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１

推進方針を策定する背景
（１）国際連合における「2030 アジェンダ」の採択
グローバル経済下においては、地球規模で人やモノ、資本が移動して
おり、一国の経済危機が他国へと瞬時に連鎖すると同様、気候変動、自
然災害、感染症といった地球規模の課題がグローバルに連鎖して発生
し、経済成長や社会問題にも波及して、深刻な影響を及ぼす時代になっ
てきています。
このような状況を踏まえ、先進国と開発途上国が共に取り組むべき、
国際社会の普遍的な目標として、2015（平成 27）年 9 月の国連総会で、
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」（以下「2030 アジェン
ダ」）が採択されました。
2030 アジェンダでは、世界全体の経済、社会及び環境の三側面を不可
分のものとして調和させる統合的取組を目指しており、その中で、誰一
人として取り残さない（leave no one behind）を基本理念とし、17 の
ゴールと 169 のターゲットで構成される持続可能な開発目標（SDGs）が
示されています。
SDGs の 17 のゴール

※169 のターゲットは参考資料参照

【目標 1】貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
【目標 2】飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な
農業を促進する。
【目標 3】すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進
する。
【目標 4】質の高い教育をみんなに
すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学
習の機会を促進する。
【目標 5】ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行
う。
【目標 6】安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保す
る。
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【目標 7】エネルギーをみんなに

そしてクリーンに

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギー
へのアクセスを確保する。
【目標 8】働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的
な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を
促進する。
【目標 9】産業と技術革新の基盤をつくろう
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業
化の促進及びイノベーションの推進を図る。
【目標 10】人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する。
【目標 11】住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間
居住を実現する。
【目標 12】つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する。
【目標 13】気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。
【目標 14】海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で
利用する。
【目標 15】陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林
の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生
物多様性の損失を阻止する。
【目標 16】平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての
人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的
で説明責任のある包摂的な制度を構築する。
【目標 17】パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナ
ーシップを活性化する。
（出典：外務省 HP、持続可能な開発のための 2030 アジェンダ仮訳）
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（２）SDGs に関する国の取組
2030 年アジェンダの採択を受け、国の関係行政機関における相互の
緊密な連携を図り、SDGs の実施を総合的かつ効果的に推進するため、
内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とする「持続可能な開発
目標（SDGs）推進本部」が、2016（平成 28）年５月に内閣に設置され
ました。
2016（平成 28）年 12 月には、日本が 2030 アジェンダの実施にか
かる重要な挑戦に取り組むための国家戦略として、「持続可能な開発
目標（SDGs）実施方針」が同推進本部において決定されました。
実施方針では、「持続可能で強靭、そして誰一人取り残さない、経
済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」
をビジョンとし、関係府省庁一体となって、あらゆる分野のステーク
ホルダーと連携しつつ、広範な施策や資源を効果的かつ一貫した形で
動員していくための優先課題や個別施策等を定めています。
実施方針における優先課題は、2030 アジェンダに掲げられてい
る、People（人間）、 Planet（地球）、Prosperity（繁栄）、 Peace
（平和）、 Partnership（パートナーシップ）で構成される 5 つの P
に対応し、以下の８つに分類されている。
People（人間）
1. あらゆる人々が活躍する社会の実現
2. 健康・長寿の達成
Prosperity（繁栄）
3. 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション
4. 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
Planet（地球）
5. 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会
6. 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
Peace（平和）
7. 平和と安全・安心社会の実現
Partnership（パートナーシップ）
8. SDGs 実施推進の体制と手段
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２

推進方針の目的とビジョン

（１）推進方針の目的
国の「持続可能な開発目標（SDGs）実施方針」においては、SDGs を全国
的に実施するために、地方自治体及びその地域で活動するステークホルダー
による積極的な取組を推進することが不可欠としており、地方自治体におけ
る各種計画や戦略、方針の策定や改訂に当たっては SDGs の要素を最大限反
映することを奨励するとともに、関係府省庁の施策等も通じ、関係するステ
ークホルダーとの連携の強化等、SDGs 達成に向けた地方自治体の取組を促
進することとされております。
一方、「沖縄２１世紀ビジョン」と SDGs の基本理念等は重なる部分が多い
ことから、「沖縄２１世紀ビジョン」に掲げた将来像の実現を目指す方向性
と SDGs 達成に寄与する方向性は大きく重なるものと考えております。
そのため、「沖縄２１世紀ビジョン」の将来像の実現に向け、全県的な全
SDGs の推進にあたって、基本的な考え方や方向性等を「沖縄県 SDGs 推進方
針」として定めました。

（２）本県が目指すビジョン
本県は、2010（平成 22）年３月に「沖縄２１世紀ビジョン」を策定してお
ります。同ビジョンは、広く県民意見を集約し、審議会において議論を重
ね、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、県民全体で共有する沖縄の 2030 年を目途とする将来像とし
て取りまとめられています。
同ビジョンの基本理念及び将来像は、SDGs の理念 「leave no one behind
（誰一人取り残さない）」、17 のゴール（貧困をなくそう、健康、平和、気候
変動対策、イノベーション、海を守ろう、陸をまもろう、パートナーシップ
等）と、多くの重なるところがあります。
本県では、沖縄２1 世紀ビジョンの将来像の実現に向け、SDGs を推進する
ことで、新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展を目指していきます。
１）沖縄２１世紀ビジョンの基本理念
このビジョンでは「あるべき姿」「ありたい姿」として、めざすべき
５つの将来像が示されています。その将来像から「自然や歴史、伝統、
文化の大切さ」、「交流と共生」、「平和と豊かさ」、「自立」等の価値観が
導き出され、それを基礎に据え基本理念が定められています。
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（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、ともに支え合う平和で豊かな
「美ら島」おきなわ”を創造する。
（時代を切り拓く）
県民一人ひとりが今の時代を創り、次の時代を切り拓く主人公で
あることを自覚し、生きがい感じ、自立の精神に則り、明日に向か
って意欲的に前進していく気運に溢れる社会を創造する。
（世界と交流する）
県民一人ひとりが、交流の主体としての可能性を自覚し、多様な
交流を展開しることによる魅力あふれる社会を創造する。
（支え合う）
人間の幸せの源泉の多くは、人と人のつながりの中にある。
‘イチャリバチョーデー’（出会えば人は皆兄弟）や‘ユイマール’
（共同作業など相互に助け合う伝統的な習慣）など、沖縄の伝統に
根ざす人と人とのつながりを大切にする社会を創造する。
（平和）
歴史を踏まえ、平和を発信していく。我が国の平和の創造に貢献
するため、アジア・太平洋諸国等との信頼関係の醸成の場として、
文化、環境対策など多様な安全保障を創造していく場として、地域
特性を発揮していく。
（豊かさ）
アジアのダイナミズムという時代潮流を捉え、我が国の発展の一
翼を担う地域としての可能性を追求する。
（美ら島 ―自然―）
沖縄の自然は、天賦の貴重な贈り物であることを認識し、豊かな
自然を守り、次の世代、さらに次の世代へ送りつなげる。
また、「沖縄２１世紀ビジョン」の中で、ビジョンの実現に向けては、「県
民との協働」、「企業との協働」、「市町村との協働」、「ユイマールの新たな仕
組みづくり」を位置づけ、全ての県民が課題と目標を共有しながら取組を進
めることが重要であるとしており、パートナーシップに関する位置づけがさ
れています。
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２） 沖縄２１世紀ビジョンの将来像
① 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島

自然環境の保全と再生
世界に誇れる環境モデル地域の形成
独特の歴史、伝統、文化の復興と想像
沖縄らしい風景・景観とまちづくり

② 心豊かで、安全・安心に暮らせる島
健康・長寿の復活
安全・安心な暮らしの実現（子育て、福祉、医療、災害対応、治安等）
個性豊かな地域社会づくり

③ 希望と活力にあふれる豊かな島
21 世紀の「万国津梁」の実現 （アジア太平洋諸国とともに成長）
地域に根ざした産業の振興
沖縄を牽引する新しい産業の育成
雇用の創出と人材の確保
離島力の発揮
基地返還跡地の活用
資金の確保

④ 世界に開かれた交流と共生の島

外交における沖縄の役割の発揮
国際交流と共生のネットワークづくり
科学の振興と世界への協力・貢献
平和の発信の世界平和への貢献

⑤ 多様な能力を発揮し、未来を拓く島

人間形成を重視する教育
個性を育む教育
沖縄の活力を生む人材の育成
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３

本県における SDGs 推進の基本的な方向
（１）基本的な方向
SDGs の理念や目標は、「沖縄２１世紀ビジョン」の基本理念や将来像等
と重なるところが多く、同様の方向性であることから、同ビジョンの将来
像の実現に向けた取組として SDGs を推進します。
そのため、同ビジョンに基づき策定された「沖縄２１世紀ビジョン基
本計画」の計画期間（2022（令和 4）年３月まで）において、同計画を基
本として SDGs を推進することとし、推進方針は国や社会情勢の動向等に
応じて見直しを行います。
2022（令和 4）年から始まる新たな振興計画においては、SDGs の理念
や施策等を盛り込む方向で検討を行うとともに、新たな振興計画を踏ま
え、新たに推進方針を策定します。
また、各分野別計画の推進にあたっては、推進方針を踏まえるととも
に、計画の策定又は改定等にあたっては、原則として、SDGs の要素を最
大限反映することとします。

図

沖縄２１世紀ビジョン基本計画等と推進方針の関係

沖縄２１世紀ビジョン基本計画では、ビジョンの５つの将来像を実現す
るための以下の２つの基軸を設定し、５つの将来像ごとに体系化した３６
の「基本施策」及び１２１の「施策展開」により構成しています。
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基軸 1 潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会の構築
基軸２ 日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築

沖縄２１世紀ビジョン基本計画はビジョンの将来像の実現に向けた施策
等の基本的な考え方を定めており、施策等を定める実施計画の方向性を示
すものです。そのため、同計画の計画期間である 2022（令和 4）年３月ま
での期間は、沖縄２１世紀ビジョン基本計画の３６の「基本施策」を推進
方針の「基本施策」として位置づけるとともに、今後、重要な取組や新た
な課題への対応など、SDGs の推進に向けた施策を充実させていきます。

図 沖縄県 SDGs 推進指針における基本施策
（沖縄２１世紀ビジョン基本計画の基本施策）
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（２）SDGs 推進における視点
本県の SDGs の推進にあたっては、統合的な視点（経済・社会・環境の
三分野の関連課題との相互関連性・相乗効果を重視しつつ、統合的に解決
する視点）とバックキャスティングの視点（目指すべき社会の姿から振り
返って現在すべきことを考える視点）から、関係部局の密な連携により施
策を展開していく必要があります。
また、自らの取組に加え、県民、企業、各種団体など、多様なステーク
ホルダーの主体的な取組を促進し、連携しながら、県民参加型の SDGs を
推進することが重要です。
（３）推進方針の期間
推進方針の期間は、沖縄２１世紀ビジョン基本計画の計画期間である
2022（令和 4）年 3 月までとし、国の動向や社会情勢の動向を踏まえ、適
宜、見直しを検討します。
2022（令和 4）年度以降は、新たな振興計画を踏まえ、新たに推進方針
の見直しを検討します。

（４）推進体制と方策
１）

沖縄県 SDGs 推進本部の設置

SDGs 推進にあたり、知事を本部長とし、各部局長で構成する「沖縄
県 SDGs 推進本部」を設置し、全庁的に SDGs を推進します。
同推進本部の下、関係部局の連携を促進し、統合的な SDGs の推進を
目指します。
２）

国との連携

国の「持続可能な開発目標（SDGs）実施方針」では、政府全体及び
関係府省庁における各種計画や戦略、方針の策定や改定に当たって
は、SDGs 達成に向けた観点を取り入れ、その要素を最大限反映する
としています。さらに、SDGs 実施のための府省庁毎又は各府省庁横
断的な取組を推進していくための政策誘導として、必要に応じた関係
制度改革の検討や、適切な財源確保に努めるとしています。
SDGs 推進にあたっては、各種制度を活用する等、国と連携しながら
効果的に施策を推進します。
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３）

市町村との連携

市町村は、住民に身近な施策を数多く展開しており、その推進にあ
たっては、県も市町村と連携・協力を行いながら取り組んでいます。
SDGs の全県的な展開においては、市町村との連携が必須であること
から、県の取組や県内外の動向などの情報共有や連携した取組などを
促進します。
４）

ステークホルダーとの連携

ステークホルダーとの連携に向けて、沖縄県は SDGs 推進の旗振り
役として、普及啓発や理解促進に向けた取組を展開するとともに、自
ら率先して SDGs を推進しながら、県民、企業、各種団体等との連携
を促進していきます。
SDGs の推進を全県的に展開するため、市町村や経済界、有識者、
NPO など、多様なステークホルダーが、情報交換や交流を促進し、連
携しながら SDGs を推進していく体制を構築します。
５）

SDGs の普及啓発

全県的な SDGs の展開を実現するためには、広く県民が認識し、県
民一人ひとりが、「自分ごと」として取り組む環境が必要なことか
ら、普及啓発に積極的に取り組みます。
また、県の SDGs 推進を促進するため、県職員の理解を深めるとと
もに、市町村に向けた取組も推進します。
SDGs との関連性が高いイベント等における SDGs の情報発信や刊行
物、パンフレット等における SDGs のロゴや関連するアイコンを積極
的な活用により、普及啓発に繋げます。
県が自ら実施する普及啓発に加え、SDGs に取り組む企業や団体等と
のパートナーシップによる普及啓発を推進します。
（５）フォローアップ
SDGs の各施策のフォローアップは、基本的に沖縄２１世紀ビジョン基本
計画に関する PDCA と一体的に行います。
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４

基本施策一覧

将来像Ⅰ 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島
基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

1-(1) 自然環境の保全・再生・適正利用
人口や観光客の増加、さらには経済
活動の進展など沖縄を取り巻く社会
経済環境が変化する中、沖縄の豊かな
自然環境を劣化させることなく次世
代に引き継ぐため、生物多様性の保全
に取り組むとともに、陸域・水辺環境
の保全、自然環境の適正利用に努める
ほか、環境容量を超えた経済活動等に
よって失われた沖縄らしい自然環境
の再生に取り組みます。また、自然環
境を次世代に継承するため、県民参画
と環境教育の推進を図ります。

ア 生物多様性の保
全
イ 陸域・水辺環境
の保全
ウ 自然環境の再生
エ 自然環境の適正
利用
オ 県民参画と環境
教育の推進

2.4
3.9
4.7
6.3
11.6
12.4
13.2
14.1
15.1
15.2
17.17

1-(2) 持続可能な循環型社会の構築
沖縄の世界に誇れる財産である
美しい自然環境の保全と社会経済
活動とのバランスがとれた持続可
能な地域社会を目指すため、県民
一人ひとりが３Ｒを実践するとと
もに、発生した廃棄物の適正処理
に努め、環境負荷の少ない循環型
社会を構築します。

ア ３Ｒの推進
イ 適正処理の推進

6.1
7.a
9.4
12.4
12.5
14.1

1-(3) 低炭素島しょ社会の実現
世界に誇れる低炭素島しょ社会 ア 地球温暖化防止
対策の推進
を実現するため、地球温暖化防止
対策を推進するとともに、クリー イ クリーンエネル
ンエネルギーなどの環境技術の革
ギーの推進
新を進めるほか、低炭素都市への
転換を推進し、温室効果ガスの排 ウ 低炭素都市づく
りの推進
出が少ない地域経済社会を形成し
ます。また、低炭素社会の実現に
向けた先導的な取組を行う環境モ
デル地域の形成を図ります。
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3.6
6.6
7.2
8.9
9.1
11.2
12.5
13.1
15.1
17.7

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

1-(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造
沖縄の風土と伝統に根ざした個
性豊かな文化の形成を図るため、
沖縄文化の源流を確認できる環境
づくりに努めるとともに、文化の
担い手の育成や文化活動を支える
基盤の形成に取り組むほか、魅力
的な沖縄文化の発信・交流に取り
組み、県民一人ひとりが心の豊か
さを享受し、ゆとりと安らぎのあ
る生き生きとした暮らしが実感で
きる地域社会を形成します。

ア 沖縄の文化の
源流を確認でき
る環境づくり
イ 文化の担い手
の育成

4.4
4.7
8.9
9.2
11.4
17.17

ウ 文化活動を支
える基盤の形成
エ 文化の発信・交
流

1-(5) 文化産業の戦略的な創出・育成
地域文化資源の特性を生かした ア 文化資源を活
まちづくりを推進するとともに、
用したまちづく
伝統工芸を持続的に発展できる産
り
業として競争力を高めるほか、エ
イ 伝統工芸品等
ンターテイメント性など新たな魅
を活用した感性
力が備わった文化を創造し、文化
型ものづくり産
資源を戦略的に産業化に結びつ
業の振興
け、文化振興と経済的成果が循環
されたクリエイティブアイランド ウ 文化コンテン
沖縄を形成します。
ツ産業の振興

4.7
8.9
9.2
11.3

1-(6) 価値創造のまちづくり
沖縄らしい景観・風景を次世代 ア 沖縄らしい風
に守り継ぎ、風土に高める礎にす
景づくり
るとともに、花と緑にあふれる潤
イ 花と緑あふれ
いある県土の形成に継続的に取り
る県土の形成
組めるよう、県民意識の高揚と官
民協働体制の構築を図り、時間と
ともにその価値が高まる地域づく
りを推進します。
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2.4
6.6
8.9
11.3
11.7
13.1
14.2
15.1

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

1-(7) 人間優先のまちづくり
高齢者や障害者をはじめ、誰も ア まちづくりに
が安全かつ安心して快適に暮らせ
おけるユニバー
る質の高い生活環境を実現するた
サルデザインの
め、まちづくりにおけるユニバー
推進
サルデザインを推進するととも
イ 歩いて暮らせ
に、歩いて暮らせる環境づくりや、
る環境づくりの
人に優しい交通手段の確保に取り
推進
組みます。
ウ 人に優しい交
通手段の確保

将来像Ⅱ

3.6
8.9
9.1
10.2
11.2
11.3
13.1
16.6

心豊かで、安全・安心に暮らせる島

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

2-(1) 健康・長寿おきなわの推進
男女とも平均寿命日本一を取り ア 沖縄の食や風
戻し、
「健康・長寿おきなわ」を維
土に支えられた
持継承するため、沖縄の食文化の
健康づくりの推
優れた面や風土・コミュニティの
進
良さを再評価し、県民一人ひとり
イ「スポーツアイ
が健康意識を高め、県民一体とな
ランド沖縄」の
った健康づくりの取組や食育の推
形成
進を図り、健康で生き生きとした
生活習慣の定着を促進します。
また、県民の健康な体づくりを
促す生涯スポーツや競技スポーツ
及びスポーツコンベンションを推
進し、
「スポーツアイランド沖縄」
の形成を目指します。
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2.2
3.4
4.7
8.1
9.1
10.2
11.3
12.b
17.17

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

2-(2) 子育てセーフティネットの充実
沖縄の未来を担う子どもたちが
夢や希望を持って健やかに生まれ
育ち、豊かな可能性が発揮できる
社会を実現するため、関係機関と
の連携を充実し、母子保健の充実、
保育所入所待機児童の解消等に向
けた地域における子育て支援、仕
事と生活の調和やひとり親家庭へ
の支援、子ども・若者の育成支援、
要保護児童等への支援、子どもの
貧困対策に取り組み、子育てセー
フティネットを整備します。

ア 母子保健、小児
医療対策の充実
イ 地域における
子育て支援の充
実
ウ 子ども・若者の
育成支援

1.2
3.1
4.1
8.1
10.2
11.7
16.2
17.17

エ 要保護児童や
ひとり親家庭等
への支援
オ 子どもの貧困
対策の推進

2-(3) 健康福祉セーフティネットの充実
年齢や障害の有無などにかかわ ア 高齢者が住み
らず、県民だれもが住み慣れた地
慣れた地域で生
域で、健やかに生き生きと安心し
き生きと暮らせ
て暮らし、お互いに支え合う地域
る環境づくり
社会を実現するため、介護・福祉
イ 障害のある人
サービスの向上、施設整備の促進、
が活動できる環
社会参加の促進、医療体制の整備、
境づくりウ 文
保健衛生対策等に取り組みます。
化コンテンツ産
業の振興
ウ 県民ニーズに
即した保健医療
サービスの推進
エ 福祉セーフテ
ィネットの形成
オ 保健衛生の推
進
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1.2
3.8
4.1
6.1
8.1
9.1
10.2
11.1
16.6

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

2-(4) 社会リスクセーフティネットの確立
大規模な自然災害、新型インフ ア 安全・安心に暮
ルエンザなどの感染症、環境汚染
らせる地域づく
等のあらゆる社会リスクから県民
り
の生命や財産を守るため、県民が
イ 災害に強い県
安全・安心に暮らせる地域づくり
土づくりと防災
を推進します。
体制の強化
このため、大規模な自然災害の
発生を想定した防災体制の強化
や、河川改修、高潮対策、砂防、地
すべり対策等による災害に強い県
土づくりに取り組みます。
また、犯罪の起きにくい沖縄県
の実現を図るため、治安の確保や
生活の安寧に必要な対策を講じる
ほか、感染症や環境汚染、危険生
物等による健康被害の発生に迅速
に対応する健康危機管理体制の強
化、配偶者等からの暴力（ＤＶ）
対策、消費安全対策等に取り組み
ます。

1.5
2.3
3.3
4.1
5.2
6.1
9.1
10.2
11.5
11.b
12.4
13.1
15.2
16.1
17.17

2-(5) 米軍基地から派生する諸問題及び戦後処理問題の解決
米軍基地から派生する諸問題の ア 米軍基地から
解決促進に向け、日米両政府に対
派生する諸問題
し様々な事件・事故の防止や日米
への対応
地位協定の抜本的見直し等を求め
イ 戦後処理問題
るとともに、不発弾処理対策、所
の解決
有者不明土地問題の解決、沖縄戦
没者の遺骨収集の加速化を国に対
し強く求めるなど、戦後処理問題
の解決を図っていきます。
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6.3
10.2
11.6
11.a
14.1
16.1

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

2-(6) 地域特性に応じた生活基盤の充実・強化
人口減少や少子高齢化が進む離 ア 地域特性に応じ
た生活基盤の整
島や台風常襲地帯である島しょ県
備
沖縄の各地域において、その地域
特性に応じた生活基盤の整備を推 イ 高度情報通信ネ
進するとともに、情報通信基盤の
ットワーク社会
強化による情報格差の是正、情報
に対応した行政
サービスの提供
通信技術を活用した行政サービス
の拡充等に取り組み、県民生活の
向上を図ります。

1.2
3.9
4.4
6.1
7.1
8.9
9.1
10.2
11.1
12.2
13.1
14.1
15.2
17.17

2-(7) 共助・共創型地域づくりの推進
社会環境の変化や社会ニーズの ア 県民の社会参
多様化などにより、ユイマールと
加活動の促進と
いわれる相互扶助の精神で支えら
協働の取組の推
れてきた地域コミュニティにおけ
進
る人間関係が希薄化し、地域が抱
イ 交流と共創に
える問題も複雑化する中で、一人
よる農山漁村の
ひとりが互いに支え合い、地域づ
活性化
くりに主体的に参画し貢献できる
活気に満ちた共助・共創の地域社
会の実現を目指します。
このため、県民や地域組織、Ｎ
ＰＯ、企業、行政等の多様な主体
による参画と連携を促し、共有す
る課題の解決に向けて、協働の取
組を推進することでコミュニティ
機能の強化を図ります。特に地域
コミュニティの基盤である農山漁
村の活性化のため、交流と共創に
よる地域づくりを推進します。
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2.4
4.4
4.7
5.5
8.1
10.2
11.3
12.b
17.17

将来像Ⅲ

希望と活力にあふれる豊かな島

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

3-(1) 自立型経済の構築に向けた基盤の整備
万国津梁の精神のもと、世界を
結ぶ架け橋としての交流を通し、
我が国及びアジア・太平洋地域と
ともに発展していくため、空港、
港湾、道路、鉄軌道など、産業発
展に必要な基盤整備を戦略的に進
めるほか、規制緩和等による交通・
物流コストの大幅な低減やアジア
を基軸としたネットワークの構築
など、強くしなやかな自立型経済
の構築に必要不可欠な条件整備を
図り、国際的な競争力を強化しま
す。

ア 国際交流・物流
拠点の核となる
空港の整備
イ 人流・物流を支
える港湾の整備

2.3
8.9
9.2
11.2
11.a
13.1

ウ 陸上交通基盤
の整備
エ 国際ネットワ
ークの構築、移
動・輸送コスト
の低減及び 物流
対策強化

3-(2) 世界水準の観光リゾート地の形成
沖縄の豊かな自然環境との共生
が図られたエコリゾートアイラン
ドや、歴史・文化、スポーツなど
多様で魅力ある資源を活用した沖
縄独自の観光プログラム（高付加
価値型観光）を戦略的に展開する
とともに、安全・安心・快適な観
光地として基本的な旅行環境の整
備等により、世界に誇れる“沖縄
観光ブランド”を確立し、世界的
にも広く認知され、評価される観
光リゾート地の形成を目指しま
す。

ア 国際的な沖縄
観光ブランドの
確立
イ 市場特性に対
応した誘客活動
の展開
ウ 大型ＭＩＣＥ
施設を核とした
戦略的なＭＩＣ
Ｅの振興
エ 観光客の受入
体制の整備
オ 世界に通用す
る観光人材の育
成
カ 産業間連携の
強化
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8.9
9.1
9.2
10.2
11.2
11.5
11.6
11.7
11.a
11.b
13.1

基本施策
展開方向

施策展開

ゴール

主な
ﾀｰｹﾞｯﾄ

3-(3) 情報通信関連産業の高度化・多様化
東アジアの中心に位置し、豊富
な若年労働者を有するなど本県の
特性を最大限に生かし、アジアに
おける国際情報通信拠点“ＩＴブ
リッジ”として我が国とアジアの
架け橋となることを目指し、沖縄
ＩＴ津梁パークを中核に国内外か
らの企業立地の促進、県内企業の
高度化・多様化、人材の育成・確
保、情報通信基盤の整備等に取り
組みます。

ア 情報通信関連
産業の立地促進
イ 県内企業の高
度化・多様化

4.4
8.2
9.1

ウ 多様な情報系
人材の育成・確
保
エ 情報通信基盤
の整備

3-(4) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
那覇空港の航空物流機能の更な ア 臨空・臨港型産
る拡充や那覇港・中城湾港の海上
業の集積による
物流機能の強化等により、東アジ
国際物流拠点の
アの中継拠点として本県の国際物
形成
流機能を高めるとともに、この物
イ 県内事業者等
流機能を活用した新たなビジネス
による海外展開
を展開する臨空・臨港型産業の集
の促進
積を図り、那覇空港・那覇港を基
軸とする国際物流拠点を形成しま
す。
これにより、新たな時代におけ
る万国津梁を実現するとともに、
県内事業者等による海外展開や輸
出拡大を促進するなど、著しい経
済発展を続けるアジアの成長と活
力を取り込む自立型経済の構築を
目指します。
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2.3
8.1
9.2
11.a
13.1
17.14

