、適正な開発規模等を把握する。

ノンステップバス導入

IC乗車券
の船舶・タ
クシーへ
の拡張利
用に向け
た課題整
理

基本合意
書締結シス
テムにかか
る要件定義
作成

詳細設計
システム
開発・導入

ノンステップバス導入

IC乗車券
の船舶・タ
クシーへ
の拡張利
用に向け
た課題整
理

IC乗車券の拡張利用に関する調査・検討・導
入支援

【H30年度 年度別計画改善】
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 公共交通機関利用の拡大

【担当部課】 企画部　交通政策課
【事業名】 交通体系整備促進事業

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 1-(３)-ア

取組の内容 沖縄県の様々な交通問題を解決していくため、適度な自家用車利用から公共交通利用への転換に向けた、啓発活動やモビリ
ティマネジメント等のＴＤＭ（交通需要マネジメント）施策を推進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
関係者協議
会の開催
年２回

国
県

市町村
交通事業者

　基幹バスルート上の市村等へ時差通勤促進の働きかけや、パーク＆バスラ
イド、サイクル＆バスライドの実証実験を行い課題の整理を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　時差通勤促進に向けた市村との意見交換会を開催し、促進に向
けた課題や、今後も継続して取り組んでいくことを確認した。また、
パーク＆バスライドの取り組みにおいて、関係者との協議会を開
催し、円滑な実証実験を行うことができたことから、順調となってい
る。

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

運輸部門における二酸化炭素排出量 365万t-Co2
（H20年度(2008年度))

331.5万t-Co2
（H24年度）

329.0万t-Co2
(H25年度)

346.6万t-Co2
(H26年度)

324万t-Co2
347.9万t-Co2
(H27年度)

377.4万t-
Co2

(H28年度)

366.3万t-
Co2

状況説明
 　運輸部門における二酸化炭素排出量は平成19年度以降減少していたが、観光客数の増加に伴い航空機発着回数や観光関連の
自動車保有台数が増加したことから、H28年度実績値（H26年度）より増加に転じている。基準値365万-CO2から12.4万-CO2増加し、
現状値は377.4万t-CO2となり、計画値を達成できなかった。

・平成31年の夏にモノレールの浦添市までの区間延長、終点の「てだこ浦西駅駅」でのパーク＆ライド駐車場の開業が予定されている。
・沖縄総合事務局は、県民や企業にノーマイカー通勤や時差通勤に実験的に取り組んでもらう「わった～バス大実験」を行っている。
・国（沖縄総合事務局）が進める「沖縄の新たな交通環境創造会議」や「沖縄次世代交通システム検討会」などで、これまでハード整備が主であった渋滞対策
に対してTDM施策等のソフト施策の重要性が議論され、特に渋滞の激しい中南部都市圏では、TDM施策に対する県民、関係機関の注目度が高まりつつあ
る。

・モノレールの浦添市までの延長等により公共交通の利便性の向上が図られることを踏まえて、ＴＤＭ施策の推進を図っていく必要がある。
・時差通勤の促進等の施策については、沖縄総合事務局の「わった～バス大実験」の取り組みと連携して推進する必要がある。

・モノレールの延長等の公共交通の利便性向上の効果等の把握に努め、時差通勤の促進やパーク＆バスライド、サイクル＆バスライド、学校に対する意識
啓発等の取り組みにおいて効果的に活用し、ＴＤＭ施策の推進を図る。
・時差通勤の促進等においては、沖縄総合事務局の「わった～バス大実験」の状況、効果等の把握に努め、お互いの取り組みがより効果的なものとなるよう
連携を図る。

大気汚染物質の常時監視測定及び測定機器の整備大気汚染物質の常時監視測定及び測定機器の整備公共交通利用促進のための啓発活動、モビリティマネジメント等

基幹バスシステ導入・拡充
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

供用開始

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 公共交通機関利用の拡大

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】 沖縄都市モノレール延長整備事業

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 1-(３)-ア

取組の内容

沖縄都市モノレ－ル延長整備事業は、首里駅から沖縄自動車道（西原入口）までのモノレールの延長と新たなインターチェ
ンジを整備することで沖縄自動車道との連携を図り、定時で利便性の高い公共交通ネットワークを形成・拡大させ、本島中
北部のアクセス性向上に寄与する。また、利便性の向上は自動車から公共交通機関への転換を促し、那覇都市圏の渋滞緩和
に寄与する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
79%
モノレール延
長整備事業
進捗率

100%

県
市

事業者

　沖縄都市モノレールインフラ部における駅舎、自由通路や交通広場の整備
を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【概ね順
調】

計画通り、Ｒ１年度の供用開始に向けて整備の進捗を図った。

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

運輸部門における二酸化炭素排出量 365万t-Co2
（H20年度(2008年度))

331.5万t-Co2
（H24年度）

329.0万t-Co2
(H25年度)

346.6万t-Co2
(H26年度)

324万t-Co2

＜参考指標＞
モノレールの乗客数

35,551人/日
(H22年度)

41,477人
(H26年度)

44,145人
(H27年度)

47,463人
(H28年度)

49,716人
(H29年度)

52,355人
(H30年度)

42,000人
44,145人
(R1年度)

347.9万t-Co2
(H27年度)

377.4万t-
Co2

(H28年度)

366.3万t-
Co2

状況説明 観光客増加に伴う航空機燃料の増加等の影響により増加している。

・モノレール延長整備事業について、これまでのインフラ上下部工（桁、支柱）整備や駅舎の工事は完了している。今後は自由通路並びにモノレ－ル株式会
社が行うインフラ外部（電車線路、信号通信、駅施設設備）の整備を予定している。
　また、モノレ－ル延長整備事業第４駅（てだこ浦西駅）周辺は、モノレール延長整備事業の他、幸地インターチェンジ（仮称）及び県道浦西停車場線整備事
業、パークアンドライド駐車場整備事業、県道浦添西原線の橋梁整備事業、浦添市の第４駅周辺まちづくり等、多数の事業が集中している。

・これまで整備を進めてきたインフラ部に加え、インフラ外部の工程も含めた工程計画を事業者間で共有する必要がある。
・第4駅（てだこ浦西駅）周辺の整備については、各事業と充分連携を図るとともに、工程計画を事業者間で共有する必要がある。
・関連道路に関しては工事工程に影響を与えないよう用地取得を図っていく必要がある。

・モノレ－ル延長整備事業第４駅（てだこ浦西駅）周辺を含むモノレ－ル延長区間の整備及びパークアンドライド駐車場の整備について、県、地元市及び沖縄
都市モノレ－ル（株）との間で、調整会議を開催し連携していくとともに、工程計画を共有するなど、事業の円滑な実施に取り組む。
・関連道路の整備については、用地取得に際して地元町の協力も得ながら早期に取得し工事を推進する。

・延長区間：那覇市首里汀良町（首里駅）～浦添

市前田

延長距離：4.1km（4駅）

・終着駅と沖縄自動車道とを接続するためICを

整備
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

1,922台

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 観光客増加に伴う航空機燃料の増加等の影響により増加している。

・パークアンドライド駐車場整備を予定している延長区間第4駅周辺は、モノレール延長整備事業の他、モノレールと高速道路結節のための幸地IC及び県道
浦西停車場線整備事業、県道浦添西原線の橋梁整備事業、浦添市の第4駅周辺まちづくり等、事業が輻輳している。

・各事業間の工程計画（法手続や工程上ネックとなる箇所）の情報共有を図る必要がある。

・パークアンドライド駐車場整備事業を円滑に実施するため、発注者、関連工事施工者との間で、調整会議等を開催する。

324万t-Co2

＜参考指標＞
モノレールの乗客数

35,551人/日
(H22年度)

41,477人
(H26年度)

44,145人
(H27年度)

47,463人
(H28年度)

49,716人
(H29年度)

52,355人
(H30年度)

42,000人
44,145人
(R1年度)

347.9万t-Co2
(H27年度)

377.4万t-
Co2

(H28年度)

366.3万t-
Co2

成果指標名 基準値 実績値 計画値

運輸部門における二酸化炭素排出量 365万t-Co2
（H20年度(2008年度))

331.5万t-Co2
（H24年度）

329.0万t-Co2
(H25年度)

346.6万t-Co2
(H26年度)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

パークアンドライド駐車場の本体の建築工事や取付橋梁の工事を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】 計画通り、Ｒ１年度の供用開始に向けて整備の進捗を図った。

(2021) (2022)
922台
パークアンド
ライド駐車・
駐輪台数

県
市

取組の内容

自動車と公共交通、公共交通機関同士の結節機能を向上させるため、モノレール駅交通広場にパークアンドライド駐車場を
整備する。
　沖縄都市モノレール延長整備事業と連携し、定時で利便性の高い公共交通ネットワークを形成することで、公共交通機関
の利用促進や渋滞緩和に寄与する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 1-(３)-ア

【主な取組】 公共交通機関利用の拡大

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】 ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ駐車場の整備（第4駅周辺等）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

・延長区間第4駅周辺での大規模

駐車場整備（1,000台規模）

・モノレール駅交通広場での駐輪

場の整備
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明 　平成30年度は入域観光客の増加やモノレール利用促進事業等の取り組みにより、モノレールの乗客数は52,355人／日と、平成30年
度計画値（46,354人／日）を達成した。

　沖縄の交通事情は地域的・規模的な限界もあり、自動車利用が基本で、公共交通利用者が少ない。
　観光客数の増に伴い、モノレール乗客数は順調に伸びているものの、平成20年度後半の世界的金融危機や平成21年度の新型インフルエンザの流行等と
同様な観光に負の影響がある事態が発生すると、沖縄都市モノレール（株）の経営に影響が生じ、利便性等が損なわれる要因となる。

　モノレール乗客数の計画目標の達成及び交通混雑の緩和を図るため、過度な自動車依存からモノレールを含む公共交通機関への利用転換の促進を図る
必要がある。また、そのような取り組みについて関係機関（那覇市、浦添市、モノレール（株）等）と連携しながら広く周知する必要がある。
　モノレールの運営主体であるモノレール（株）の経営改善に向けて、関係機関（那覇市、浦添市、モノレール（株）、沖縄振興開発金融公庫）と意見交換を行
い、経営状況を検証する必要がある。

　これまでもモノレール需要喚起アクションプログラムにあげた施策を関係機関と連携して取り組んできたが、同プログラムも終期を迎えるため、必要性も含
め今後の対策を検討する必要がある。
　関係機関と定期的な会議を行い、モノレール（株）の経営状況を的確に分析・指導するとともに、必要に応じて取締役会や株主総会において業務改善のた
めの提言を引き続き行う。

50,984人49,716人
(H29年度)

52,355人
(H30年度)

46,354人

成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
モノレールの乗客数

35,551人/日
(H22年度)

41,477人
(H26年度)

44,145人
(H27年度)

47,463人
(H28年度)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

県
事業者

　ＩＴ技術を活用したモノレール沿線観光ガイドブックを多言語で作成したほ
か、昨年度に引き続き急増するクルーズ船乗客に特化したパンフレットも作成
した。
　 なお、多言語サイン更新については、平成30年度計画を令和元年度へ計
画変更した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【大幅に
遅れ】

これまで取り組んできた利用推進策や多言語化の取り組みにより、モノレー
ルの利便性が向上し、モノレールの乗客数が41,477人／日（26年度）→
52,355／日（30年度）と26.2％上昇するなど、順調に利用者の増加につながっ
ているものの、言語サイン更新について、情報の追加・更新を効率的かつ効
果的に行うため計画を変更し、令和元年度の延長区間開業に伴う新規設置
分と併せて行うこととしたため、大幅遅れとなった。

(2021) (2022)
4駅
ローマ字表
記から英語
等への更新
駅数

28基
駅周辺多言
語サイン更
新数

36基
駅周辺多言
語サイン更
新数

取組の内容 モノレール需要喚起アクションプログラムに掲げた施策や利用促進を図るため環境整備等を実施し、モノレールの利便性向
上に努め、需要喚起につなげることで、運輸部門における二酸化炭素排出比率を引き下げる。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 1-(３)-ア

【主な取組】 公共交通機関利用の拡大

【担当部課】土木建築部　都市計画・モノレール課
【事業名】 モノレール利用促進対策

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

・駅舎外壁
看板更新

・モノレー
ル利用促
進環境の
整備（駅周
辺多言語
サイン更新
等）

・モノレー
ル利用促
進環境の
整備（駅周
辺多言語
サイン更新
等）

・外国人向け観光パンフレット作成、周辺施設との連携等
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 公共交通機関利用の拡大

【担当部課】 土木建築部　道路管理課
【事業名】 バス利用環境改善事業

低炭素都市づくりの推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 1-(３)-ウ

取組の内容
　沖縄県の代表的な公共交通機関としてバス交通があるが、バス停留所に上屋が無く、日中の強い日差しや雨をしのぐこと
ができず不便をきたしている状況である。上屋の設置により乗客の利便性向上を図り、バス利用環境の改善を推進すること
で公共交通の利用促進を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
12基
バス停上屋
の整備数

県

　奥武山米須線の山下バス停、那覇糸満線の那覇市立病院前バス停等にお
いて、上屋を６基整備した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【大幅に
遅れ】

　バス停上屋の整備について、埋設物等の位置関係で占用者が
移設に時間を要する箇所があり、整備ができなかったバス停上屋
があったことや、沿道住民から、設置位置について意見等があり、
調整や設計変更に時間を要したため、実績値が６基となり、大幅
遅れとなった。

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

＜参考指標＞
乗合バス利用者数

80,745人/日
(H18年度)

74,019人/日
(H25年度)

74,531人/日
(H26年度)

72,495人/日
(H27年度)

130,274人/
日

72,336人/日
(H28年度)

72,161人/
日

(H29年度)

115,415人/
日

(H29年度)

状況説明
 バス停へのアクセス性低下、自動車台数の増加による渋滞発生、それに伴う定時性、速達性の低下などで利用者が伸び悩み、乗合
バス利用者数は72,161人/日（29年度）とH30計画値（115,415人/日）を達成できなかった。
　なお、バスの乗降客数の減少幅は縮小傾向にある。

・施工時において、埋設物等との位置関係でバス停上屋が設置困難な箇所があり、占用者や関係市町村と移設等の調整に時間を要している。

・埋設物等との位置関係で、バス停上屋が設置困難な個所があり、設計する前に先行して埋設物調査を実施し、占用者や関係市町村との調整を行うい、円
滑に工事着手ができるようにする必要がある。

・早期に占用物移設調整、工事発注ができるよう、バス停設置予定箇所の設計を前もってストックしておく必要がある。

・埋設物の移設に時間を要する事例が多くみられるため、設計に先行して事前に埋設物調査を実施し、占用者や関係市町村への情報提供と連絡調整をする
ことにより、早期に支障物件の移設を行うことで事業の推進を図る。

・早期に占用物移設調整、工事発注ができるよう、バス停上屋設置予定箇所の設計を前もってストックし、円滑に工事が進められるよう事前準備を整える。

・外国人向け観光パンフレット作成、周辺施設との連携等

バス停上屋の整備
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

状況説明

・鉄軌道の沿線のみならず、各地域において鉄軌道の利便性を享受できるよう、将来のフィーダー交通ネットワークの構築を見据え、各圏域における交通の
課題等を踏まえた公共交通の充実について、まちづくりの主体である市町村等との協働により検討を進める必要がある。
・鉄軌道の持続的な運営を可能とするためには、駅舎やレール等のインフラ部分を公共が整備・保有し、運行会社は運行のみを行う公設民営型の上下分離
方式である全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の創設が不可欠であり、国との調整が必要となっている。
・平成30年８月に公表された、平成29年度の国の調査報告においては、費用便益比や採算性に依然として課題が示されている。

・次の計画段階への速やかな移行に向け、国から示された費用便益比等の課題について、詳細な検討を行う必要がある。
・鉄軌道導入に向けた機運醸成を図り、国による早期の事業実施を働きかけるとともに、引き続き、県民等の理解と協力が不可欠となるため、効果的な情報
提供方法及び機運醸成の取組を検討し実施する必要がある。
・将来のフィーダー交通ネットワークの構築を見据え、公共交通の充実について、まちづくりの主体である市町村等との協働により検討を進める必要がある。

・国の調査において示された課題である費用便益比について、利用者への効果・影響等に関してより詳細な調査を実施するなど、事業の実現に向けた幅広
い検討を行う。
・ニューズレターなど各種媒体を活用し、県民等へ情報提供を行い、機運醸成を図る。
・各圏域における公共交通の充実に向け、市町村等と協働で取り組むための環境整備を進める。

324万t-Co2
347.9万t-Co2
(H27年度)

377.4万t-
Co2

(H28年度)

366.3万t-
Co2

成果指標名 基準値 実績値 計画値

運輸部門における二酸化炭素排出量 365万t-Co2
（H20年度(2008年度))

331.5万t-Co2
（H24年度）

329.0万t-Co2
(H25年度)

346.6万t-Co2
(H26年度)

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

国
県

市町村

５月に「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」を策定するとともに、早期の
事業化を国に働きかけた。また、事業化に向けた課題等の検討を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

計画書の策定後、鉄軌道導入に向けたこれまでの検討経緯等について、
ニューズレターにより、県民等に対し情報共有を図った。
　また、鉄軌道の早期導入に向け、国の調査において示された費用便益比等
の課題等について、事業の実現に向けた検討を実施した。
　さらに、国に対して公設民営型の上下分離方式である特例制度の創設等を
求めるとともに、国による早期の事業実施を要請した。

(2021) (2022)

取組の内容
県土の均衡ある発展、県民及び観光客の移動利便性の向上、中南部都市圏の交通渋滞の緩和、世界水準の観光リゾート地の
形成、駐留軍用地跡地の活性化、低炭素社会の実現などを図る観点から、鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入を促
進する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

地球温暖化防止対策の推進

【施策展開】 ③ヒートアイランド現象に関わる対策の推進 施策 ②運輸部門の低炭素化の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 1-(３)-ア

【主な取組】 公共交通機関利用の拡大

【担当部課】 企画部　交通政策課
【事業名】

鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入促進事
業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

県計画案
（構想段
階）策定
に向けた
取組

計画段階への早期移行、鉄軌道を含む新たな公共交通
システムと地域を結ぶ利便性の高い公共交通ネットワー
ク構築に向けた取組の推進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 環境保全型農業の推進

【担当部課】 農林水産部　営農支援課
【事業名】

沖縄型総合的病害虫管理技術（IPM）事業（～H29)
化学農薬削減に向けた病害虫防除技術推進事業（H30～R3)

農林水産物の安全・安心の確立

【施策展開】 ④環境保全型農業の推進 施策 ②環境保全型農業の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）－ウ

取組の内容 農産物の安定生産と農薬の使用を節減した環境保全型農業の双方を推進することを目的に、IPM（総合的病害虫管理）の考え
方に基づいた病害虫防除体制の確立とその普及を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
３品目
IPM体系が確
立した作物数

県

環境農薬リスク低減技術の開発のため、マイナー農薬の農薬登録に向けた試
験を実施、また天敵温存植物による天敵の飛来・増殖の試験を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

マンゴー・ピーマンについてIPM実践指標の作成を目標とし、引き続
き、研究を実施した。
　環境農薬リスク低減技術の開発のため、マンゴー、ピーマン等の
作物における生物農薬の害虫防除効果を実証を行い、進捗は「順
調」である。

５品目

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

4 4

成果指標名 基準値 実績値 計画値

5
＜参考指標＞
総合的病害虫技術体系が確立した作物数

－ 1 2 3 3

状況説明 　環境農薬リスク低減技術の開発のため、農業研究センターによる天敵利用技術の検証やマイナー作物の農薬登録に向けた試験を実
施、また農業改良普及センター等による天敵利用技術の展示ほの設置等を行い生産者への普及に努めた。

・マイナー作物への農薬登録に向けた試験実施にあたり、実施機関の選定に苦慮している。
・マイナー作物の農薬登録要望の増加

・多くの登録要望から実現性のある課題と実施機関を効率的にマッチングする必要がある。

・スムーズな農薬登録に向けてマイナー作物への農薬登録要望調査、課題選定、メーカーとの調整、試験実施機関の選定等の一連の流れを改めて確認し、会
議で関係者で共有する。

技術開発・普及及び実践地域の育成
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 環境保全型農業の推進

【担当部課】 農林水産部　営農支援課
【事業名】 持続的農業の推進

農林水産物の安全・安心の確立

【施策展開】 ④環境保全型農業の推進 施策 ②環境保全型農業の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）－ウ

取組の内容
環境保全型農業を推進するため、沖縄県エコファーマー認定制度、沖縄県特別栽培農産物認証制度、有機JAS認証制度といっ
た制度のPRを行う。
　生産現場でのGAP普及を図るため、県内5地区においてGAP取組の展示ほを設置する。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)
1,060件
（累計）

39産地
（累計）

1,300件

54産地

県

1,120件

43産地

1,180件

47産地

1,240件

51産地

エコファーマーは新規で17名が認定され、特別栽培農産物認証は52件を認証
し、環境保全型農業に取り組む農家数は1,084件となった。
　５地区５箇所でGAP導入の展示ほを設置した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　環境保全型農業に取り組む農家数は1084件を達成し、順調に増
加している。　GAP導入産地数は、計画値の43産地を達成し、取組
は順調である。　おきなわ花と食のフェスティバルにて、例年のパネ
ル展示に加え、環境保全型農産物販売コーナーを設けPRを行っ
た。　また、県広報テレビ番組｢うまんちゅひろば｣にてエコファーマー
を紹介し知名度の向上を図った。

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29
成果指標名 基準値 実績値 計画値

704件
（H23年）

920 979 1002 1063

H30 H30

1300

＜参考指標＞
GAP導入産地数

４産地
（H22年）

25 28 35 39 45 43 54

環境保全型農業に取り組む農家数 1084 1120

状況説明
環境保全型農業に取り組む農家数は計画値1,120件を達成できなかったが、順調に増加している。
GAP導入産地数は、計画値を超えるの45産地を達成し、取組は順調である。

内部要因
・環境保全型農業に関する技術の情報が不足している。環境保全型農産物の認知度が低い。
・現場においてGAPを指導できる指導者の人材が不足している。
外部要因
・GAP認証については、2020年のオリンピック・パラリンピックへ食料の調達及びオリンピック・パラリンピック後の大型小売店の認証要求の動向により大きく左
右されるため流動的。

・環境保全型農業を更に推進するための、指導のための技術に関する情報を得る必要がある。
・環境保全型農業の認知度を上げる必要がある。
・農業者にＧＡＰに対する正しい知識を持ってもらうためには、指導する各品目担当がＧＡＰに対する知識を深める必要がある。
・農業関係団体にもＧＡＰの正しい知識を持ってもらう必要がある。
・農場評価トレーニングを行い、評価結果から指導までの一連の経験を積む必要がある。

・環境保全型農業に関する栽培マニュアルを整備する必要がある。
・環境保全型農業に関して、生産者向け、業者向けの説明会を行い、認知度の向上を図る。
・農業改良普及センター（課）及びＪＡ営農センター向けのＧＡＰ指導者養成講座を開催し、さらなる指導者の育成に努める。

環境保全型農業に取り組む農家数

GAP導入産地数

農業生産工程管理GAP）の
導入に取り組む産地の取組

有機農業に関する消費者・農
家等への啓発活動

土壌蓄積肥料及び有機質資
材を活用した減化学肥料及び

GAP（農業生産工程管理）の普及促進

環境保全型農業のPR活動

環境保全型農業直接支払交付金事業の実施

環境保全型農業の技術開発と普及
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 環境保全型農業の推進

【担当部課】 農林水産部　営農支援課
【事業名】 地力増強対策事業

農林水産物の安全・安心の確立

【施策展開】 ④環境保全型農業の推進 施策 ②環境保全型農業の推進

【基本施策】 3-2-6 都市生態系・農地生態系の保全・再生 施策展開 ３－（７）－ウ

取組の内容
環境保全型農業を推進又は啓発するため、エコファーマー認定、特別栽培農産物認証の推進及び環境保全型農業推進コン
クールへの推薦を行う。農業生産の基盤である土壌の流出を未然に防止するため、農家に対して「土壌保全の日」イベント
等を通した耕土防止対策の意識啓発を図る。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

基準値 実績値

県

　エコファーマー認定会議を３回実施し、新規で18名が認定された。
　｢土壌保全の日｣イベントを５地区で開催し、生産者を含めた関係機関でグ
リーンベルトの植栽、カバークロップの播種や講演会などを地域として取り組
み、土壌保全の重要性について意識向上を図った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

　エコファーマー認定会議を計画通り開催し、環境保全型農業に取
り組む農家数も順調に増加している。
　また、土壌保全の日イベントについても計画通り５地区で開催し、
土壌保全についての意識向

＜参考指標＞
認定会議開催数

３ 3

成果指標名
(年度)

３回
認定会議開催

5地区
イベント開催地
区数

3 3

H26 H27 H28 H29

3

R3年度末
(2022年度

末）の目標値H30

計画値

H30

＜参考指標＞
イベント開催地区数

５ 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3

状況説明 　エコファーマー認定会議を計画通り開催し、環境保全型農業に取り組む農家数も順調に増加している。
　また、土壌保全の日イベントについても計画通り５地区で開催し、土壌保全についての意識向上に繋がった。

内部要因
・認定、認証を受けるための申請書の様式が煩雑である。

外部要因
・エコファーマー認定又は特別栽培農産物認証を取得しても、メリットを感じられず継続しない場合がある。
・県、市町村等が連携して「土壌保全の日」の取組により普及啓発を図っているが、赤土対策は農家の高齢化に加え、経費と労力負担が発生するため、実際
の営農活動への波及効果が薄い。

・エコファーマー認定及び特別栽培農産物認証の制度を見直し、生産者が取り組みやすいよう様式等を見直す。
・市町村によっては、赤土対策関連の地域協議会が活動しており、今後も連携した取組が期待できる。また、赤土対策事業により、グリーンベルト苗の増殖等
を実施しており、当
該事業と連携しながら農家の負担軽減につながる対策を進めていく必要がある。

・認定書類の様式を見直す。
・土壌保全の意識を維持していくため、「土壌保全の日」のイベントは継続して実施し、農家の意識高揚に繋がるよう内容を工夫していく。

環境保全型農業実践者の育成、耕土流出対策の推進

（認定会議の開催、「土壌保全の日」イベント開催など）
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 美ら島づくり行動計画推進事業(団体支援等)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ⑥良好な自然・農村景観の保全と創造 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

取組の内容 「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進するため、緑化施策に資する企業等の緑化活動の
支援を行う。また、優良花木の増殖技術の普及を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

県

「緑の美ら島づくり行動計画」に基づき、県の各緑化施策を総合的に推進するた
め、緑化施策に資する企業等の緑化活動の支援（苗木の育成方法等）を行っ
た。また、優良花木の増殖技術の普及を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

【順調】

県内の企業等団体が取組む緑化活動に対して、環境と目的に応じ
た植栽樹種の情報提供、「クメノサクラ」等の優良花木の増殖技術
等の普及を10件行い、団体の育成に取組んだ。計画のとおり取り
組むことができたことから順調とした。

１０件
緑化活動
団体の育
成件数

R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30
成果指標名 基準値 実績値 計画値

県民による緑化活動件数
55件

（H23年度(2011
年度)）

59件 59件 60件 増加61件 62件 62件

状況説明 県民による緑化活動件数については、平成30年度62件と、計画値を達成した。県植樹祭等による緑化の普及啓発や緑化活動の推進
により、県内における緑化活動の活性化等が図られている。

・緑化活動団体から緑化技術等の支援が求められている。

・緑化活動団体へ緑化技術等の情報提供等を行う。

・緑化活動に関する技術書をインターネット等を通じて広く提供するほか、講習会の開催を増やすことでインターネットでは伝えにくい情報を補完し、緑化活動
支援の充実を図る。

企業等の緑化活動支援、優良花木等の増殖技術の普及
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

【内部要因】
　利用者の安全を確保するため、老朽化した施設の改修等について検討する必要がある。
【外部要因】
　やんばる地域の世界自然遺産登録に向けた取り組みが進行しており、林業体験や森林環境教育分野での体験プログラムの実施が求められている。

・老朽化した施設の改修等を行う必要がある。
・自然との触れ合いを通して森林･林業の役割を正しく理解させる体験プログラムを実施する必要がある。

－ －

・老朽化した施設の改修等について、長寿命化計画に基づき一部実施する。
・自然との触れ合いを通して森林･林業の役割を正しく理解させる体験プログラムを実施する。

－ －

状況説明

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　県民の森公園内で修繕が必要な箇所について工事を実施し、利用者の安全
確保を目指した。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

　県民の森公園内で修繕が必要な箇所について、工事を実施し、
利用者の安全確保につながった。取組の進捗は順調である。

【順調】

取組の内容 県民の森公園内の緑化等の施設整備及び維持管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ⑥良好な自然・農村景観の保全と創造 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

【主な取組】 県民の森管理事業

【担当部課】農林水産部　森林管理課
【事業名】 県民の森管理事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

県民の森の施設整備、維持管理、利用促進
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１　取組（事業）の進捗状況（進捗率）（Plan・Do）

２　成果指標の達成状況（Do）

1

2

３　取組の検証（Check）

(１)推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

(２)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・平和創造の森公園は供用開始してから20年が経ち、施設の随所に老朽化・劣化が見られる。
・H31年12月に全国育樹祭が開催されることから、関連イベントを含め、公園の利用頻度が増えることが予想される。

・公園利用者に安心し快適に過ごせるよう、引き続き、老朽化・劣化が見られる施設の維持・修繕を行うことが必要である

－ －

・老朽化・劣化が見られる施設の維持・修繕を行う。ベンチ、遊具の修繕更新を予定している。

－ －

状況説明 －

－ － － － －

成果指標名 基準値 実績値 計画値 R3年度末
(2022年度末）

の目標値(年度) H26 H27 H28 H29 H30 H30

(2021) (2022)

　公園施設において老朽化・劣化が見られるため維持・修繕を行った。また、
H31年度に行われる全国育樹祭の開催に先立ち必要な修繕（外灯の撤去・転
落防護柵の更新等）及び駐車場の整備を行った。

進捗状況 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果
県

　公園の修繕により園内の安全が確保された。
また、全国育樹祭の開催に先立ち必要な修繕及び駐車場の整備
を行うことで、式典の開催に支障のないよう準備することができた。

【順調】

取組の内容 多くの人々が緑に親しみ自然とふれあえる憩いの場、県民の健康増進及び自然学習の場として、利用者が潤いと安らぎを体
感できる緑地空間の形成を図るため、平和創造の森公園内の緑化等の施設整備及び維持管理を行う。

年度別計画
実施
主体

平成30年度の状況

H29 H30 R1 R2 R3 R4
活動概要

(2017) (2018) (2019) (2020)

花と緑あふれる県土の形成

【施策展開】 ⑥良好な自然・農村景観の保全と創造 施策 ②都市、道路、郊外及び農山村の緑化

【基本施策】 3-2-1 緑・水辺・景観の保全と創造 施策展開 １－（６）-イ

【主な取組】 郊外及び農山村等の緑化

【担当部課】 環境部　環境再生課
【事業名】 平和創造の森公園管理事業

第2次沖縄県環境基本計画進捗管理票【公表用】

【基本目標】 3-2 人と自然が共生する潤いのある地域づくり 【沖縄２１世紀ビジョン実施計画】

平和創造の森公園の施設整備、維持管理、利用促進
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