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おきなわSDGsパートナーの登録

ＳＤＧｓに関する取り組み（第2回会議報告事項を除く）

○ 令和２年３月13日 61団体のおきなわSDGsパートナーを登録。

○ 各団体において、SDGsの取組等の広報とあわせ、広く県民に向けたSDGsの普及

啓発に取り組む。

○ 県を含め、各団体におけるSDGsのイベント等を共有する。

SDGsに関する講演会・セミナーにおける情報発信

○ R1.10 SDGsの実践/沖縄におけるSDGsの展開方向
食料・農林漁業・環境フォーラム沖縄

○ R1.12 琉球新報SDGsプロジェクトフォーラム 琉球新報社

○ R2.1 SDGｓに関する職員研修会 沖縄県社会福祉協議会

○ R2.2 SDGs とグリーン・ツーリズムについて

沖縄県農林水産部・沖縄県グリーン・ツーリズムネットワーク

○ R2.2 国際ボランティア学会沖縄大会 等 １



おきなわSDGsパートナー 登録企業・団体

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社 沖縄支店

新垣養蜂園 株式会社イーエーシー
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス

株式会社 那覇お客様サービスプラ

ザ

ＮＥＣソリューションイノ
ベータ株式会社沖縄⽀社

株式会社ＯＴＳサービス経営研
究所

おきなわアジェンダ２１県民会議 学校法人沖縄キリスト教学院 株式会社沖縄銀行 有限会社沖縄クリーン⼯業

株式会社沖縄計測
一般財団法人沖縄県環境科学
センター

一般財団法人沖縄県公衆衛生
協会

一般社団法人沖縄県ホテル協
会

公益財団法人沖縄県メモリアル
整備協会

一般社団法人沖縄ＣＯ２削減推
進協議会

沖縄食糧株式会社 株式会社沖縄ダイケン 沖縄ツーリスト株式会社
株式会社沖縄富士通システムエ
ンジニアリング

海星学園グループ
一般社団法人化学物質過敏症・
対策情報センター

金秀グループ 株式会社かりゆし
「環境から健康を考える会」
エコット

教育出版株式会社 沖縄営業所
株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳ
ＯＲＴ

独立行政法人国際協力機構（ＪＩ
ＣＡ）沖縄センター

Ｔｈａｎｋｓ’ ｍａｍａ サンクスラボ株式会社

一般社団法人サンビスカス沖縄 合同会社シーナプロジェクツ ＪＡグループ沖縄 ＮＰＯ法人自然体験学校
一般社団法人ジョブリッジ研究
所

株式会社セブン−イレブン・
沖縄

大和リース株式会社 沖縄支店 社会保険労務士法人ＴＩＳ トーラス株式会社 株式会社渡久山設計

トランスコスモス株式会社 株式会社南西環境研究所
公益社団法人日本青年会議所
沖縄地区協議会

日本電気株式会社 沖縄支店
⽇本トランスオーシャン航空
株式会社

日本郵便株式会社 沖縄支社 ブルーテック株式会社 株式会社プロトソリューション
一般社団法人プロモーションうる
ま

ホールアース自然学校沖縄校
がじゅまる自然学校

街クリーン株式会社
社会福祉法人松信福祉会 松の
実保育園

株式会社薬正堂 大和コンクリート工業株式会社
吉本興業ホールディングス株式
会社

リコージャパン株式会社 販
売事業本部沖縄⽀社

株式会社琉球銀行 国立大学法人琉球大学 株式会社Ｒｅｗｓｏ
株式会社リリーフ・アシスト 琉球
オフィス

特定非営利活動法人レキオウィ
ングス
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令和２年度の取組について

今後のＳＤＧｓに関する取り組みについて

○ 令和２年度当初予算案については、重点テーマにSDGsの全県的な推進
を位置付け、予算編成方針に反映することで、SDGsの目標に対応する
諸施策を全庁的に盛り込んだところ。

○ 企画部では以下の新規事業を予定している。

・SDGsのプラットフォームの構築に向けた取組

・県民SDGs認知度（アンケート調査）

・地方自治体職員向けセミナーや講演会の開催

令和２年度の取組について

○ 令和４年度から始まる新たな振興計画については、令和２年度より、
検討作業が開始される予定。
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⑴ 離島における定住条件の整備等
離島航路運航安定化支援事業 2,329（拡）

大東地区情報通信基盤整備推進事業 1,947（拡）

沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業 2,366

石油製品輸送等補助事業費 1,049
⑵ 子育て・福祉セーフティネットの充実

バス通学費支援 436【新】

子どもの貧困対策推進基金事業 654

養育者世帯子育て相談支援体制強化事業 16【新】

介護給付費等負担事業費 16,763（拡）

障害者介護給付費等事業費 13,186（拡）

子どものための教育・保育給付費 16,536（拡）

地域子ども・子育て支援事業 2,448（拡）

待機児童解消支援基金事業 585（拡）

こども医療費助成事業 1,707
⑶ 健康・長寿おきなわの推進等
県内薬剤師需給予測及び薬学部設置可能性等調査事業 12【新】

県立病院繰出金 7,824

国体九州ブロック大会開催事業 112

水道広域化推進事業費 52

次世代の健康教育推進事業 14
⑷ 自然環境の保全・再生・適正利用、持続可能な循環型社会の構築
赤土等流出防止海域モニタリング事業 77（拡）

離島廃棄物適正処理促進事業 42（拡）

世界自然遺産登録推進事業 228

海岸漂着物等地域対策推進事業 141

外来植物防除対策事業 23
⑸ 社会リスクセーフティネットの確立
国際家庭相談ネットワーク構築モデル事業 30【新】

無電柱化推進事業 1,141（拡）

性暴力被害者等支援事業 129（拡）
⑹ 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決
有機フッ素化合物環境中残留実態調査事業 10【新】

慰霊等事業費 36（拡）

不発弾等処理事業費 3,229

ワシントン駐在員活動事業費 74

戦没者遺骨収集事業費 23
⑺ 国際協力・貢献活動の推進及び伝統文化の保全・継承等
首里城復旧・復興事業 147【新】

首里城復興推進事業 36【新】

ちゅらうちなー草の根平和貢献賞表彰事業 8【新】
東京2020オリ・パラ沖縄県聖火リレー推進事業 175（拡）
平和創造・発信事業 26（拡）
沖縄空手ユネスコ登録推進事業 10（拡）
しまくとぅば普及継承事業 100

⑴ 自立型経済の構築に向けた基盤の整備
沖縄都市モノレール輸送力増強事業 689【新】

地域連携道路事業費（地域高規格道路） 4,000（拡）

沖縄国際物流ハブ活用推進事業 273

⑵ 情報通信・国際物流・ものづくり産業の推進等
ちゅら島ビジネスマーケティング推進事業 30【新】

「おきなわ工芸の杜」整備事業 2,081（拡）

先端医療産業開発拠点実用化事業 435（拡）

ｱｼﾞｱITﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ（仮称）整備事業 735

沖縄戦略的国際物流プラットホーム強化事業 648

全国特産品流通拠点化推進事業 601

琉球泡盛再興プロジェクト支援事業 64
⑶ 世界水準の観光リゾート地の形成
沖縄フラワークリエイション事業 424（拡）

クルーズ船プロモーション事業 98（拡）

沖縄観光国際化ビッグバン事業 844

戦略的MICE誘致促進事業 270

沖縄観光コンテンツ開発支援事業 88

⑷ 亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興
沖縄黒糖販路拡大プロモーション推進事業 35【新】

配合飼料製造基盤整備事業 1,464（拡）

水産新市場整備事業（糸満漁港） 1,201（拡）

乳業施設高度化整備事業 846（拡）

家畜伝染病予防事業 311（拡）

農林水産物流通条件不利性解消事業 2,825

特殊病害虫特別防除事業 1,575

災害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業 563
⑸ 地域を支える中小企業等の振興、雇用対策と多様な人材の確保
小規模事業者等IT導入支援事業 39【新】

県単融資事業費 17,196（拡）

小規模事業経営支援事業費 1,199

中小企業基盤強化プロジェクト推進事業 240

正規雇用化サポート事業 32

女性のおしごと応援事業 27

私立専修学校授業料等減免事業 736【新】

市町村幼児教育支援事業 10【新】

高等学校等就学支援金事業 4,090（拡）

就職活動キックオフ推進事業 178

グローバル・リーダー育成海外短期研修事業 131

県外進学大学生支援事業 91

グローバル産業人材育成事業 54

令和２年度沖縄県一般会計予算（案）の概要

１ 沖 縄 ら し い 優 し い 社 会 の 構 築 ２ 強くしなやかな⾃⽴型経済の構築
単位：百万円

～沖縄２１世紀ビジョン基本計画（基軸別）主な事業～

令和２年度一般会計当初予算（案）

７，５１４億円 【対前年度 ＋１６５億円、＋２．２％】
※ ２年連続の増となる７,５１４億円を計上
※ 事業の選択と行政資源の集中に努め、引き続き、沖縄２１世紀ビジョン基本計画で掲げた諸施策を着実に実施

３ 沖 縄 の 発 展 を 担 う 人 材 の 育 成

⽷満漁港イメージ

南⾵原知念線路(南部東道路)
４⼯区イメージ

国際物流イメージ

渡名喜久⽶航路の新造船就航

沖縄⼤交易会

参考資料

※沖縄県総務部資料
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沖縄県では、2030年を⽬途とする
沖縄が⽬指すべき将来像や取組の

⽅向性等の基本構想を「沖縄２１
世紀ビジョン」として、まとめて

います。

（20１0年３⽉策定）

⼦ども達の笑顔が常に絶えない、

希望と優しさに満ちた豊かな社会
となることを願い策定しました。

＜基本理念＞

２１世紀に求められる⼈権尊重と共⽣の精神を基に、

“時代を切り拓き、世界と交流し、ともに⽀えあう平和

で豊かな「美ら島」おきなわ”を創造する。

沖縄県の基本構想 「沖縄２１世紀ビジョン」
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アジアのダイナミズムを取り込む
〜沖縄県アジア経済戦略構想〜

アジアのダイナミズムを取り込む
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ＳＤＧｓの推進と沖縄の⽬指す社会

沖縄２１世紀ビジョン

沖縄２１世紀ビジョン

基本計画

実施計画 個別計画

持続可能な開発⽬標

（SDGs）
【５つの将来像】

①沖縄らしい自然と

歴史、伝統、文化を大切にする島

②心豊かで安心・安全に暮らせる島

③希望と活力に溢れる豊かな島

④世界に開かれた交流と共生の島

⑤多様な能力を発揮し、未来を拓く島

「誰⼀⼈取り残さない」

重
な
る

部
分
が
多
い

SDGsの要素を組込み、重層的に展開
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沖縄21世紀ビジョン及び基本計画と実施計画

●県民が望む将来の沖縄の姿と、その実現に向
けた取組の方向性等を明らかにした基本構想。

●沖縄のあるべき姿、ありたい姿として「５つ
の将来像」を示している。

●沖縄が克服しなければならない４つの固有課

題：を示している。

●沖縄２１世紀ビジョンの実現に向けた「基本
方向：や「基本施策」などを示している。

●沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画と
しての正確を持つ。

●基本計画で掲げた各施策の具体的な取組や成
果目標などを示している。

●PDCAサイクルを確立し、実施計画に示された
施策等の点検・評価を毎年行い計画の着実な

推進を図る。

沖縄２１世紀ビジョン

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画

沖縄２１世紀ビジョン
実施計画

（想定年2030年）

目指すべき姿

実現に向けた考え方

実現に向けた考え方

（10年計画）

（５年計画）

H22 3
策定

H24 5
策定

H29 5
改定

H24 9
策定

H29 10
策定
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沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島

自然環境の保全・再生・適正利用

伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 等

心豊かで安心・安全に暮らせる島

子育セーフティーネットの充実（子どもの貧困対策など）

災害に強い県土づくり、共助・共創型地域づくり 等

希望と活力に溢れる豊かな島

自立型経済の構築に向けた基盤整備
世界水準の観光リゾート地の形成、雇用対策 等

世界に開かれた交流と共生の島

世界との交流ネットワーク、国際協力・貢献活動 等

多様な能力を発揮し、未来を拓く島

沖縄らしい個性を持った人づくりの推進
公平な教育機会の享受に向けた環境整備 等

５つの将来像と主な基本施策

将来像Ⅰ

将来像Ⅱ

将来像Ⅲ

将来像Ⅳ

将来像Ⅴ
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