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おきなわSDGs
アクションプラン

沖縄県
SDGs実施指針

県が県民とともに
SDGsを推進する

指針や視点、体制等

県が県民とともに
SDGsを推進する
目標や指標等

多様なステークホルダー（県民、企業・団体、市町村等）
と連携して全県的にSDGsを展開

「おきなわSDGsアクションプラン」に関するアンケートについて

2021年9月策定 県民の意見を集約し策定

沖縄県では、「SDGsに関する万国津梁会議」における有識者の提言やパブリックコメ
ントにおける県民意見などを踏まえ、県民とともにSDGsを推進するための指針として
「沖縄県SDGs実施指針」を策定しました。
実施指針に基づき、県民とともにSDGsを推進するための具体的な目標や指標などを
「おきなわSDGsアクションプラン」としてとりまとめる予定です。
アクションプランは県民の皆様の意見を広く収集しながら検討を行いたいと考えてお
り、是非、アンケートへの御協力をお願いいします。

県
民
ア
ン
ケ
ー
ト

広
く
意
見
を
収
集
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【はじめに】

SDGsとは、どのようなものでしょうか。
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2015年9月に150を越える国連加盟首脳が参加した「国連持続可能な開発サミット」が
開催され、SDGs（持続可能な開発目標）を掲げた「我々の世界を変革する：持続可能
な開発のための2030アジェンダ」が全会一致で採択されました。
2030年までに、貧困や飢餓、気候変動、平和的社会など、持続可能な開発のための諸
目標を達成すべく力を尽くすことを宣言しています。

2015年 持続可能な開発サミット

2015年9月 国連持続可能な開発サミット 国連広報センター資料より 3



誰一人取り残さない
（Leave No One Behind）

持続可能で多様性と包摂性
のある社会の実現のために

※ステークホルダーとは
沖縄県では地域住民・行政・企業・団体・
NPO等のSDGsに参画いただく様々な方々と
して用語を使用しています。

SDGsの基本的考え方

SDGs（持続可能な開発目標）は「 Leave No One Behind （誰一人取り残さない）を基
本理念、17のゴールと169のターゲットなどを定めています。また、普遍性、包摂性、参画

型、統合性、透明性の５つの原則が重要となります。

ゴール

指標

ターゲット

17

169

232

2030年の
あるべき姿・目標

達成すべき内容

達成度を
測る指標
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MDGｓ（2000～2015年：SDＧｓの前身）
2000年に国連ミレニアムサミットで採択された
「ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals）」

１ 極度の貧困と飢餓の撲滅

２ 普遍的な初等教育の達成

３ ジェンダーの平等の推進
と女性の地位向上

４ 幼児死亡率の引き下げ

５ 妊産婦の健康状態の改善

６ HIV/エイズ、マラリア、
その他の疫病の蔓延防止

７ 環境の持続可能性の確保

８ 開発のためのグローバル・
パートナーシップの構築

2015年 持続可能な開発サミット

SDGｓ（2015～2030年）★ 5



6
出典：国連ミレニアム開発目標報告（2015年7月）
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出典：国連ミレニアム開発目標報告（2015年7月）



8
出典：国連ミレニアム開発目標報告（2015年7月）



目標１【貧困をなくそう】
あらゆる場所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の改善を実現し、
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】
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、
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。

持続可能な開発目標(SDGs) 17のゴール
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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なエネルギーへの
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(ﾃﾞｨｰｾﾝﾄ・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(ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ)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】
国内及び各国家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(ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ)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】
持続可能な消費生産形態を確保する。

持続可能な開発目標(SDGs) 17のゴール
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持続可能な開発目標(SDGs) 17のゴール

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。
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もうひとつの SDGs の捉え方 -５つのＰ-

P

P

EOPLE

ROSPERITY

P LANET

PEACE

PARTNERSHIP

人間

繁栄、豊かさ

地球

平和

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

あらゆる形態の貧困と飢餓に終止符を打ち、
尊厳と平和を確保する。

自然と調和した、豊かで充実した生活を
確保する。

将来の世代のために、地球の天然資源と
気候を守る。

平和で公正、かつ包摂的な社会を育て
る。

確かなグローバル・パートナーシップを
通じ、アジェンダを実施する。

（参考） 国連広報センター資料



目指したい
未来の姿
あるべき姿

延長線上に
想定される
未来の姿

現在

バックキャスティング

未来を起点にして考える手法
目標とする未来のあるべき姿から
逆算して何をすべきか

フォアキャスティング

現在を起点に未来を予測する手法
現状や過去のデータをもとに何を
すべきか考える

バックキャスティングで考える

SDGsの達成に向けては、現在の延長線上で考える「フォアキャスティング」ではな
く、目標とする未来のあるべき姿から逆算し、何をしなければならないのかを考え
る「バックキャスティング」の手法が重要とされています。

できない理由は考えない。
できるという前提で考える。

確からしさを求めるため、
「変わらない理由」に

とらわれることがある。

○



国及び沖縄県の主な動き

2016年5月
内閣総理大臣を本部長とする「持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を設置

2016年12月
ビジョンや８つの優先課題を示した「持続可能な開発目標（SDGSs）実施指針」
を策定（2019年12月改定）

それぞれの優先課題に関する国の施策等を示した「SDGsアクションプラン」を
定期的に策定

2019年11月
沖縄県知事を本部長とする「沖縄県SDGs推進本部」を設置

2019年11月
県のSDGs推進の基本的な方向「沖縄県SDGs推進方針」を策定（2021年2月改定）

2021年9月
県が県民とともにSDGsを推進する指針「沖縄県SDGs実施指針」を策定

※実施指針のもと、県民とともに目指すSDGsの目標などを「おきなわSDGsアクションプ
ラン」としてまとめる予定

国の動き

沖縄県の動き

14



どのようにSDGsに取り組むか

一人ひとりが「自分ごと」として捉える。

将来をどのような姿にしたいかを考える。
課題を知る（調べる）ことが大事

何が必要か。何をすべきか。
実現できると信じる。

バックキャストの視点

自分は何ができるか。
自分ができることから考え、始めるが大事
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どのようにSDGsに取り組むか

一人だけでは実現できないことも。
他の人と連携すると実現できることがある。

17番目のゴール パートナーシップ

家庭、学校、会社で何ができるか。

行政、色々な企業、NPOなどの団体、グループ

色々な組織、グループとの連携はどうか。

一人ひとりが「自分ごと」として捉え、

皆で考え、皆で取り組むことが大事！
16



どのようにSDGsに取り組むか

皆様と一緒に

SDGsを推進していきたいと

考えています。

2030年・2045年・2050年の沖縄が

どのようになってほしいか。

皆様のご意見をお聞かせください。
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沖縄県の現状などを知っていただき、

2030年に沖縄がどのような姿になったらいいか

皆で、考えてみましょう
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沖縄県の統計データのポータルサイト

100の指標からみた沖縄のすがた

沖縄県が全国において、どのような位置にあるかを自然環
境、人口、経済、医療、教育等の11の分野にわたる様々な指
標で示しています。

平成９年度からデータを追加し公表しています。
（経年の推移など比較するデータとしても使用できます）

全国平均との比較、ランキングなどを記載しています。

https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/100/100_index.html
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沖縄県の統計データのポータルサイト

指 標 順位 数値 全国値

「魚介の缶詰」の年間支出金額 1＊ 5,615 円 2,832 円

「もやし」の年間支出金額 2* 1,403 円 1,013 円

「弁当」の年間支出金額 1* 22,568 円 14,773 円

「にんじん」の年間購入数量 1* 10,642 g 8,153 g

野球（キャッチボールを含む）
（スポーツの行動者率）

1 9.9 % 7.2 %

「パン」の年間支出金額 52＊ 24,075 円 30,892 円

「焼肉（外食）」の年間支出金額 51* 4,177 円 7,082 円

平日の平均就寝時刻（順位昇順） 40 23時20分 23時15分

順位の＊は都道府県だけでなく、政令指定都市も含めたランキング

「100の指標からみた沖縄県のすがた」 ～その他の指標（第３章）～
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沖縄県の地理的特性

沖縄県は東アジアの中心に位置する地理的な優位性を有しています。

東西 約1,000km、南北 約400 kmの広大な海域に160の島（有人島 47）があります。
（仮に那覇市を大阪市の位置に置き換えると長崎県から神奈川県までのエリアに相当します）

亜熱帯・海洋性気候にあり、平均気温は23.1度と1年通じて温暖で、貴重な野生動植
物が生育・育成するなど、豊かな自然環境に恵まれています。

出典：県政概要（令和3年7月)出典：県政概要（令和3年7月) 21



沖縄県の人口推計

(資料) 2015年以前は「国勢調査（総務省）」，2020年以降は「将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）」

沖縄県の人口は年々増加している状況ですが、2030年頃くらいからは減っていくと
いう推計があります。また、65才以上の増加し、64才以下及び14才以下の人口は減
少していくと推計されています。

出典：ゆがふしまづくり計画パンフレット（沖縄県）
22



離島地域の人口推計
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←統計値 推計値→

(資料) 総務省「国勢調査」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」

出典：沖縄県まち・ひと・しごと創生総合戦略

離島地域市町村の総人口指数の推移（ 1975年を100とした場合）

県内の多くの離島において、人口の推移は減少傾向にあり、今後も減少するという
推計があります。離島における定住条件の整備や産業振興が重要となります。
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沖縄県の土地利用の状況

出典：沖縄振興審議会総合部会専門委員会
調査審議結果最終報告（令和3年8月)

資料：
県土・跡地利用推進課
「令和2年度土地利用現況調査」

国土交通省 「令和2年度土地白書」
県基地対策課
「沖縄の米軍及び自衛隊基地
（統計資料集）」
( 注)
全国の構成比 平成30年数値

出典：
県政概要

全国と比較して森林の割合が小さく、農地、道路、宅地は高い傾向にあります。
国内の米軍提供施設面積の約70％が本県に所在しています（県土面積の約8％）。
平成18年に嘉手納飛行場より南の大規模な駐留軍用地の返還が合意されています。

駐留軍
用地→
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県内総生産と一人あたり県民所得の推移

（内閣府「県民経済計算」）

出典：沖縄振興審議会総合部会専門委員会 調査審議結果最終報告（令和3年8月)、県政概況（令和３年7月）

県内総生産は年々増加傾向にあり、就業者数が増加する他、経済成長率が国を上回
る年も見られるなど、県経済は順調に成長してきましたが、今後、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大の影響が懸念されています。

一人あたり県民所得は全国最下位となっています。一方で、県内の労働分配率（付
加価値に占める人件の費割合）は比較的高いことから、生産性の向上等、稼げる産
業の育成等が求められています。

一人あたり
県民所得

239万円

一人あたり
国民所得

320万円

労働分配率

県内

52.3％

全国
48.1％

出典：沖縄県「労働生
産性向上に向けた調査
報告書」 25



観光客数及び観光収入

本県は観光が主要産業であり第３次産業中心（81％）の産業構造となっています。

近年、外国人観光客の増加など、県内観光客数と観光収入は年々増加傾向にあり、
経済成長や雇用情勢の改善などに寄与していましたが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い、観光客数が大幅に減少し、大きな影響が生じています。

観光産業は宿泊業や旅行業だけでなく、小売店、飲食業、交通、物流、農林水産業
など、幅広い産業と関連しており、多くの業種において影響が生じています。

出典：沖縄振興審議会総合部会専門委員会 調査審議結果最終報告（令和3年8月)
26



開業率及び廃業率 等

沖縄県内における直近５年間の開業率は全国平均を大きく上回り、全国１位となっ
て、起業に対する意欲が高いと推測されます。
一方で、廃業率も高い状況となっています。開業する業種はサービス産業を中心と
なっていますが、大学発ベンチャーなど、新たな起業の動きがあります。

出典：沖縄振興審議会総合部会専門委員会 調査審議結果最終報告（令和3年8月)

厚生労働省
「雇用保険事業年報」
「雇用保険事業月報」

沖縄科学技術大学院大学

おきなわ国際IT見本市

再生可能エネルギー関連
ビジネス 27



子どもの貧困問題について
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出典：全国平均「国民生活基礎調査の調査結果」（平成元年）
沖縄県「沖縄県調査（独自に市町村データを用いて算出）

（おきなわのすがた「県勢概要」沖縄県より）
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出典：沖縄県子どもの貧困対策推進会議資料（令和 3 年9月）

県内の子どもの貧困率は全国と比較して高い状況にあります。県、市町村、各種団
体等で構成する「沖縄子どもの未来県民会議」を設立し、官民が連携し、県民運動
として子どもの貧困問題の解消に取り組んでいます。子どもの居場所づくり、支援
員の配置、就学援助等の充実、食支援など、ライフステージにあわせた総合的な取
組が展開されています。
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健康増進について
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出典：厚生労働省「平成27年都道府県別生命表」
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ひやみかち健康経営宣言（沖縄労働局）
社員の健康増進を経営投資とする「健康経
営」に取り組む企業による宣言

県内の平均寿命は男女ともに毎年伸びていますが、全国的にも同様であり、平成22
年と平成27年を比較すると、男性が30位から36位へ、女性が３位から７位へ順位を
下げています。
県内で「健康経営（社員の健康増進を経営投資と考える）」に取り組む企業は年々
増加傾向にあります。
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障がい者の雇用について
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民間企業における障がい者の雇用率の推移

沖縄県の実雇用率

全国平均の実雇用率

県内の民間企業に雇用されている障がい者の数は 4,891人（R2)で、実質雇用率は
2.74%（法廷雇用率2.2%）、前年比176.5人増、全国2位となっています。

国際的には、障がい者の方の偏見や差別などをなくすため、人々の意識や社会の変
革を促す「#WeThe15」のキャンペーンが展開されています。

出典：厚生労働省「令和２年障害者雇用状況の集計結果（R3.1.15）、厚生労働省沖縄労働局発表資料（R3.1.15）

「#WeThe15」（ハッシュタ
グ・ウィー・ザ・フィフ
ティーン）は、世界の12億
人、世界人口の15％にあたる
障害のある人や障害のある可
能性のある人を可視化しよう
というキャンペーン、それを
示すハッシュタグです。
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道路の渋滞と公共交通の利用について
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県内の道路では中南部を中心に渋滞が生じておりますが、他の都市と比較して厳し
い状況にあり、その対策に向けた道路整備，公共交通の利用促進に向けた取組が進
められています。一方、県内の保有自動車数は増加傾向にあります。

出典：沖縄振興審議会総合部会専門委員会
調査審議結果最終報告（令和3年8月)
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沖縄の自然環境

年中あたたかく雨の多い沖縄の気候は、ゆたかで独特の自然環境をつくり出し、い
ろいろな動物や植物を育ててきました。ここだけにしかいない種類も多いため、沖
縄は「東洋のガラパゴス」ともいわれています。

令和３年７月に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録が決
定しました。その他、「西表石垣国立公園」、「慶良間諸島国立公園」、「やんま
る国立公園」など、国立公園や国定公園などの自然公園が指定されています。

イリオモテヤマネコ

ヤンバルクイナ
カンムリワシ

沖縄の海（本部離礁） イジュの花

沖縄の海（渡嘉敷島） 32



赤土流出の状況について

県内の赤土等の推定年間流流出量は、平成7年に施行された赤土等流出防止条例後、
減少傾向にあります。平成28年度の赤土等流出量のうち農地を占める割合が約８割
となっており、農地における対策が重要となっています。

農地対策としては休耕地にヒマワリ等の緑肥を植えたり、畑の周りに植生（グリー
ベルト）を行うなどの取組が行われています。
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出典：赤土流出防止プロジェクト ポータルサイト資料

赤土等流出防止条例（H7）

施行後施行前
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二酸化炭素排出量について
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出典沖縄県地球温暖化防止実行計画（2021年6月）

二酸化炭素排出構成

全国

沖縄

県内の平成30年度の二酸化炭素排出量は約1,139
万トンで、日本全体の排出量の約1%となってい
ます。

県内の二酸化炭素の排出構成は全国と比較し産
業の割合が低く、運輸と民生部門が高い割合を
占めています。

出典：沖縄県地球温暖化防止実行計画（2021年6月）
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ゴミの排出について
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県内の一人あたりのゴミ（一般廃棄物）の排出量は、全国と比較しても低く、全国
で40位となっています（昨年度は42位）。不法投棄総量は一般廃棄物が減少計画に
ありますが、産業廃棄物が増加傾向にあります。

海洋漂着ゴミについても沖縄の課題となっており、県、市町村に加え、企業やボラ
ンティア団体などの協力により、対策が行われています。

出典：沖縄県「不法投棄実態調査報告書」（令和2年10月） 35出典：沖縄県「100の指標）」（令和2年10月）



県と県民がとともにSDGsを推進するための指針

「沖縄県SDGs実施指針」

はどのようなものでしょうか。
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沖縄県におけるSDGs推進の意義

自分自身の行動や活動は、地域さらに世界
のどこかで誰かの生活などに影響をあた
え、自分自身にも影響を及ぼすことに気づ
き、地域課題の解決、世界の課題を知り、
協力していくことが重要です。

個人

企業・団体等 地域

世界
自分自身の
行動・活動

誰かの生命や
生活に影響

自分自身の生命や
生活に影響

繋がり
の認識

地域の課題、世界の課題を知り、
協力していくことで

社会をより良くしていく行動・活動

2030年の将来像を県民の意見を収集し
バックキャストの視点でまとめた構想

（2010年3月策定）

将来像の実現に向けた取組等に
SDGsを取り入れる。

県民が目指す将来像の実現に近づく。
37



将来像の実現に向けた視点

実施指針及びアクションプランの目的について

＜沖縄２１世紀ビジョン ５つの将来像＞

Ⅰ 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島

Ⅱ 心豊かで、安全・安心に暮らせる島

Ⅲ 希望と活力にあふれる豊かな島

Ⅳ 世界に開かれた交流と共生の島

Ⅴ 多様な能力を発揮し、未来を拓く島

沖縄県SDGs実施指針 おきなわSDGsアクションプラン

日本や世界のSDGs 達成に直結する
沖縄の取組という観点から、県が
県民ととともにSDGs を推進する指
針として策定。

実施指針に優先課題及びSDGsのゴー
ルに対応した具体的な目標と達成度
を測るモニタリング指標等。進捗捗
状況等を点検、フィードバック。

新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展

県では「沖縄２１世紀ビジョン」の将来像の実現に向けて取り組んでいます。
広く県民の意見を収集した策定するアクションプラン等に基づき、多くの県民の参画
によりSDGsを推進し、新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展を目指します。

SDGsの推進（地域課題解決） ステークホルダーの参画
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実施指針の基本理念

＜沖縄らしいSDGsの基本理念＞

平和を求めて時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合い誰一人取り残さな
い、持続可能な『美ら島』おきなわの実現

残すべき、あるいは残したい沖縄らしさと、変えていくべき沖縄の双方を含有
継承と変革への沖縄の挑戦

【残すべき・残したい沖縄らしさ】
（例）自然、文化、平和の希求、多様な価値の受容、相互扶助 など

【変えていくべき沖縄（例）】
（例）誰一人取り残されない視点の気づき（ジェンダー）、イノベーション・チャレンジ など

※具体的な事例等は、県民意見を収集し、アクションプランの検討において整理する予定。

＜基本理念の視点＞

【平和を求める】 歴史的特性、住民を巻き込んだ熾烈な地上戦の経験を踏まえた「平和」を希求する意思

【時代を切り拓く】 県民一人ひとりが次の時代を切り拓く主人公、意欲的に前進し気運に溢れる社会の創造

【世界と交流する】県民一人ひとりが交流の主体、多様な交流を展開し魅力あふれる社会の創造

【支え合う】 沖縄の伝統に根ざす人と人のつながりを大切にする社会の創造

【誰一人取り残さない】 SDGsの基本理念、17のゴールの達成に向けて基本となる視点

【持続可能な】 沖縄の魅力や優位性を活かし、経済、社会、環境が調和した経済発展を実現

【美ら島】 豊かな自然を守り、次世代、さらに次世代に送りつなげる視点
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実施指針の優先課題 ①

①性の多様性 （LGBT等）、障がいの有無、国籍など、互いの違いを認め合
い、一人ひとりが大切にされ、あらゆる場所で活躍できる社会の実現（多
様性の尊重、個人の尊厳）

②医療・福祉の充実、健康長寿と生きがい、子どもを貧困から守る子育てし
やすい暮らし

③地域への誇り（しまくとぅばの普及・推進等）と夢・目標をもてる学びの
確保、教育の充実

④基幹産業として持続可能で責任ある観光（サステナブル／レスポンシブル
ツーリズム）の推進、観光との連携・相乗効果等も活用した産業振興（農
林水産業におけるブランド化等）、県経済の基盤となる安定的な雇用

⑤日本とアジア・太平洋の架け橋となる物流・情報・金融の拠点

⑥気候変動に適応する強靭なインフラと交通網の整備

P

P

EOPLE

ROSPERITY

人間

繁栄、豊かさ
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実施指針の優先課題 ②

⑩ユイマール（相互扶助）の継承、人の和・地域の和

⑪地域・世代・分野・文化等を超えた多様な交流と連携の創出

⑫世界の島しょ地域における技術・経験の共有と国際貢献・グローバル・
パートナーシップ

⑦多様な生物・生態系や世界自然遺産を含む自然に囲まれた環境の保全、
エコアイランドの実現、自然と調和したライフスタイル

⑧基地から派生する諸問題の解決の促進、平和を希求する沖縄として
世界平和への貢献・発信

⑨共助・共創型の安全・安心な社会の実現

P LANET

PEACE

PARTNERSHIP

地球

平和

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
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SDGs推進における重要な視点

取組の可視化と情報の発信及びインセンティブの設計

SDGsの５つの主要原則、バックキャストなどの基本的な視点

「自分ごと・我が事」として捉える

ステークホルダーの関与と「社会全体で作り上げる」枠組

モニタリング・定期的な見直し

持続可能な社会を構築するため、共通の目標を掲げ、一人ひとりができることを日々実行

可能な限りステークホルダーが参加する場を設け、広く声をすくい上げることが重要

PDCAサイクルによる進捗のフォローアップ等が重要

取組の見える化やインセンティブの設計の検討が重要

（普遍性）地方創生を含めた取組と国際協力の両面から取り組む

（包摂性）脆弱な立場におかれた人々に焦点を当る

（参画型）多様なステークホルダーの主体的な取組を促進、県民参加型のSDGsを推進

（統合性）経済・社会・環境の三分野の全てにおける相互関連性・相乗効果を重視

（透明性と説明責任）取組の実施の状況について、高い透明性を確保して評価、公表

（バックキャスティング）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

県を含め、様々なステークホルダーにおいてSDGsを推進する際、重要な視点をまと
めています。加えて、それぞれが出来るところから取り組む視点も重要です。
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SDGsの推進体制について

【沖縄県SDGs推進本部】

機能：SDGsの推進にかかる意思決定（指示・承認）
本部長:知事/副本部長：副知事/本部員:各部長等

【SDGs作業部会】

機能：SDGsの推進に係る管理運営（協議・調整）
アクションプラン等の検討、本部への提案・意見

各部局の主管課長で構成、庁内横断的な連携・調整

【SDGs推進室】

機能：SDGsの推進に係る事務局業務を所管

【ワーキンググループ】

機能：個別テーマに関する情報共有、協議・調整
個別テーマに関連する関係課職員

【SDGsアドバイザリーボード】

機能：SDGsの推進に関する意見・提言
国内外の専門的な知見を有する有識者

【SDGs専門部会】

機能：作業部会に対する意見提供
分野毎に専門部会を設置
構成：各ステークホルダー
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ステークホルダーに期待される役割 ①

① ビジネス・民間セクター

・企業の経営戦略及び個別の事業戦略におけるSDGs の主流化
・収益基盤となる本業におけるSDGs の取組への転換
・社会課題の解決に資する新たなビジネスモデルの構築
・ジェンダー平等と女性のエンパワーメント、人権 、責任あるサプライ・チェーン

等のSDGs 達成への寄与

② 金融・ファイナンス

・零細・中小企業に対する公的・民間の金融支援のさらなる充実
・人々に寄り添う市民社会組織等への資金的支援
・環境・社会・ガバナンスの要素を考慮するESG 金融等の好循環の仕組みづくり

③ 県民及び市民社会組織

・声を上げられない、上げにくい人たちの声を聞き取り、県・市町村やプラット
フォームを通じて施策や多様なステークホルダーの活動に反映されるよう橋渡し

・海洋ごみ、食品ロスをなくす工夫等、環境への影響・負荷を意識した活動
・県民一人ひとりの日常的な気づきや行動

SDGsの推進において、様々なステークホルダーの参画が重要ですが、それぞれの
ステークホルダーに期待される役割を明記しています。
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④ 女性

・ジェンダー平等の実現とジェンダー主流化は、SDGs ゴール５に掲げられてい
るだけでなく、全てのSDGs ゴールの実現に不可欠、あらゆる取組とその意思
決定において、女性の参画とリーダーシップの推進が重要。

・女性が意思決定に参画し、リーダーシップを発揮することが、女性だけでな
く、高齢者や子ども、障がいのある人、LGBT 等、社会的配慮が必要な人々の
声も施策や事業に反映されやすくなると期待される。

・人々の意識が変わり、多様なステークホルダーが協力し合い、ジェンダー平等
な地域・社会づくりに取り組むことが必要。

⑤ 若者

・SDGs の達成期限である2030 年やその後の社会を担い、ポストSDGs の議論の
主体となる若者が、現在の官民のSDGs 推進体制の重要な構成メンバーとして
参画し、意見や提言などをしていく場の設定などが必要。

⑥ 教育機関

・持続可能な開発のための教育（ESD）の取組の活性化
・児童・生徒にわかりやすく、なじみやすい教材・導入資料の作成や教員に対す

る研修の実施、産学連携、地域社会との連携、SDGs の研究モデル校の選定等
の取組が重要。

ステークホルダーに期待される役割 ②
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⑦ 研究機関

・目標設定やモニタリングに有用なデータ収集・分析
・優先課題間のトレードオフの関係を克服する科学技術イノベーションによる

SDGs 達成への貢献
・国内外とのネットワークも活用し、地域課題の解決に取り組む

⑧ 文化・芸術、スポーツ振興者

・沖縄におけるSDGs 推進の取組は、沖縄独特の文化・言語、芸術・芸能、ス
ポーツを通じて促進することが重要

⑨ マスメディア

・県民が直面する社会課題をより深く、多角的に掘り下げ、声を上げられない、
上げにくい人たちの声をすくい取った情報を発信

・広範なステークホルダーと連携・協働し、情報を発信

⑩ 市町村

・地域の実情に応じた様々な取組が進められており、取組の可視化を含む、県や
市町村間の相互の情報共有や「点から面へ」展開する連携・協働

・地域共同体、市民社会組織や企業などの多様なステークホルダーと連携し、
SDGs 推進の取組を強化

ステークホルダーに期待される役割 ③
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⑪ 議会

・国連の2030 アジェンダや国の実施指針において、効果的な実施と説明責任の観
点から不可欠な役割を果たすとの認識

・広く住民一人ひとりの声を拾い上げ、社会課題の解決に向けた政策を議論

⑫ 観光客

・観光で訪れる人々の行動も重要、共感と参画を引き出す工夫が必要

⑬ 世界のウチナーンチュ（ウチナーネットワーク）

・沖縄県は全国でも有数の移民送出県であり、その子孫も含めた県系人（ウチ
ナーンチュ）は世界各地に約42 万人いると推計。

・沖縄が諸外国・地域との交流と連携を深めながら共に発展していくため、世界
に広がるウチナーネットワークの継承・発展に取組むことが重要。

ステークホルダーに期待される役割 ④
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「おきなわSDGsアクションプラン」

アンケートへの御協力をお願いします。
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「おきなわSDGsアクションプラン」
県民アンケートに御協力ください。

バックキャストの視点で
未来の沖縄について考えてみましょう。

「おきなわSDGsアクションプラン」
県民アンケート

WEB入力フォーム

https://forms.office.com/r/q12EyQqc4h

沖縄県SDGsポータルサイト

沖縄県SDGs関連ページ

https://www.okinawa-sdgs.jp/

https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/kikaku/sdgs.html

（参考）SDGsに関する各種情報
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問１ あなたはどのようなときに「幸せ」や「充実感」、
「沖縄への愛着」を感じますか。

次の項目の中からあなたの考えに近い番号を３つまで選びくださ
い。

① 美しい海などの自然にふれているとき
② 家族と一緒にいるとき
③ 仲間（友人、知人を含め）と一緒にいるとき
④ SNS 等（フォローなど）で、人とのつながりを感じるとき
⑤ 美味しいものを食べているとき
⑥ 仕事にやりがいを感じるとき
⑦ スポーツなどの運動をしているとき
⑧ 音楽などの文化活動に参加しているとき
⑨ エイサーや旗頭など地域の伝統行事に参加しているとき
⑩ ボランティア、スポーツ指導などに参加しているとき
⑪ その他
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問２ 将来に残したい沖縄らしさについてお聞きします。

（１）あなたは、沖縄の将来に、何を残していきたいですか。
次の項目の中からあなたの考えに近い番号を３つまで選びください。
また、項目以外の意見がありましたら「その他」にお書きください。

① 海や森林、希少生物などの自然環境
② 歴史的建造物や赤瓦屋根など沖縄らしい風景
③ 相互扶助の県民性、人の和・地域の和
④ 多様性を受け入れる県民性
⑤ しまくとぅば、空手、芸能などの伝統文化
⑥ 琉球料理、泡盛などの食文化や伝統工芸
⑦ 離島の魅力（豊かな自然、独自の文化等）
⑧ 命を尊び、平和を希求する心
⑨ 沖縄に対する愛着と誇り
⑩ 国内外に存在する世界のウチナーンチュネットワーク
⑪ その他

（２）選択した項目について、何をどのように残したいと思うかをお書きくださ
い。

（３）それを残すためにどのような取組が必要と思うかをお書きください。

（４）残すために、自分自身が何をするか。何ができるかをお書きください。
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問３ 変えていきたい沖縄についてお聞きします。
（１）あなたは、沖縄の将来において、何を変えていきたいと思いますか。
次の項目の中からあなたの考えに近い番号を３つまで選びください。
また、項目以外の意見がありましたら「その他」にお書きください。

① 子どもの貧困問題
② 病気予防（健康増進）、医療体制、感染症対策
③ 教育・人材育成
④ 地域・世代・分野文化等を超えた多様な交流と連携の創出
⑤ ジェンダー平等
⑥ 障がい者に対する理解
⑦ 性の多様性に対する理解
⑧ 気候変動・脱炭素化（エネルギー、産業、生活等）の取組
⑨ 雇用、働き方のあり方
⑩ 産業（観光、ものづくり、農林水産等）のあり方
⑪ 物流・情報・金融ネットワーク
⑫ 地域の公共・交通ネットワーク
⑬ 離島の生活環境、産業のあり方、格差解消
⑭ 消費やゴミの廃棄のあり方
⑮ 基地から派生する諸問題
⑯ 防犯や防災対策等を通じた安全・安心なまちづくり
⑰ 島しょ地域に向けた技術・経験の共有、国際連携・パートナーシップ
⑱ その他

52



（２）選択した項目について、何をどのように変えたいかをお書きください。

（３）変えていくために、どのような取組が必要と思うかをお書きください。

（４）変えていくために、自分自身が何をするか。何ができるかをお書きください。

問４ 将来の社会をより良くするため、国内外でSDGs に関する様々な取組が展開さ
れています。あなたは将来の沖縄がどのようになってほしいと思いますか。ご自
由にご意見をお書きください。

問５ その他、「おきなわSDGs アクションプラン」へのご意見・ご要望をご自由に
お書きください。
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説明は以上で終了となります。
ありがとうございました。
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