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第１章 はじめに 

 

１．実施計画策定の趣旨 

沖縄県では、２０３０年を目途とする基本構想である「沖縄２１世紀ビジョ

ン」（以下、「ビジョン」）で描いた県民が望む５つの将来像の実現を図るため、

これまでの沖縄振興分野を包含する総合的な基本計画として「沖縄２１世紀ビジ

ョン基本計画」（以下、「基本計画」）を策定した。 

基本計画は、沖縄県民の福利を最大化すべく、ビジョン実現に向けた基本方向

や基本施策を明らかにしたものであり、今後は、基本計画に掲げた各施策を具体

化することにより、基本計画を着実に推進することが重要である。 

このため、基本計画を推進する活動計画として「沖縄２１世紀ビジョン実施計

画」（以下、「実施計画」）を策定する。 

 

２．実施計画の性格と役割 

実施計画は、基本計画に位置づけた自然環境、文化、まちづくり、健康・長寿、

子育て、医療、福祉、社会基盤、産業・雇用、離島、国際交流、人材育成など幅

広い分野の課題に対応する沖縄県の具体的な取組を総合的に明らかにするもので

ある。 

 実施計画では、基本施策の目的や目標とする姿を示し、県民をはじめとした多

様な主体の参画と協働を促すほか、主な課題や成果指標を掲げ、課題の解決に向

けた具体的な取組や活動量を設定することにより、成果指標を用いた施策効果の

検証や各施策に係る取組の進捗状況の確認などのＰＤＣＡサイクルを確立し、基

本計画の着実な推進を図る。 

 

【沖縄２１世紀ビジョン、基本計画、実施計画の関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民が望む将来像と克服

すべき固有課題 

基本計画に掲げた施策ご

との具体的な取組や成果

指標等 

 

将来像の実現と固有課題

の克服に向けた施策展開

の基本方向 

 

沖縄２１世紀ビジョン 

想定年 2030年 

沖縄２１世紀ビジョン基本計画 

計画期間 10年 

沖縄２１世紀ビジョン実施計画 

計画期間 前期５年・後期５年 
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３．実施計画の期間 

実施計画は５年ごとに策定する。実施計画（後期）の計画期間は、平成 29年

度から平成 33年度までの５年間とする。 

基本構想 
沖縄２１世紀ビジョン 

（想定年 2030年） 

基本計画 
沖縄２１世紀ビジョン基本計画 

（平成 24～33年度） 

実施計画 
実施計画（前期） 

（平成 24～28年度） 

実施計画（後期） 

（平成 29～33年度） 

 

４．実施計画の構成 

本計画では、基本計画の各章に係る取組等を記載する。 

【実施計画】  【基本計画】 

第１章 はじめに 
実施計画の策定の趣旨、性格と役割などの基本的な考え

方 

← 

第１章 総説 

   

第２章「基本施策」に係る取組 
基本計画「第３章 基本施策」で示した 36の「基本施

策」の目的や目標とするすがたと 121の「施策展開」に

係る具体的な取組 

← 

第３章 基本施策 

   

第３章「克服すべき沖縄の固有課題」の解決に向け

た取組 
基本計画「第４章 克服すべき固有課題」で示した４つ

の固有課題に係る主な取組 

← 

第４章 克服すべき 

沖縄の固有課題 

   

第４章「圏域別展開」に係る取組 
基本計画「第５章 圏域別展開」で示した広域的地域圏

の形成と５つの圏域に係る主な取組 

← 

第５章 圏域別展開 

   

第５章 実施計画の推進 
実施計画の進捗管理や施策効果の検証等の流れ 

← 
第６章 計画の効果

的な実現 
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