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●Ｐ.１～Ｐ.２ 

序章 計画策定の方針 

●Ｐ.１～Ｐ.２ 

序章 計画策定の方針 



１．計画策定の背景 
 

・・・今回の合併の意義は、地方分権型社会の実現を目指すことを前提に、これまで独自の歴史・文化を

継承しつつ、日常生活をはじめとした社会経済的つながりが強い四市町が合併することで、総合的な地域づ

くり、まちづくり、住民サービスの維持・向上、行財政の運営の効率化と基盤の強化を行うことにあります。 

そのために、各地域のまとまりも重視しながら、社会経済情勢の変化を踏まえた地域社会の振興のための

施策を展開し、個性豊かな地域社会の創造と魅力あるまちづくりの構築が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画策定の方針 

（１）策定の主旨 

  ・・・本計画は新市において作成される「新市総合計画」（仮称）に反映されます。  

（３）策定の基本方針 

新市建設計画は以下の項目を基本方針として策定します。 

① 対象とする期間は、合併した年度とそれに続く１５箇年度とする。 

 

１．計画策定の背景 

 

・・・合併の意義は、地方分権型社会の実現を目指すことを前提に、これまで独自の歴史・文化を継承し

つつ、日常生活をはじめとした社会経済的つながりが強い四市町が合併することで、総合的な地域づくり、

まちづくり、住民サービスの維持・向上、行財政の運営の効率化と基盤の強化を行うことにあります。 

そのために、各地域のまとまりも重視しながら、社会経済情勢の変化を踏まえた地域社会の振興のための

施策を展開し、個性豊かな地域社会の創造と魅力あるまちづくりの構築が必要です。 

うるま市は、平成 17 年４月１日に二市二町で合併してから、令和 2 年度で 15 年目を迎えました。 

合併以降、本市では基盤整備や一体感の醸成を図るため、「新市建設計画」、そしてその計画を包含・反映

した「うるま市総合計画」に基づき、合併補助金や合併特例債をはじめ、合併算定による普通交付税などを

活用し、道路や公園などの社会インフラ、幼稚園及び小中学校の教育環境整備、さらには健康福祉を増進す

る拠点やコミュニティの拠点整備を積極的に取り組むとともに、市民が安心して暮らせるよう行政サービス

の実施に取り組んできました。今後もうるま市総合計画に掲げる各施策の推進に取り組むとともに、個性豊

かな地域社会の創造と魅力あるまちづくりを行うため、この度、社会経済情勢等の変化を踏まえ「新市建設

計画」の見直しを図ります。 

 

 

２．計画策定の方針 

（１）策定の主旨 

  ・・・本計画は新市において作成される「うるま市総合計画」に反映されます。 

（３）策定の基本方針 

新市建設計画は以下の項目を基本方針として策定します。 

① 対象とする期間は、合併した年度とそれに続く２０箇年度とする。 

 

 

●Ｐ.３～Ｐ.５ 

第1章 新市の概況 

１ 位置・気候 

（１）位 置 

 ・・・新市の面積は 85.82 km2沖縄県全体の 3.8%を占めています。 

■新市の位置■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）気 候 

新市の気象条件を沖縄気象台(那覇)の観測データからみると、平均気温は概ね 23.0℃前後で、湿度は 75％

●Ｐ.３～Ｐ.１７ 

第2章 新市の概況（全部改正） 

１ 位置・気候 

（１）位 置 

 ・・・新市の面積は 87.02 km2沖縄県全体の 3.8%を占めています。 

■新市の位置■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）気 候 

新市の気象条件は、亜熱帯海洋性気候に属しており、平成 31 年度の月別の平均気温は 17℃から 29℃、



前後、この１４年間の平均降水量は 2,000 ㎜前後となっています。 

 

■気象条件（平均気温）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年降水量は約 2,500 ㎜で、年間を通じて温暖な暮らしやすい気候となっています。 

 

■気象条件（平均気温）■ 

◆気象概況（平成 31年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁データをもとに作成（観測地点：宮城島、時点：平成 31年） 

※新市における観測地点は宮城島のみであったため、当地点を対象とした。 

 

 

◆月別平均気温・月別降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

区分 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温

（℃） 
17.6 19.2 19.3 21.6 23.3 25.7 28.0 28.5 27.3 25.4 22.5 19.5 

最高気温

（℃） 
24.3 25.0 26.0 28.9 28.9 30.8 33.5 33.0 32.4 31.4 27.5 26.2 

最低気温

（℃） 
12.1 11.9 14.7 14.3 18.0 19.1 23.2 23.3 22.3 21.7 18.6 14.5 

降水量 

（mm） 
38.5 128.0 129.0 101.0 237.0 663.0 143.0 263.5 361.0 180.0 122.5 104.5 

平均風速

（m/s） 
5.2 4.9 5.9 5.5 4.7 5.6 5.5 5.9 6.7 5.0 6.3 6.1 
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２ 人口構造 
 

新市の人口は年々増加傾向にあり、平成 12 年の国勢調査時点では 109,992 人と、昭和 60 年時点の

98,539 人に比べ、この 15 年間で約 11,000 人増加しています。 

た、世帯数も増加しているものの人口より伸び率が高いため、結果として１世帯当り人員は昭和 60 年

3.8 人、平成２年 3.7 人、同７年 3.5 人、同１２年 3.3 人と年々減少しており、いわゆる核家族化が進行

しています。 

年齢別人口の推移を見ると、0～14 歳の年少人口の減少と 65 歳以上の老年人口の増加など、少子高齢

化の傾向が顕著となっています。 

 

 ■人口・世帯数の推移■ 

 

 

 

 

 

 

■年齢 3 区分別割合推移と平成 12 年全国・県平均との比較■ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人口構造 ※うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略（人口ビジョン）より 
 

新市の人口推移を５年ごとに行われている国勢調査の結果から人口推移を見ると、昭和 30（1955）年

から昭和 45（1970）年までの人口は微増傾向でしたが、昭和 45（1970）年から昭和 60（1985）年

にかけては急増し、その後も増加を続けており、平成 27（2015）年までの約 60 年間で約 1.6 倍にあた

る約４万２千人増加しています。 

昭和 45（1970）年から昭和 60（1985）年にかけて人口が急増した大きな要因としては、昭和 47 年

の本土復帰後の県外企業の沖縄進出等や県外からの移住の増加、その後の経済的発展による増加が考えられ

ます。 

昭和 60（1985）年以降の人口は、伸び率は緩やかになったものの、本市ではその後も増加傾向にあり、

平成 27 年４月末現在では約 11 万９千人となり、合併後も約 5,000 人増加しています。 

 

■人口の推移（平成 27 年）■                               

   （出所）第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略（総務省「国勢調査」） 

※本市は、平成 17 年４月１日に旧具志川市、旧石川市、旧勝連町、旧与那城町の４市町が合併して新た

に設置された市のため、平成 12 年以前のデータについては合算して表示しています。 

 

人口の推移を地区別に見ると、具志川地区は増加傾向にあり、昭和 30（1955）年の約３万２千人が、平

成 27（2015）年には約７万１千人となり、２倍以上の増加となっています。 

具志川地区における人口の大幅な増加要因としては、他の地区からの転入に加え、米軍基地（天願通信所：

現みどり町）の返還に伴う跡地利用による発展や、大型商業施設などの進出に伴う経済発展などが考えられ

ます。 

石川地区の人口は、昭和 45（1970）年までは若干減少傾向にありましたが、それ以降は増加傾向に転

じており、現在も微増傾向にあります。平成 27（2015）年の人口は約２万３千人で、昭和 45（1970）

年の約１万６千人に比べ約 8,000 人増加しています。石川地区の人口増加の要因としては、下水道をはじ

めとする公共施設などの生活インフラが比較的充実していること、ある程度生活圏がまとまっており、暮ら
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資料：H12国勢調査 

平成12年 0～14歳 15～64歳 65歳以上
新市 20.7 65.3 14.0
沖縄県 20.2 65.9 13.9
全国 14.6 68.0 17.4



しやすい環境が整えられていることなどが挙げられます。 

勝連地区の人口は、昭和 30（1955）年は約１万２千人でしたが、平成 27（2015）年には約１万３千

人となり、1,000 人以上増加しています。その要因としては、企業などの誘致が進められている中城湾新港

地区に近い南風原地域を中心とした人口の伸びによるものなどが考えられます。しかし、平成 17（2005）

年をピークに減少傾向に転じています。 

与那城地区の人口は、減少傾向にあり、昭和 30（1955）年には約１万６千人でしたが、平成 27（2015）

年には約１万２千人となり、約 4,000 人減少しています。その要因としては、平安座島、宮城島、伊計島

といった島しょ地域から市内市街地などへの人口流出が考えられます。 

 

■４地区別人口の推移（平成 27 年）■                      

（出所）第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略（総務省「国勢調査」） 

 

新市の人口推移を０歳～14 歳までの年少人口、15 歳～64 歳までの生産年齢人口、65 歳以上の老年人

口の年齢３区分別に分けた視点からみます。 

まず、生産年齢人口について見ると、市全体の人口増加に伴い、昭和 55（1980）年から平成 27（2015）

年までの 35 年間で約１万８千人増加しており、現在、市の総人口の約６割強を占めています。ただし、昭

和 55（1980）年から平成 22（2010）年まで増加傾向であったものの、平成 22（2010）年から平成

27（2015）年は減少しています。 

年少人口は、昭和 55（1980）年以降減少傾向にあり、平成 27（2015）年までの 35 年間に約 8,000

人減少しており、本市でも明らかに少子化傾向が顕著となっています。 

逆に、老年人口は増加傾向にあり、昭和 55（1980）年の約８千人が、平成 27（2015）年には約２万

４千人へと、約３倍の大幅な増加となっており、本市でも高齢化が急激に進行していることがうかがえます。

なお、平成 27（2015）年には老年人口が年少人口を上回るといった、いわゆる逆転現象を起こしていま

す。 

 



■年齢３区分別の人口推移（平成 27 年）■ 

（出所）第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略（総務省「国勢調査」） 

 

新市全体の人口ピラミッドを見ると、傾向としては老年人口が比較的少なく、生産年齢人口が多い、一般

的に人口が安定する状態とされる「つりがね型」になってはいます。   しかし、生産年齢人口のうち 39

歳以下及び年少人口は少ない傾向にあり、将来的には少子高齢化が進むものと考えられます。 

特徴としては、60 歳～64 歳の人口が男女とも多いことが挙げられます。全国的には、65 歳～69 歳の

いわゆる団塊の世代と呼ばれる第一次ベビーブームに生まれた世代が多い傾向にありますが、沖縄では終戦

前後による影響を強く受けたため、その後の世代である 60 歳～64 歳の人口が多くなっているものと推測

されます。また、40 歳～44 歳の人口も男女共に多いことが挙げられます。これは昭和 46 年から 49 年に

かけての第二次ベビーブームによるものと考えられます。これらの世代が今後、20 年程度は現役世代とし

ての活躍が期待されます。 

 



■うるま市の人口ピラミッド（平成 27 年）■ 

（出所）第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略（総務省「国勢調査」） 

 

４地区ごとに人口ピラミッドを見ると、まず具志川地区と石川地区では市全体の傾向と同じく「つりがね

型」をしており、老年人口が比較的少なく、生産年齢人口や年少人口が多い傾向となっています。 

勝連地区は、「つりがね型」よりもやや年少人口が少ない「つぼ形」に近い傾向となっており、具志川地区

や石川地区に比べ、人口を構成する年齢層が比較的高めとなっています。 

与那城地区は、より「つぼ形」に近い人口構造になっており、年少人口が少なく、老年人口が多い状態で、

少子高齢化が進んでいることが分かります。今後とも人口が減少していくことを示しています。 

 



■４地区別人口ピラミッド（平成 27 年）■                   

 （出所）第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略（総務省「国勢調査」） 

 

 



３ 産業構造 

 

平成 12 年国勢調査での新市の産業構造別人口は、第１次産業 2,751 人（6.3%）、第２次産業 10,510

人（24.2％）、第３次産業 30,235 人（69.5％）となっており、農業等第１次産業比率が低く都市型の産

業構造の特徴を持っています。 

 

■産業別就業者数および割合の推移■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)上記数字は各年とも分類不明を除いたもの 

                                        資料：H12国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 産業構造 ※うるま市産業振興計画より（データ更新済） 

 平成 27 年国勢調査での新市の産業構造別人口は、第１次産業 1,573 人（3.9%）、第２次産業 8,247 人

（20.4％）、第３次産業 30,663 人（75.7％）となっており、農業等第１次産業比率が低く都市型の産業

構造の特徴を持っています。 

■うるま市における主要統計データ■ 

項  目 数  値 期間・時点 備  考 

総人口 118,898 人 2015 年 

（平成 27 年） 
国勢調査 

生産年齢人口 73,870 人 

1 人当たり市民所得 1,877 千円 
2017 年度 

(平成 29 年度) 
沖縄県市町村民所得 

労働力人口 49,206 人 

2015 年 

（平成 27 年） 

国勢調査 

※産業別従事者数

は、上位 5 産業を記

載。 

就業者数 45,519 人 

完全失業率 7.5％ 

正規の職員・従業員の割合 60.2％ 

非正規の職員・従業員の割合 39.8％ 

産業別就業者割合 

第 1 次   

3.9％ 

第 2 次  

20.4％ 

第 3 次  

75.7％ 

産業別就業者数 45,519 人 

・医療、福祉 6,730 人 

・建設業 5,928 人 

・卸売業、小売業 5,595 人 

・サービス業 

（ほかに分類されないもの） 
4,532 人 

・宿泊業・飲食サービス業 3,268 人 

産業別市町村内総生産 
299,211 百万

円 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

沖縄県市町村民所得 

※産業別総生産額

は、上位 5 産業を記

載 

 

・不動産業 38,110 百万円 

・建設業 36,868 百万円 

・電気・ガス・水道・ 

廃棄物処理業 
35,662 百万円 

・保健衛生・社会事業 28,804 百万円 

・製造業 25,460 百万円 

若年無業者数 646 人 2015 年 

（平成 27 年） 
国勢調査 

若年無業者の割合 8.0％ 

母子世帯数 2,888 世帯 沖縄県 

4,189

3,206

2,751

10,249

10,591

10,510

28,080

30,235

4,893 10,781

26,133

23,143

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

昭和60年

平成 2年

平成 7年

平成12年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

38,817人

 40,571人

 41,877人

 43,496人

(12.6) (27.8)

)
(59.6)

(10.3) (25.3) (64.4)

(7.7) (25.2) (67.1)

(6.3) (24.2) (69.5)

(100.0%)

(100.0%)

(100.0%)

(100.0%)



母子世帯出現率 7.1％ 
2013 年 

（平成 25 年） 

生活保護世帯 2,158 世帯 2014 年度 

(平成 26 年度) 

平均 

沖縄県 被保護人員 2,231 人 

保護率 19.8‰ 

参考：うるま市産業振興計画（一部データ更新） 

 

合併前の平成 16 年度の総生産額は 211,512 百万円（県第 4 位）となっており、平成 29 年度にかけて

増加で推移しており、順位も同位で推移しています。 

 

■市町村別総生産額ランキング■ 

  

 

（出所）「沖縄県市町村民所得」より作成 

 

（単位：百万円）

県    計 3,662,933 県    計 3,691,823 県    計 4,051,060 県    計 4,414,093

1 那 覇 市 1,182,157 那 覇 市 1,190,348 那 覇 市 1,295,416 那 覇 市 1,409,247

2 浦 添 市 413,619 浦 添 市 353,772 浦 添 市 405,673 浦 添 市 447,431

3 沖 縄 市 269,057 沖 縄 市 284,397 沖 縄 市 300,666 沖 縄 市 314,742

4 うるま市 211,512 うるま市 224,965 うるま市 269,507 うるま市 299,211

5 名 護 市 171,762 名 護 市 162,213 宜野湾市 183,217 名 護 市 210,306

6 宜野湾市 160,220 宜野湾市 161,976 名 護 市 177,417 宜野湾市 202,786

7 宮古島市 146,164 宮古島市 145,944 石 垣 市 154,650 石 垣 市 165,342

8 石 垣 市 128,507 石 垣 市 137,759 宮古島市 153,882 宮古島市 164,388

9 具志川市 127,091 糸 満 市 117,151 豊見城市 138,329 豊見城市 150,576

10 糸 満 市 112,670 豊見城市 116,668 糸 満 市 127,622 糸 満 市 135,132

11 西 原 町 102,921 西 原 町 107,958 西 原 町 87,789 西 原 町 111,362

12 豊見城市 94,800 南風原町 75,501 南風原町 86,801 南風原町 95,492

13 南風原町 80,047 北 谷 町 74,329 北 谷 町 73,429 南 城 市 77,139

14 南 城 市 68,428 南 城 市 66,331 南 城 市 71,678 北 谷 町 76,431

15 北 谷 町 61,607 読 谷 村 55,513 読 谷 村 59,559 読 谷 村 64,681

16 読 谷 村 49,691 八重瀬町 45,257 恩 納 村 52,301 八重瀬町 55,968

17 石 川 市 46,057 恩 納 村 40,066 八重瀬町 52,032 恩 納 村 55,388

18 八重瀬町 43,394 中 城 村 36,114 中 城 村 41,831 中 城 村 46,645

19 恩 納 村 38,794 嘉手納町 32,755 嘉手納町 35,414 嘉手納町 38,214

20 本 部 町 36,937 与那原町 32,402 本 部 町 34,954 与那原町 37,696

21 与那原町 29,640 本 部 町 31,383 与那原町 32,693 本 部 町 37,005

22 中 城 村 27,643 北中城村 26,918 北中城村 31,009 北中城村 34,660

23 久米島町 25,991 久米島町 24,204 金 武 町 25,415 金 武 町 27,659

24 北中城村 25,769 金 武 町 23,125 久米島町 23,617 久米島町 23,866

25 嘉手納町 25,505 今帰仁村 17,451 竹 富 町 17,619 竹 富 町 18,737

26 勝 連 町 23,120 竹 富 町 16,806 今帰仁村 15,940 今帰仁村 17,856

27 金 武 町 21,476 宜野座村 13,696 宜野座村 14,677 宜野座村 16,358

28 今帰仁村 19,090 国 頭 村 13,328 国 頭 村 13,145 国 頭 村 13,509

29 竹 富 町 18,187 伊 江 村 12,808 伊 江 村 12,957 伊 江 村 10,971

30 与那城町 15,244 大宜味村 8,568 大宜味村 9,201 大宜味村 7,145

31 国 頭 村 14,342 南大東村 5,850 与那国町 8,194 南大東村 6,120

32 宜野座村 12,865 与那国町 5,498 東    村 7,118 与那国町 6,059

33 伊 江 村 12,016 東    村 4,886 伊是名村 6,303 東    村 6,019

34 大宜味村 9,893 伊是名村 4,627 南大東村 6,038 伊平屋村 5,218

35 与那国町 7,270 北大東村 3,826 座間味村 4,639 伊是名村 4,548

36 南大東村 6,041 伊平屋村 3,679 北大東村 4,436 多良間村 4,433

37 東    村 5,693 座間味村 3,545 多良間村 4,236 北大東村 4,182

38 伊是名村 5,188 多良間村 3,322 伊平屋村 4,186 座間味村 4,160

39 座間味村 4,603 渡嘉敷村 2,980 渡嘉敷村 3,263 渡嘉敷村 3,177

40 伊平屋村 4,476 粟 国 村 2,414 粟 国 村 2,704 粟 国 村 2,439

41 渡嘉敷村 3,965 渡名喜村 1,490 渡名喜村 1,503 渡名喜村 1,795

42 多良間村 3,714
43 北大東村 2,822
44 粟 国 村 2,686
45 渡名喜村 1,771

2014 20172009

平成26年度 平成29年度
2004

平成21年度平成16年度



1 人当たり市町村民所得の順位は県内下位となっており、平成 29 年度の額は 1,877 千円となっている。

対県平均については約 80％で推移しています。 

 

■1 人当たり市町村民所得（千円）■ 

 

■1 人当たり市町村民所得の推移（千円）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）「沖縄県市町村民所得」より作成 

 

（単位：千円）

沖 縄 県 2,039 沖 縄 県 1,946 沖 縄 県 2,059 沖 縄 県 2,349

1 北大東村 2,975 北大東村 4,110 北大東村 4,160 北大東村 4,835

2 南大東村 2,883 南大東村 3,286 南大東村 3,367 与那国町 4,113

3 与那国町 2,619 渡嘉敷村 2,628 与那国町 3,048 南大東村 4,104

4 渡名喜村 2,579 嘉手納町 2,548 渡名喜村 2,899 渡名喜村 3,744

5 北 谷 町 2,411 与那国町 2,428 東    村 2,898 渡嘉敷村 3,250

6 恩 納 村 2,398 東    村 2,419 渡嘉敷村 2,834 嘉手納町 3,116

7 嘉手納町 2,374 渡名喜村 2,382 嘉手納町 2,802 恩 納 村 2,918

8 浦 添 市 2,364 北 谷 町 2,323 北 谷 町 2,463 北 谷 町 2,788

9 那 覇 市 2,358 浦 添 市 2,214 座間味村 2,458 座間味村 2,689

10 竹 富 町 2,253 那 覇 市 2,135 恩 納 村 2,454 那 覇 市 2,652

11 渡嘉敷村 2,099 恩 納 村 2,094 中 城 村 2,311 伊是名村 2,572

12 石 垣 市 2,097 宜野座村 2,077 那 覇 市 2,278 東    村 2,559

13 宜野座村 2,093 竹 富 町 2,042 浦 添 市 2,196 浦 添 市 2,544

14 座間味村 2,041 伊是名村 2,011 竹 富 町 2,190 竹 富 町 2,539

15 東    村 2,029 座間味村 2,002 石 垣 市 2,174 中 城 村 2,538

16 豊見城市 2,003 豊見城市 1,978 粟 国 村 2,171 粟 国 村 2,533

17 宜野湾市 1,993 北中城村 1,969 伊 江 村 2,154 宜野座村 2,511

18 南風原町 1,937 石 垣 市 1,966 宜野座村 2,153 北中城村 2,511

19 西 原 町 1,926 金 武 町 1,941 南風原町 2,131 石 垣 市 2,509

20 名 護 市 1,924 宜野湾市 1,936 金 武 町 2,121 伊 江 村 2,445

21 沖 縄 市 1,899 南風原町 1,918 伊是名村 2,099 金 武 町 2,393

22 伊是名村 1,896 中 城 村 1,914 与那原町 2,080 久米島町 2,360

23 北中城村 1,880 伊 江 村 1,876 北中城村 2,062 西 原 町 2,343

24 与那原町 1,877 西 原 町 1,870 豊見城市 2,053 伊平屋村 2,330

25 宮古島市 1,843 与那原町 1,868 宜野湾市 2,039 南風原町 2,327

26 久米島町 1,837 沖 縄 市 1,856 西 原 町 2,011 豊見城市 2,307

27 金 武 町 1,824 読 谷 村 1,829 久米島町 1,996 国 頭 村 2,304

28 八重瀬町 1,816 多良間村 1,824 糸 満 市 1,987 与那原町 2,297

29 石 川 市 1,810 宮古島市 1,823 名 護 市 1,913 糸 満 市 2,296

30 糸 満 市 1,802 久米島町 1,808 宮古島市 1,908 宜野湾市 2,291

31 中 城 村 1,802 糸 満 市 1,793 南 城 市 1,906 多良間村 2,273

32 伊 江 村 1,797 八重瀬町 1,750 読 谷 村 1,900 宮古島市 2,192

33 多良間村 1,796 名 護 市 1,748 八重瀬町 1,872 名 護 市 2,189

34 読 谷 村 1,794 南 城 市 1,720 国 頭 村 1,862 読 谷 村 2,165

35 伊平屋村 1,758 国 頭 村 1,720 多良間村 1,821 南 城 市 2,155

36 具志川市 1,749 粟 国 村 1,711 沖 縄 市 1,818 八重瀬町 2,113

37 国 頭 村 1,743 うるま市 1,592 本 部 町 1,731 本 部 町 2,082

38 粟 国 村 1,738 本 部 町 1,573 伊平屋村 1,723 沖 縄 市 1,957

39 南 城 市 1,719 伊平屋村 1,556 うるま市 1,681 大宜味村 1,927

40 うるま市 1,712 大宜味村 1,529 大宜味村 1,560 うるま市 1,877

41 勝 連 町 1,686 今帰仁村 1,382 今帰仁村 1,427 今帰仁村 1,717

42 大宜味村 1,659

43 本 部 町 1,561

44 与那城町 1,393

45 今帰仁村 1,365

2014 20172009

平成26年度 平成29年度
2004

平成21年度平成16年度



２０１６年の企業数（大分類）は、合計３，４７４社となっており、最も多いものは卸売・小売業で７２７

社となっており、次いで宿泊業、飲食サービス業の５５４社となっています。 

 

 

■企業数■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）RESAS（総務省「経済センサス－基礎調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再

編加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



企業数の割合は、多い順に卸売業、小売業が２０．９％、宿泊業、飲食サービス業が１５．９％、不動産

業、物品賃貸業が１２．９％となっており、県の割合と比較すると不動産業、物品賃貸業、建設業、医療、

福祉、製造業、サービス業（他に分類されないもの）の割合が高くなっています。 

 

■企業数（比較）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）RESAS（総務省「経済センサス－基礎調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編

加） 

 

 

 

 

4 新しいまちづくりの課題 
 

（１）全体のまちづくりに関する重点課題 

①地域一体化のための活性化施策の推進 

金武湾一帯における、近年の高齢社会や健康志向に対応したプロジェクトの推進によって、新市として

の総合的な整備と地域活性化を図る必要があります。 

そのためには、既存産業のもつ技術資源、人的資源を活用した健康産業、長寿産業の創出を図るととも

に、観光・リゾート産業との連携や新たな雇用創出などに結びつくような活性化施策や金武湾一帯を結ぶ

湾岸道路の整備を推進する必要があります。 

中城湾港新港地区においては、具体的かつ即効的な進出企業の受け皿や雇用創出の場として共通する特

別自由貿易地域（ＦＴＺ）の有効利用を図る必要があります。 

また、伊波城跡、安慶名城跡、勝連城跡を拠点とした歴史・文化振興、エイサー振興、観光闘牛振興、マ

リンスポーツ振興、観光漁業振興、物産振興および中部広域圏における観光を支援する道路網の整備や新

市が一体となって取り組めるイベントの開催など観光産業活性化の中核となる施策・事業の推進を積極的

に図る必要があります。 

4 新しいまちづくりの課題 ※第2次うるま市総合計画（基本構想・前期基本計画）より 
 

（１）まちづくりに関する重要課題 

① 人口減少と少子高齢化への対応 

うるま市の人口は、一貫して増加傾向にあるものの、第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略

市人口ビジョン改訂版の推計によると、2030 年（令和 12 年）をピークとして減少傾向に転ずることが

予測されています。 

また、本市においても年少人口の減少と老年人口の増加という、少子高齢化が進んでいます。生産年齢人

口は、これまで一貫して増加傾向にありましたが、2015 年（平成２７年）国勢調査から減少に転じてお

り、今後も減少していくことが予測されています。 

島しょ地域の近年の人口推移を見ると、かなりの割合で人口が減少しています。実に平成 19 年（2007

年）～平成 30 年（2018 年）の間に 1,000 人程の人口が減少しており、約 25％の減少率となっていま

す。総人口数は今後も一貫して減少を続け、令和 42（2060）年頃には、平成 27（2015）年の半数近

くとなる 1,500 人程度まで減少すると推計されています。 

このように、少子高齢化の進展と生産年齢人口の減少は、労働力不足による産業の停滞、医療・介護負担



 

 

 

 

 

 

②地域別活性化施策の推進 

具志川地域においては、サンライズぐしかわ基本構想における健康産業、長寿産業の研究開発機能や技

術開発機能など産業の中枢を担う企業、人材、情報の創出、育成施策の推進や区画整理事業などの基盤整

備、さらには健康づくり施設の整備などを推進する必要があります。 

石川地域においては、北部圏域との結節地であることや西海岸のリゾート地に隣接していることから、

これら地域を支援するリゾート・コアシティとしての都市機能と金武湾地域の管理中枢機能の充実が必要

となっています。 

勝連地域においては、世界遺産である「勝連城跡」を中心とした歴史・文化のまちづくりを進めるため、

公園・広場・道路などの基盤整備や資料館などの施設整備など一連の周辺環境整備を推進する必要があり

ます。 

与那城地域においては、東海岸開発構想により、旧離島を含む東海岸地区における歴史的観光資源の再

生等による地域経済の活性化と雇用の創出を推進する必要があります。 

また、東海岸地区の隣接地での土地区画整理事業により、若者が定住できる活気ある新しいまちづくり

として住宅地の環境整備を図る必要があります。 

 

 ③市民が安全で安心に暮らせるまちづくりの推進 

  市民が日常生活を営むうえにおいては、安全で安心に暮らせる仕組みづくりが必要です。そのためには、

防犯・防災意識の高揚と防犯・防災性の高いまちづくりを行政、市民が一体となって推進する必要があり

ます。 

新市においては、義務教育施設、公園等の安全性の確保や自治会等を中心とした防犯・防災体制の強化

など、安全・安心なまちづくりの基盤整備を図っていく必要があります。 

 

 

 

④市民の意識の改革 

新市が一体となってまちづくりを進めるには、市民一人ひとりがジリツ（自立・自律）し、郷土への誇り

をもつ心をひとつにして、新たに飛躍するまちを目指すことが重要です。そのためには、市民が自ら積極的

にまちづくりに参画できるような意識の改革や機会の創出が必要です。 

 

（２）分野別まちづくりの課題 

①生活環境の向上 

新市においては道路改良率や下水道普及率等の地域間格差がみられることから、まちづくりの基礎とな

る道路・交通・水道等の生活環境基盤の整備・拡充が必要であり、快適で暮らしやすいまちづくりを進め

るために、更なる社会・生活基盤施設の充実を図っていく必要があります。 

  とくに、道路については細長い地形に対応した市域を連絡する道路網の整備が必要です。 

 

②高齢社会への対応 

の増加、地域コミュニティ機能の低下など、市民生活や地域社会の活力を維持していくうえで、大きな影響

を及ぼすことが想定されます。 

そのため、今後は子育て環境の充実がますます必要になるとともに、高齢者が地域づくりの主役の一人

として活躍できる環境づくりが重要になるなど、子どもから高齢者まで、健康で快適に生き生きと暮らせ

るまちづくりを進めていくことが求められます。 

 

② 健康と長寿社会を踏まえた福祉の充実 

「健康」は、市民一人ひとりがこころ豊かで充実した人生の実現や活力ある社会を築く上で重要な基盤

です。 

うるま市の死亡原因の半数以上が、がん、心疾患、脳血管疾患など生活習慣病によるものとなっていま

す。 

また、本市における高齢化率は年々増加しており、今後介護や支援を必要とする高齢者、認知症高齢者

の増加が予想されています。 

そのため市民一人ひとりが、健康維持・増進や介護予防などに取り組み、生きがいをもって地域づくり

に参加し、支援が必要になったとしても地域社会全体で支えあい、誰もが生き生きと安心して暮らせる環

境を構築していくこが求められています。 

 

 

 

 

 

③ 安心して子育てができる環境づくり 

  子育て家族を取り巻く環境においては、保育所の待機児童が大きな社会問題となっています。 

  女性の社会進出による共働き家族が急増していく中で、産後産休明けや育児休暇明けの子どもの預かり

先の不足が深刻な状況となっており、仕事や生活に支障をきたす家族も多くなっています。 

  また、核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、祖父母や近隣住民等からの子育てに対する支援

や協力を得ることが困難な状況もあり、家族における子どもの養育力の低下も見られます。 

  そのため、子どもの健やかな育ちと安全・安心に子育てができる環境をつくりあげていくことが求めら

れています。 

 

④ 地域の特徴を生かしたまちづくり 

うるま市には風光明媚な自然環境や多彩な伝統芸能・文化・豊かな農畜産物など、恵まれた地域資源があ

ります。 

また、本島中部に位置し、国の重要港湾である中城湾港新港地区や国際物流拠点産業集積地域、情報通信

産業特別地区に指定されるとともに、沖縄科学技術大学院大学に近接するなど地理的特性を有しています。 

これらを踏まえ、本市の豊かな地域資源と地理的特性を生かしたまちづくりが求められています。 

 

⑤ 安全・安心なまちづくり 

  うるま市は、金武湾を包み込むように山地から半島そして島に連なった地勢で、長い海岸線を有してい

ます。そのため多くの市域が低地帯にあり、津波などの自然災害による被害が懸念されることから、災害

に強いまちづくりが求められています。 

  また、災害に強いまちづくりを推進していくためには、行政だけでなく、市民及び消防団、自主防災組

織、関係機関・団体等が一体となり防災対策を推進していく必要があります。 

  その他、米軍基地から派生する事件・事故や米軍機等による騒音被害などの再発防止や騒音緩和に向け



新市の高齢化率は全国平均に比較してまだ低いものの、高齢社会を迎えていることには変わりありませ

ん。高齢者が元気で暮らし、自立して社会参画ができる環境を創っていくためには、介護保険制度を基本

とした介護サービスの一層の充実をはじめ、保健・医療・福祉が一体となった取り組みが一層求められま

す。 

併せて、高齢者や障害者を含めた全ての住民が健康で生きがいを持ち、安心して暮らせるように、地域

に根ざした福祉のまちづくりを推進していく必要があります。 

 

③自然環境の保全 

金武湾、中城湾 2 つの湾に面した美しい海岸線に象徴される恵まれた自然環境は、人々の心を潤し、ゆ

とりのある暮らしを支えてきました。このような環境を快適で安全な生活空間や産業の場として活用して

いくためには、各地域を画一的に整備していくのではなく自然環境を保全しながら整備を進めていく必要

があります。また、省資源・リサイクルを推進し、人と自然が共生する循環型社会の形成が求められてい

ます。 

 

④地域産業の振興・育成 

活力ある産業を育成するためには、健康・長寿産業をテーマとした各種研究開発をはじめ、産業の担い

手づくりや起業の促進、地場産業の体質強化や特産品の開発等による高付加価値化など、地域の魅力を生

かした自立できる産業振興施策が必要です。   

特に収益性の確保や後継者不足は、農業や商業などの地域産業において厳しさを増してきていることか

ら、官民が共に知恵をしぼり活性化施策の展開や支援体制の樹立等を図っていく必要があります。 

 なお、具志川地域、石川地域など畜産が盛んな地域では、悪臭・水質汚濁等の環境問題は従来から課題

となっており、今後の畜産業振興は、地域住民の生活環境に配慮した対策が必要です。 

 

⑤地域の活性化と人材育成 

地域においては、若年層を中心とする人口流出や少子高齢化の進行に伴い、地域コミュニティが衰退し

つつあります。このため、優れた魅力ある教育の場の提供や就業の場を確保することによって若年層の定

着を図り、活力ある地域社会の形成を目指す必要があります。また、住民の価値観の多様化、環境に対す

る関心の高まり等、ますます高度化する社会環境に対応できる人材の育成は時代の要請であり、あらゆる

分野において取り組んでいく必要があります。 

    

⑥地域内外との連携 

新市は、世界遺産である「勝連城跡」をはじめ歴史的に貴重な文化遺産や豊かな自然に育まれた数多くの

地域資源を有しています。また、県内各地へスムーズにアクセスできる主要交通網の整備が一部では進み

つつあり、県内、県外からの来訪者との交流の拠点となりうる好条件の位置にあります。今後、こうした

地域の資源環境や優位性を活かし、人、情報等の交流拠点として、関係機関等とのパートナーシップのも

と観光・リゾート産業の振興を踏まえた地域の活性化を進めていく必要があります。 

 

て関係機関と更なる連携を図る必要があります。 

 

 

⑥ 明日を担う人づくり 

地域づくりの柱は「人づくり」です。うるま市には、先代から脈々と受け継がれた伝統芸能や文化が色

濃く残っており、それを次代へ繋げ地域への誇りを醸成する学びの推進が必要です。 

また、社会経済のグローバル化が進展する中で、地域産業や学校教育などにおいてグローバル化に対応

できる人材の育成を図っていくことが求められています。 

 

⑦ 行財政運営の健全化 

 うるま市は、職員数の削減や事業の見直し等の行財政改革に努めてきましたが、高齢化等に伴う社会保

障関係費の増加や老朽化した公共施設の維持・更新などにより、厳しい財政運営を余儀なくされています。 

今後は、地方交付税の縮減などによる歳入の減少や、高齢化などの影響に伴う社会保障関係費などの歳出

の増加により、さらに厳しい財政状況になることが予想されます。 

 

⑧ 協働のまちづくり 

うるま市は、昔から自治会を中心とした地域コミュニティを核とし、さまざまな自治活動や祭り・イベ

ントに取り組むなど、地域コミュニティの力が比較的強いまちといえます。一方、生活様式・価値観の多

様化や高齢化に伴う自治活動の担い手不足などによる地域コミュニティの弱体化が生じています。 

地域の課題がますます多様化・高度化する状況にあるため、行政と地域が一体となって互いに協力し合

う協働のまちづくりが求められています。 

 

●Ｐ.９～Ｐ.１１ 

第 2 章 合併の必要性と効果 

１ 合併の必要性 
（１）日常生活圏の拡大 

新市を構成する四市町の結びつきを、平成 13 年沖縄県買物動向調査の買物先（買回品）や平成 12 年

国勢調査の通勤先・通学先市町でみると、四市町間の流動が顕著に見られます。 

 

 

 

●Ｐ.１８～Ｐ.２１ 

第 2 章 合併の必要性と効果（全文改正） 

１ 合併の必要性 
（１）日常生活圏の拡大 

新市を構成する旧四市町の結びつきを、平成３０年度沖縄県買物動向調査や平成 27 年国勢調査の従業

地・通学地から算出された RESAS「昼間人口・夜間人口の地域別構成割合」でみると、本市の地元購買率

は 87.7％と県平均の 81.2％を上回り中部地区では 1 位、市町村別地元購買率ランキング（最寄品）では

各項目上位 5 位以内となっています。また、就業者または通学者が従業・通学している従業地・通学地に

よる人口である昼間人口は、87.93％と高く、旧四市町間の流動が顕著に見られます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、社会経済の発展、交通手段の発達等により、買物をはじめ、通勤・通学、文化・スポーツ活

動など住民の日常生活圏や社会経済圏はほとんど新市の中で形成されており、それに伴って新市に対する

住民のニーズも多様化・高度化してきています。 

これら、新たな行政需要に対応するため、生活環境、福祉、教育、産業等の各分野において、広域的見地

からの一体的な施策展開を図り、行政サービスの充実を図っていく必要があります。 

 

（２）多様化・高度化するニーズへの対応 

社会経済活動の広域化に伴って、行政区域を越え、単独の市町だけでは対応することが難しい、例え

ば、幹線道路の整備、ごみ処理・し尿処理、福祉・保健・医療の一体的推進といった行政需要が次々と

出てきています。 

また、地球規模で問題となっているダイオキシン問題、地球温暖化などの環境問題への対応、さらに

は高度情報化や国際化の進展などによる新たな課題への対応も必要になってきています。 

このため、合併をすることにより、一体的、計画的に行政を推進し、生活環境など住民に身近な行政

サービス分野の充実を図るとともに、広域的かつ効率的なまちづくりを進めていく必要があります。 

 

（３）少子高齢社会の到来 

全国的な少子高齢化の到来は、社会の活力を維持しながら、介護サービスなど新たな行政ニーズに対応

しなければならないという難しい問題を提起しています。 

新市の人口は、年々増加傾向にあります。しかし、年齢別人口の構成比をみると、平成 12 年は、0～14

 

 

 

 

 

 

 

■昼間人口・夜間人口の地域別構成割合■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）RESAS（まちづくりマップ：総務省「国勢調査」） 

 

このように、社会経済の発展、交通手段の発達等により、買物をはじめ、通勤・通学、文化・スポーツ活

動など住民の日常生活圏や社会経済圏はほとんど新市の中で形成されており、それに伴って新市に対する

住民のニーズも多様化・高度化してきています。 

これら、新たな行政需要に対応するため、生活環境、福祉、教育、産業等の各分野において、広域的見地

からの一体的な施策展開を図り、行政サービスの充実を図っていく必要があります。 

 

（２）多様化・高度化するニーズへの対応 

社会経済活動の広域化に伴って、行政区域を越え、単独の市町だけでは対応することが難しい、例え

ば、幹線道路の整備、ごみ処理・し尿処理、福祉・保健・医療の一体的推進といった行政需要が次々と

出てきています。 

また、地球規模で問題となっている地球温暖化などの環境問題への対応、さらには高度情報化や国際

化の進展などによる新たな課題への対応も必要になってきています。 

このため、合併をすることにより、一体的、計画的に行政を推進し、生活環境など住民に身近な行政

サービス分野の充実を図るとともに、広域的かつ効率的なまちづくりを進めていく必要があります。 

 

（３）少子高齢社会の到来 

全国的な少子高齢化の到来は、社会の活力を維持しながら、介護サービスなど新たな行政ニーズに対応

しなければならないという難しい問題を提起しています。 

少子高齢社会の到来に的確に対応していくためには、保健・医療・福祉やその他の行政サービスを総合的
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歳の年少人口 20.7％、15～64 歳の生産年齢人口 65.3％、65 

歳以上の老年人口 14.0％となっており、昭和 60 年と比較して、年少人口は 7.5 ポイントの減に対し

て、老年人口は 4.7 ポイント増加しており、少子高齢化傾向が顕著に表れています。 

こうした少子高齢社会の到来に的確に対応していくためには、保健・医療・福祉やその他の行政サービ

スを総合的に提供できる体制の整備が必要となってきます。 

 

（４）地方分権の推進 

今日、住民ニーズの多様化に対応した行政サービスの拡大が求められている一方で、地域の行政は、住民

自身の自己決定と自己責任による行政システムの構築が重要になってきています。そのため、全国的な「画

一と集積」の行政システムから、「多様と分権」の行政システムに根ざした地方分権型社会の実現が求めら

れています。 

地方分権型社会では、単独の市町だけでは十分な対応を行うことが困難で、行政体制や財政基盤もある

程度の規模が必要になってくると考えられます。 

新市を構成する市町の行政体制と財政基盤が一体化することは、将来にわたり行政サービスの水準を維

持・向上していくための有効な選択肢になるものと考えます。 

 

（５）地方財政の状況 

合併に際しては、多様な行政ニーズへの対応から財源の確保が求められます。しかし、大幅な地方税の増

収は見込まれないこと、地方交付税、国庫負担金の見直し縮減が進んでおり、今後はさらに厳しい財政状況

が続くものと考えられ、中長期的な財政運営を考えた場合、財政構造の硬直化、一般財源の不足が予想され

ます。 

こうした厳しい状況の中にあっても市町村は、行政サービスの提供に支障がないようにすることが望ま

れており、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政体制を確立する必要があります。 

 

 
2 合併の効果・・・（以下省略） 

に提供できる体制の整備が必要となってきます。 

 

 

 

 

 

（４）地方分権の推進 

今日、住民ニーズの多様化に対応した行政サービスの拡大が求められている一方で、地域の行政は、住民

自身の自己決定と自己責任による行政システムの構築が重要になってきています。そのため、全国的な「画

一と集積」の行政システムから、「多様と分権」の行政システムに根ざした地方分権型社会の実現が求めら

れています。 

地方分権型社会では、単独の市町だけでは十分な対応を行うことが困難で、行政体制や財政基盤もある

程度の規模が必要になってくると考えられます。 

新市を構成する市町の行政体制と財政基盤が一体化することは、将来にわたり行政サービスの水準を維

持・向上していくための有効な選択肢になるものと考えます。 

 

（５）地方財政の状況 

合併に際しては、多様な行政ニーズへの対応から財源の確保が求められます。しかし、大幅な地方税の増

収は見込まれないこと、地方交付税、国庫負担金の見直し縮減が進んでおり、今後はさらに厳しい財政状況

が続くものと考えられ、中長期的な財政運営を考えた場合、財政構造の硬直化、一般財源の不足が予想され

ます。 

こうした厳しい状況の中にあっても市町村は、行政サービスの提供に支障がないようにすることが望ま

れており、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政体制を確立する必要があります。 

 

 
2 合併の効果・・・（以下省略） 
 

 

 

●Ｐ.1２～Ｐ.２6 

第 3 章 新市建設の基本方針（全部改正） 

１ 新市の将来像 

 

（１）まちづくりの基本理念 

郷土がもつすばらしい“財産(地域資源)”を生かし、地域住民自らの判断と責任で、やすらぎとうるおい

が実感できる魅力ある地域社会を実現していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Ｐ.２２～Ｐ.３４ 

第 3 章 新市建設の基本方針（全部改正） 

１ 新市の基本方針・将来像 ※第2次うるま市総合計画（基本構想・前期基本計画）より 

 

（１）まちづくりの基本理念 

新市では、まちづくりの普遍的な方針として、市民憲章を定めています。 

 沖縄県の中核都市の役割を担う新市においては、地域のもつ特色ある資源・財

産(人、自然、歴史、文化等)を生かしたまちづくりを推進することが重要です。

そのためには、市民一人ひとりが、ジリツ(自立・自律)しながらも、自分たちの

まち・新市を“誇りに思う心”そして“愛する心”が芽生え、ひとつになること

により、魅力あるまちを実現していこうという気持を込めています。 

基本理念 

市民一人ひとりがジリツ(自立・自律)し、郷土への誇りをも

つ“こころ”をひとつにして、新たに飛躍するまちを目指し

ます。 



 

 

 

 

 

 新市のまちづくりの基本理念は、市民憲章を踏まえ、 

 〇『家族や地域が絆で結ばれた心豊かなまち』 

 〇『自然を生かした美しいまち』 

 〇『人や自然にやさしい住みよいまち』 

 〇『教養を高め歴史・文化を生かした魅力あるまち』 

 〇『働く人々と産業に活気がある元気なまち』とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 新市の将来像 

新市を構成する四市町はこれまで、具志川市は「活力ある緑のまち具志川」、石川市は「緑豊かな海浜の

ある文化・住宅都市」、勝連町は「住みたいまち・訪れたいまち、心踊る・きむたかのまち・勝連」、与那城

町は「豊かで住みよい文化のまち、あやはしの町」を目標として、それぞれのまちづくりを推進してきまし

た。 

新市においては、これまでの四市町の歩みを前提に、今後、ひとつになってまちづくりを進めるにあたっ

ての新市の大きな目標、いわゆる将来像を、先にあげた新市のまちづくりに対する基本理念を踏まえ、以下

のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新市の将来像 ※第2次うるま市総合計画（基本構想・前期基本計画）より 

新市を構成する四市町はこれまで、具志川市は「活力ある緑のまち具志川」、石川市は「緑豊かな海浜の

ある文化・住宅都市」、勝連町は「住みたいまち・訪れたいまち、心踊る・きむたかのまち・勝連」、与那城

町は「豊かで住みよい文化のまち、あやはしの町」を目標として、それぞれのまちづくりを推進してきまし

た。 

新市では、これまでに推進してきた市民協働によるまちづくりを踏まえながら、豊かな自然や多くの先人

によって培われてきた歴史・文化など、貴重な地域の資源を生かしながら、人と人のつながりを大切にし、

子供からお年寄りまですべての人が地域への愛着と誇りを持ち、笑顔で安心していきいきと暮らせる魅力あ

るまちを目指すため、新市の将来像を次のとおり掲げ、その実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●地域の創意工夫により、恵まれた立地環境、特色ある地域資源

を生かしたまちづくりを目指します。 

●地域の技術資源や人的資源の活用、観光・リゾートと連携した

新産業の創出、さらには市民が健康で安全に暮らせる平和なま

将 来 像 

豊かな自然と人が調和した 

健康で心豊かな活力ある、歴史と教育文化のまち 

 

 



 

 

 

 

 

 

２ 新市建設の基本方針 

 

（１）新市建設の基本方針 

まちづくりの基本理念をもとに、新市の将来像を実現するための基本方針を、都市基盤、情報化・国際

化、産業振興、生活環境、福祉・保健・医療、教育・文化および市民参画の分野ごとに以下の７つの柱によ

って示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の大綱 

 

① 沖縄県の中核都市として魅力ある都市基盤づくり 

◆新市のまちづくりに関する基本計画等の策定 

  新市の一体性の確立と新市全体の均衡ある発展のため、市民が参画できるよう 

 制度を取り入れながらまちづくりに関する基本的な計画である新市基本計画等の 

 策定を行う。 

 

 

 

 

 

 

市民一人ひとりが地域に対して「愛する」気持ちを持つことが、その地域の魅力を高め、豊かにしていき

ます。また、基本理念（「心豊かなまち」、「美しいまち」、「住みよいまち」、「魅力あるまち」、「元気なまち」）

を実現させるためには、家族を愛し、人を愛し、地域を愛し、自然を愛し、歴史・文化を愛することが大切

です。 

新市に携わるすべての人がうるま市を「愛してます」と言えるようなまちづくりを目指していこうという

思いが込められています。 

 

 

 

 

 人と人との温かいつながりのもと、人と自然、そして歴史が共生し、活力に満ちた地域社会を実現するこ

とで、だれもが「住みたい・住み続けたい・住んで良かった」と思えるまちづくりを目指していこうという

思いが込められています。 

 

 

（３）まちづくりの基本目標 

まちづくりの基本理念及び将来像を実現するために、次の６つのまちづくりの基本目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 沖縄県の中核都市として魅力ある都市基盤づくり 
(交通体系、市街地、都市景観、住環境、基地の跡地利用などの分野） 

 未来に向けた情報化・国際化の基盤づくり 
(情報基盤、国際化などの分野) 

 地域資源を生かした豊かで活力ある産業づくり 
（農業、水産業、商業・サービス業、工業、観光などの分野) 
 

 自然と共生した安全で快適な生活環境づくり 

（環境保全、防災・消防・防犯、上下水道などの分野） 

 やすらぎとふれあいが支える健康・福祉づくり 
（保健、医療、福祉などの分野） 
 

  人と歴史がおりなし、共に学び創造する教育・文化づくり 
（生涯学習、学校教育、芸術文化などの分野） 

 

 パートナーシップで築く住民主役のまちづくり 
（男女共同参画、コミュニティ、地域内外交流、パートナーシップ、行
財政などの分野) 

 



◆市域を連絡する道路網の整備 

新市は、北部圏域、南部圏域との結節地にあり、沖縄自動車道の石川インター、沖縄北インターが新

市への入口機能の役目を果たしています。 

今後、沖縄県の中核都市としての役割を担うため、新市内外を連絡する国道 329 号や主要地方道な

どの既存道路と新市循環道路を中心とした主要道路網の整備を推進・促進します。 

主要道路網の整備に併せ、災害時対策、交通渋滞の解消、買物など日常生活の利便性の向上等を踏ま

えた生活道路ネットワークの形成を図ります。 

これら国・県・市道の整備にあたっては、市民、観光客等を念頭に、わかりやすく、環境に配慮する

よう努めます。 

また、市民や観光客を含めた来訪者が楽しめるような新市の名物となる道路(通り、ストリート)を整

備し、新市のイメージアップを図ります。 

道路沿道については、沖縄独特の樹種を配した植栽に努めるとともに、ユニバーサルデザイン(*)に

基づいた整備を推進します。 

 

  ＊ユニバーサルデザイン 

    身障者・高齢者・健常者の区別なしに、すべての人が使いやすいように製品・建物・環境などをデザイン

すること。 

 

◆地域に密着した交通体系の充実 

新市内の公共施設および大型複合商業施設等とをつなぐ循環バスの運行や公共交通機関のない地域

の交通弱者のためのコミュニティバス、福祉バス等の運行を図ります。 

 

◆魅力と活力にあふれる市街地の整備 

新市の市街地については、地域の特性をふまえ、秩序ある形成を図りながら、地域発展のための土地

利用を推進します。 

さらに、さまざまな人々が集まる商業施設、公共施設の整備や住宅の建設を推進し、活力ある諸事業

の展開を図ります。 

 

◆歴史・文化、自然を生かした個性ある都市景観の形成 

良好な自然や歴史資源を生かした美しい景観を守り育成するため、市民の意識を高め、美しい街並み

景観の形成を図ります。 

自然を生かしながら、市民が慣れ親しめるような河川・海岸の整備を推進・促進します。 

また、歴史的、文化的価値の高い建造物等を新市の遺産として未来に残す方法の研究や体制づくりに

努めます。 

 

◆快適で暮らしやすい住環境の整備 

  住宅地の整備については、宅地の乱開発防止や分譲地不足の解消のため区画整理事業等の面的な整備

を推進するとともに、公営住宅の建設、民間による住宅建設を促進します。 

また、住宅密集地については、住宅地内への大型車乗り入れ規制や各種都市機能の導入を図り、多様

な住宅ニーズに対応した安全で安心かつ快適な住環境の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

①みんなで支えあう健やかなまちづくり（保健・医療・福祉） 

 ＜目指す姿＞ 

 すべての市民が生涯にわたって健康に恵まれ、明るく生き生きとした生活を送ることができるまちを目指

します。 

また、保健・医療・福祉サービスと地域の支えあいにより、病気や障がい、要介護状態など支援が必要に

なっても安心して暮らせるまちを目指します。 

 

②子どもがいきいきと育つまちづくり（子ども・子育て） 

 ＜目指す姿＞ 

 充実した子育て環境の中で、未来を担う子ども一人ひとりが個性や創造力を伸ばし、社会の一員として自

立していけるまちを目指します。 

また、夢と希望をもって子どもを産み育てることができ、すべての子どもたちが健やかに育つことを社会

全体で応援するまちを目指します。 

 

③まちの活力を生み出す産業づくり（経済） 

 ＜目指す姿＞ 

 うるま市の誇る農水産物、歴史・文化、自然環境などの地域資源や地理的特性などを生かし、活力に満ち

た経済活動（農水産業、観光、商業、工業など）が展開され、多様な雇用の機会をつくりだすまちを目指し

ます。 

 

④自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり（都市基盤・環境） 

 ＜目指す姿＞ 

 自然と調和した住環境の整備や計画的な土地利用を推進するとともに、美しい景観と環境に配慮した都市

空間の形成を目指します。 

併せて、道路や公園、公共交通、上下水道など質の高い都市基盤の整備を進め、安全で快適な暮らしやす

いまちを目指します。 

 

⑤郷土に誇りをもち未来を拓く人づくり（教育・文化） 

 ＜目指す姿＞ 

 未来を拓く人材を育成するため、「学校の力」「家庭の力」「地域の力」を発揮し、未来を担う子どもたちが

「生きる力」を身に付け、高い志を持てる人づくりを目指します。 

また、すべての市民が生涯学習やスポーツを通し、生きがいのある心豊かな生活を送ることができるまち

を目指します。 

先人の残した歴史・文化遺産を大切に保護し、それを活用するとともに、その歴史・文化遺産を次代へ継



その他にも、市民が身近にスポーツやレクリエーションを楽しめる場としての公園・緑地を整備推進

し、周辺地域の土地利用等に配慮した墓地の集約化に努めます。 

 

◆基地の跡地利用計画等の策定 

    米軍施設・区域は、市民福祉の向上に資する計画的まちづくりを推進するため 

   に、地権者の意向に配慮しながら、その返還促進に努めます。関係機関との連携のもと、跡地利用に関

する計画の策定や環境浄化など、所要の施策を推進し、返還跡地の速やかな有効利用に努めます。 

 

② 未来に向けた情報化・国際化の基盤づくり 

◆多様な交流を活発にする情報基盤の整備 

光ファイバー等の高速・大容量通信網を基盤としたインターネット等の普及とともに地域情報化を推

進し、自宅や職場のパソコンからインターネットを利用することで可能になる電子自治体の実現をはじ

め、公共施設間の情報ネットワークである地域イントラネットの整備、小中学校における高速インター

ネット環境の整備さらにはテレビ会議システムの導入など産業・教育・福祉・医療等に活用できるシス

テム体制と通信回路網の整備充実を図ります。 

   

◆国際化の推進 

   国際化については、地域の情報を広く世界に発信できるような施策の展開を図り、国際感覚豊かな人

材を育成するため、学校教育や社会教育との連携を図った英語教育等の実践等を推進します。 

   また、国際交流については、文化・経済交流をとおして新市のさらなる発展に資するような施策の展

開を図っていきます。 

 

③ 地域資源を生かした豊かで活力ある産業づくり 

◆明日の豊かさを担う農業・畜産業の振興 

地域の特性に応じた重点的な農業・農村の振興を図るため、農用地機能を高めるためのほ場や農道等

の農業生産基盤の整備、後継者や担い手の育成や企業化・法 

人化等により農業の推進を図るとともに、地域の特性を生かした特産物の創出や現在の特産物（ニンジ

ン・お茶・インゲン・花き等）のブランド化および販路の拡大により、農業全体の活性化と魅力ある農業

を展開します。 

また、市民農園や観光農園など観光と他産業の連携を図った取り組みを推進します。 

畜産業についても、ブランド化および販路の拡大等による活性化を図るとともに、悪臭・水質汚濁等

の環境問題への対応や地域住民の生活環境に配慮した対策を推進するなど、さらなる発展のために施策

の展開を図っていきます。 

 

◆豊かな海を育てる水産業の振興 

海面漁業では、獲る漁業からつくり育てる漁業への転換や沿岸漁業との組み合わせなど資源管理型漁

業(*)を推進し、水産経営の安定化を図ります。 

併せて、水産業を担う人材を確保・育成し、水産業の活性化を推進します。 

もずくや海ぶどう等の新市を代表する特産品の消費拡大のためのブランドとしての浸透化や販路拡

大を図ります。 

水産経営を安定化させるための漁港等の基盤整備を推進するとともに、海域の環境を保全するため、

承していけるまちを目指します。 

 

⑥市民と行政が一体となった協働によるまちづくり（行財政・コミュニティ） 

 ＜目指す姿＞ 

 市民の創意と意欲をまちづくりに最大限に生かすため、市民と行政がパートナーとしての役割と責任を果たし

ながら、個人・地域・行政がお互いを補完し合う、共に築き上げるまちを目指します。 

 

 

 

 



赤土流出防止対策等を促進することによって、藻場や漁場の保全に努めます。 

また、観光・リゾート産業との連携を図り、ブルー・ツーリズム(*)の展開等を推進します。 

 
 
 
 
 
 

  ＊資源管理型漁業 

   乱獲による水産資源の枯渇を防ぐため、漁業者の自主的な規制により漁法等の規制を行って水産資源の 

保護培養を図り、安定した水揚げを継続的に行う漁業。 

 ＊ブルーツーリズム 

   島や沿海部の漁村に滞在し、魅力的で充実した海辺での生活体験を通じて、心と体をリフレッシュさせ 

る余暇活動の総称。 

 

◆健康・長寿をテーマとした新産業の創出と工業の活性化 

  健康・長寿をテーマにした各種研究開発をはじめ、企業・大学・行政・市民の協力・連携をとおして

健康な体、心、社会生活を得て、積極的かつ創造的な健康を目指す社会活動を実現するスポーツビジネ

ス、健康ビジネス、観光ビジネスを創出し、それらの相互連携によって新産業を育成するとともに、産

業の担い手づくりや起業の促進を図ります。 

新産業の育成にあたっては、新市のもつ港湾、電力、基礎技術力等の恵まれた生産基盤を活用すると

ともに、自然環境保全、循環型社会形成の視点から自然素材を活用した商品開発・廃棄物リサイクル等

に努めることによって、地域の魅力を生かした自立できる産業の振興を図ります。 

 

◆賑わいと活気にあふれる商業・サービス業の振興 

活気あふれる既成市街地の形成を念頭に商業環境の整備を図るため、各種の商業や産業の育成・誘致

に努めるとともに、コミュニティ空間やオープンスペース、公共的機能を充実させ、賑わいのある商業

空間の創出を図り、魅力ある商業の集積を誘導していきます。さらに、経営基盤の強化、近代化、共同化

を促進し後継者や各種団体の育成に努めるとともに、イベント等の開催により、様々な情報を発信して

いきます。 

 

◆「見る」「触れる」「感じる」観光の振興 

 観光産業は新市で大きな発展が見込まれる重要産業であり、歴史・文化遺産、海浜等の豊かな自然景

観、レクリエーション施設さらには祭り・エイサー・闘牛など新市の数多くの観光資源を活用したオン

リーワンの産業を目指します。 

その他にも、農業体験・漁業体験・民俗行事などの自然と文化を生かした新しい長期滞在型観光振興

やマリンスポーツ・マラソンなどのスポーツイベント等の PR に努め、新たな観光客の誘致を図ります。 

そして、既存・新設の観光施設、レクリエーション施設や文化施設の機能分担を図るとともに、そのネ

ットワーク化を推進し、またその有効活用を行うためにも、観光協会の設立に向けた取り組みを支援し

ます。 

 

④ 自然と共生した安全で快適な生活環境づくり 



◆人と自然が共生する循環型社会の形成 

環境問題に適切に対応するため、環境汚染の未然防止、廃棄物不法投棄の規制や省エネルギー化・新

エネルギーへの転換など総合的な環境対策に取り組みます。 

また、廃棄物の発生抑制・再利用等リサイクルの観点に立ったごみ減量化を促進するとともに、衛生

的で効率的な処理施設の運営・整備をすすめ、循環型社会の形成を図ります。 

 

◆地球環境にやさしい生活環境の整備 

美しい自然と良好な生活環境を確保するために、ごみの散乱防止やバイオテクノロジー等の技術を活

用した河川の浄化や美化に努めます。 

また、自然環境保全に対する意識向上を図るとともに、環境との共生を前提にした開発事業の推進な

ど地球にやさしく、市民に癒しを与えるようなまちづくり事業を推進します。 

 

◆上・下水道の整備 

上水道、下水道については、市民生活と密接な関わりがあるため、重要な事業としてその整備に努め

ます。そのうえで、上水道においては、安全で安定的、かつ低廉な価格できれいな水を供給できるように

努めます。 

また、下水道についても快適で清潔な環境づくりと河川等の水質保全を図るため、公共下水道事業、

農業集落排水事業など生活排水処理施設の整備を推進するとともに、地域特性に応じた合併処理浄化槽

の設置を促進します。 

 

◆安全で安心できる防災・防犯体制の整備 

地域防災計画を基本に市民の防災意識の高揚や自主防災組織の育成・強化に努めるとともに、土砂崩

れ、河川氾濫、台風等の自然災害時の避難場所の確保を図ります。その他に、意識啓発活動を通じて、火

災予防を推進するとともに、必要な施設の適正配置、車両や装備の拡充、消防水利の確保をすすめ、生命

や財産を守る防災・消防体制の充実に努めます。 

また、近年多発する子どもへの犯罪等を防止するため、安全なまちづくりに関する施策を推進し、防

犯意識の高揚を図るとともに、地域ぐるみでの防犯体制づくりや交通事故から尊い生命を守るため、子

ども、高齢者、障害者など交通弱者の立場に立った、交通安全施設の整備充実や交通安全教育の推進を

図ります。 

 

⑤ やすらぎとふれあいが支える健康・福祉づくり 

◆だれでも、どこでも安心して暮らせる地域福祉の推進 

市民が福祉活動に積極的に参加するよう福祉意識の高揚や地域住民の相互扶助の精神に基づいた地域

福祉の推進を図ることによって、社会的に弱い立場にある人が広く社会に参加し、自立できるように助

け合い、ともに地域の中で暮らしていける 

社会をめざすことが必要です。 

そのためにも、新市では新たな地域保健福祉計画の策定など地域の実情に合わせた各種保健・福祉プ

ランなどの充実を図り、それに基づいた施策及び施設の整備を推進します。 

また、高齢者や身障者を含むすべての市民が積極的に社会参加できるようユニバーサルデザインによ

るまちづくりを推進します。さらに、高齢者や身障者などの雇用機会の充実に努めます。 

 



◆すべての人々がやすらぐ、心とからだの健康づくりの推進 

健康の維持・管理など保健・医療関連については、住民が生涯にわたって健康を維持するために、住民

一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という自覚のもと、健康づくりのための施設のほか、予防医療

の強化、早期発見・早期治療のための体 

制の整備や人材の確保、県立中部病院と民間病院との連携を図った医療体制づくり等を促進し、豊かな

自然環境と高度な医療の中で健康長寿で暮らせる仕組みを構築します。また、救急医療体制の整備や離

島の救急医療支援を積極的に促進します。 

 

◆いつも生き生き、高齢者が生涯現役で活躍できる環境整備 

介護保険サービスの充実とともに、現役で活躍される高齢者が生きがいをもって、積極的に社会参画

するために、高齢者がこれまで培ってきた経験や知識、技能などを「生涯現役」の気持ちで家庭や地域社

会で十分発揮できるよう学校の空き教室を高齢者等に開放するなど、予防医学・生涯学習の両面から世

代間交流等を積極的に支援します。 

 

◆未来を担う子どもたちのための子育て支援の推進 

少子高齢社会にあって、未来を担う子どもたちの育成は地域社会にとって極めて重要になっています。

そのためには、児童館、子育て支援センターの整備・充実、就学前保育・教育の充実を図りながら市民が

安心して生み育てられる環境づくりを推進し、地域一体となった育成活動、およびこれらの事業や活動

を支える人材の育成等を支援します。 

 

⑥ 人と歴史がおりなし、共に学び創造する教育・文化づくり 

◆生涯学習の充実 

これまで主要な施策として位置づけられている生涯学習については、各地域でも独自に展開されてき

ました。 

それらを引き継ぐ形で、図書館、公民館等の文化・学習施設をネットワーク化し、施設の役割分担を図

ることによって、夜間でも利用できる身近で自主的・創造的な学習活動や地域活動の場の充実に努めま

す。また、老若男女あらゆる市民に対応できる講座やサークル活動の支援充実やソフト面の整備など、

市民一人ひとりのさまざまなニーズに応じて、市民が主体的に“いつでも、どこでも、だれでも”学ぶこ

とのできる生涯学習システムの構築を推進します。 

また、移動図書館の整備、充実をとおして、新市内どこにいても図書の貸し出しができる体制づくり

も併せて推進します。 

 

◆未来を支える学力と生きる力を育む特色ある教育環境の整備 

学校教育については、平成１４年度から実施された学校週５日制の導入を踏まえ、地域の特性を活か

した教育システムの創造と実践が行われています。 

子どもたちが、個性を生かし、自ら学び、自ら考えるなどの「生きる力」を育成する教育を一層充実さ

せるために、まず、基礎・基本学習の徹底を図り、コミュニケーション能力の向上、情報技術の学習がで

きるような教育システムの構築を推進します。 

また、児童・生徒が安全・快適に学校生活がおくれるように老朽校舎の改築や体育館、プール、給食

施設等の整備をユニバーサルデザインに基づき推進します。 

幼稚園教育においても同様に、施設、設備、環境の充実に努め、専門教育については地域を支える人



材の育成を推進します。 

 

◆家庭・学校・地域社会の連携で進める青少年健全育成の推進 

これからの社会を担う青少年が、心身ともにたくましく健全な社会人として自立できるように、子ど

もたちの交流機会やふれあい活動等の健全育成活動を推進します。また、家庭、学校、地域、行政との連

携による育成団体の強化、青少年を取り巻く環境浄化、青年活動の充実強化をとおして、総合的な青少

年の健全育成を推進します。 

 

◆健やかな体と心をつくるスポーツ・レクリエーション活動の推進 

 「自分の健康は自分で守る」ということを広報等で啓発するとともに、すべての住民が健康で明るい

生活をおくるため、スポーツやレクリエーションの普及に努めます。 

併せて、海や緑に囲まれた新市の特性を活かしたマリン系スポーツ活動の促進のための身近な各種教

室の開催やスポーツ活動団体への支援を推進します。 

また、既存のスポーツ・レクリエーション施設の整備とネットワーク化を推進します。 

 

◆心豊かな芸術文化の振興と歴史遺産の保護・活用 

地域に残る歴史や祭りなどの伝統文化を継承し、市民の主体的な文化・芸術活動や芸能保存会等を支

援します。 

さらに、文化の薫り高いまちづくりに向け、文化・芸術情報受発信機能の充実、 

整備とその活用に努めることによって、若者が伝統芸能や文化などを地域の先輩たちと交流の中で学べ

る、誇りのもてる個性的で質の高い文化の創造を推進します。 

また、地域の歴史を刻む各種文化財についてはその保護と有効な活用を図ります。 

 
⑦パートナーシップで築く住民主役のまちづくり 
◆男女共同参画社会の形成 

   新市では、男性意識や女性を取り巻く環境の改善に努め、男女それぞれが持つ能力と個性を十分に発

揮でき、互いに尊重し合い、社会のあらゆる分野で、ともに参 

画できるまちづくりを推進します。そのために市民、事業者、市が協働して築くた 

めの体制づくりを推進します。 

 

◆コミュニティの充実強化と人づくり、こころづくりの推進 

コミュニティは、地域に根ざした具体的な事業や施策を推進する上でもっとも重要な役割をになう集

合体です。 

新市では、地域のコミュニティ活動のほか市全体の振興に関る市民活動を支援していきます。そのた

めにも、今後、コミュニティのネットワーク化を図り、地域連携の環境づくりを行っていきます。 

また、このコミュニティを支えるのは「ひと」と「こころ」であり、「ひと」と 

「こころ」を育むための市民の関わり方は、市民が誇りを持ち自ら考え、自ら行動できる「ジリツ（自

立・自律）」を目指したまちづくり、市民の積極的な参加を促し、市民１人ひとりが主役になれるまちづ

くりの視点が重要であり、まちづくりボランティア活動の推進、まちづくりリーダー、まちづくり NPO

の育成等を積極的に推進します。 
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◆地域内交流及び国内交流の推進 

新市では、祭りやエイサー大会など、イベントの充実化とそれらをとおした地域内外交流を推進し、

市民としての一体感の醸成を図ります。またイベント広場の整備についても併せて推進します。 

また、これまでの国内交流事業を継承・促進し、市民の意識啓発に努めます。 

 

 

◆市民と行政のパートナーシップの確立 

市民と行政が協働するまちづくりに向けて、企画立案から市民が参画するまちづくり体制の整備を推

進します。また、インターネット等のＩＴを活用した積極的な情報公開や情報交換の場づくりなど、開

かれた行政を推進し、市民と行政のパートナーシップの確立を推進します。 

 

◆柔軟で効率的な行財政機構の確立 

市民サービスの充実を目指し、自治体運営の見直しや組織機構改革などを進めながら行政組織の横断

的な連携強化、公共施設等の社会資本の整備に民間資金（ＰＦＩ）を活用した事業の導入、行政職員の資

質の向上や能力開発のための研修、事業評価の制度化など効率的な組織づくりを推進します。 

また、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行うために、自主財源の確保に努め、アウトソー

シング等、業務の民間委託による行政コストの削減等の施策を推進します。 

３ 主要指標の見通し 

 

平成32年（2020年）までの将来人口を、平成7年と12年の国勢調査による男女年齢別人口をもと

に『コーホート要因法』(*)によって求めました。 

 

＊コーホート要因法 

    基準年次の男女年齢別人口を出発点とし、これに仮定された男女年齢別生残率、男女年齢別社会人口移動

率、女子の年齢別出生率および出生比を適用して将来人口を求める方法。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）総人口 

新市の将来人口は、平成 17 年（2005 年）で 113,227 人、平成 22 年（2010 年）で 115,972 人、

平成 27 年（2015 年）で 118,300 人、平成 32 年（2020 年）の推計人口は 120,222 人となり、着

実な増加傾向にあります。 

 

■総人口の見通し■ 

 

 

２ 主要指標の見通し ※うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略（人口ビジョン）より 

 

第2次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略 うるま市人口ビジョン改訂版により、令和７年

（202５年）までの将来人口を定めました。 

人口の自然動態仮定値の設定について、本市では、自然動態において人口維持に必要とされる合計特殊

出生率2.07の達成を目指した目標値2.1としています。経過年ごとの合計特殊出生率の目標値は、施策の

有効性を勘案し平成27（2015）年以降５年間で0.1ポイントずつの上昇を目指しています。合計特殊出

生率が2.1になった年以降は2.1を維持することを目標として設定しています。 

人口の社会動態仮定値の設定としては、現行の純移動率がマイナスである20～30代の転入・転出者数

が均衡になると仮定して、純移動率をゼロと設定しています。それに加えて全体の純移動率も令和2

（2020）年から令和12（2030）年までは収束すると仮定し、５年ごとに0.5を乗じた値を純移動率と

して設定しています。令和12（2030）年以降は移動数がゼロ（転入・転出者数が均衡）になると仮定し

て、純移動率をゼロと設定しています。 

 

 

（１）総人口 

新市の将来人口は、平成 27 年（2015 年）で 118,898 人、令和 2 年（2020 年）で 122,024 人、

令和 7 年（2025 年）で 123,884 人となり、令和 17 年（2035 年）までは増加傾向にあります。 

 

 

■総人口の見通し■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢別人口 

新市の年齢別人口をみると、老年人口については、平成17年（2005年）で18,178人

（16.1％）、平成22年（2010年）で19,851人（17.1％）、平成27年（2015年）で23,050人

（19.5％）と年々増加し、平成32年（2020年）は27,107人で、老年人口比は全体の22.5％に達

すると予測されます。 

■年齢別人口の見通し■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 世帯数 

核家族の進展や単身世帯の増加に伴い、１世帯当たりの人員は減少が進み、平成32年（2020年）

には2.7人になることが予測されます。世帯数の見通しは、総人口と１世帯当たりの人員の見通しから

約44,500世帯と予測されます。 

 

世帯数見通し＝各年総人口見通し÷各年１世帯当たりの人員見通し 

 

■世帯数の見通し■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（２）年齢別人口 

新市の年齢別人口をみると、老年人口については、平成27年（2005年）で23,148（19.4％）、

令和2年（2020年）で27,900人（22.8％）と年々増加し、令和7年（2025年）は30,966人で、

老年人口比は全体の24.9％に達すると予測されます。 

 

■年齢別人口の見通し■ 

 
（出所）第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（３） 世帯数 

核家族の進展や単身世帯の増加に伴い、１世帯当たりの人員は減少が進み、令和7（2025）年には

2.54人になることが予測されます。世帯数の見通しは、総人口と１世帯当たりの人員の見通しから約

47,683世帯と予測されます。 

 

世帯数見通し＝各年総人口見通し÷各年１世帯当たりの人員見通し 

 

■世帯数の見通し■ 

 

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 令和 7 年 

総人口 

（人） 
105,228 109,992 113,535 116,979 118,898 122,024 123,884 

1 世帯当たり人

口（人） 
3.47  3.27  3.05  3.05  2.81  2.70  2.54  

世帯数 30,347 33,592 37,212 38,344 42,269 45,000 47,683 

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

105,228 109,992 113,227 115,972 118,300 120,222

年少人口（人） 23,373 22,707 21,126 19,869 18,648 18,392

（0～14歳） 22.2% 20.6% 18.7% 17.1% 15.8% 15.3%

生産年齢人口（人） 69,103 71,746 73,923 76,252 76,602 74,723

（15～64歳） 65.7% 65.2% 65.3% 65.8% 64.8% 62.2%

老年人口（人） 12,700 15,427 18,178 19,851 23,050 27,107

（65歳以上） 12.1% 14.0% 16.1% 17.1% 19.5% 22.5%

（注）平成7、12年は国勢調査による現状値

区　分

総 人 口 （人）

年
齢
別
人
口

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

105,228 109,992 113,227 115,972 118,300 120,222

3.5 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7

30,347 33,592 36,525 38,657 42,250 44,527

（注）平成7、12年は国勢調査による現状値

世帯数（世帯）

区　分

　総 人 口  （人）

１世帯当たり人員（人）



 

 

 

 

 

 

（４）就業人口 

就業率は、平成12年に若干低くなっているものの、平成7年まではおおむね39.8%前後で終始して

います。今後、高齢化等により就業率は減少することが予想されますが、産業振興や就業の場の確保を

前提に、将来就業率を40.0％と想定します。したがって、平成32年（2020年）における就業人口は

約48,000人と予測されます。 

 

就業人口見通し＝各年総人口見通し×将来就業率(40.0%) 

 

■就業人口の見通し■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 新市のまちづくりプロジェクト・・・（以下省略） 

５ 地域別まちづくりの方針・・・（以下省略） 

 

 

（世帯） 

※平成 7 年から平成 27 年は国勢調査による現況値 

※令和 2 年・7 年総人口は「第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」から設定 

※令和 2 年 1 世帯当たり人口および世帯数は「第 2 次うるま市総合計画 基本構想」から設定 

※令和 7 年 1世帯当たり人口および世帯数は平成 7 年から平成 27年の 1世帯当たり人口および世帯数現況値を基に

トレンド推計によって算出 

（４）就業人口 

就業率は、今後高齢化等により減少することが予想され、令和8（2026）年には38.8％になる見通し

です。このため、令和8（2026）年の就業人口は4万人となり、2010（平成22）年から比べると約

2,800人減少となることが予測されます。 

就業人口については、新市の地域経済の活性化に不可欠な要素であるため、5年後（令和7（2025）

年）の将来就業率の設定を第2次うるま市総合計画の目標値に向け50％と設定します。したがって、令和

7（2025）年における就業人口は約51,800人と予測されます。 

 

就業人口見通し＝各年 15 歳以上人口見通し×将来就業率(50.0％) 

 

 

■就業人口の見通し■ 

 

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 令和 7 年 

15 歳以上人口

（人） 
81,855 87,285 91,503 95,805 98,266 101,608 103,615 

就業率 

（％） 
51.16  50.16  47.63  44.70  46.32  48.40  50.00  

就業人口 

（人） 
41,877 43,784 43,587 42,823 45,519 49,178 51,808 

※平成 7 年から平成 27 年は国勢調査による現況値 

※令和 2 年・7 年 15 歳以上人口は「第 2 次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」から設定 

※令和 2 年の就業率は「第 2 次うるま市総合計画 基本構想」から設定 

※令和 7 年の就業率は「第 2 次うるま市総合計画 基本構想」の目標値（令和 8 年時点）から近似値を設

定 

 

 

４ 新市のまちづくりプロジェクト・・・（削除） 

３ 地域別まちづくりの方針・・・（以下省略） 

 

●Ｐ.３２～Ｐ.４５ 

第 4 章 新市の主要施策 

１ 施策の体系 

●Ｐ.３５～Ｐ.６８ 

第 4 章 新市の主要施策（全部改正） 

１．施策体系 ※第 2 次うるま市総合計画（基本構想・前期基本計画）より 

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

105,228 109,992 113,227 115,972 118,300 120,222

39.8 39.5 40.0 40.0 40.0 40.0

41,877 43,496 45,291 46,389 47,320 48,089

（注）平成7、12年は国勢調査による現状値

区　分

　総 人 口  （人）

就業率(%)

就業人口(人)



新市の将来像である｢豊かな自然と人が調和した健康で心豊かな活力ある、歴史と教育文化のまち｣を

実現し、新市の一体性の速やかな確立を図るために、戦略プロジェクト及び新市のまちづくりにおける７

つの基本方針に基づき、次のような施策展開を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期基本計画では、基本構想で掲げた６つのまちづくりの基本目標に基づき、各施策を推進していきます。

また、基本目標別の分野を横断的に連携し取り組むべき施策として「分野横断施策」を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 分野別施策・主要事業 

 

施策の体系で示したまちづくりの基本方針の取り組みをテーマごとに、施策内容および主要事業につ

いて以下のように整理します。 

 

（１）沖縄県の中核都市として魅力ある都市基盤づくり 

①新市のまちづくりに関する基本計画等の策定 

【施策内容】 

●新市の一体性の確立と新市全体の均衡ある発展のため、まちづくりに関する 

   基本的な計画である新市基本計画等を策定する 

   

        

 

 

 

 

 

②市域を連絡する道路網の整備 

  【施策内容】 

●新市内を連絡するわかりやすく、環境にやさしい主要道路網の整備 

●主要道路網に関係する市道の整備による生活道路ネットワークの形成 

●新市のシンボル・名物となる道路の選定による新市のイメージアップ推進 

●道路沿道における地域の特性を生かした植栽の推進とユニバーサルデザインに基づいた沿道整備 

●新市循環道路（沖縄バイパス、半島一周道路、石川 34 号線等）の整備促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標別施策 

①みんなで支えあう健やかなまちづくり 

 ＜地域福祉＞ 

 ◆地域福祉の人材育成 

〇学校や社会教育活動、講演会、各種行事等の機会を通じ、人権や地域福祉に対する意識啓発を図ります。 

〇地域福祉を推進するボランティア養成講座等の充実を図り、福祉サービスを担う人材の育成・確保に努めま

す。 

〇市民自らが地域福祉の担い手となれるよう、民生委員・児童委員や行政、福祉機関と連携して地域課題の解

決に向けた活動を促進します。 

 

◆地域福祉の体制づくり 

〇市社会福祉協議会が中核となり、民生委員・児童委員、ボランティア、NPO 等が連携したネットワークの形

成に努め、地域で支え合う仕組みの構築を進めるとともに、地域福祉の担い手の活動を支援します。併せて、

地域福祉にかかる市民活動の各種取り組みについての広報活動などを行い、周知を図ります。 

〇地域社会や福祉事業所等と連携し、災害時要配慮者に対する支援体制を構築します。 

〇事業者も地域社会の一員であるという意識のもと、事業者が社会貢献活動や地域社会の福祉活動に参加しや

すいよう意識啓発に努めます。 

 

◆福祉サービスの充実 

〇総合的かつ計画的な地域福祉を推進するため、地域福祉計画に基づき、誰もが住み慣れた地域で安心して暮

らせる、市民参画による地域主体の福祉社会構築に努めます。 

〇地域社会の中で自分らしく生活を送ることができるよう、暮らしや福祉に関する生活相談支援の充実を図り

ます。 

〇健康福祉センター（うるみん）を拠点に活動する社会福祉協議会については、地域福祉活動の推進と、介護

支援、権利擁護等の各種サービスの充実に努めます。 

〇ユニバーサルデザインや交通バリアフリーの視点も加えた、バリアフリーのまちづくりを推進し、全ての市

民が不自由なく社会生活を送ることができるように努めます。 

 

 

＜生活貧困対策・生活保護＞ 

◆生活困窮者対策の推進 

〇生活困窮者自立支援法に基づき、各種支援事業を推進し、生活保護に至る前の支援対策の強化を図ります。 

〇生活困窮世帯の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施します。また、生活困窮者に対して各種

 

 
・州崎幹線5号線道路整備事業（中城湾港新港地区内） 

・南栄通り線道路整備事業（国道329号～石川西地区） 

・道路整備事業2-52号線（南風原～平安名） 

・道路整備事業86号線（臨港道路～県道37号線（屋慶名）） 

・その他主要道路・生活道路網の整備事業 

 

 

【主要事業】 

 

 ・総合計画の策定 

・国土利用計画の策定 

・都市計画マスタープランの策定 

・緑の基本計画の策定 

・その他新市のまちづくりに関する計画等の策定 

 

 

 

【主要事業】 



③地域に密着した交通体系の充実 

  【施策内容】 

●循環バス、コミュニティバス、福祉バス等の運行 

 

 

 

 

 

④魅力と活力にあふれる市街地の整備 

【施策内容】 

●地域資源との整合を図った持続ある地域発展のための土地利用の推進 

●既成市街地を補完する主要幹線道路等の沿道利用の推進 

●商業施設、公共施設、住宅施設が集積した活力ある市街地の整備 

●自然環境や農地と調和する適正な土地利用の誘導 

 

 

 

 

 

 

 

⑤歴史・文化、自然を生かした個性ある都市景観の形成 

   【施策内容】 

●良好な自然や歴史資源を生かした街並み景観の形成促進 

●自然を生かした河川・海岸整備の推進・促進 

●歴史的、文化的価値の高い建造物等を未来に残す方法の研究や体制づくり 

 

 

 

 

 

 

⑥快適で暮らしやすい住環境の整備 

【施策内容】  

●土地区画整理事業等の面的整備の推進 

●公営住宅の建設推進 

●多様な住宅ニーズに対応した安全で安心な住環境の整備を推進 

●公園・緑地の整備を推進 

●悪臭問題への対応など生活環境に考慮した対策の推進 

 

支援施策の情報提供や助言に努めます。 

〇自立支援事業としての住宅確保給付金・就労準備支援・一時生活支援等を実施します。 

〇生活困窮者への包括的な支援を行うため、社会福祉協議会やハローワークなどの関係機関との連携強化を図

ります。 

〇貧困の連鎖防止のため、生活保護世帯や生活困窮状態にある世帯の子どもを対象に高校進学に向けた学習支

援を実施します。 

 

◆生活保護制度の適正な運営 

〇調査活動を充実させ、被保護者の困窮の程度を適切に把握し、困窮の程度に応じ、必要な保護を実施します。 

〇適切な助言指導や、援助をすることにより、被保護者の自立助長に努めます。 

〇専門的な視点による適正保護を推進するため、保健・医療・福祉の各分野に精通した人材の育成・確保に努

めます。 

 

＜障がい者福祉＞ 

◆利用者本位の障がい福祉サービスの充実 

〇障害者基本法等に基づく、総合的な障がい者福祉計画・障害福祉計画を推進していくとともに、障がい者等

が安心して生活できる地域社会をつくることを目指すノーマライゼーションの理念のもと、障害や障がいのあ

る人に対する理解の促進に継続して取り組んでいきます。 

〇障害者総合支援法に基づく、居宅介護や短期入所（ショートステイ）などの介護給付、自立訓練や就労移行

支援などの訓練等給付、また更生医療などの自立支援医療、補装具の支給等の自立支援給付を中心に障がいの

ある人が地域で自立した生活がおくれるよう総合的なサービスの提供を継続して実施します。 

〇児童福祉法に基づく、児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援等の

障がい児通所支援をとおして、障がい児や家族にとって身近な地域で必要な発達支援を受けられるようサービ

スの提供を継続して実施します。 

〇地域や利用者の実情に応じて、地域における生活を支える相談支援や意思疎通支援、移動支援など、地域生

活支援事業を継続して実施します。 

〇利用者本位のサービスが実施されるよう、保健・医療・福祉の関係機関と連携を強化し、障がい者やその家

族等に対してライフステージに応じた切れ目のない支援と関係機関と連携した地域支援体制の充実を図りま

す。 

〇計画相談支援については、公平性や透明性を確保しつつ、利用者の意向が反映された適切な支給決定が行わ

れるよう、相談支援専門員や関係機関職員等の資質の向上等に向けた取り組みを進めていきます。 

〇相談支援の取り組み等については、うるま市障がい者基幹相談支援センターを中心とし、相談支援の充実や

職員の資質向上を図る必要があります。 

 

◆自立支援・社会参加の推進 

〇障がい者等の移動支援や創作的活動・生産活動の機会提供や社会との交流促進等を進め、障がい者等が地域

社会の中で自立し、自ら社会参加できるよう引き続き支援します。 

〇ボランティア団体の人材育成や活動を支援するとともに、身体障がい者協会やうるま市社会福祉協議会など

の関係機関・団体と連携し、障がい者等の自立支援推進体制の確立を引き続き目指します。 

〇就労支援事業所等と連携し、障がい者等がその適性に応じて能力を十分に発揮し、自立した生活を実現する

 

 

・コミュニティバス等運営事業計画の策定 

・コミュニティバス等購入事業 

 

 

 

 

【主要事業】 

 

・中心市街地活性化基本計画の策定 

・市街地再開発事業 

・東海岸開発構想の推進 

 

【主要事業】 

 
・勝連城跡歴史公園整備事業 

・伊波城跡歴史公園整備事業 

 

 

 

 

 

【主要事業】 



 

 

 

 

 

 

 

 

⑦基地の跡地利用計画等の策定 

【施策内容】 

●返還跡地のまちづくりに関する計画等の策定 

●地権者の意向に配慮した段階的な返還促進及び返還地の環境浄化等 

●返還跡地の有効かつ適切な利用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

（２）未来に向けた情報化・国際化の基盤づくり 

①多様な交流を活発にする情報基盤の整備 

  【施策内容】 

●高速・大容量通信網を基盤としたインターネット等の普及及び地域情報化の推進 

●教育・福祉・医療等に活用できるシステム体制と通信回路網の整備・充実 

 

 

 

 

 

 

 

②国際化の推進 

  【施策内容】 

●インターネット等を活用した情報発信システムの構築 

  ●学校教育、社会教育との連携を図った英語教育等の実践など国際化基盤づくりの推進 

  ●国際交流事業の推進 

       

 

 

ことができるよう、工賃・賃金向上に向け引き続き取り組みます。 

〇うるま市障がい者基幹相談支援センターが中心となって取り組んでいる、認知症、知的障害や精神障害など

の判断能力が不十分な方々を保護し支援する成年後見制度については、「うるま市権利擁護センター」や関係機

関との連携をより一層高め、成年後見制度を安心して利用できる体制づくりを推進していきます。 

〇障がい者等虐待の早期発見や権利擁護の推進、また合理的配慮を推進し、偏見、差別のない社会づくりに努

めます。 

 

＜国民健康保険＞ 

◆国民健康保険制度の安定運営 

〇ジェネリック医薬品の推奨、レセプト点検の実施等により医療費の適正化に向けた取り組みを推進します。 

〇被保険者の健康寿命の延伸のため、特定健診受診率、特定保健指導率の向上とともに地域を主体とした健康

づくりに努めます。 

〇沖縄県都市国民健康保険研究協議会を中心に国民健康保険財政の赤字問題解決のため前期高齢者交付金の格

差是正の財政支援措置を引き続き国へ要請します。 

 

◆都道府県化（広域化）への対応 

〇国民健康保険制度の都道府県化に向けた各種協議やシステム構築等に取り組むとともに、2018（平成 30）

年度以降は県の国民健康保険運営方針のもと事務の効率化、標準化、広域化を推進します。 

 

＜高齢者福祉・介護保険＞ 

◆健康づくり・生きがいづくりの充実 

〇健康づくりに関する意識の啓発をはじめ、特定健診等の受診勧奨や自主的な取り組みを促進します。 

〇生涯学習や生涯スポーツ活動の促進、活動場所の確保等による老人クラブ活動事業の推進等により高齢者の

健康づくり・生きがいづくりを支援します。 

◆安全・安心なまちづくり 

〇高齢者をはじめ、市民が安全・安心な暮らしを続けていくため、災害時の対応や生活の基盤となる住まいの

確保等を進めます。 

〇災害時要援護者登録制度の理解及び登録促進や自主防災組織の結成・育成等により、災害時の対応体制の充

実を図ります。 

〇高齢者向け住宅等の整備促進や有料老人ホームの届け出促進等により、高齢者が安心して暮らすための良質

な住まいの確保を図ります。 

〇公園、道路、公共施設等の公共空間において、バリアフリー化を推進していきます。 

 

◆介護予防・介護保険サービス等の充実 

〇高齢者の心身機能の低下を防ぎ自立した暮らしを続けていくためには、心身機能の状態を把握し、個々の状

態に合わせて心身機能の維持・改善を図り、要介護状態への移行及び重度化の抑制を図ります。 

〇生活支援や身体介助等が必要な高齢者への適切な介護・福祉サービスの提供に努めます。 

〇高齢者の状態把握をはじめ、高齢者の状態に合わせた介護予防教室への参加促進及び教室の内容等の充実、

地域での介護予防活動拠点の確保等を進め、介護予防の充実を図ります。 

〇支援が必要な高齢者へ適切なサービスを提供できるよう、介護保険サービス（居宅型、地域密着型、施設型）

 

 
・土地区画整理事業 

・公営住宅建設事業 

・住宅地区改良事業 

・公園･緑地整備事業 

 

 

 

【主要事業】 

 

 
・基地跡地利用計画の策定 

・楚南開発プロジェクトの推進 

 

【主要事業】 

 
・地域情報化計画の策定 

・地域イントラネット導入事業 

【主要事業】 

 

・海外ホームステイ事業 

・海外友好都市経済・文化交流事業 

・海外移住者子弟研修生受入事業 

・英語指導助手配置事業 

【主要事業】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域資源を生かした豊かで活力ある産業づくり 

①明日の豊かさを担う農業・畜産業の振興 

【施策内容】 

●ほ場や農道等の農業生産基盤の整備 

●後継者や担い手の育成 

●企業化・法人化の推進 

●特産物の創出とブランド化および販路の拡大 

●市民農園や観光農園など観光等他産業と連携を図った取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

②豊かな海を育てる水産業の振興 

【施策内容】 

●資源管理型漁業の推進 

●水産業を担う人材の確保・育成 

●水産特産品のブランドとしての浸透化と販路拡大の推進 

●漁港等生産基盤の整備 

●藻場や漁場の環境保全対策の推進 

●観光・リゾート産業との連携によるブルー・ツーリズムの展開 

 

 

 

 

 

③健康・長寿をテーマとした新産業の創出と工業の活性化 

【施策内容】 

●企業・大学・行政・市民の協力・連携を図ったスポーツ・健康・観光関連 

  ビジネスの創出と相互連携による新産業の創出 

の確保に努めるとともに、自立に向けた在宅福祉サービス等の提供を図ります。 

 

◆支え合いの仕組みづくり 

〇今後の高齢化が進行していく社会においては、元気な高齢者同士や地域での支え合いはもちろん、保健・医

療・福祉等の多様な分野から成る横断的なネットワークの形成・連携強化に努めます。 

〇地域包括支援センターの機能強化を図りつつ、同センターを中心としたネットワークの形成・連携強化を図

っていくとともに、地域活動等の支援による住民同士の支え合い活動を推進していきます。 

〇増加する認知症高齢者等を支える仕組みづくりのため、認知症に関する知識の普及や地域及び専門家による

見守り・支援体制づくりに取り組みます。 

 

 

②子どもがいきいきと育つまちづくり 

＜母子保健＞ 

◆母子保健の充実 

〇「健康うるま 21 後期計画」及び「うるま市子ども・子育て支援事業計画」に基づく、妊娠・出産・育児期に

おける各種健康診査や健康教室、相談支援、情報提供などの母子保健サービスの充実に取り組み、関連機関と

の連携体制を強化します。 

〇安全・安心な妊娠出産に向け、母子健康手帳交付時の個別指導を全件行い、 

若年妊娠や妊婦健康診査の有所見者などの妊産婦や配偶者への保健指導を行います。また、出産後は健全な親

子関係の構築や心身ともに健やかに成長できる環境づくりのため、新生児訪問や乳幼児健康診査・健康相談な

どを行います。 

〇個別に支援の必要がある家庭には、地区担当保健師が訪問等による相談支援を行います。 

〇教育委員会等と連携し、思春期教室開催など、次世代の健康づくりを行います。 

〇保健師や栄養士、臨床心理士などの専門的人材の育成、PDCA に基づいた母子保健事業を展開し、地域の母

子保健を担う母子保健推進員の育成確保に努めます。 

 

◆感染症予防対策の充実 

〇定期予防接種等の実施や感染症予防啓発を行うことにより感染症の蔓延防止、個人の発症予防及び重症化を

防ぎます。 

 

◆食育の推進 

〇妊娠期、生まれてからの成長に合わせた離乳食や幼児食への移行など、次世代の健康づくりの基本となるラ

イフステージに合った食の推進を図ります。 

 

＜子育て支援＞ 

◆子どもの育ちを見守る環境の充実 

〇保護者の就労と子育ての両立を支援し児童の健全な育成を図るため、公設学童クラブの整備に努め子どもの

居場所づくりを進めます。 

〇青少年の健全育成を推進していくため、児童館に中高生を受け入れ、居場所を提供することにより、異年齢

間の交流を図ります。 

 

 
・農業振興地域整備計画の策定 

・基盤整備促進事業 

・集落地域整備事業 

・農業生産基盤整備事業 

 

 

 

 

・畜産環境整備事業 

・農業特産品研究･開発支援 

 

 

 

 

【主要事業】 

 
・水産基盤整備事業 

・水産特産品研究･開発支援 

 

 

 

 

【主要事業】 



●産業の担い手づくりや起業の促進 

●自然環境保全、循環型社会形成の視点にたった商品開発等の推進 

 

 

 

 

 

 

④賑わいと活気にあふれる商業・サービス業の振興 

【施策内容】 

●既成市街地における各種商業・産業の育成・誘致の促進 

●コミュニティ空間やオープンスペース等の充実による賑わいのある商業空間 

の創出 

●経営基盤の強化、近代化、共同化の促進 

●後継者、各種団体の育成 

●イベント等の開催による各種情報発信の促進 

 

 

 

 

⑤「見る」「触れる」「感じる」観光の振興 

【施策内容】 

●各種観光資源を生かした農業体験・漁業体験・民俗行事体験など長期滞在型 

観光の振興 

●既存観光施設・レクリエーション施設や文化施設の機能分担とネットワーク 

化の推進 

●観光振興と結びついた通年型イベント、スポーツの振興 

●観光協会の設立及び関連事業の支援 

 

 

 

 

 

 

 

（４）自然と共生した安全で快適な生活環境づくり 

①人と自然が共生する循環型社会の形成 

  【施策内容】 

●環境汚染の未然防止、廃棄物不法投棄等の規制や省エネルギー化・新エネルギーへの転換など総合

的環境対策の推進 

〇虐待の予防や早期発見・早期対応ができるよう、学校や地域、関係機関との連携を強化するとともに、相談

体制を充実します。 

 

◆安心して子育てできる環境の充実 

〇子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健やかな育ちを支援するとともに保護者の医療費の

軽減を図るため、こども医療費の一部助成（中学卒業まで）を継続的に実施します。 

〇母子・父子家庭の生活安定と自立支援に向けた、就労支援や日常生活支援、修学資金の貸し付けなどの各種

支援の充実に努めます。 

〇ファミリー・サポート・センターにおいて「子育てを手助けして欲しい人」と「子育てを手助けしたい人」を

結ぶ育児支援を進めます。また、ファミリー・サポート・センターの周知を図り、登録会員数を増やし、利用ニ

ーズに対応できるよう努めるとともに、低所得者等への利用料金の助成等について検討します。 

〇子育ての不安の解消や負担軽減を図るため、地域子育て支援センター等による保護者間の交流の場の確保や

情報提供、育児助言、子育て講座の開催など子育て支援サービスの提供を進めます。 

〇各関係機関にある子育てに関する相談窓口の連携強化や妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援、

ワンストップ相談、窓口関係機関とのネットワークの構築（子育て世代包括支援センター）をするとともに、

市の広報やホームページなどを活用し子育て支援に関する情報発信の充実に努めます。 

〇「地域子ども・子育て支援事業」に示された各種事業（延長保育事業、利用者支援事業、放課後児童健全育成

事業、地域子育て支援拠点事業等）について、利用者ニーズを把握し、安心して子育てできる環境整備を推進

します。 

 

＜保育＞ 

◆多様な保育サービスの充実 

〇待機児童の解消に向け、既存認可保育所の増改築など定員増を伴う施設整備を図ります。 

また、３歳児未満の待機児童が多いことから、分園や小規模保育事業、事業所内保育事業を推進します。 

〇保育士確保に向け、市独自の助成事業や国及び県の支援事業を積極的に活用し、処遇改善、継続雇用を促す

とともに、保育士試験対策講座を開催し保育士の掘り起しにつなげます。 

〇認可外保育所を含む市内保育所の職員を対象にした研修会の開催や配慮を要する子の巡回相談事業を行い、

保育の質の向上を図ります。 

〇認可外保育所職員への研修を行うとともに、小規模保育事業への移行を促進するなど認可外保育所に入所す

る児童の保育環境の向上を図ります。 

〇一時預かり保育、延長保育事業などの充実を図るとともに、病児・病後児保育については、医療機関と連携

し取り組みを進めます。 

〇乳幼児期から児童期への連続した子どもの発達を意識し、子どもの生活や学びが円滑に移行していけるよう、

就学前教育の充実と保育所・幼稚園・小学校が連携した交流活動や職員間の相互理解を深め、情報共有を図り

ます。 

〇各家庭の幼児教育・保育に対する多様なニーズに応えるため、認定こども園の導入等について関係機関と連

携を深め推進します。 

 

 

③まちの活力を生み出す産業づくり 

 
・健康・長寿研究施設整備事業 

・健康・長寿産業創出のための研究･開発支援 

・企業家育成支援 

・企業誘致促進事業 

・起業支援 

 

 

 

【主要事業】 

 

 

 
・中心市街地活性化基本計画の策定（再掲） 

・物産展等イベント開催支援 

 

 

 

 

 

 

【主要事業】 

 

 
・観光振興ビジョンの策定 

・観光闘牛場整備事業 

・道の駅整備事業 

・あやはし海中ロードレース大会 

・各種観光イベントの開催支援 

【主要事業】 



●ごみ減量化の促進 

●衛生的で効率的な処理施設の運営・整備 

 

 

 

 

 

 

②地球環境にやさしい生活環境の整備 

   【施策内容】 

●ごみの散乱防止や地域美化コンクールの実施や CGG 運動(*)の展開等浄化・美化運動の推進 

●自然環境保全に対する意識の向上 

●環境との共生を前提にした地球にやさしいまちづくり事業の推進 
 

＊ＣＧＧ運動 

     「綺麗な街、緑豊かな街、温かい心で迎える街」を推進していく運動。 

 

 

 

 

 

③上・下水道の整備 

   【施策内容】 

●安全、安定、低廉な水の供給促進 

●地域特性と整合した公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置事業の推進 

 

 

 

 

 

 

④安全で安心できる防災・防犯体制の整備 

  【施策内容】 

●地域防災計画に基づく市民の防災意識の高揚や自主防災組織の育成・強化 

●災害に強いまちづくり事業の推進 

●自然災害時の避難場所の確保 

●意識啓発活動による火災予防の推進 

●消防施設の適正配置 

●車両や装備の充実・拡充 

●消防水利の確保 

●防犯意識の高揚と地域での防犯体制づくりの推進 

＜農林水産業＞ 

◆強く継続性の高い経営体の育成と生産環境づくりの推進 

〇沖縄県や農業協同組合、その他関係機関との連携を図り、担い手の確保・育成および農業経営の法人化の支

援等経営基盤の強化に努めます。 

〇将来にわたり水産業が持続的に産業として成り立っていくために、漁業の担い手の育成及び確保、所得向上

等に向けて、漁業協同組合と連携しながら取り組みを進めます。 

〇耕種農業と畜産業との連携を深め、地域の実情に合わせた効率性の高い生産環境を目指します。 

〇農地中間管理機構や農業委員会と連携し、耕作放棄地の解消を図るとともに、担い手農家への農地流動化に

よる農地集積など、経営規模の拡大と農地の合理的利用の推進に努めます。 

〇自然災害による日照不足や干ばつ・台風等から園芸作物への被害を最小限に抑えるため、災害に強い園芸施

設の拡充を推進します。また、甚大な被害があった場合においては、国・県へ対応を要望します。 

〇農水産業振興戦略拠点施設など市場との情報共有により、ニーズに合わせた生産体制を構築するための施設

の整備や技術・営農情報の発信に努めます。 

 

◆生産性が高く収益に繋がる生産基盤の形成 

〇ほ場やかんがい施設、漁港施設等の生産基盤整備を推進し、安定した産業展開に努めます。 

〇市街地の拡大による農地の無秩序な転用を防ぐとともに、農地中間管理機構等の公的機関を活用した農地の

賃貸借契約を進め、経営規模の拡大及び耕作放棄地の未然防止に努めます。 

〇農地の生産性を高めるため、耕作放棄地の解消による規模拡大を図りつつ、地域に合った栽培技術や輪作、

高収益作物の導入等を推進します。 

〇農業生産性の安定向上を図るため、農業用施設および農業用機械の拡充に向けた支援に努めます。 

〇漁港施設の現状を把握し、その結果に基づく機能保全計画の策定に努めます。 

◆うるまブランドの形成と販路展開の確立 

〇拠点産地品目などによるブランド化を推進するため、消費者や市場に信頼性の高い農水産物の安定供給、流

通に努めます。 

〇特産物を活用した新商品開発やＰＲ展開の支援、商業・工業と連携した６次産業化を推進します。 

〇安全・安心な農水産物食材の食育およびスローフード運動を推進します。 

〇農水産業振興戦略拠点施設を活用して、農水産物の販路拡大に努めるとともに、学校給食等と連携して、食

育や食農、地産地消および地産外商を推進します。 

 

◆地域資源を活用して豊かで活力ある農漁村の創出 

〇廃プラスチックや漁網などの産業廃棄物の適正処理を促進するとともに、持続的に経営できる資源管理型漁

業の推進、環境保全型農業の推進など、自然環境への負荷軽減に配慮した環境にやさしい農林水産業の振興を

図ります。 

〇環境に配慮した耕畜連携農業を目指し、大量に発生する家畜排せつ物や廃棄農水産物などの有機肥料化を推

進し、バイオマス資源の利活用を促進します。 

〇農漁村は食料その他の農水産物の供給機能はもとより、自然環境の保全、水源のかん養、良好な景観の形成

などの多面的機能を有することから、その機能の保全、さらに農漁村と都市住民との交流および農水産業体験

の促進による交流機会の創出を推進します。 

〇農業者が継続的な営農を推進するため、地域と連携して世代間の交流ができる農家コミュニティの醸成を推

 

 
・最終処分場建設事業 

・既存ごみ焼却施設撤去事業 

・リサイクルプラザ（仮称）の活用促進事業 

・資源ごみ収集事業 

 

 

【主要事業】 

 
・環境美化運動促進事業 

・市民への啓発運動推進事業 

 

 

 

【主要事業】 

 
・上水道整備事業 

・上水道施設管理システム整備事業 

・公共下水道整備事業 

・下水道施設管理システム整備事業 

 

【主要事業】 



●交通安全施設の整備充実 

●交通安全教育の推進 

 

 

 

 

 

 

（５）やすらぎとふれあいが支える健康・福祉づくり 

①だれでも、どこでも安心して暮らせる地域福祉の推進 

  【施策内容】 

●市民が福祉活動に積極的に参加するような福祉意識の高揚 

●市民の相互扶助の精神に基づいた地域福祉の推進 

●各種保健・福祉プランの策定 

●ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進 

●高齢者、身障者などの雇用機会の充実 

●市民の保健・福祉を支える施設整備 

 

 

 

 

 

 

②すべての人々がやすらぐ、心とからだの健康づくりの推進 

  【施策内容】 

● 予防医療の強化 

● 早期発見・早期治療のための体制の整備や人材の確保 

● 県立中部病院と民間病院との連携を図った医療体制づくりの促進 

● 離島の救急医療強化の促進 

 

 

 

 

 

 

③いつも生き生き、高齢者が生涯現役で活躍できる環境整備 

  【施策内容】 

● 高齢者福祉及び介護保険制度の充実 

● 予防医学・生涯学習の両面からの世代間交流等の推進 

● 高齢者福祉を支える施設整備 

進します。 

 

＜商工業＞ 

◆賑わいのある商業の振興 

 〇商業の活性化と市街地の整備に関する施策の具体化を図るため、中心市街地活性化基本計画の策定に向け、

取り組みを推進します。 

〇商工会や通り会などの関係団体と協力し、地域資源を活かしたイベントや交流事業などの活動を支援し、商

業地の活性化に取り組みます。 

 

◆商工業活性化への支援 

〇商工会等の関係団体と連携し、各種相談や経営診断、商品開発や販売システムに関するワークショップの開

催、経営セミナーの開催など、商業者の経営基盤の強化、スキル向上、支援体制の充実に努めます。 

〇国や県が実施する中小企業支援制度の活用が円滑に進むよう、金融機関と連携し、速やかな事務手続きに努

めます。 

〇創業支援事業計画の推進により、創業希望者に対する窓口相談や事業計画書作成支援等の適切な支援を実施

します。 

 

◆地場産業の振興 

〇うるま市の特産品等を活用した商品開発への支援や商品の PR を実施するなど、観光業・農林水産業等と連

携した地場産業の振興を図ります。 

〇闘牛などの地域の観光資源を活用し、観光業と連携した商業の活性化に向け取組みます。 

〇立地企業や既存企業、研究開発機関等との連携を強化し、ビジネスマッチングなど市内企業の活性化に努め

ます。 

〇「うるま市中小企業振興基本条例」を推進し、中小企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しなが

ら、市内企業の振興を図ります。 

 

＜観光＞ 

◆観光振興の取り組み推進 

〇うるま市観光振興ビジョンに基づき、市全体としての戦略的な観光産業の振興を図り、うるま市観光物産協

会やうるま市商工会、観光関連事業者、庁内組織などの関係団体等と連携して、多種多様なニーズに対応した

ネットワークや観光関連人材の育成などを積極的に進めます。 

〇まつりやエイサー・闘牛などのイベントの振興や連携の強化・ＰＲの充実を図ります。 

〇観光物産情報のＰＲについては、各種メディアを活用して積極的にＰＲを行います。 

〇地域の特性・資源を生かし、観光産業と連携した体験型観光商品の開発を行い、観光振興を図ります。 

〇観光資源、観光拠点と連携して宿泊施設の誘致や滞在施設の民間での整備を促進します。また、観光物産協

会や関連団体等と連携し民泊を推進します。 

〇各種スポーツの合宿地としての環境整備やイベント等の開催を誘致し、スポーツツーリズムの推進に向けて

協議会の立ち上げなどに取り組みます。 

〇周辺市町村との連携を図り、クルーズ船の受け入れなど広域的な観光対策を実施し、圏域全体での観光客誘

致を推進します。 

 

 
・地域防災計画の策定 

・消防庁舎改築工事 

・緊急通信指令施設整備事業 

・消防車両購入事業 

・排水路及び雨水幹線整備事業 

 

・交通安全対策事業 

・防犯対策事業 

・防災無線放送施設整備事業 

 

【主要事業】 

 

 
・地域保健福祉計画の策定 

・総合福祉センター整備事業 

・健康・長寿研究施設整備事業（再掲） 

 

 

【主要事業】 

 
・住民健診事業 

・予防接種事業 

・母子保健事業 

 

 

【主要事業】 



 

 

 

 

 

 

 

 

④未来を担う子どもたちのための子育て支援の推進 

  【施策内容】 

● 各種子育て支援施設・機能の整備・充実 

● 就学前保育・教育の充実を図った安心して生み育てられる環境づくり 

● 地域一体となった育成活動 

● 事業や活動を支える人材の育成 

● 保育所・保育園の適正配置 

● 既存施設等を活用した待機児童解消施策の推進 

   

 

 

 

 

 

 

（６）人と歴史がおりなし、共に学び創造する教育・文化づくり 

①生涯学習の充実 

  【施策内容】 

● 図書館、公民館等の文化・学習施設をネットワーク化 

● 講座設置、サークル活動の支援充実などソフト面の整備 

● 移動図書館・生涯学習施設等の整備・充実 

 

 

 

 

 

 

②未来を支える学力と生きる力を育む特色ある教育環境の整備 

  【施策内容】 

●学校教育における基礎・基本学習の徹底、コミュニケーション能力の向上および情報技術の学習な

ど個性的な教育システムの充実および人材の育成 

●ユニバーサルデザインに基づいた老朽校舎の改築、体育館・プールおよび給 

〇市内文化財や伝統文化などの文化資源を観光振興に活用する取り組みについて継続的に進めます。 

 

◆観光資源の整備・充実 

〇世界文化遺産の勝連城跡については、観光誘客及び特産物の販売促進による観光振興を図るため、文化観光

拠点として整備を進めます。また、勝連城跡周辺の観光資源（海中道路や島しょ地域など）との連動や地域資

源を活用した観光ルートづくりについても検討します。 

〇あやはし館や石川多目的イベント公園（通称：石川ドーム）などの既存観光資源の充実や、新たな観光施設

の拠点整備についても取り組みます。 

 

＜雇用促進・就業支援＞ 

◆働く場の確保 

〇うるま市産業振興計画を策定し、企業誘致や雇用拡大に向けた各種施策を推進します。 

〇本市地域内における雇用及び就業機会の創出を図るため、各種就労支援事業を実施します。 

また、継続雇用を前提とした人材育成事業を実施し、雇用者数増加につなげます。 

〇子育てや家庭の事情等で、フルタイムで働くことが困難な者や、高齢者、障がい者などを対象とした各種就

労支援事業を実施します。 

 

◆ミスマッチの解消 

〇街角コンタクトセンターを運営し、相談窓口を設置することで、求職者と事業者とのミスマッチの解消に努

めます。 

〇うるま市ふるさとハローワーク（うるま市地域職業相談室）と連携し、職業紹介事業を実施します。 

 

◆就業意欲の向上 

〇就業意欲向上に向け、学校・教育機関と地域・企業と有機的な連携を図るため「うるま市グッジョブ連携協

議会」の拡充を図ります。 

〇うるま市グッジョブ連携推進事業を推進し、児童生徒の就業意欲につながるキャリア教育の充実・強化に努

めます。 

〇就業意識の向上を目的としたイベントの開催や、ラジオ、広報紙での情報発信を継続的に実施します。 

 

＜企業立地＞ 

◆成長産業の育成・支援 

〇中城湾港新港地区に立地する企業を対象とし、物流に関する各種支援事業を実施します。 

〇製造関連産業の活性化のため、国・県と連携して物流機能の拡充を図ります。 

〇市内の研究開発型ベンチャー企業等を対象に、商品開発等の研究開発のための支援を実施します。 

 

◆企業誘致の推進 

〇企業誘致推進員を配置し、企業情報を収集するとともに、本県へ進出を検討している企業に対し、企業誘致

の働きかけを行います。 

〇固定資産税の減免、雇用奨励金の支給及び融資の優遇措置などの支援策の充実を図ります。 

〇企業立地サポートセンターにおける立地企業を対象とした相談窓口の設置など、立地企業のフォローアップ

 
・高齢者福祉及び介護保険事業計画の策定 

・生活支援ハウス整備事業 

・地域公民館ミニデイサービス事業 

 

 

 

 

【主要事業】 

 

 
・次世代育成支援地域行動計画の策定 

・児童館整備事業 

・保育所整備事業 

・子育て支援事業 

 

 

 

【主要事業】 

 

 
・生涯学習施設等整備事業 

・移動図書館整備事業 

・地域イントラネット導入事業（再掲） 

 

 

 

 

【主要事業】 



食施設等の整備 

●幼稚園における施設・設備の充実 

●次世代の地域を支える人材育成のための専門教育の充実 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③家庭・学校・地域社会の連携で進める青少年健全育成の推進 

  【施策内容】 

●子どもたちの交流機会やふれあい活動等の健全育成活動の推進 

●家庭、学校、地域、行政との連携による育成団体の強化 

●青少年を取り巻く環境浄化、青年活動の充実強化 

●自然環境を生かした体験学習等の充実強化 

 

 

 

 

 

 

 

④健やかな体と心をつくるスポーツ・レクリエーション活動の推進 

  【施策内容】 

●健康情報・意識等の広報等による啓発 

●健康づくりのための、マリン系スポーツ活動の促進や身近な各種教室の開催およびスポーツ活動

団体への支援などスポーツやレクリエーションの普及  

●既存のスポーツ・レクリエーション施設整備とネットワーク化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

並びに環境整備等を図ります。 

 

◆人材の確保・育成 

〇エンジニア、ＩＴ技術者、物流関連従事者等の各種研修を行い、企業の必要とする人材を育成します。 

〇Ｉ・Ｕ・Ｊターン人材のマッチングや、立地企業への人材紹介などのできる支援体制を構築し、効果的な人

材確保を支援します。 

〇ＩＴ事業支援センター、舞天館、じんぶん館等の産業振興拠点施設を活用し、入居企業就業者の働きやすい

環境の整備を実施します。 

 

 

④自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり 

＜土地利用＞ 

◆計画的な土地利用の推進 

〇次期国土利用計画の策定においては、都市計画や農業振興地域等の見直しの状況等も踏まえ、本市の土地利

用の方向性を示します。 

〇土地利用については、法律や各種計画に基づくとともに地域の特性に応じた計画的な土地利用を推進します。

また、土地の有効利用の観点から都市計画未指定地域の用途指定を推進します。 

〇農業振興地域整備計画に基づき農業の生産基盤である良好な農地の確保に向け取り組みます。 

 

◆地域特性に応じた土地利用の推進 

〇中城湾港新港地区に隣接する地域や県道 33 号線沿いについては、今後、商業施設の集積など発展が期待さ

れる重要な地域であることから、農業振興との整合を図りつつ効果的な土地利用に取り組んでいきます。 

〇楚南の米軍基地返還地区及び返還予定地区（弾薬庫・楚南道）については、地権者や周辺住民との合意形成

を図りながら土地の有効利用を検討していきます。 

〇薮地島を中心とした東海岸開発基本計画については、地権者や地域の協力を得ながら市道整備など実現性の

高い事業から取り組んでいきます。 

〇海岸、港湾については、地域の活性化に寄与する物流拠点としての整備や旅客船ターミナル及びクルーズ船

の接岸を可能とするための護岸整備などについて、国・県に対して要請していきます。 

〇海岸沿いの道路整備や保安林等の機能保全や有効利用について国・県に強く要請し、観光振興等を推進して

いきます。 

 

＜公共交通＞ 

◆地域公共交通の充実 

〇既存の路線バスの維持充実に努めるとともに、県や路線バス事業者と連携し、公共交通としての路線バスの

利用者が増えるよう、環境整備や市民の意識啓発活動等に取り組みます。 

〇市が行政サービスの一環として実施する公共施設間連絡バスについては、庁舎統合後の行政サービスを確保

するため、その運営維持に努め、利用を促すような取り組みを推進します。 

〇公共交通空白地帯の解消について調査研究し、地域特性に応じた移動手段の確保を検討します。 

 

◆新たな地域公共交通の推進 

 

 
・幼稚園施設整備事業 

・小学校施設整備事業 

・中学校施設整備事業 

・教育用コンピュータ整備事業 

・看護専門学校整備事業 

 

 

【主要事業】 

 
・幼児・児童・生徒健全育成事業 

・自然・社会・生活体験学習 

・職場体験学習 

 

 

 

 

【主要事業】 

 

 
・社会体育施設整備事業 

・あやはし海中ロードレース大会（再掲） 

・マリンスポーツ大会 

 

 

 

 

【主要事業】 



⑤心豊かな芸術文化の振興と歴史遺産の保護・活用 

  【施策内容】 

●歴史や祭りなどの伝統文化の継承 

●市民の主体的な文化・芸術活動への支援 

●文化・芸術情報受発信機能の充実、整備とその活用 

●文化財の保護と有効活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）パートナーシップで築く住民主役のまちづくり 

①男女共同参画社会の形成 

  【施策内容】 

●市民、事業者、市が協働して築く男女共同参画社会の推進 

 

 

 

 

 

②コミュニティの充実強化と人づくり、こころづくりの推進 

  【施策内容】 

●コミュニティ醸成のための、まちづくりボランティア活動の推進およびまちづくりリーダー、まち

づくり NPO の育成等の推進 

 

 

 

 

③地域内交流及び国内交流の推進 

  【施策内容】 

●エイサー大会や祭りなどのイベントをとおした地域内外交流の充実 

●市民交流のためのイベント広場の整備 

●国内の交流・姉妹都市等との交流事業の促進 

 

 

 

〇県内における鉄軌道幹線の導入を想定し、鉄軌道に関する情報の収集・確認に努めるとともに、市民への情

報提供を図ります。 

〇新たな公共交通機関（ＢＲＴ、ＬＲＴ）の導入に向けて、周辺市町村や、既存のバス運行事業者など関係機関

との意見交換を図ります。 

 

＜道路・河川・排水路＞ 

◆市域をネットワークする交通体系の整備 

〇都市間、地域間を連絡する幹線道路については、道路整備プログラムに基づき、都市計画や土地利用計画と

整合のとれた計画的な整備を進めます。 

〇勝連半島をネットワークする道路として、県道勝連半島南岸部道路等の整備促進について県に働きかけます。 

〇生活道路については、地域や市民の要望を踏まえつつ、危険度・優先度等を考慮し、計画的に整備を進めま

す。 

〇幹線道路や生活道路については、計画的な修繕や改修工事を行うとともに、ボランティア団体等との協働に

よる管理等を実施し、快適で安全な道路の維持管理に努めます。 

〇老朽化した橋梁の長寿命化及び更新を図るため、優先度や財政状況を勘案しながら効率的な橋梁の整備・維

持改修等を実施します。 

 

◆河川、排水路等の整備・保全 

〇河川の氾濫による災害を防止していくため、二級河川（石川川・天願川・川崎川）の河川改修整備の促進につ

いて、県に働きかけます。また、準用河川や普通河川については、適切な維持管理に努めます。 

〇市内の河川排水路については、氾濫状況の把握等に努め、必要に応じ改修等を実施します。 

〇きれいな水環境の保全・回復を図るため、天願川デーをはじめとする環境美化作業等の市民活動を支援しま

す。 

〇水辺の環境の維持・向上、隣接する土地の浸食防止、市街地内排水の拡充のため、優先度等を勘案しながら

排水路の整備、改善を進めます。 

〇市街地の浸水対策として雨水幹線の整備を進めます。 

 

＜公園・緑地＞ 

◆みどりの基本計画の推進 

〇みどりの基本計画に基づき、施設緑地や地域緑地を含め市全体の緑化や自然環境の保全など多様な緑の施策

を推進するとともに、公園・緑地の配置及び整備を進めます。 

〇市民や民間団体等の自主的活動による緑化の促進に努めます。 

 

◆多様な公園の整備 

〇世界文化遺産の勝連城跡周辺においては、文化観光拠点施設の整備とあわせて、市民や来訪者の憩い・交流

の場、観光・レクリエーションの拠点として公園の整備を推進します。 

〇都市計画決定された公園のうち、未整備の公園等については、「うるま市公園整備プログラム」を基に優先度

や実施中の公園事業の進捗状況、今後の事業計画の見通しなどを総合的に勘案しながら取り組みます。 

〇その他の都市公園として、各地域の近隣公園や街区公園の整備を進め、緑豊かな市街地環境、集落環境の形

成を図ります。 

 
・勝連城跡保存修理事業 

・市民総合文化祭 

・道の駅整備事業（再掲） 

 

 

 

 

【主要事業】 

 

・男女共同参画行動計画の策定 

・住民啓発事業 

 

 

 

 

 

【主要事業】 

 

 

・地域コミュニティ活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

【主要事業】 

 
・イベント広場整備事業 

・エイサー大会 

・市民まつり 

・国内都市との文化交流事業 

 

 

 

【主要事業】 



 

 

 

④市民と行政のパートナーシップの確立 

  【施策内容】 

●企画立案から市民が参加するまちづくり体制の整備 

●インターネット等のＩＴを活用した情報提供や情報交換の場づくりの推進 

●市民の自治意識の啓発と活動の活性化促進 

●広報紙による幅広い情報提供の推進 

 

 

 

 

 

 

⑤柔軟で効率的な行財政機構の確立 

   【施策内容】 

●自治体運営の見直しや組織機構改革などによる行政組織の連携強化 

●公共施設等社会資本の整備における民間活力の導入・検討 

●職員の資質の向上や能力開発のための研修、事業評価制度化など効率的な組織づくりの推進 

●自主財源の確保および財源の重点的かつ効率的な配分の推進 

●公共施設間のＩＴによるネットワークの構築 

●市民の利便性の維持、向上が図れるような既存公共施設の整備統合の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊ ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業 

     ＥＳＣＯとは、「省エネ見込み量」を省エネ改善計画段階において顧客に保証し、パフォーマンス（成功報

酬）契約に基づき、省エネ改善のための計画立案から改修、管理までの一連の役務を顧客に提供する事業者の

ことをいう。公共建物や事業所ビル等に省エネのため改修工事を実施し、その後エネルギー節約分からコスト

及び投資を回収する。これによって、顧客はエネルギー費用の節減というメリットが得られる。省エネ改修に

必要なすべての費用をエネルギー節減分から賄うところにその特徴がある。 

 

〇公園の整備については、防災意識の高まりや多様化する市民ニーズを踏まえ、災害時の一時避難所としての

機能の確保や公共施設・飲食店等の民間施設との併設型の公園整備など、多くの市民が集うことができる公園

整備のあり方について検討します。 

〇市民がいつでも安全で快適に利用できるように、公園施設長寿命化計画に基づき遊具などの公園施設の改修

等を進めます。また、公園里親制度の普及に努め、市民との協働による公園・緑地の適切な維持管理を図りま

す。 

 

＜景観づくり＞ 

◆自然景観の保全・活用 

〇うるま市景観計画の更なる推進により、市内景勝地及びその周辺の良好な緑地帯を生かした自然景観の保全

を積極的に推進します。 

 

◆景観づくりの推進 

〇景観地区の指定地区数を増やし、建築物等の形態意匠について制限や助成により良好な景観へ誘導すること

で、うるま市らしい景観の保全・創出を図ります。 

〇うるま市景観賞の更なる啓発や景観緑化活動団体の支援等により、市民の景観まちづくりに対する意識を高

めます。 

 

＜住環境＞ 

◆市街地整備の推進 

〇土地区画整理事業施行地区の事業推進を図るとともに、組合施行による土地区画整理事業の自発的な立ち上

げの支援や技術的な支援を行います。 

 

◆住環境の充実 

〇良好な住環境の形成に向け、「公営住宅等長寿命化計画」に基づく市営住宅の改修や建て替えの推進に加え、

「住生活基本計画」で示された公営住宅の供給量についても目標達成を目指します。 

〇「住生活基本計画」に基づき、地域の特性や実態に対応した快適な住環境の創出に努めます。 

〇民間による開発行為などへの適正な建築指導により、良質な宅地の供給を促します。 

〇本市における空き家等の調査による実態の把握と条例の整備、対策の検討に取り組みます。 

 

＜循環型社会・環境保全＞ 

◆快適な生活環境の確保と保全 

〇地域の実情や産業動向などを勘案しながら、エコタウン、バイオマスタウンの形成、環境調和型の自然にや

さしいまちづくりを推進します。 

〇うるま市一般廃棄物処理基本計画に基づき、循環型社会づくりに対する市民や企業の意識啓発を図り、ゼロ・

エミッション等ごみの排出抑制や再利用、再資源化を推進・奨励するとともに、ごみの不法投棄に対する市民

ぐるみの監視体制を強化します。 

〇悪臭の発生源となる畜舎等については、衛生管理に対する適切な指導を行うとともに、監視体制の強化を図

り、家畜排せつ物資源の有機肥料化を推進します。 

〇近隣生活騒音や工事・事業場に伴う騒音・振動については、関係機関への改善要望や発生源への指導強化に

 

 

 
・ホームページの開設 

・市民参加推進事業 

・広報紙の発行 

 

 

 

 

 

【主要事業】 

 

・行政改革大綱の策定 

・定員適正化計画の策定 

・行政・事業評価システム導入 

・地域イントラネット導入事業（再掲） 

・既存公共施設の整備統合事業 

・ＥＳＣＯ導入事業(*) 

・統合型ＧＩＳ(*)導入事業 

 

 

【主要事業】 



 

  ＊ ＧＩＳ 

     ＧＩＳとは、Geographical Information Systems（地理情報システム）の略で、地図上にさまざまな情

報を重ね合わせて表示したり、分析するシステムのことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

努めます。 

〇米軍機等の騒音については、市内における騒音測定を実施し、関係機関への改善要請等に努めるとともに、

住宅防音工事対象区域の拡大等について関係機関へ要請します。 

〇野犬・ハブ・害虫対策などの環境衛生対策を推進し、快適で安心できる生活環境づくりを進めます。 

〇個人墓地の無秩序な散在化や無許可設置の拡大による景観や生活環境の悪化を防止するとともに、市営墓地

等の整備について推進します。 

 

◆自然環境との共生 

〇市民に対し動物の正しい飼い方や外来種などの野外放逐の禁止等の指導・助言内容を記載したパンフレット

やホームページ、広報紙等を活用し周知に努めます。 

〇貴重な自然体系を攪乱する外来種の情報について、事業者や市民等に提供するとともに、国・県・事業所・市

民等と協働して外来種対策に努めます。 

〇事業所や市民等を対象に、市内の自然環境や生き物を教える「うるま市出前講座」や自然観察会、中部北環

境施設等を活用した環境教育など環境学習の機会をつくり、環境保全に対する意識啓発に努めます。 

 

◆地球環境対策の推進 

〇うるま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定し、民間企業や各家庭における省エネ等を促進する

ことにより、率先して地球温暖化対策に努めます。また、庁内の取り組みとして、うるま市地球温暖化対策実

行計画（事務事業編）に基づき、庁内の省エネ等を推進します。 

 

＜上水道＞ 

◆安全・安心な水道水の安定供給 

〇安全でおいしい水を将来にわたって安定的に供給するため、水道ビジョンを定期的に見直します。また、配

水池や施設の効率的な活用を図るため、配水施設統合の検討を進めます。 

〇配水ブロック中央監視装置の活用によるブロック別配水量の把握、漏水の早期発見、水圧・水量の適正管理、

配水の効率的・安定的な運用及び必要な施設の整備・改良・更新に努めます。 

〇老朽管の更新や漏水防止対策などの維持管理事業を進め有収率向上に努めます。 

〇健全で安定した水道事業運営を持続していくため、経費節減や業務の効率化に努めます。 

〇津堅島への海底送水管を 2015（平成２７）年度において調査した結果、管自体には重大な腐食等は見受け

られなかったが、耐用年数を超えていることから早期の更新に努めます。 

 

◆水道水の有効利用の啓発 

〇市民に対して水道水への理解と有効利用の啓発、促進に努めます。 

 

＜下水道等＞ 

◆下水道等の整備 

〇公共下水道整備計画を策定し、これに基づく公共下水道整備と下水道への接続の促進・水洗化の向上を図り

ます。 

〇下水道施設ストックマネジメント計画に基づき、各施設の延命化を図るための計画的な維持・補修に努めま

す。 



〇下水道事業の企業会計移行業務により導入するアセットマネジメントシステムによる適正な資産管理と財政

シミュレーションにより、新規及び更新整備と維持管理を効果的に実施します。 

〇公共下水道等集合処理区域外については、合併処理浄化槽の設置にかかる経費の一部補助を実施するなど、

整備促進に向けた取り組みを進めます。また、合併処理浄化槽の定期的な保守点検や清掃について周知を図り

ます。 

〇下水道事業の地方公営企業法の適用にむけ、効率的な上下水道事業の執行体制を見直し再構築します。 

〇津堅地区農業集落排水事業については、地域の特性及び実情を踏まえ、将来において最適な汚水処理事業の

あり方を検討します。 

 

 

⑤郷土に誇りをもち未来を拓く人づくり 

＜幼児教育＞ 

◆幼児教育の充実 

〇人格形成の基礎が培われる重要な時期における教育として、幼児期の発達の特性を踏まえた「生きる力」の

基礎の育成を目指し、遊びを通しての総合的な指導の充実を図ります。 

○家族や地域社会との交流や連携、連続性を保ちつつ、幼児期の教育への理解が深まるよう、開かれた保育所・

幼稚園づくりを目指します。 

○障がいのある幼児の指導に当たっては、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していくことに

配慮し、他の子どもと平等な教育のために「合理的配慮」の考えに基づき、教育環境の整備等支援体制の充実

に努めます。 

○未就園児やその保護者同士がともに交流し、相談ができる場を提供するなど、幼稚園を地域における幼児教

育の拠点として位置づけ、子育て支援機能を充実します。 

○幼稚園における複数年保育（３・４・５歳児）の実施及び充実については、既存施設の規模等を考慮しながら

計画的に推進します。 

 

◆幼児教育環境の整備・充実 

〇質の高い保育の提供、幼児教育の振興を図るため、幼稚園教諭研修会の充実を図ります。 

○子どもたちが人格形成の基礎を育むことのできる設備や教材等の整備を図るとともに、安全安心な環境づく

りに努めます。 

 

◆幼稚園・保育所等・小学校との連携 

〇幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図るため、幼児の発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園・保育所等

と小学校との情報を共有し連携を図る環境づくりに努めます。 

○各家庭の幼児教育・保育に対する多様なニーズに応えるため、認定こども園の導入等について関係機関と連

携を深め推進します。 

 

＜学校教育＞ 

◆学校教育内容の充実 

〇学習指導要領改訂を踏まえ、カリキュラムマネジメント及びアクティブラーニングの効果的実践をとおして、

「確かな学力」の向上に努めます。 



○児童生徒の道徳性の育成や望ましい集団活動を通して心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るため、道

徳教育及び特別活動の充実に努めます。 

○学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させ、学ぶ意欲を向上させるなどキャリア教育の充実を推進

します。 

○基本的な生活習慣や生活態度を育て、心豊かで明るく伸びやかな児童生徒の育成に努めます。 

○平和教育や人権教育、福祉教育や思春期教室の充実に努め、生命や人権を尊重する思いやりのある心を育み

ます。 

○障がいのある児童生徒が自立し、社会参加するための基盤を培う教育の充実に努めます。 

○健康で心豊かな人を育むため、学校給食を通して児童生徒への食に関する指導を充実するとともに、食の安

全・安心・信頼性の確保に努めます。 

また、学校体育やスポーツに親しみ、健康や体力の保持増進の基礎づくりを進めます。 

○自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、安全な社会づくりに貢献できる資質や能力を育成すると

ともに、児童生徒の安全確保に努めます。 

○国際理解教育・外国語教育、情報教育の充実を図るとともに、児童生徒の国際交流事業を推進し、国際社会

の中で活躍できる人材の育成に努めます。 

○各学校や地域の実態を踏まえつつ、地域教育資源の発掘や活用を進め、児童生徒が自ら体験し、学び取るこ

とができる総合的な学習の時間や環境教育の充実に努めます。 

○地域とともにある学校づくりを実現させて未来を担う子どもたちの豊かな成長に資するため、市民協働学校

（コミュニティ・スクール）制度の市内小中学校全校への導入を目指します。 

○へき地・小規模校では、小中が連携し合い、地域に最も適した特色ある教育のあり方を調査・研究していき

ます。 

○教職員のライフステージに応じた研修の機会を確保し、教育に関する専門的、技術的事項の調査・研究及び

研修の充実に努めます。 

 

◆教育環境の整備・充実 

〇2014（平成 26）年度に導入した電子黒板等の ICT を効果的に活用するため、教師に対する ICT 活用研修

等を実施し、ICT 活用指導力の向上を図り児童生徒の学力向上に取り組みます。 

○校務支援ソフトなどの整備により業務改善を図ることで、教職員が持っている力を高め、その能力を十分に

発揮し、教師が児童生徒と向き合う時間の確保に努めます。 

○将来的な児童生徒数の推移等を考慮した学校規模の適正化と適正配置を進め、教育環境の整備と学校教育の

充実を図ります。また、学校通学区の見直し及び弾力化については、地域住民の意見を考慮しながら取り組み

を進めます。 

 

◆支援・相談体制の充実 

〇教育上の悩みを持つ子どもや保護者及び教師の相談に対応できるよう、教育相談室や適応指導教室など各種

相談支援の充実を図り、不登校児童生徒の学校復帰や将来の社会的自立の支援に努めます。 

○学習支援員や特別支援ヘルパー、ALT など、個々の教育ニーズに応じた教育支援事業の充実を図ります。 

 

＜学校教育施設＞ 

◆学校教育施設の整備・充実 



〇老朽化に伴う小学校、中学校及び幼稚園の学校教育施設の改修を計画的に進め、子どもたちが過ごしやすい

環境づくりに努めます。 

○小中学校校舎等の耐震化は、地震時において将来を担う児童・生徒の安全・安心を維持しながら、生命を守

るとともに災害時における地域の避難所ともなることから、緊急度を考慮しつつ継続的に耐震改修の推進を図

ります。 

○特別教室や多目的教室などの整備や障がいのある児童・生徒にも十分配慮したバリアフリーの整備に努めま

す。 

○市立学校給食センター基本計画に基づき、老朽化した給食センターについては、受配校の数、児童生徒数、

配送距離等を考慮して既存施設の統廃合や整備等を実施し、安全・安心な給食の提供に努めます。また、調理

等業務の一部民間委託について、引き続き検討します。 

 

＜青少年健全育成＞ 

◆青少年健全育成支援体制の整備 

〇青少年が心豊かな人間性を育むため、青少年健全育成協議会など、青少年育成団体の活動を支援するととも

に、これらの団体と学校、家庭、地域社会との連携強化を進めます。 

○青少年の体験活動のための育成者の確保に努め、指導者の養成に必要な知識、技術の研修を行うなど、地域

の指導者育成を図ります。 

○子どもたちが地域の中で、心豊かで健やかに成長できるよう、スポーツ・レクリエーション、文化活動等の

場の確保に努めます。 

 

◆非行防止対策・自立支援の推進 

〇青少年の非行防止のため、相談や指導体制の充実を図り、街頭での帰宅指導や不登校児童生徒への登校指導

を推進します。また、再び非行を犯さないよう、地域の人々や関係機関、関係団体と連携を図りながら、多様な

立ち直りの支援を推進します。 

○成長期にある青少年の直面する様々な問題について相談を受け、発達過程に対応した必要な指導・助言を行

い、問題の早期発見に努めます。 

○「青少年の深夜はいかい防止」や「未成年者飲酒防止」等にかかる取り組みを推進することで、家庭や地域社

会が一体となって青少年の健全な生活習慣づくり、倫理観や自制心の育成を支援します。 

○青少年がボランティア活動などを通して、社会のルールや自ら考え行動する力を身に付け、社会的に自立で

きるよう支援します。 

 

＜生涯学習＞ 

◆生涯学習機会の充実 

〇まちづくり生涯学習推進基本計画に基づき、「いつでも、どこでも、誰でも」学べる生涯学習環境づくりに努

めます。 

○生涯学習・文化振興センター（ゆらてく）については、市民の生涯学習・文化継承の拠点として、各種サーク

ル活動の促進や各世代への学習機会の提供を図り、生涯学習環境の充実を図ります。また、地区公民館などの公

共施設を活用し、大人から子どもまで、幅広い世代が生涯学習意欲を高められるよう、魅力的な各種生涯学習講

座等の充実を図ります。伝統芸能の保護継承についても隣接する市民芸術劇場と連携をとり、文化振興の一翼を

担います。 



○各種生涯学習団体やサークル活動などの取り組みを広報紙やホームページなどで情報提供し、市民の参画機会

の向上を図ります。 

○図書館においては、市民が必要とする情報を提供できるよう職員の資質向上や市民ニーズに対応した図書館サ

ービスの充実を図ります。 

 

◆生涯学習活動の支援 

〇市民ニーズに応じた学習機会を提供できるよう、講座・教室などのあり方を工夫します。 

○生涯学習フェスティバルなど学習成果の発表の機会の充実や学びをとおした交流活動について、それぞれの実

情に応じた適切な支援を実施します。 

 

◆社会教育関係団体等の育成・支援 

〇子どもの相談、支援を行う人材の確保については、関連する組織との連携を図りながら相談者・支援者の発掘・

育成を行います。 

○知の循環型社会の構築に向けて人材育成を図るとともに、生涯学習人材バンクの登録者更新については、学

校・自治会等と連携を図り、地域で活動するボランティアの登録を促進するとともに制度の周知に努め、活用率

の向上を目指します。 

○既存の社会教育関係団体・NPO 等と連携を図りつつ、推進団体・組織の育成を図ります。 

○社会教育関係団体の支援を図るため、活動機会の拡充にかかる各種支援や生涯学習人材バンクの登録者の紹介

など情報提供及び発信を行います。 

 

＜生涯スポーツ・スポーツ振興＞ 

◆スポーツ環境の整備・充実 

〇市民がスポーツにより一層親しめるよう、良好な環境の社会体育施設を提供するため施設の適切な維持管理を

行うとともに、学校施設の夜間開放事業を促進する等、施設の有効活用を図ります。 

○老朽化した社会体育施設については、更新も含め、機能の重複した施設の集約化や異なる機能の複合化などに

ついて、検討します。 

 

◆スポーツに気軽に参加できる機会の確保 

〇市民のスポーツに関する自発的な活動を支援するため、それぞれの体力、年齢、技術、目的に応じて「だれも

が、いつでも、どこでも気軽に参加できる」を基本とし、スポーツに気軽に参加できる機会の確保に努めます。 

○スポーツ大会やスポーツ教室などの事業を展開し、生涯スポーツの活性化と充実を図ります。 

 

◆指導者の育成・確保 

〇体育協会やＮＰＯ等との連携を図りつつ、推進団体・組織の育成を図ります。 

○指導者の育成強化やトップアスリートを活用したスポーツ教室を行い、競技力向上を目指します。 

 

＜芸術・文化＞ 

◆市民文化活動の推進 

〇うるま市文化協会等と連携し市民向けの各種展示会や文化祭等を開催し、市民が伝統芸能や芸術・文化へふれ

あえる機会をつくるとともに、文化活動に対する支援を図ります。また、各地域の伝統文化について情報発信に



努めます。 

○文化団体への加入促進については、ホームページや広報誌などを活用し、引き続き情報発信を行い、啓発活動

に努めます。 

 

◆文化施設・設備の有効利用 

〇公共文化ホールについては、他市の情報を収集するとともに、公共施設マネジメント計画の方向性等を踏ま

え、集約化も含めた整備・更新計画を立案・策定します。 

○質の高い鑑賞機会の提供については、計画的な企画立案に努め、参加者のアンケートなどにより市民ニーズに

沿った芸術・文化の鑑賞機会の提供に努めます。 

○公共文化施設については、施設管理、運営（自主事業の企画等）を含め、指定管理者制度の活用について検討

します。 

 

＜歴史・文化財＞ 

◆文化財の保護と活用 

〇市内文化財の保護・整備を推進し、地域住民の歴史学習に寄与し、郷土に愛着と誇りをもたらします。また、

歴史資源を活用することにより、経済波及効果や地域活性化を促進します。 

○世界文化遺産の勝連城跡については、歴史的環境の保全を図ります。また、城壁や城門などの復元整備を進め

るとともに、歴史学習のできる環境の整備を進めます。 

さらに、各種講座の開催や学校教育における歴史学習の推進を図るとともに、観光振興や地域活性化など、様々

な場面で積極的な活用を進めていきます。 

○市内各地に残るさまざまな埋蔵文化財の保護及び発掘調査等を継続的に進めるとともに、新たな文化財の指定

等については、調査を進めながら文化財の現状に応じて適切な対応を進めます。 

 

◆伝統文化の継承 

〇無形民俗文化財などの伝統芸能の保存・継承に努めます。 

○文化財案内ボランティアガイドなど、地域住民の参加による歴史資源のＰＲ活動を図るとともに、ボランティ

アの継続的な活動ができるよう、ガイドの有償化やガイドブックの販売等、自主運営が可能な仕組みづくりを支

援します。 

○先史時代から現代にいたるまでの歴史を「うるま市史」として綿密な調査や歴史資料等に基づき編さんすると

ともに、後世に引き継ぐ学問的遺産として事業を推進します。 

○歴史資料館については、資料の収集・整理・保管や展示公開・教育普及の推進に取り組み、資料館活動の充実

に努めます。 

 

 

⑥市民と行政が一体となった協働によるまちづくり 

＜防犯・交通安全＞ 

◆防犯活動の推進 

○犯罪の発生と市民の被害を未然に防ぐために、警察や地域、関係機関や民間団体と協働し、「ちゅらさん運動」

などの取り組みを通し防犯思想の普及、啓発に努めます。 

○警察や地域、関係機関や民間団体と協働し、地域における自主防犯活動の促進に向け、相談体制の充実を図り



ます。 

○防犯や夜間の生活環境の向上を図るため、ＬＥＤ型防犯灯への交換や増設の促進に努めます。 

○市民の生命、身体及び財産を守り、犯罪の抑止力を高めるために、要所に防犯カメラの設置を推進します。設

置に際しては市民の理解とプライバシーに配慮し設置します。 

 

◆交通安全対策の充実 

○春と秋の全国交通安全運動の機会などを利用し、交通安全の啓発を図ります。特に、大きな課題となっている

飲酒運転根絶に向け働きかけを強化します。 

○交通安全関連団体と協力・連携して交通安全意識の啓発を図るとともに、交通指導員による交通安全指導体制

を充実させます。 

○ガードレールやカーブミラーの設置など道路交通の安全環境の確保に努めます。また、小中学校周辺における

交通危険個所を把握し、歩道の確保など登下校時の児童の安全確保に向けた取り組みを進めます。 

 

＜防災・減災＞ 

◆防災・危機管理対策の充実 

○これまで発生した大規模災害や危機事案を検証し、円滑な組織体制を構築するため、地域防災計画や防災減災

マップ、国民保護計画など各種マニュアルを適宜見直すとともに、避難勧告等の判断・伝達マニュアルや津波避

難計画、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定します。 

○迅速かつ的確に情報を収集・伝達するため、防災関連システムや緊急情報伝達システムを構築する際は、耐災

害性（耐震性、浸水防止措置、停電対策）を強化するとともに各伝達手段の特徴や地域特性を把握し、より効果

的なシステムを整備します。 

○市内に点在する災害警戒箇所を把握し、災害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、災害時に備え防

災施設等の整備を検討し、整備を進めます。 

○地域防災力を向上させるため、防災訓練計画や組織体制強化のため職員育成計画、指定避難所等整備計画、防

災・環境車両整備計画など各種計画を策定するとともに、大規模災害に備え食料や飲料水などの生活必需品の備

蓄を推進します。 

○児童生徒をはじめ市民等の防災意識を醸成するため、学校や地域と連携し防災教育に努めます。 

 

◆防災体制の確立 

○自主防災組織を育成するため、支援策（防災資機材の整備補助、防災リーダーの育成、運営補助金等の創設な

ど）を充実させるとともに、自らを守る「自助」、相互に助け合う「共助」の意識を育みます。 

○災害時においては、市域を超えた広域的連携が図れるよう協定を結ぶなど協力体制を構築します。 

○災害時に、避難生活や復旧作業の支援を円滑に行うため災害ボランティア受入体制を構築します。 

○災害時に市内に在住する外国人等の避難所を指定するとともに、外国語に対応した職員の配置、通訳・翻訳協

力者等を確保し支援体制の整備に努めます。 

○要配慮者や避難者の災害時における支援体制を構築するため、地域や関係機関と連携し、情報の共有化を図り

ます。 

 

◆来訪者に対する防災・減災 

○来訪者・観光客が多い本市では、来訪者に対する情報提供手段の構築、避難誘導方法等について検討・推進し



ます。 

 

○観光客・外国人向け避難者支援計画及び帰宅支援計画の策定について検討・推進します。 

○防災関連情報の多言語放送について検討・推進します。 

○国内外の観光客の安全を確保するため、関係機関や企業等と連携し合同防災訓練を検討・推進します。 

 

＜消防・救急＞ 

◆消防・救急体制の充実強化 

○迅速かつ的確な消防活動を行うため、消防・救急車両等の適正な維持管理や更新、緊急消防援助隊の強化など

消防・救急体制の充実強化に努めます。 

○沖縄県立中部病院と連携した救急ワークステーションの充実強化に努めます。 

○本市の防火対象物や人口が増加傾向にあることから、職員の研修体制の強化及び将来に向けた適正な署所の配

置を検討します。 

○救命効果の向上を図るため、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取り扱いも含めた救命講習会等を開催するなど、

市民の救命意識の高揚と応急手当の普及を図ります。また、講習会で資格を取得した方が、事業所や地域で応急

手当を普及啓発できる方策について検討します。 

 

◆火災予防対策の推進 

○消防訓練や広報活動などにより、市民の防火意識の啓発に努め、幼年少年消防クラブ、女性防火クラブ及び市

民や事業者等と一体となって防火活動を推進します。 

○事業所における防火管理体制や危険物施設の保安について、査察や指導により適切な保安管理の強化を図りま

す。 

○住宅火災の早期発見や逃げ遅れの防止及び被害の軽減のため、消防団や女性防火クラブなどと連携し、住宅用

火災警報器の設置を促進します。 

 

◆消防団の充実強化 

○消防団活動の認識・理解の促進を図るため、ホームページ等を活用し消防団の活動を PR するとともに、消防

団員の確保に向けた取り組みを進めます。 

○消防団員の災害活動に備える個人装備や資機材等の整備に努めます。 

○消防団は、地域防災の要として、住民の期待に応えるため、自主防災組織との連携を密にし、多様化する各種

災害に対応できる体制の強化に努めます。 

○消防団協力事業所を増やし、雇用されている消防団員が活動しやすい環境づくりに努めます。 

○機能別消防団員の導入により、災害その他の消防活動における消防職員との連携を図ります。 

 

＜コミュニティ・市民生活＞ 

◆まちづくり活動の推進 

○公募型補助金制度を活用し、地域における主体的なまちづくり活動を支援するとともに、地域コミュニティと

行政が協働で行うまちづくりを推進します。 

○地域おこしやまちづくりを行っていく団体育成や人づくりを促進するため、コミュニティ関連情報や助成制度

の情報提供を行います。また、団体相互のネットワーク化を図るなど、活動の活性化を促進します。 



 

◆国内外の交流の推進 

○経済、教育、スポーツ、文化等各分野の交流事業の拡充を図り、人材交流ネットワークの確立を目指します。 

○体験、滞在型交流事業を推進し、異文化を体験、理解することにより国際社会で活躍できる広い視野を持った

人づくりを進めます。 

 

◆地域自治の推進 

○自治会を中心に地域住民が安心して生活できるコミュニティ形成を支援するとともに、NPO やまちづくり活

動団体などが取り組んでいる地域振興や地域活性化に向けた取り組みを促進します。 

○地域住民が主体的に地域活動に参加できるよう、公民館など、地域活動の拠点となるコミュニティ施設・設備

の充実に努めます。 

 

◆市民相談の充実 

○国（消費者庁・国民生活センター）や沖縄県消費生活センターなど関連機関と連携を強化し、消費者相談によ

る消費者被害の解消や軽減など、消費生活相談の充実に努めます。また、法律相談などの市民相談サービスを引

き続き実施します。 

○悪質な販売方法によるトラブルなどの未然防止を図るため、消費生活に関する情報の収集や提供を行い、消費

者意識の高揚に努めます。 

 

＜男女共同参画＞ 

◆男女共同参画意識の醸成 

○市民や学校、事業所などへ、男女共同参画社会実現に向けた理解を深めるための情報発信や啓発活動に努めま

す。 

○男女共同参画の視点に立った人権の尊重、多様性を認め合える平和な社会づくりを推進します。 

 

◆あらゆる分野における女性の活躍の推進 

○関係団体との連携に努め活動支援を行い、男女共同参画を推進するリーダーを育成するとともに、各種講座や

研修会の開催により女性のエンパワーメントの充実を図ります。 

○職場における男女の均等な雇用機会と待遇の確保を目指し、育児休業や介護休業制度について、市民や事業所

に対する周知啓発に努めるとともに、男性の子育てや介護への関わりを促進します。 

○政策決定過程等への女性の参画を拡大するため、各種委員会や審議会などにおける女性登用目標を設定し、幅

広く女性の声がまちづくりに反映できるよう努めるとともに、関係機関等との連携により、企業や団体等におけ

る方針等の決定の場への女性の参画を促進します。 

 

◆安全・安心な暮らしの実現 

○女性に対するあらゆる暴力の根絶のため DV 防止に向けた取り組みや相談体制の充実を図ります。 

○災害時における女性の重要な役割を認識し、女性リーダーの育成や男女共同参画の視点に立った災害対応にか

かる知識の普及に努めます。 

 

＜広報・広聴＞ 



◆広報・広聴の多様化と充実 

○市民と行政の交流促進に向け、市ホームページや広報紙を活用し、市政やまちづくりに関する情報などを分か

りやすく発信します。 

○市民に役立つ情報はもとより、地域や団体等の活動や、市のまちづくりに関する取組状況の発信など、広報コ

ンテンツの充実強化に努めます。 

○市の魅力を、市内外の方々へ認識してもらうため、市ホームページや、メディアなどを活用して市プロモーシ

ョン動画や、各種観光関連刊行物などを積極的に発信していきます。 

○ＳＮＳや新たな情報通信技術を活用した広報手段の拡充を図ります。 

 

◆市政への参画機会の充実 

○パブリックコメント制度や各種審議会など、様々な場面で市民がまちづくりに参加できる機会の充実に努めま

す。 

○各種審議会等の委員の選任にあたっては、多くの市民の意見が政策形成に反映されるよう関係団体からの推薦

や公募による市民委員の登用に努めます。 

○現在の広聴ツールである電子メール・ご意見箱・パブリックコメント制度等を周知し、市民が行政への意見を

提言しやすい環境をつくります。 

 

＜行財政運営＞ 

◆行政経営マネジメントの推進 

○行政経営マネジメント（施策や事務事業の評価）に基づいた予算編成や組織編成等を実施し、効果的な行政運

営を進めます。また、行政経営マネジメントにおいて評価した内容を市民に公表します。 

○総合計画の進捗管理については、市民参画の評価委員会などにより、市民協働による総合計画の推進を図りま

す。 

 

◆健全な財政運営の推進 

○普通交付税の合併算定替による減額や合併特例債の終了に備えた中長期的な財政計画を策定し、健全な財政運

営に努めます。 

○基金の効率的な運用を図るため、債券による運用など、確実かつ効率的な運用方法について検討します。 

○課税対象となる所得や資産等の調査・把握による適正課税を行うとともに、初期滞納者に対しては、納税等お

知らせセンターを活用した納付促進、長期滞納者に対しては滞納処分（差押・捜索・公売等）を実施し、市税収

入の安定確保と徴収率向上に努めます。 

○地方公会計制度を導入するとともに、市所有の土地や建物・備品などのコストやストックを把握し、中長期的

な財政運営への活用を図っていきます。 

○公有財産については、売却や広告制度等を推進し、新たな財源の確保に努めます。 

 

◆職員の資質向上と職員定数の適正化 

○「うるま市人材育成基本方針」に基づき、国・県などとの人事交流や市町村アカデミーなどが主催する研修へ

の職員派遣、人事評価の実施により職員の資質向上を図ります。 

○国や県からの権限移譲に伴う業務負担の状況や市民ニーズへの対応による施策の展開、市の財政状況など総合

的に検討し、職員定数の適正化を図ります。 



 

◆情報化の推進 

○住民基本台帳や課税情報などを管理するシステムの適正な運用に努めるとともに、行政事務の情報化・システ

ム化に取り組み、事務効率の向上に努めます。 

○市が取り扱う情報資産のセキュリティ確保のため、職員の情報セキュリティ意識向上を図るとともに、個人情

報の保護、情報漏洩の防止等の対策を推進します。 

 

◆広域行政の推進 

○事務の効率化を図るため、広域で取り組むべき事務事業については、中部広域市町村圏事務組合や一部事務組

合などと連携し広域化について検討を進めます。 

 

＜公共施設マネジメント＞ 

◆公共施設マネジメントの推進 

○適切な管理方法に基づく計画的な公共施設等の維持管理を行うため、公共施設等マネジメント計画に沿った施

設再編を推進し、持続可能な公共施設サービスの提供を目指します。 

○市が保有・管理している公共施設等については、民営化、貸付・売却等の様々な取り組みを行い、公共施設等

の維持に発生する費用の抑制を図ります。 

○2016（平成 28）年度策定の「公共施設等総合管理計画」において、公共施施設等マネジメント計画で整理

した建築物に加え、道路、橋梁、上下水道等のインフラ施設を含めたすべての公共施設等を対象に、その状況（総

量、面積等）や、統合・更新・長寿命化に関する基本的な考え方、更新費用の試算及び数値目標を掲げることに

より、計画的な施設整備・管理運営を実施します。 

 

◆庁舎・学校の跡利用の推進 

○庁舎の跡利用については、民間発意による跡利用や行政として必要な機能を検討しながら、市及び地域にとっ

て有益な跡利用を推進します。 

○島しょ地域の学校跡利用については、地域の意向を尊重し、地域福祉の向上、地域の活性化などに資する跡利

用を推進します。 

 

 

⑦分野横断施策 

 第 2 次うるま市総合計画では６つの基本目標を設定していますが、次の 3 つの施策については、各分野を横

断して取り組んでいくことが、より効果的であることから「分野横断施策」と位置づけます。 

 

＜健康づくり＞ 

◆地域で取り組む健康づくり 

○健康づくりのポピュレーションアプローチを推進するため、健康づくりに関する具体的な施策プログラムの提

示や事業所等も巻き込んだ戦略的な展開を図ります。 

○市民・地域・学校・医療機関・各団体等が連携して健康うるま２１を推進します。また、市民の誰もが主体的

に取り組む健康づくり活動を支援します。 

○健康福祉センターをはじめ、健康増進関連施設を有効活用し市民の健康増進を推進します。 



○特定健康診査の受診率向上を図るため、受診しやすい環境づくりに努めるとともに、行政と自治会の連携を密

にした取り組みを強化します。 

 

◆保健サービスの充実 

○ハイリスクアプローチとして、疾病の発症予防及び重症化予防のため、生活習慣の改善が必要な人に対し、栄

養指導を含めた特定保健指導等における、きめ細やかな保健指導を実施します。 

○健康うるま２１を踏まえ、各ライフステージに応じた 7 分野（食、栄養、歯、運動、酒、たばこ、ゆとり、健

康管理）の健康づくりを推進します。 

○ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチをバランスよく組み合わせた保健事業を展開します。 

○保健師や管理栄養士、看護師、臨床心理士などの専門的人材、地域の健康づくりを担う食生活改善推進員等の

育成確保に努めます。 

 

◆感染予防対策・地域医療の充実 

○感染症の予防対策として知識の啓発などの充実強化に努めます。 

○包括的な健康づくりを支援する体制づくりのため、介護予防や地域福祉、医療の取り組みとの連携に努めま

す。 

 

＜子どもの貧困対策＞ 

◆教育の支援 

○就学援助制度の効果的な周知及び利用しやすい環境の整備に努め、援助が必要な児童生徒全員に支援が届くよ

う就学援助の充実を図ります。 

○就学援助制度の適切な運用を図るため、教職員や学習支援員等への研修等の取組を促進します。 

○現在実施している教育相談員の配置を継続し、相談内容の背景として貧困が原因である場合には、関係機関へ

つなぎ、その解決に取り組みます。 

 

◆生活の支援 

○生活保護制度の周知を図り、保護が必要な方に対し確実に保護を実施します。 

○生活困窮者自立支援法による生活保護に至る前の段階で学習支援などの自立支援策の強化を図ります。 

○市営住宅における、生活に困窮する多子世帯やひとり親世帯の優先入居など、生活困窮者の住まいの確保につ

いて、方策等を検討します。 

○子どもの貧困対策支援員を配置し、生活困窮世帯の状況を把握し、学校・行政・地域との情報共有に努めると

ともに、さまざまな支援につなげる調整を行います。 

○子どもの居場所を提供し、食事の提供（共同調理含む）や生活指導、学習支援等を通して、自己肯定感の向上

につながる支援を行います。 

 

◆就労支援 

○うるま市就労支援事業を実施し求職者の就労を支援します。 

○うるま市グッジョブ連携推進事業により、小中高生のキャリア教育を実施します。 

 

◆ひとり親家族への支援 



○ひとり親家族の自立に向け、資格取得時の支援やハローワーク、沖縄県母子寡婦福祉連合会との連携により就

労につながる支援を推進します。 

○ひとり親家族の生活安定につながる、ヘルパー派遣や福祉資金貸付、生活相談などの充実に努めます。 

○ひとり親家族の経済的な負担軽減を図るため、ひとり親家族等の医療費助成や保育料の負担軽減に努めます。 

 

＜島しょ地域振興＞ 

◆地域活性化及び雇用の場の創出 

○観光客の増加や交流人口の増加に向け、民泊を推進します。 

○N 高等学校のスクーリングに合わせ、地域資源を生かした体験学習プログラムの提供などにより、地域住民と

の交流促進や地域活性化に向け N 高等学校と連携し取り組みます。 

○島しょ地域に色濃く残る特有の伝統文化や芸能を活用したイベントなど、地域住民主体による地域活性化の取

り組みを支援するとともに、島しょ地域の魅力発信に努めます。 

○学校跡地利用については、地域の意向を尊重し、地域福祉の向上、地域活性化などに資する跡地利用を推進し

ます。 

○島しょ地域の基幹産業である、農水産業については、農水産業基盤の適正な維持管理に努めるとともに、6次

産業化など活性化に向けた取り組みを進め、新たな産業の創出に向けて取り組みます。 

 

◆定住促進及び移住者の受け入れ推進 

○移住者受け入れに向けた住宅の確保に向け、空き家等の実態調査に取り組みます。また、空き家等の活用につ

いて、移住者向け住宅としての借用など、所有者や地域住民と連携し活用方法の検討を進めます。 

○移住・定住希望者向けに移住生活に関する情報の集約化を図り、併せて島しょ地域の魅力もホームページ等を

活用し発信します。 

 

◆子育て環境の充実 

○島しょ地域においては、少人数という特性を活かし、個々に応じた指導体制の充実を図ります。また、地域の

伝統文化や、地域行事などを体験学習に活用するなど、地域の特色を生かした教育の充実を図ります。 

○移住者受け入れに向けた空き家等の活用と合わせて、移住者の定住促進に向けて、移住者に対し子育てに関す

る各種支援策を検討します。 

 

◆生活環境基盤の充実 

○津堅島の住民の唯一の移動手段である離島航路を維持確保します。 

○津堅島住民の船賃並びに生活コストの負担軽減を図るため、県で実施している各種負担軽減事業の継続的な実

施について、県と連携し取り組みます。 

○集落内外の生活道路整備については、地域からの要望や優先度等を考慮し、計画的に進めます。 

○台風や大雨時氾濫する排水路等の整備については、緊急性等を考慮し必要に応じ改修等を実施します。 

○本島から上水道の供給を行っている津堅島の送水管（海底送水管）については、整備から 40 年の耐用年数を

経過しているため、更新に向けた調査や更新に向けた取り組みを進めます。 

○島しょ地域における重要な公共交通機関である、伊計屋慶名区間路線バスについて、運行事業者と協力・連携

し、その維持・確保に努め、利用者増に向けた取り組みを検討します。また、今後、高齢者の増加を想定した、

福祉サービスの観点からデマンド型交通の可能性について検討します。 



○沖縄らしい風景が残る島しょ地域の良好な景観を次代へ継承するため、浜比嘉地区や伊計島地区など景観地区

指定に向けた取り組みを進めます。 

○島しょ地域（浜比嘉・宮城・伊計・津堅）の汚水処理については、地理的条件や持続可能性などを考慮し、農

業集落排水事業から合併浄化槽による整備を推進します。 

○災害時等の発生による孤立化を想定した訓練などを実施し、応急復旧等を速やかに行う災害対応力を育成する

とともに、「自助」「共助」の意識を育むことで孤立化等に強い人づくりを推進します。また、災害時に本島から

の応援や離島相互間の応援が迅速に実施できるよう関係機関の応援体制の強化を図ります。 

○島しょ地域における、高度な情報通信技術の利活用環境の整備を図るため、インターネット等の通信基盤の整

備について県へ働きかけます。 

○島しょ地域において地域住民及び移住者が安心して暮らせる地域づくりを推進するため、旧宮城幼稚園・小学

校跡地へ、コミュニティ活動や地域の防災の拠点となる施設の整備を推進します。 

 

◆地域福祉・地域医療の充実 

○島しょ地域における地域密着型サービスの確保に取り組むため、旧宮城幼稚園・小学校跡地における高齢者施

設の整備を検討します。 

○津堅島の急患発生時における救急搬送体制の強化を図るため、消防団員の充実強化に努めるとともに、今後も

中城海上保安本部及び沖縄県ドクターヘリ等の関連機関と連携を構築します。また、津堅島診療所の維持及び県

立中部病院からの支援について県へ働きかけます。 

 

 

 

 

 

 

３ 新市における県事業の推進 

 

（１）沖縄県の役割 

沖縄県は、新市の一体性を高めるための事業を推進するとともに、新市が県の拠点都市として、中

核的な役割を担う地域となるための支援や新市建設計画に基づいた新市が実施する事業について、補

助金の優先的配分を行い、重点的な事業実施に努めます。 

また、沖縄県市町村合併支援交付金制度を活用し、合併に伴い発生する緊急かつ特殊な財政需要に

ついて、新市の一体的なまちづくりを支援します。 

 

（２）新市における県事業 

沖縄県は、新市の施策と連携しながら、市町村合併支援プランで掲げる関係省庁の連携による支援

策の事業を積極的に活用します。 

 

 

施  策  名 事 業 概 要 

３ 新市における県事業の推進 

 

（１）沖縄県の役割 

沖縄県は、新市の一体性を高めるための事業を推進するとともに、新市が県の拠点都市として、中核的

な役割を担う地域となるための支援や新市建設計画に基づいた新市が実施する事業について、補助金の優

先的配分を行い、重点的な事業実施に努めます。 

 

 

（２）新市における県事業 

沖縄県は、新市の施策と連携しながら、市町村合併支援プランで掲げる関係省庁の連携による支援策の

事業を積極的に活用します。 

 

 

施  策  名 事 業 概 要 



道路交通ネットワー
クの整備 

市町村合併支援道路整備計画の策定 
主要地方道 伊計平良川線 
一般県道 具志川環状線 
一般県道 具志川沖縄線 
一般県道 36 号線 
一般県道 与那城具志川線 
市町村合併支援道路整備計画に基づく市町村合併支援道路整備等 

豊かな生活環境の創
造 

新石川浄水場建設事業 
中城湾流域下水道 

生涯にわたる保健・医
療・福祉の充実 

国民健康保険の広域化支援等 
保育所入所待機児童解消のための支援等 

次世代を担う教育の
充実 

公立高等学校施設の整備等 
 

連携・交流による開か
れたまちづくり 

都市計画の決定・変更に対する支援等 
 

新世紀に適応した産
業の振興 

県営かんがい排水事業 
水質保全対策事業 
県営ため池等整備事業 

快適な暮らしを支え
る社会基盤の整備 

河川・海岸・港湾等の整備 
 

安全・安心なまちづく
り 

スーパー防犯灯(*)の設置推進等 
 

 

 ＊スーパー防犯灯 

   防犯灯に非常用赤色灯、非常ベル、連絡用モニターカメラ、インターホン等を装備し、 

    緊急時に警察に直接通報することができる装置。 

  

道路交通ネットワー
クの整備 

市町村合併支援道路整備計画の策定 
主要地方道 伊計平良川線 
一般県道 具志川環状線 
一般県道 具志川沖縄線 
一般県道 36 号線 
一般県道 与那城具志川線 
市町村合併支援道路整備計画に基づく市町村合併支援道路整備等 

豊かな生活環境の創
造 

新石川浄水場建設事業 
中城湾流域下水道 

生涯にわたる保健・医
療・福祉の充実 

国民健康保険の広域化支援等 
保育所入所待機児童解消のための支援等 

次世代を担う教育の
充実 

公立高等学校施設の整備等 
 

連携・交流による開か
れたまちづくり 

都市計画の決定・変更に対する支援等 
 

新世紀に適応した産
業の振興 

県営かんがい排水事業 
水質保全対策事業 
県営ため池等整備事業 

快適な暮らしを支え
る社会基盤の整備 

河川・海岸・港湾等の整備 
 

安全・安心なまちづく
り 

スーパー防犯灯(*)の設置推進等 
 

 ＊スーパー防犯灯 

   防犯灯に非常用赤色灯、非常ベル、連絡用モニターカメラ、インターホン等を装備し、 

    緊急時に警察に直接通報することができる装置。 

 

 

●Ｐ.４６ 

第 5 章 公共的施設の適正配置と整備 

公共的施設の整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮しつつ、次のような

基本的考え方に基づき、効率的な配置、整備を進めます。 

 

１ 利便性の確保 

市民生活と関わりの深い施設については、地域の利便性を考慮するとともに、交通・情報通信網等の

基盤整備状況を勘案し、市民の利便性の維持、向上が図れるような方向で整備、統合を進めます。 

 

２ 既存施設の利活用等による合理的な整備・運営 

公共的施設の整備、運営については、効果や効率性について十分検討し、健全な行財政運営ができる

よう配慮します。 

このため、既存施設については、可能な限り有効に利用し、また他の機能を併せた活用等についても

考えていきます。 

また、整備、管理については、民間事業者、ＮＰＯ、各種団体との連携を図りながら、民間活力の導

●Ｐ.６９～Ｐ.７０ 

第 5 章 公共的施設の適正配置と整備（全部改正） 

公共的施設の整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮しつつ、「うるま市公

共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月）」に基づき、持続可能な公共施設サービスの提供を目指しま

す。 

 

１． 基本理念 

   

 

 

 

 

 

 

 



入、ＰＦＩの導入について検討を行います。 

 

 

２． 基本方針 

 基本理念を実現するため、以下の基本方針を設定し、公共施設マネジメントを推進していきます。 

 

（１）全庁的な問題意識の共有とトップマネジメントによる体制の整備 

組織の縦割りを乗り越えて、全市的かつ長期的な視点で公共施設等マネジメントを推進するためのマ

ネジメント部署の設置や市長の公言による支援など、トップマネジメントによる推進体制を整備します。 

公共施設整備事業の実施に先立ち、公共施設等マネジメントの視点で検証する事前協議制度を導入し、

整備内容の最適化を図るとともに、事後の効果検証まで行います。 

 

（２）保有総量の抑制・圧縮 

公共施設等の新設は、現在、既に整備に向け計画的な取組みが進められているものを除き、原則、行

わないものとします。 

新設が必要な場合は、同種・類似の既存施設の廃止を徹底するとともに、ライフサイクルコストを考

慮した費用対効果を検証して行うこととします。 

今後の財政推計や人口減少、少子高齢化の状況を踏まえ、老朽施設の統廃合等による根本的な保有総

量の圧縮を行います。 

 

（３）多機能化及び複合化の推進 

公共施設等の持つ機能を重要視し、施設の統廃合や既存施設の有効活用、学校を含めた施設の多機能

化や複合化を推進します。 

市民に最も身近な公共施設である自治公民館や小中学校を地域拠点として設定し、そこに集約するこ

とを基本とします。 

ただし、緊急性の高い施設は、低利用施設の有効活用や近接する類似施設との集約化・共用化、余剰

スペースの活用により、多機能化や複合化を行います。 

なお、各地区均一の施設整備ではなく、各地区の特性を重視し連携・補完することにより、必要な機

能を提供します。 

 

（４）再編の方向性（維持、改築・修繕、転換、処分）を判定し、将来シナリオの提示 

施設性能と有効活用度から各施設を評価し、地域特性を考慮したうえで、施設の維持、改築・修繕、

転換、処分の方向性を判定します。 

そして、再編の方向性における主な将来のシナリオを提示します。 

 

（５）システム化による管理運営の統一化 

各担当課で管理している施設状況を把握するためのデータ収集・更新をシステム化し、施設の評価→

方向性の判定→将来シナリオに基づく取組みの実施→点検→評価を繰り返しながら、施設を最適な状態

で管理運営し続けるマネジメントサイクルを確立します。 

そして、その手順をマニュアル化することで、担当部署を問わず、統一した考え方に基づく管理運営



を図ります。 

（６）公民連携の推進 

指定管理者制度やＰＦＩ※1 等のＰＰＰ※2 手法の導入により、施設の整備、更新、管理運営におい

て、民間事業者の資金やノウハウを活用し、より効果的・効率的なサービスを提供します。 

公共施設の全てを公共で賄うのではなく、民間施設を活用した取り組みを推進するなど、施設を保有

せずに公共サービスを展開する取り組みについても推進します。 

※1 ＰＦＩ（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）・・・施設の設計・建設・管理運営・資金

調達を一括し、長期の契約として民間に委ねる方式 

※2 ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）・・・公民が連携して公共サービスの提

供を行うスキーム 

 

（７）計画的な維持管理の推進 

道路、橋梁、水路等のインフラ資産は、市民の生活を支える基盤となるものであり、一度布設したも

のを廃止することは現実的ではありません。これまで整備してきたものを、長寿命化計画等に基づき、計

画的に点検、修繕、更新を行います。また、今後新設するインフラ資産については、費用対効果を十分に

考慮して計画的に整備します。 

既存施設の機能の健全度をより効果的かつ効率的に維持するため、安全・安心で快適な市民生活を確

保する上での重要度や緊急性、財政計画との整合性を十分に勘案しながら、従来にも増して計画的で高い

実効性を伴った補修・補強等に努めます。 

既存施設の日常的な維持管理や補修・補強等にかかる経費の削減に向け、より幅広く民間事業者のノ

ウハウや新技術等の活用を図るとともに、大規模な補修・補強等の機会を捉え、より高い耐久性が期待で

きる素材や構造等の導入を推進します。 

 

●Ｐ.４７～Ｐ.４９ 

第 6 章 財政計画 

財政計画は、新市における合併後の財政運営の指針として、市町村の合併の特例に関する法律（旧合併特

例法）第 5 条第 1 項の規定に基づき作成するものですが、今回、新市建設計画の期間延長（平成 17 年度～

平成 32 年度）に合わせ、見直しています。 

作成にあたっては、合併後の実績や、合併に伴う変動要因や主な節減経費等を反映させるとともに、合併

特例債等の活用期間の延長や枠の拡充による財政支援措置を勘案しています。 

 

1 財政計画作成方法 

 

財政計画の見直しにあたっては、計画期間を、平成１７年度から平成３２年度までの１６年間としていま
す。 
また、平成１７年度から平成２４年度までは決算額及び見込みベースで、平成２５年度以降については、

平成２４年度の決算額見込みを基準に、現行制度を前提とした推計を行っております。 

●Ｐ.７１～Ｐ.７７ 

第 6 章 財政計画（全部改正） 

財政計画は、新市における合併後の財政運営の指針として、市町村の合併の特例に関する法律（旧法）第

5 条第 1 項の規定に基づき作成するものですが、今回、新市建設計画の期間延長（令和２年度～令和７年

度）に合わせ、見直しています。 

作成にあたっては、合併後の実績や、合併に伴う変動要因や主な節減経費等を反映させるとともに、合併

特例債等の活用期間の延長や枠の拡充による財政支援措置を勘案しています。 

 

1 財政計画作成方法 

 

財政計画の見直しにあたっては、計画期間を、令和３年度から令和８年度までの６年間とし、向こう３年
間を実施計画期間、４年目以降は見通し期間とします。 
なお、財政収支の見通しについては、実施計画の見直しや地方財政制度、社会保障制度等の動向を踏まえ、

毎年度見直すこととします。 
 

（１） 推計方法 

これまでの財政状況等の推移を踏まえ、歳入歳出に影響を与える様々な要件について、下記のとおり一定

の前提条件を整理するとともに、「２ 歳入・歳出についての考え方」に基づき、普通建設事業を除く事務事

業の見直しなど、財政運営上の対策を講じなかった場合を基本に財政収支の推計を行いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 歳入・歳出についての考え方 

（１）歳入について 

①合併特例債及び沖縄振興特別推進交付金の利活用 

● 合併特例債については、限度額約４５５億円までの活用を前提に、平成 27 年度までは、実績ベ

ース及び市の実施計画に基づく見込み額で、平成 28 年度から平成３２年度までは、各年度約１

７億円、計約８５億円の活用を想定し、推計を行っております。 

● 平成２４年度から制度が導入されました沖縄振興特別推進交付金（県補助金）については、平成

２６年度以降は、平成２５年度の交付見込み額（事業費約２２億円、補助金ベースで約１７．６

億円）で推移するものとして推計を行っております。 

 

②地方税 

市税は、平成２４年度決算見込額を基準とし、平成１９年度から平成２３年度までの決算の推移な

どを踏まえ、現行制度を基本に推計しました。 
 

③地方交付税 

普通交付税は、平成２４年度の決算額を基準に、地方税など収入額の増や、財政需要の見込み（合併

特例債の交付税措置の増など）や、平成２８年度から平成３２年度については、合併算定替の激変緩和

措置を加味して推計しました。 

  特別交付税は、平成２５年度以降は、平成２３年度の決算額を基準として、毎年度１％～２％程度

減されるものとして推計しました。 

 

④国庫支出金・県支出金 
国庫支出金は、平成２４年度決算見込額を基準に、生活保護費など扶助費（社会保障）関連の国庫支

出金は、年々、増加傾向にある扶助費（歳出）に比例し、増額する見込みで推計しました。 
また、投資的経費に関する国庫支出金は、平成２３年度の決算額や市の実施計画に基づく見込み額

を参考に推計しました。 

 

⑤地方債 

合併特例債を除く、いわゆる通常債の発行額は、平成２３年度までの実績や財政状況を踏まえ、平

成２５年度以降の発行額を一律３億円として推計しました。 

 

〔前提条件〕 

①歳入予算における基金繰入について、減債基金は公債費が 50 億円を超過する額に活用し、財源調整基金を除

く各基金についてはこれまでの実績や残高等を考慮し繰入れします。財政調整基金については、形式収支を均

衡させるため財源調整として繰入します。 

②地方債については、合併特例債の活用期間を令和 7 年度まで延長するものとします。 

③普通建設事業費は、令和 3 年度から 4年度は実施計画額を参考に当初予算ベースで調整し、令和 5 年度は 60

億円、６年度以降 55億円として歳入予算では国県支出金や市債、歳出予算では公債費も含め試算します。 

④沖縄振興特別推進市町村交付金等は令和 3年度終了することから、令和 4 年度以降は歳入歳出予算ともに皆減

とします。 

⑤歳出予算では、執行残等の剰余金が予算規模の 2.0％程度、見込まれるものとして収支総括（実質収支等）を

試算します。 

 

 

2 歳入・歳出についての考え方 

 

（１）歳入について 

予算科目 試算の考え方 

市税  市税については、自主財源の根幹となる重要な財源です。市民税（個人）につ

いては、総人口や納税義務者数、市民所得等の動向を踏まえるとともに、固定資

産税については、課税対象となる土地や家屋の状況や推移を踏まえ試算します。 

 なお、市民税については、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を踏まえ、

令和 3年度は減収、4年度以降は緩やかに回復するものとして試算します。 

地方譲与税

及び各種交

付金 

 地方譲与税は、平成 18 年度をピークに平成 19 年度以降は緩やかに増減し、

平成 24年度以降はほぼ横ばいとなっています。令和元年度決算額をベースに伸

び率等を勘案するとともに、国内消費や企業収益等が影響する交付金について

は、新型コロナ感染症による影響等を加味し試算します。 

地方交付税 普通交付税について、まず基準財政収入額は市税等の推移を踏まえるととも

に、基準財政需要額は個別算定経費や公債費等の構成、測定単位等の動向を踏ま

え試算します。 

 特別交付税については、地方交付税額の 6％をベースに、これまでの普通交付

税と特別交付税の決定額の割合等も勘案し試算します。なお、沖縄振興一括交付

金に係る特別交付税措置分については令和 4年度からは皆減とします。 

分担金・負担

金 

分担金及び負担金について、平成 30 年度までは保育所徴収金が負担金の主な

予算となっていたことから、令和元年 10 月から実施される「幼児教育・保育の

無償化」を踏まえ試算します。 

使用料・手数

料 

使用料については、令和元年 10月から実施されている「幼児教育・保育の無

償化」を踏まえるとともに、手数料については過去 5 年の平均伸び率等を勘案

し試算します。 

国庫支出金 国庫支出金は、歳出予算における国庫補助対象事業費の動向に影響を受けるこ



 

 

（２）歳出について 

①人件費 

平成２３年度決算額を基準として、平成２７年度までの各年度は、定員適正化計画による職員人件

費削減試算額を減額し、平成２８年度以降は、平成２７年度と同額で推移するものとして推計しまし

た。 

なお、定員適正化計画では、平成１６年度時点の職員数 1,130 人（合併前の旧市町職員数の合計）

を、平成２７年４月１日時点までに、830 人まで削減する目標を掲げており、平成２５年４月１日時

点の職員削減数実績は２６２人となっています。 

 
 

②扶助費 
平成２３年度決算額を基準に過去の実績などを参考に、少子高齢化に伴い子育て支援費や生活保護

費、障がい者自立支援費などが増加傾向にあることを考慮して推計しています。 

   

 ③公債費 

  平成 23 年度まで発行済み市債の償還計画に基づく元利償還金に、平成２４年度以降の各年度発行

予定の建設事業債（通常分）、合併特例債、臨時財政対策債の元利償還金を加算して推計しています。 

 

④物件費 
平成２３年度決算額を基本に、過去３年間の決算額の推移や類似団体の水準を踏まえて、推計して

います。 
また、平成２４年度から平成２７年度までは、定員適正化計画期間における職員数削減に伴う民間

委託の増を加味して推計しています。 
 

⑤補助費 
平成２３年度決算額を基準に同額で推移するものとして推計しています。 
 

⑥積立金 

  中長期の財政収支見通しを踏まえ、剰余金分から必要額の積立を行うものとして推計しています。 

 

⑦繰出金 

平成２３年度決算額を基準額として、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療の各特別

会計は、保険給付費が年々増加傾向にあるため、増額を見込んで推計しています。 

 

⑧投資的経費 

新市建設計画に基づく事業費や経常的な普通建設事業に、平成２４年度に創設された沖縄振興特別

推進交付金に係る事業費（平成２４年度は実績ベース、平成２５年度以降は交付見込みベース）につ

いて加味し、財政収支や中長期の財政収支の見通し、類似団体の水準を考慮して推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とから、国庫補助対象事業の試算を踏まえ、歳入も連動させ試算します。 

県支出金 県支出金は、その財源内容と構成に着目しつつ、連動する歳出予算を推計し試

算するとともに、沖縄振興特別推進市町村交付金（※県事業分も含む）について

は、令和 3年度で終了するものとし令和 4 年度以降は皆減で試算します。 

繰入金 基金からの繰入金については、こどもゆめ基金など歳出予算に経常的に充てて

いる基金については繰り入れし、減債基金については当該年度の公債費が 50 億

円を超過する分だけ繰り入れするものとして試算します。 

繰越金 繰越金については、前年度の実質収支額（形式収支－翌年度に繰越すべき財源）

黒字の場合、その額を繰越額と試算します。 

地方債 地方債については、投資的経費（普通建設事業費）に係る財源構成（令和 3 年

度：国庫支出金 26%、県支出金 31％、市債 29％、一般財源 14％ 令和 4 年

度以降：国庫支出金 26%、県支出金 15％、市債 35％、一般財源 33％）を踏

まえ試算します。 

なお、令和 2 年度以降、新規に借入する市債については、償還期間を 20年、

利率 0.01 で試算します。 

 

（２）歳出について 

予算科目 試算の考え方 

人件費 報酬等については、令和元年度決算をベースに、令和２年度から実施される会

計年度任用職員制度による影響額を踏まえるとともに、職員給等については、一

人当たり人件費を基本に職員定数計画等に基づき試算します。 

 

 

扶助費 扶助費の大半を占める民生費は、身体障害者福祉費、障害者自立支援費、児童

措置費、生活保護費などで構成していることを踏まえ、対象者数の推移や一人当

たりの給付額等を把握するとともに、将来人口推計等も勘案し試算します。 

公債費 令和元年度までに発行済み市債の償還計画に、令和 2 年度以降の普通建設事

業費に係る借入見込額とそれに係る元利償還金を加え、公債費を試算します。 

なお、令和 2 年度以降、新規に借入する地方債については、償還期間を 20

年、利率 0.01 で試算する。 

物件費 物件費は賃金や需用費、委託料、その他物件費など様々な経費で構成している

ことから、経常又は臨時経費などの性質や経費の内容、これまでの推移等を踏ま

え試算します。なお、賃金については令和 2 年度より会計年度任用職員制度が

導入されたことから皆減とします。 

維持補修費 維持補修費については年度間で変動が生じますが、過去 5 年間の伸び率や固

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

一般職員 779 783 783 783 783 783 783

再任用職員 24 34 56 68 70 72 79

会計年度任用職員 903 903 903 903 903 903 903

合計 1,706 1,720 1,742 1,754 1,756 1,758 1,765



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定資産台帳における減価償却等を勘案した更新費用推計（単年度当たりの更新費

用）等も総合的に勘案し試算します。 

補助費等 負担金や補助金等で構成していますが、予算の裁量性等にも着目するととも

に、沖縄振興特別推進市町村交付金（※県事業分を含む）の活用分については令

和４年度以降、皆減で試算します。 

積立金 積立金については、基金の運用益や前年度の実質収支額を踏まえ試算します。

なお、前年度の実質収支額に係る繰越額については財政調整基金に積み立てるも

のとして試算します。 

繰出金 介護保険特別会計繰出金は、老齢人口や要介護認定者数、介護給付費などの動

向等を試算します。 

後期高齢者医療広域連合負担金及び特別会計繰出金については、後期高齢者一

人当たりの繰出額等を算出し、後期高齢者数の推計値に乗じて試算します。 

国民健康保険特別会計繰出金については、被保険者数が景気等による雇用情勢

等をはじめ、医療給付費等の伸びに影響を受けることから、過去３年の平均値と

当該人口の将来推計に乗じて試算します。 

投資的経費 普通建設事業費は、実施計画額をもとに令和 2 年度当初予算ベースで令和 4

年度までの事業費及び財源構成を調整し、令和 5 年度は 60 億円、６年度以降

は 55 億円で推移した場合を仮定して、国県支出金や地方債などの特定財源及び

一般財源の所要額を試算します。 

普通建設事業費の財源構成は、沖縄振興特別推進市町村交付金が導入前後の状

況や全国の平均値等を参考に、次のとおり設定し試算します。 

 
 

その他 沖縄振興特別推進市町村交付金（※県事業分を含む）に係る対象事業費は、令

和３年度までとなっていることから、令和４年度以降は歳入歳出予算ともに皆減

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国庫支出金 県支出金 市債 一般財源

令和3年度 26% 31% 29% 14%

令和4年度以降 26% 15% 35% 33%



 

３ 財政計画表 

 

 

 

 

歳入の状況 
(単位:百万円) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 財政計画表 

令和３年度から令和７年度までの５年間の見通し 

 

 

（１） 歳入 

※内訳については、百万円未満を端数処理（四捨五入）をしているため、合計額と必ずしも合致しない。 

 

 

 

 

 

 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

地方税 8,245 8,331 8,950 9,160 9,111 9,317 9,638 9,680 9,777 9,875 9,973 10,073 10,174 10,276 10,378 10,482

地方譲与税 751 979 325 316 295 307 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305

利子割交付金等 45 42 50 30 27 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

地方消費税交付金 738 775 766 727 775 791 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779

ゴルフ場利用税交付金 46 41 37 46 37 31 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

自動車取得税交付金 98 111 101 100 63 51 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

地方特例交付金 192 168 86 124 128 149 105 29 29 29 29 29 29 29 29 29

地方交付税 10,870 10,939 10,836 11,478 11,825 12,567 13,446 13,765 13,216 13,179 13,086 12,895 12,398 11,821 11,424 11,271

交通安全交付金 11 12 12 12 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

分担金・負担金 277 297 308 322 323 327 354 327 327 327 327 327 327 327 327 327

使用料手数料 483 509 747 740 731 731 745 731 731 731 731 731 731 731 731 731

国庫支出金 9,122 11,005 11,135 11,699 12,284 11,379 11,038 9,661 9,980 10,523 11,202 11,924 12,020 12,117 12,215 12,314

国有提供施設等交付金 506 496 518 515 506 535 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554

県支出金 4,491 2,564 3,173 2,832 3,204 3,702 3,986 7,338 6,877 7,908 7,764 7,490 7,500 7,510 7,520 7,530

財産収入 408 440 658 581 437 470 450 416 416 416 416 416 416 416 416 416

寄付金 168 69 19 33 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰入金 341 1,300 817 338 109 125 149 266 158 349 0 0 304 1,337 2,013 2,368

繰越金 0 881 1,495 934 928 842 1,264 1,147 1,400 0 0 0 0 0 0 0

諸収入 1,511 495 519 566 643 555 396 319 319 319 319 319 319 319 319 319

地方債 4,002 5,257 4,799 6,912 4,950 5,576 4,387 5,327 5,050 8,123 5,568 3,740 3,700 3,652 3,619 3,607

歳入合計 42,305 44,711 45,351 47,465 46,400 47,498 47,709 50,757 50,031 53,530 51,166 49,695 49,669 50,286 50,742 51,145



 
歳出の状況 

 (単位:百万円) 

 

 

（２）歳出 

※内訳については、百万円未満を端数処理（四捨五入）をしているため、合計額と必ずしも合致しない。 

 

（３）収支総括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

人件費 8,420 8,188 8,009 7,696 7,455 7,241 7,085 6,821 6,645 6,429 6,333 6,333 6,333 6,333 6,333 6,333

扶助費 7,778 7,969 8,738 8,787 9,423 11,704 12,910 14,021 15,007 15,944 16,964 18,105 18,286 18,469 18,653 18,840

公債費 3,393 3,504 3,635 3,715 3,846 3,799 4,138 4,625 4,406 4,791 4,754 4,922 5,046 5,319 5,424 5,469

物件費 4,582 4,177 3,887 3,812 4,103 4,218 4,438 4,026 4,120 4,191 4,191 4,191 4,191 4,191 4,191 4,191

維持補修費 277 247 249 182 90 88 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

補助費等 2,496 2,020 2,223 2,340 4,998 2,331 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319 2,319

積立金 430 727 1,723 1,410 1,460 3,213 3,441 1,463 2,181 3,126 2,487 487 0 0 0 0

投資・出資金・貸付金 180 116 4 99 339 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰出金 4,152 4,400 4,586 5,249 5,514 5,380 5,118 5,971 5,275 4,918 5,066 5,218 5,374 5,535 5,702 5,873

投資的経費 9,716 11,868 11,364 13,247 8,327 8,263 6,763 9,991 9,958 11,692 8,932 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

歳出合計 41,424 43,216 44,418 46,537 45,555 46,238 46,332 49,357 50,031 53,530 51,166 49,695 49,669 50,286 50,742 51,145

(単位：千円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

64,037,600 59,547,095 56,670,460 56,724,216 56,477,842 56,600,583

62,809,317 60,747,099 58,333,204 58,467,037 58,093,524 58,284,424

1,228,283 ▲ 1,200,004 ▲ 1,662,744 ▲ 1,742,821 ▲ 1,615,682 ▲ 1,683,840

0 1,200,004 1,662,744 1,742,821 1,615,682 1,683,840

1,228,283 0 0 0 0 0

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

1,256,186 1,214,942 1,166,664 1,169,341 1,161,870 1,165,688

2,484,469 1,214,942 1,166,664 1,169,341 1,161,870 1,165,688

※歳出執行執行残等による剰余見込みは、歳出合計②の2%と試算します。

財政調整基金繰入額④

基金繰入後の収支⑤=③+④

歳出執行残等による剰余見込み⑥

実質収支見込額⑦=⑤+⑥

※令和2年度の財政調整基金取崩しについては、すでに予算がスタート

しているので、「１歳入試算」で加味している。

※令和3年度以降は試算であるため、収支不足額を基金繰入れするた

め、③形式収支を試算した後、基金繰入れを行っている。

歳入合計①

歳出合計②

歳入歳出差引額③=①-②


