
様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

「主な取組」検証票

施策展開 1-(1)-オ 県民参画と環境教育の推進
施 策 ①　環境保全に向けた県民参画の推進と環境教育の充実

施策の小項目名 ―

主な取組 第２次沖縄県環境基本計画推進事業 実施計画記載頁 23

対応する
主な課題

①世界に誇る豊かな自然環境を劣化させることなく次世代に引き継いでいくためには、県民全体で目標と課題を共有し、県民参画のもと、県民一体となった環
境保全体制の構築が求められている。

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　平成25年3月に策定した第2次沖縄県環境基本計画について、県民等に周知を行うと
ともに、本計画に掲げる施策の目標について、適切な進行管理を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

計画の改定

実施主体 県

 担当部課【連絡先】 環境部環境政策課 【098-866-2183】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 環境基本計画等推進事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

当初予算額 主な財源 ○Ｈ30年度：　10月に改定計画を策定後、本計画の進捗管理
を行った。

1,404

H30年度 R元（H31）年度

350595 647 334 194

平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額

県単等 ○R元（H31）年度：　本計画の進捗管理を継続して行う。

予算事業名 ―

県単等 直接実施

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　―

― ― ― ― ― ― ○R元（H31）年度：　―



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 計画の進捗管理 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B
　後期５年の取組を反映させた、第2次沖縄県環
境基本計画【改定計画】を策定した。
　また、PDCAサイクルによる進捗管理を行い、環
境基本計画推進会議において実績報告を行っ
た。報告後は公表し、県民意見を募集した。

― ― ― ― 計画の改定 計画の改定 100.0%

1,404 順調

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

　第２次沖縄県環境基本計画【改定計画】を策定
した。　ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行い、
環境基本計画推進会議にて平成29年度の実績
報告を行うとともに、実績は公表し、県民意見募
集を実施したことから、順調と判定した。活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

平成30年度の取組改善案 反映状況

①本計画の改定に当たっては、県民意見募集や市町村及び環境審議会等からの意見
を反映し、本計画の見直しを行う。
②引き続きPDCAサイクルによる進捗管理を行うとともに、本計画についての周知及び
理解を図る必要がある。

①環境審議会や環境基本計画推進会議からの意見を反映した第２次沖縄県環境基本
計画【改定計画】を策定した。
②PDCAサイクルによる進捗管理を行い、環境基本計画推進会議にて平成29年度の実
績報告を行った。また、実績については公表するだけでなく、県民意見募集を行うことに
よって、県民の意見が活用できるようにした。また、引き続きホームページを活用した周
知活動や沖縄県政出前講座を実施した。



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）

４　取組の改善案（Action）

・引き続きPDCAサイクルによる進捗管理を行う。また、広く県民の意見を得るため、環境基本計画について、よりわかりやすい広報案を検討し、県民に対する周知及び理解を図
る必要がある。

○内部要因 ○外部環境の変化

・本計画の目標達成に向け、県民の理解を図る必要がある。
・沖縄21世紀ビジョン実施計画等の見直しや本県の環境及び社会経済の状況等の変
化を踏まえ、必要に応じ計画の見直しを行う必要がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・県民意見募集を実施したが、意見がなかったため、引き続き県民に働きかける必要がある。



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

「主な取組」検証票

施策展開 1-(1)-オ 県民参画と環境教育の推進
施 策 ①　環境保全に向けた県民参画の推進と環境教育の充実

施策の小項目名 ―

主な取組 官民・協働ネットワークづくりの推進 実施計画記載頁 23

対応する
主な課題

①世界に誇る豊かな自然環境を劣化させることなく次世代に引き継いでいくためには、県民全体で目標と課題を共有し、県民参画のもと、県民一体となった環
境保全体制の構築が求められている。

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

   本県の豊かな自然環境を次世代に継承するためには、県民等に対する環境教育の
推進が重要であることから、平成26年度に「沖縄県環境教育等推進行動計画」を策定し
た。本行動計画については、庁内組織からなる幹事会と各種組織から構成される協議
会を設置して、進捗管理を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

実施主体 県

 担当部課【連絡先】 環境部環境再生課 【098-866-2064】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 環境教育等推進事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

当初予算額 主な財源 ○H30年度：　環境教育等推進行動計画の進捗管理として、
幹事会及び協議会を開催した。

47

H30年度 R元（H31）年度

53＿ ＿ ＿ 28

平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額

県単等 ○R元（H31）年度：　環境教育等推進行動計画の進捗管理を
行うため、幹事会及び協議会を開催する。

予算事業名

県単等 直接実施

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　―

― ― ― ― ― ― ○R元（H31）年度：　―

環境教育等推進行動計画推進協議会開催数 1回／年



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名
環境教育等推進行動計画推進行動計画推進協
議会開催数

H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B
　平成30年度は平成29年度の実績と平成26年度
から29年度までの実績を取りまとめて、行動計画
の中間見直しについて改訂計画案を作成し、庁
内組織の幹事会と、外部委員も含めた協議会を
開催して、沖縄県環境教育等推進行動計画の施
策の進捗管理を行った。

1 1 1 0 1 1 100.0%

47 順調

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

　庁内組織の幹事会を平成30年12月に、外部委
員と庁内委員からなると協議会を平成31年1月に
開催した。両会議において、平成29年度の実績と
改訂計画案について了承を得られ、計画どおり
幹事会と協議会を開催して、本県の環境教育の
取り組みについて情報共有を図ることができた。

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

平成30年度の取組改善案 反映状況

①行動計画の平成29年度の実績と中間見直し結果を取りまとめて、協議会にて報告を
行い、本行動計画の施策の推進を図る。

①平成29年度の実績と中間見直し結果を取りまとめて、本行動計画の改訂案を幹事会
及び協議会に報告を行い、行動計画の進捗管理を適切に実施した。



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）

４　取組の改善案（Action）

・本行動計画について、各種研修会等を活用して配布等を行い、周知を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・本行動計画を推進するためには、県民、事業者、関係機関、関係団体等の協力・連携
が必要である。

＿

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・県民、事業者、関係機関、関係団体等に対し、本行動計画についての周知や理解を図る必要がある。



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

「主な取組」検証票

施策展開 1-(1)-オ 県民参画と環境教育の推進
施 策 ①　環境保全に向けた県民参画の推進と環境教育の充実

施策の小項目名 ―

主な取組 環境保全啓発事業 実施計画記載頁 23

対応する
主な課題

②県民一人ひとりが環境保全の重要性など環境問題に対する意識の向上を図っていくためには、幼い頃からその重要性を学ぶことができる環境整備が必要で
ある。

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

   本県の環境保全活動拠点である「沖縄県地域環境センター」にて、県民の環境保全意
識の向上を図るための環境情報の発信や各種環境保全啓発活動を実施する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

実施主体 県

 担当部課【連絡先】 環境部環境再生課 【098-866-2064　　　】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 環境保全啓発事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

当初予算額 主な財源 ○H30年度：　沖縄県地域環境センターによる環境情報の発
信や各種環境保全啓発活動を企画・実施した。

7,150

H30年度 R元（H31）年度

14,4755,688 6,019 6,142 6,078

平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額

県単等 ○R元（H31）年度：　沖縄県地域環境センターによる環境情報
の発信や各種環境保全啓発活動を企画・実施する。

予算事業名 緑化推進費

県単等 委託

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　沖縄県地域環境センターの啓発活動の一環とし
て、緑と親しむイベントを開催した。

県単等 委託 ＿ ＿ ＿ 500 750 900 県単等 ○R元（H31）年度：　沖縄県地域環境センターの啓発活動の
一環として、山の日に山と親しむイベントを開催する。

環境保全に関する出前講座、自然観察会、体験イベント等 （年30回）

環境教育プログラムの普及・活用等

環境情報の発信



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 出前講座等の開催回数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B
　沖縄県地域環境センター主催による学校や地
域等での出前講座、自然観察会や啓発イベント
等の環境保全啓発活動を年間を通して実施し
た。また、センターのホームページを活用して、環
境情報を発信した。

61 51 60 65 61 30 100.0%

7,900 順調

活動指標名 環境教育プログラムの普及・活用等 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― 実施 ―

　沖縄県地域環境センター主催により、環境教育
プログラムを活用した出前講座や、自然観察会、
啓発イベント等の各種啓発活動を計画値以上の
61回開催し、幼児から大人まで参加できる環境
学習・体験の機会の場を提供した。また、セン
ターのホームページにおいて、環境イベント情報
や出前講座等の募集・結果等を適宜更新し、環
境情報を発信した。

活動指標名 環境情報の発信 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― 実施 ―

平成30年度の取組改善案 反映状況

①啓発活動については、今後とも継続実施していくが、新たな取り組みの検討を行い、
子どもから大人までが楽しんで環境に興味を持ってもらえるような活動を展開する。

①平成30年度は、石垣市・宮古島市以外の離島として、初めて阿嘉島及び座間味島に
て啓発活動を実施し、島民向けにリサイクル工作を通してごみ問題を考えてもらう契機
とした。



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）

４　取組の改善案（Action）

・これまでは単発の啓発活動が主だったが、今後は、連続講座等を導入して、より深い環境学習の場を提供する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・地域に根ざした啓発活動を展開するためには、沖縄県地域環境センターを中核に据え
た事業を継続して実施する必要がある。

・緑と親しむイベントでは、講師の説明付きの山歩き体験に、親子連れだけでなく大人
の参加希望が多く見られ、大人向けの啓発活動の需要が見込まれる。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・今後の展開として、大人向けの啓発活動や、より深い環境学習の場の提供を行えるようなプログラムの構築等が必要と思われる。


