
成果指標 背景・要因の分析

(1)県民による緑化活動件数
達成見込
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
における緑化活動件数が増加して
いる。

(2)都市計画区域内緑地面積
達成

(3)都市計画区域における一人当た
りの都市公園面積

進展

(4)主要道路における緑化延長
達成見込

政策ツール

成 果 指 標 目標値（R３年度） 基準値 実績値 達成状況

1. 県民による緑化活動件数 65件 55件（H23) 62件（H30） 達成見込

2. 都市計画区域内緑地面積（基盤整備部会） 69,013ha 65,155ha（H18） 75,056ha（H23) 達 成

3.
都市計画区域における一人当たりの都市公園面積
（基盤整備部会）

11.2㎡/人 10.6㎡/人（H22） 10.9㎡/人（H29) 進 展

4. 主要道路における緑化延長（基盤整備部会） 300km 0km（H23） 285km 達成見込

主な予算事業

事業・取組
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

全島みどりと花いっぱい
運動事業（H24～R3）
（環境部）

県・市町村等
県単等

48百万円

全島緑化県民運動推進会
議の開催、花のゆりかご
事業の実施、ＣＯ２吸収量
認証制度の周知及び運用
の実施

【H30年目標】
行政、団体、企業等によ
る緑化活動の支援

【H30年実績】
行政、団体、企業等によ
る緑化活動の支援
94件

達 成

緑化推進費（H24～R3）
（環境部）

県単事業 62百万円

県植樹祭、緑化に関する
各種コンクール及び緑の
少年団の育成・指導等を
実施

【H30年目標】
植樹祭、緑化コンクール
の開催

【H30年実績】
植樹祭、緑化コンクール
を開催した

達 成

都市公園における緑化
等の推進（H24～R3）
（土木建築部）

国・県・市町村
国直轄

内閣府計上
ハード交付金

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。

沖縄フラワークリエイ
ション事業（H24～R3）
（土木建築部）

県
ソフト交付金

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とと
もに、温暖化防止に寄与
する。

主要道路における沿道
空間の緑化事業（H24～
R3）
（土木建築部）

県単事業

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。

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

基本施策番号・名称 １-（６） 価値創造のまちづくり

施策展開番号・名称 １-（６）- イ 花と緑あふれる県土の形成

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート
資料６
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政策ツール 背景・要因の分析

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

税制等

軽減措置の名称（対象年度）
適用数量・金額
（24～29年度）

目標値（33年度） 実績値（29年度） 達成状況

沖振法条文番号・見出し 実施主体 成果（例）

努力義務・配慮義務・特例措置

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

基本施策番号・名称 １-（６） 価値創造のまちづくり

施策展開番号・名称 １-（６）- イ 花と緑あふれる県土の形成

環境部所管項目に該当なし

環境部所管項目に該当なし

-2-



成果指標 背景・要因の分析

(1)那覇空港の年間旅客者数
【達成見込】

(2)那覇港の年間旅客者数
【達成】

(3)クルーズ船寄港回数・海路による
入域観光客数（県全体）
【進展】

(4)道路状況（渋滞状況等）に対する
観光客満足度(国内客､｢大変満足｣
の比率)
【達成見込】

政策ツール

成 果 指 標 目標値（R3年度） 基準値 実績値 達成状況

1. 那覇空港の年間旅客者数（文化観光スポーツ部会） 2,123万人 1,423万人（H22） 2,116万人（H29) 達成見込

2. 那覇港の年間旅客者数（文化観光スポーツ部会） 123万人 59万人（H23） 165.7万人(H29) 達 成

3.
クルーズ船寄港回数・海路による入域観光客数（県全体）
（文化観光スポーツ部会）

933回
2,000,000人

112回
116,400人（H23）

528回
1,123,800人(H30)

進 展

4.
道路状況（渋滞状況等）に対する観光客満足度
(国内客､｢大変満足｣の比率) （基盤整備部会）

23.6％ 22.8%（H21） 23.2％（H27） 達成見込

5. 観光振興計画等を策定した市町村数（文化観光スポーツ部会） 33市町村 19市町村（H23） 36市町村(H29) 達 成

6. 観光アクセス道路の緑化延長（基盤整備部会） 80㎞ ０㎞/80㎞（H 23） 80.0㎞（H30) 達 成

7. 外国人観光客の満足度（案内表記）（文化観光スポーツ部会） 90.0％ 71.7%（H23） 75.5%（H29) 進展遅れ

8.
外国人観光客の満足度（両替利便性）
（文化観光スポーツ部会）

70.0％ 52.6%（H23） 70.5%（H29) 達 成

9. クリーンアップキャンペーン参加者数（文化観光スポーツ部会） 20,700人/年 8,280人/年 22,490人/年 達 成

主な予算事業

事業・取組
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

那覇空港の滑走路増設
整備（H○○～R○）
（国土交通省）

国直轄 （国で記載）

那覇空港旅客ターミナ
ル整備（H○○～R○）
（企画部）

那覇空港の国際線及び国
内線の旅客ターミナルを
連結する施設を整備する。
また、国際線利用客の急
増に対応すべく、ＣＩＱおよ
び周辺施設の増築を行う。

離島拠点空港の国際線
受入体制の整備（H24～
R3）（土木建築部）

県事業
各省補助
民間事業

ソフト交付金

新石垣空港や宮古圏域の
空港において、国際線旅
客ターミナルビルやCIQ施
設を整備する。

大型ｸﾙｰｽﾞ船受入体制
の整備（H○○～R○）
（国土交通省）

国直轄 （国で記載）

将来像 Ⅲ 希望と活力にあふれる豊かな島

基本施策番号・名称 ３-(2) 世界水準の観光リゾート地の形成

施策展開番号・名称 ３-(2)-エ 観光客の受入体制の整備

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート
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政策ツール 背景・要因の分析

(5)観光振興計画等を策定した市町
村数
【達成】

(6)観光アクセス道路の緑化延長
【達成】

(7)外国人観光客の満足度（案内表
記）
【進展遅れ】

(8)外国人観光客の満足度（両替利
便性）
【達成】

(9)クリーンアップキャンペーン参加
者数
【達成】

将来像 Ⅲ 希望と活力にあふれる豊かな島

基本施策番号・名称 ３-(2) 世界水準の観光リゾート地の形成

施策展開番号・名称 ３-(2)-エ 観光客の受入体制の整備

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

事業名
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

那覇港人流機能強化整
備事業（H○○～R○）
（土木建築部）

県事業
ハード交付金

那覇港利用者の安全性・
快適性・利便性の確保に
向け、緑地や利便性向上
施設等の整備、ｸﾙｰｽﾞ受
入促進事業等を実施

中城湾港・海洋レジャー
拠点創出事業（H○○～
R○）（土木建築部）

県事業
ハード交付金

ｽﾎﾟｰﾂｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ拠点の形
成を図るため、中城湾港新
港地区の浚渫土砂を活用
した埋立てにより人工海浜
や緑地等を整備する

圏域の拠点港湾（石垣
港、平良港、本部港）の
整備（H○○～R○）
（土木建築部）

国直轄
県事業

各省補助

大型クルーズ船に対応す
る岸壁や旅客ターミナルビ
ルの整備、岸壁整備、ふ頭
用地、防波堤の整備を行う

那覇空港自動車道の整
備（H○○～R○）
（国土交通省）

国直轄 （国で記載）

沖縄西海岸道路の整備
（H○○～R○）
（国土交通省）

国直轄 （国で記載）

ハシゴ道路等ネットワー
クの構築（H24～R○）
（土木建築部）

県事業
内閣府補助

ハード交付金
社総金

都市部の渋滞緩和等を図
るため、本島南北軸・東西
軸を有機的に結ぶハシゴ
道路をはじめ幹線道路ネッ
トワークの整備を行う。

沖縄都市モノレール延
長整備事業（H24～R○）
（土木建築部）

県事業
ハード交付金

首里駅から沖縄自動車道
（西原入口）までモノレール
を延長し沖縄自動車道と
結節を図る。

沖縄フラワークリエー
ション事業（H24～R○）
（土木建築部）

県事業
ソフト交付金

国際通りや首里城等の観
光地へアクセスする41路
線について、緑化（草花
等）・重点管理を実施

主要道路における沿道
空間の緑化事業（H24～
R○）（土木建築部）

県単事業

主要道路について、沿道
空間における除草や道路
植栽・街路樹の剪定等を
通年で実施する

主な予算事業
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政策ツール 背景・要因の分析

(5)観光振興計画等を策定した市町
村数
【達成】

(6)観光アクセス道路の緑化延長
【達成】

(7)外国人観光客の満足度（案内表
記）
【進展遅れ】

(8)外国人観光客の満足度（両替利
便性）
【達成】

(9)クリーンアップキャンペーン参加
者数
【達成】

将来像 Ⅲ 希望と活力にあふれる豊かな島

基本施策番号・名称 ３-(2) 世界水準の観光リゾート地の形成

施策展開番号・名称 ３-(2)-エ 観光客の受入体制の整備

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

税制等

軽減措置の名称
適用数量・金額
（24～29年度）

目標値（33年度） 実績値 達成状況

観光地形成促進地域
（文化観光スポーツ部会）

沖縄型特定免税店制度
（輸入品を携帯して出域する場合の
関税の免除）
（文化観光スポーツ部会）

航空機燃料税の軽減措置
（文化観光スポーツ部会）

事業名
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

案内表示の充実強化
(道路案内標識等)
（H○○～R○）
（土木建築部）

県事業
ハード交付金

道路案内標識の適切な設
置及び更新のほか、主要
な地名・観光地を外国語表
記することで道路利用者の
利便性向上を図る

めんそーれ沖縄県民運
動推進事業（H○○～
R○3）
（文化観光スポーツ部）

県単事業

県民一丸となった受入体制
づくりを推進するため、かり
ゆしウェア着用促進やｸﾘｰ
ﾅｯﾌﾟ活動等を推進

観光危機管理推進事業
（H○○～R○）
（文化観光スポーツ部）

県事業
ソフト交付金

市町村、観光協会、観光業
界等と連携し全県的な観光
危機管理計画を策定すると
ともに、観光危機管理に関
する取組を実施する

旭橋再開発地区観光支
援施設設置事業（H○○
～R○）
（文化観光スポーツ部）

県事業
ソフト交付金

ﾓﾉﾚｰﾙ旭橋駅再開発事業
地内に観光案内所を整備

花緑ちゅらポート事業
（H25～R３）
（環境部）

県事業
ソフト交付金

95百万円
（76百万円）

空港及び港湾において、観
光地沖縄のブランドイメー
ジを高めるような緑化整備
を行う。

【H30年度】
飾花箇所：離島空港３空港

【H30年度実績】
飾花箇所：離島空港３空港

達 成

主な予算事業

環境部所管項目に該当なし
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政策ツール 背景・要因の分析

将来像 Ⅲ 希望と活力にあふれる豊かな島

基本施策番号・名称 ３-(2) 世界水準の観光リゾート地の形成

施策展開番号・名称 ３-(2)-エ 観光客の受入体制の整備

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

沖振法条文番号・見出し 実施主体 成果（例）

努力義務・配慮義務・特例措置

環境部所管項目に該当なし
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成果指標 背景・要因の分析

(1)産業部門における二酸化炭素排出
量
【達成】

石油精製の停止（平成27年度以降、
約45万t）による排出量の大幅な減少や、
サテライト設備導入の補助事業を実施
しているＬＮＧ(液化天然ガス)の利用が
進んでいること等の理由により、目標値
を達成している。

(2)運輸部門における二酸化炭素排出
量
【進展遅れ】

県内におけるハイブリッド車等の低公
害車の導入件数が増加し、バスやモノ
レールなどの公共交通機関やパークア
ンドライド駐車場の利用を推進してきた
が、観光バスやレンタカーを含む自動
車保有台数の増加や、観光客の増加
に伴う航空機の着陸回数の増加等によ
り基準年と比較して排出量が増加した
ために進展遅れとなっている。

(3)民生家庭部門における二酸化炭素
排出量
【達成見込】

基準年と比較して世帯数は増加して
いるが、地球温暖化対策の啓発、再生
可能エネルギー導入の支援等の取組
や都市ガスへのLNGの利用等により、
世帯数あたりの排出量は減少しており、
目標値の達成が見込まれる。

(4)民生業務部門における二酸化炭素
排出量
【進展遅れ】

観光施設等の総合的エコ化促進事業
において、省エネルギー機器等の導入
補助を行う等の施策を実施したが、近
年の観光客の増加等に伴いホテル・旅
館等からの排出量が増加しているため、
排出削減量は、目標の40％程度に留
まっており、進展遅れとなっている。

政策ツール

成 果 指 標 目標値（R３年度） 基準値 実績値 達成状況

1. 産業部門における二酸化炭素排出量 214.0万ｔ-CO2 219.0万ｔ-CO2（H20） 147.1万ｔ-CO2（H28) 達 成

2. 運輸部門における二酸化炭素排出量 324.0万ｔ-CO2 365.0万ｔ-CO2（H20） 377.4万ｔ-CO2（H28） 進展遅れ

3. 民生家庭部門における二酸化炭素排出量 242.0万ｔ-CO2 298.0万ｔ-CO2（H20） 251.6万ｔ-CO2（H28) 達成見込

4. 民生業務部門における二酸化炭素排出量 257.0万ｔ-CO2 313.0万ｔ-CO2（H20） 290.5万ｔ-CO2（H28) 進展遅れ

主な予算事業

事業・取組
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

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（H29～
R3）（環境部）

県事業
ソフト交付金

182百万円
（145百万円）

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。

【H30年度目標】
補助件数３件

【H30年度実績】
補助件数２件

進 展

宮古島市スマートコミュ
ニティー実証事業
（H27～R2）
（商工労働部）

県事業
ソフト交付金

1,106百万円
（886百万円）

宮古島においてＩＴ技術を駆使した
電力供給を最適化するためのシ
ステムを構築し、実証実験を行う

【H30年度目標】
太陽光余剰電力利活用r
量 約1,700kw

【H30年度実績】
太陽光余剰電力利活用r
量 約340kw

進展遅れ

小規模離島再エネ最大
導入事業（H28～R3）
（商工労働部）

県事業
ソフト交付金

230百万円
（184百万円）

小規模離島において、再生可能エ
ネルギー導入量拡大に寄与する
新技術を組み合わせ、実証を行う

【H30年度目標】
年間再エネ投入率 27%

【H30年度実績】
年間再エネ投入率
13.1%

進展遅れ

公共交通利用環境改善
事業（H24～R3）
（企画部）

県・事業者
ソフト交付金

6,840百万円
（4,826百万円）

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ及び車内案内表示器
台の導入、急行バス実証実験、バ
スレーン拡充調査検討業務、広報
活動等の実施。

【H30年度目標】
ノンステップバス導入率
66％

【H30年度実績】
ノンステップバス導入率
68％

達 成

沖縄都市モノレール延
長整備事業（H24～R3）
（土木建築部）

県・市・事業者
ハード交付金

65,414百万円
（56,863百万円）

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
場の整備を行う。

【H30年度目標】
モノレール延長事業進捗
率 100％

【H30年度実績】
モノレール延長事業進捗
率 98.3％

達成見込

パークアンドライド駐車
場の整備（第４駅周辺
等）（H24～R3）
（土木建築部）

県・市
ハード交付金

3,579百万円
（2,299百万円）

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
行う。

【H30年度目標】
パークアンドライド駐車・
駐輪台数 922台

【H30年度実績】
パークアンドライド駐車・
駐輪台数 922台

達 成

モノレール利用促進対
策（H24～R3）
（土木建築部）

県・事業者
ソフト交付金

351百万円
（280百万円）

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の排出
比率を引き下げる。

【H30年度目標】
アンケート調査 満足度
80%以上

【H30年度実績】
アンケート調査 満足度
88%

達 成

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

基本施策番号・名称 １-（３） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（３）- ア 地球温暖化防止対策の推進

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート
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政策ツール 背景・要因の分析

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

基本施策番号・名称 １-（３） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（３）- ア 地球温暖化防止対策の推進

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート（地球温暖化防止対策の推進②）

税制等

沖振法条文番号・見出し 実施主体 成果（例）

努力義務・配慮義務・特例措置

事業名
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

鉄軌道を含む新たな公
共交通システムの導入
促進事業（H24～R3）
（企画部）

県単事業
663百万円

（－）

低炭素社会の実現等を図る観点から、
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。

【H24～H30年度目標】
構想段階における県計
画案策定に向けた取
組及び計画段階への
早期移行に向けた取
組推進

【H30年度実績】
H26年度から構想段階にお
ける県計画案づくりに取り
組み、H30年度に計画書を
策定。計画段階への早期
移行に向けて課題の検討

達 成

沖縄フラワークリエイ
ション事業（H24～R3）
（土木建築部）

県
ソフト交付金

3,071百万円
（2,457百万円）

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
とともに、温暖化防止に寄与する。

【H30年度目標】
道路緑化・重点管理延
長 72.5km

【H30年度実績】
道路緑化・重点管理延長
80km

達 成

主要道路における沿道
空間の緑化事業（H24～
R3） （土木建築部）

県単事業
5,833百万円

（－）

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。

【H30年度目標】
道路緑化・育成管理延
長 285km

【H30年度実績】
道路緑化・育成管理延長
285km

達 成

主な予算事業

軽減措置の名称（対象年度）
適用数量・金額
（24～29年度）

目標値（33年度） 実績値（29年度） 達成状況

環境部所管項目に該当なし

環境部所管項目に該当なし
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成果指標 背景・要因の分析

(1)クリーンエネルギー推定発電量
【世帯換算】

【進展】

(2)再生可能エネルギー導入容量
【年間二酸化炭素排出削減量】

【進展遅れ】

政策ツール

成 果 指 標 目標値（R３年度） 基準値 実績値 達成状況

1.
クリーンエネルギー推定発電量【世帯換算】
（産業振興部会）

961×10⁶kwh
【266,900世帯分】

134×10⁶kwh（H22)
【37,000世帯分】

578×10⁶kwh
【160,600世帯分】

進 展

2.
再生可能エネルギー導入容量【年間二酸化炭素排出削減量】
（産業振興部会）

684,000kw
【1,006,000t-CO2】

58,000kw（H23)
【84,000t-CO2】

367,000kw（H29）
【454,000t-CO2】

進展遅れ

主な予算事業

事業・取組
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

宮古島市スマートコミュ
ニティー実証事業
（H27～R2）
（商工労働部）

県・市・事業者
ソフト交付金

宮古島においてＩＴ技術を
駆使した電力供給を最適
化するためのシステムを
構築し、実証実験を行う

小規模離島再エネ最大
導入事業（H28～R3）
（商工労働部）

県・事業者
ソフト交付金

小規模離島において、再
生可能エネルギー導入量
拡大に寄与する新技術を
組み合わせ、実証を行う

海洋温度差発電実証事
業（H24～R3）
（商工労働部）

県・町・事業者等
ソフト交付金

海洋温度差発電実証試験
及び発電後海水の複合利
用実証試験を実施

省エネルギーに資する
取組（H24～R2）（商工
労働部）

国、県、ハワイ
州、米国

県単
ソフト交付金

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。

地中熱エネルギー等を
活用した省エネ技術の
開発普及事業（H28～
H30）
（環境部）

県
ソフト交付金

72百万円
（58百万円）

地中熱を活用した省エネ
を普及するために、地中
情報の収集整理、普及モ
デルの構築と実証試験及
び県内企業の育成等を実
施する。

【H30年度目標】
地中熱利用の実証試験
数 １件

【H30年度実績】
地中熱利用の実証試験
数 １件

達 成

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

基本施策番号・名称 １-（３） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（３）-イ クリーンエネルギーの推進

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート
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政策ツール 背景・要因の分析

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

税制等

軽減措置の名称（対象年度）
適用数量・金額
（24～29年度）

目標値（33年度） 実績値（29年度） 達成状況

沖振法条文番号・見出し 実施主体 成果（例）

努力義務・配慮義務・特例措置

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

基本施策番号・名称 １-（３） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（３）- クリーンエネルギーの推進

環境部所管項目に該当なし

環境部所管項目に該当なし
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成果指標 背景・要因の分析

(1)低炭素なまちづくりに取り組む市
町村数
【達成見込】

(2)乗合バス利用者数
【進展遅れ】

(3)モノレールの乗客数
【目標達成】

(4）主要渋滞箇所数
【達成見込】

政策ツール

成 果 指 標 目標値（R３年度） 基準値 実績値 達成状況

1. 低炭素なまちづくりに取り組む市町村数（基盤整備部会） ５市町村 ０市町村（H24年度） ４市町村（H30年度） 達成見込

2. 乗合バス利用者数（基盤整備部会） 130,274人/日 80,745人/日（H18年度） 72,161人/日 進展遅れ

3. モノレールの乗客数（基盤整備部会） 50,984人/日 35,551人/日（H22年度） 52,355人/日（H30年度） 目標達成

4. 主要渋滞箇所数（基盤整備部会） 181箇所 ― 186箇所（H30年度） 達成見込

5. 都市計画区域内緑地面積（基盤整備部会） 69,013ha 65,155ha（H18年度） 75,056ha（H23年度） 目標達成

主な予算事業

事業・取組
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

那覇空港自動車道の整
備（H24～R3）（土木建
築部）

国直轄

那覇空港と沖縄自動車
道を連結し、高規格幹線
道路として那覇空港自動
車道（小禄道路）の整備を
行う

沖縄西海岸道路の整備
（H24～R3）（土木建築
部）

国直轄
中南部圏域西海岸の地

域高規格道路として沖縄
西海岸道路の整備を行う

ハシゴ道路等ネットワー
クの構築（H24～R3）（土
木建築部）

県事業
内閣府計上

ハード交付金

本島南北軸・東西軸を有
機的に結ぶハシゴ道路を
はじめとする幹線道路ネッ
トワークの整備を行う

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

基本施策番号・名称 １-（3） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（3）-ウ 低炭素都市づくりの推進

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート
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政策ツール 背景・要因の分析

(5)都市計画区域内緑地面積
【目標達成】

主な予算事業

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

基本施策番号・名称 １-（3） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（3）-ウ 低炭素都市づくりの推進

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

事業名
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

自転車利用環境の整備
（H26～R３）（土木建築
部）

県事業
ハード交付金

既存道路に自転車走行
位置を明示することにより
自転車走行環境を確保し、
自動車に頼らないライフス
タイルへの転換、自転車の
利用促進を図る

沖縄都市モノレール延
長整備事業（H24～R３）
（土木建築部）

県事業
ハード交付金

沖縄都市モノレールの区
間延長のための整備を実
施するとともに、沖縄自動
車道と終着駅とを連結する
IC整備を実施する

公共交通利用環境改善
事業（H24～R３）（企画
部）

県事業
ソフト交付金

ノンステップバスの導入
支援、急行バス実証実験
等を実施し、利用環境の改
善を図る

交通体系整備推進事業
（H24～R３）（企画部）

県単事業

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ＴＤ
Ｍ（交通需要マネジメント）
施策を推進する

モノレール利用促進対
策（H24～R３）（土木建
築部）

県事業
ソフト交付金

沖縄都市モノレールの利
便性確保を図るため、多言
語モノレールガイドブックの
更新及び増刷等を行う

ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ駐車場の
整備（第４駅周辺等）
（H24～R３）
（土木建築部）

県事業
ハード交付金

モノレール第4駅（てだこ
浦西駅）交通広場に隣接し
たパークアンドライド駐車
場を整備する

バス利用環境改善事業
（H25～R３）（土木建築
部）

県事業
ハード交付金

バス停留所への上屋の
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
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政策ツール 背景・要因の分析

主な予算事業

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

基本施策番号・名称 １-（3） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（3）-ウ 低炭素都市づくりの推進

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

事業名
（事業年度）

事業の種別
事業費

（うち国費）
事業の概要 目標値 実績値 達成状況

宮古島市スマートコミュ
ニティー実証
（H27～R2）
（商工労働部）

県事業
ソフト交付金

宮古島においてＩＴ技術を
駆使した電力供給を最適
化するためのシステムを構
築し、実証実験を行う

下水汚泥有効利用（H24
～R3）（土木建築部）

県事業
市町村事業
内閣府計上

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

消化ガス有効利用（H24
～R3）（土木建築部）

県事業
市町村事業
内閣府計上

消化ガスを有効利用する
ための施設を整備し、消化
ガスの有効利用を推進す
る

主要道路における沿道
空間の緑化事業（H24～
R3）（土木建築部）

県単事業

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

電気自動車普及促進事
業（H28～H30）（宮古島
市）

市町村事業
ソフト交付金

低炭素社会構築や生活ｺｽ
ﾄ低減化を図るため、電気
自動車の普及促進を図る
ため、基本計画の策定や
実証実験を行う。

全島みどりと花いっぱい
運動事業（H24～R3）
（環境部）

県・市町村等
県単等

48百万円

全島緑化県民運動推進会
議の開催、花のゆりかご事
業の実施、ＣＯ２吸収量認
証制度の周知及び運用の
実施

【H30年目標】
行政、団体、企業等によ
る緑化活動の支援

【H30年実績】
行政、団体、企業等に
よる緑化活動の支援
94件

達 成
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政策ツール 背景・要因の分析

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

基本施策番号・名称 １-（3） 低炭素島しょ社会の実現

施策展開番号・名称 １-（3）-ウ 低炭素都市づくりの推進

沖縄21世紀ビジョン基本計画等 検証シート

税制等

努力義務・配慮義務・特例措置

軽減措置の名称（対象年度）
適用数量・金額
（24～29年度）

目標値（33年度） 実績値（29年度） 達成状況

沖振法条文番号・見出し 実施主体 成果（例）

環境部所管項目に該当なし

環境部所管項目に該当なし
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