概要版

第２次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略
◆人口ビジョンとは
◆日本の人口は平成 20（2008）年をピークに減少しており、人口減少や少子高齢化に対応するた
めには地方の人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度な集中を是正する必要
があります。
◆国はそれぞれの地域で住みよい環境を確保して将来にわたって活力ある日本社会を維持していく
ために、
「まち・ひと・しごと創生法」を策定し、人口の現状と将来の方向を提示した「まち・ひ
と・しごと創生長期ビジョン」
（以下、
「国の長期ビジョン」という。
）を作成しました。
◆「うるま市人口ビジョン改訂版」
（以下、
「市人口ビジョン改訂版」という。
）は令和元年に改訂さ
れた「国の長期ビジョン」を踏まえ、人口の現状と課題を市民と共有し、本市が目指すべき将来
方向と人口の将来展望を示したものです。

◆総合戦略とは
◆急速に進むことが想定される人口減少や少子高齢化に対応するため、国は「国の長期ビジョン」
とともに具体的な施策を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を作成し、令和元年に「第
２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（以下、「国の総合戦略」という。
）を作成しました。
◆「第２次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（以下、「第２次市総合戦略」という。
）は、

少子化への歯止めを図りつつ、将来にわたって活力あるまちを維持し、発展させるための基本的
方向及び具体的施策を示すものです。

◆第２次市総合戦略の位置づけ
◆第 2 次市総合戦略は本市の施策全般における最上位計画である「うるま市総合計画」に盛り込ま
れた施策や関連する既存個別計画の内容との整合性をはかり、
「国の総合戦略」の基本的な考えを
踏まえて策定します。
◆市人口ビジョン改訂版は市総合戦略や市総合計画、各種個別計画を策定する際に必要かつ重要な
基礎データとなる市の将来推計人口を示したものです。

第 2 次うるま市総合計画（Ｈ29～）
国の総合戦略
長期ビジョン
参考

県の総合戦略

市
各
種
個
別
計
画
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◆国の長期ビジョン（令和元年改訂版）の概要
◆人口問題をめぐる現状と見通し
・ 2008 年をピークに人口は減少局面に入り、高齢化と人口減少が加速度的に進み、東京圏への一
極集中（現状で人口の 29％が集中）の進行が想定されます。
◆人口減少に取り組む意義
・ 人口減少と高齢化の進行は経済社会に悪影響を及ぼすこととなります（人口オーナス）。
・ また、一定の仮定を置いた試算によると出生率の向上が 5 年遅れるごとに人口が 300 万人ずつ
減少することが分かっており、喫緊の課題であることが明らかです。
◆今後の展望<活力ある地域社会の維持のために
・ 一極集中のない活力ある地域社会の維持のために人口減少に歯止めをかける必要があります。
・ 人口構造の若返りや高齢者の健康寿命の延伸は人口ボーナスや健康長寿社会をもたらし、地域経
済社会に好影響を与えることが分かっています。
・ また、多様な価値観を受け入れ、すべての人が能力を発揮できる場の創出、特定の地域に継続的
に多様な形で関わる関係人口の創出・拡大が求められています。

◆国の第２期総合戦略の概要
◆基本的な考え方
・ 人口減少と地域経済縮小の克服のために、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立が必要であ
り、政策５原則（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視）に基づき施策を展開します。

◆施策の基本目標
・ 基本目標①稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする
・ 基本目標②地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる
・ 基本目標③結婚・出産・子育ての希望をかなえる
・ 基本目標④ひとが集う、安心してくらすことができる魅力的な地域をつくる

◆横断的な目標
・ 新しい時代の流れを力にする
地域における Society5.0（※１）の推進や地方創生 SDGs（※２）の実現を目指します。
・ 多様な人材の活躍を推進する
多様なひとびとの活躍による地方創生や誰もが活躍する地域社会の実現を推進します。
※１ 狩猟社会（Society 1.0）
、農耕社会（Society 2.0）
、工業社会（Society 3.0）
、情報社会（Society 4.0）
に続く、新たな社会を指すもの我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱された。
※２ Sustainable Development Goals の略であり、2015 年９月の国連サミットで採択された 2030 年
を期限とする、先進国を 含む国際社会全体の 17 の開発目標。

◆沖縄県のまち・ひと・しごと創生総合戦略の概要
◆基本施策
・ 基本施策１ 自然増を拡大するための取組（安心して結婚・出産・子育てができる社会）
・ 基本施策２ 社会増を拡大するための取組（世界に開かれた活力ある社会）
・ 基本施策３ 離島・過疎地域の振興に関する取組（離島・過疎地域が維持・発展できる社会）
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1. 市人口ビジョン改訂版
◆うるま市の人口の現状分析
◆市独自推計による人口分析
・ 市独自の推計によると、令和 12（2030）年をピークに人口は減少し始め、令和 42（2060）
年には 113,896 人となる見込みです。
・ 年少人口（0～14 歳）は今後増加することはなく、減少の一途を示しています。
・ 生産年齢人口（15～64 歳）は平成 22（2010）年の 75,350 人をピークに以降は減少傾
向となっています。
・ 老年人口（65 歳以上）は増加傾向を示し、令和 42（2060）年には老年人口が総人口の 1/3
を占め、年少人口の約 2.2 倍となることが推測されます。典型的な少子高齢化社会であると言え
ます。

◆平成 27 年人口ビジョンとの比較
・ 平成 25 年の社人研推計によると、総人口は 2025 年をピークに減少に転じ、2035 年からは
明らかな人口減少期に入っています。平成 30 年の社人研推計では、ピークは 2030 年、明ら
かな人口減少期は 2040 年と５年後ろ倒しになっており、人口減少に対応した施策が成果を上
げていると言えます。
平成 25 年社人研推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本
の地域別将来推計人口（平成 25 年３月推計）

平成 30 年社人研推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本
の地域別将来推計人口（平成 30 年３月推計）
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◆自然増減（出生・死亡）の推移
◆出生数と死亡数の推移を比較すると、年々その差が縮まってきていることが明白です。出生数か
ら死亡数を差し引いたいわゆる自然な状態における人口の増加が鈍化しており、少子高齢化が確
実に進んでいることがうかがえます。
◆近年のうるま市の合計特殊出生率（※）は、1.85 で国の値を上回っていますが、人口を維持する
のに必要な 2.07 を下回っているため、今後は緩やかに人口が減少することが推測されます。
自然増減（出生数・死亡数）の推移

資料：沖縄県「人口移動報告」
合計特殊出生率の推移
S58～S62年

国
沖縄県
うるま市
具志川地区
石川地区
勝連地区
与那城地区
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-

-

-
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2

1.93

1.89

-

-

2.31

2.08

1.95

1.87

-

-

2.39

2.15

1.93

2.02

-

-

2.24

1.8

1.78

1.74

-

-

資料：厚生労働省「人口動態特殊報告」
※合計特殊出生率とは、1 人の女性が一生のうちに有無であろうと思われる子供の数を示し、15～49 歳の女性
の年齢ごとの出生率を合計した数字。人口を維持するのに必要な合計特殊出生率は 2.07 とされている。

◆社会増減（転入・転出）の推移
◆社会増減をみると、平成 2（1990）年に転出超過、平成 22（2010）年に転入超過となっ

ています。わずかな増減を繰り返しながらも均衡しているとみられ、自然増減に比べ人口増
加への影響はないものと考えられます。
転入状況（平成 30 年度）
社会増減（転入数・転出数）の増減

資料：沖縄県「人口移動報告」

転出状況（平成 30 年度）

◆県内外への転入の状況をみると、転入者の前住所地は県内が
68%を占め、県外が 32%となっています。県内で多い市町村
は沖縄市、那覇市、宜野湾市、恩納村、名護市となっています。
◆県内外への転出の状況をみると、転出先は県内が 65%を占め、
県外が 32%となっています。県内で多い市町村は沖縄市、
那覇市、宜野湾市、読谷村、名護市となっており、県外では
東京都が最も多くなっています。
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資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」

◆人口の変化が地域の将来に与える影響と課題
◆人口減少の原因分析
・ 本市の人口は当面は増加すると予測されますが、これは高齢者人口の増加によるものであり、将
来的には死亡数が出生数を上回り、人口は減少していくものと推測されます。
・ 社会動態は過去の実績より若干の転入超過となっていることから、本市の人口増減には社会移動
の影響はそれほど大きくはないことが分かりました。
・ 人口減少の大きな要因としては、出生率の低下により出生数が減少し、子どもを産む世代の減少
につながり出生率が減少するという負のスパイラルによるものだと考えられます。
◆人口の変化が地域の将来に与える影響と課題
・ 生産年齢人口の減少により、生産活動の低下、消費活動の減退、地域経済の停滞が懸念されます。
・ 高齢者の増加に伴い、福祉サービスや医療に多額の財源が必要になります。
・ 公共施設や道路、下水道等のインフラの維持補修、更新費用も祖将来への課題となっています。

◆うるま市の人口の将来展望
◆人口減少への対応には、大きくは次の２つの方向性が考えられます。
○出生率の向上：出生率を向上させることにより、人口減少に歯止めをかけ、人口規模の安定と
人口構造の若返りを図るものです。
○転入超過：出生率の向上を図ることと併せ、子供を産む世代の人口を全体的に増加させる必要
があり、これには数十年のオーダーが必要です。このことから、転出抑制と転入増加による人
口規模の確保を図るものです。
・ 本市の人口の現状分析から、将来にわたって活力ある街を維持するためには、近い将来訪れる人
口減少に歯止めをかけるとともに、安定的な人口確保と人口構造の若返りを図る必要があります。
・ 本市における将来的な人口減少を克服し、活力あるまちを維持するため、本市が目指すべき将来
方向を次のように定めます。

将来方向１ 安定した雇用の場を創出する
将来にわたって安定した生活を維持していくために、地域の経営資源を最大限に活用して、新た
な地域産業の創出、地域産業の競争力の強化、人材の還流、人材育成、雇用対策などに取り組み、
安定した雇用の場を創出します。

将来方向２ 本市への新しいひとの流れをつくる
市外への人口流出を抑制するとともに、新たに市外から本市へのひとの流れを創出するため、新
たな企業の誘致と若者の地元就職の促進を図ります。また、特に人口減少が進む島しょ地域におき
ましては、市全体とは別に転出抑制、移住促進、出生率の向上、働く場の創出など、早急かつきめ
細かな取り組みを進めることとします。

将来方向３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
将来にわたって安定した人口規模と構造を築くためには、一定規模の子どもの出生を得る必要が
あります。そのためには、特に若い世代の結婚意識の醸成、結婚後において安心して出産・子育て
ができる教育、日頃の子育て・保育環境の充実・サポートが必要となり、これらの環境整備に向け
て行政や関連団体、地域住民が一体となって取り組みます。また、女性の社会進出や男女共同参画
社会の実現などを図り、仕事と生活の調和の実現を推進します。

将来方向４ 快適で安心して暮らせるまちをつくる
それぞれの地域で将来的にも安心して暮らせるために、利便性の向上、地域の拠点づくり、適正
なインフラの整備と維持管理、防災対策の充実、コミュニティづくりなどを推進します。
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◆うるま市の人口の将来展望
◆人口の将来展望
・ 将来展望の推計結果を見ると、令和 17（2035）年をピークに人口は減少し始めるものの、令
和 42（2060）年には 121,719 人と平成 27（2015）年現在よりも人口が増加する見込み
です。
・ 社人研の推計値と比べると、令和 42（2060）年で 11,679 人程度多い結果となります。
○仮定値
・出生率の向上：合計特出生率 1.85→2.1 へ上昇すると仮定
・転出抑制と転入超過：現行の純移動率が-である 20～30 代の純移動率がゼロになり、
全体の純移動率が収束→ゼロ（転出入が均衡する）と仮定

◆将来展望の人口ピラミッド
・ 平成 27（2015）年及び令和７（2025）年では「つりがね型」の傾向を示しています。
・ 令和 42（2060）年になると、年齢層の間に見られる人口の差が少なくなり、長方形に近い形
状になることがうかがえます。ただし、75 歳以上の後期高齢者が今までにない人数に増えるこ
とが予想され、新たな社会構成に対応した社会システムの在り方が問われる時代になると考えら
れます。
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◆島しょ地域の人口の現状分析
◆市独自推計による人口推計
・ 市独自の推計を見ると、社人研の推計と比較して、増加幅が大きく、一貫して減少傾向にありま
す。令和 42 年（2060）年には 1,212 人と平成 27（2015）年より 1,500 人程減少する見
込みとなっています。
・ 市独自の推計は実績値に基づいており、社人研の推計よりも大幅な人口減少が見込まれていま
す。現状維持を想定すると、島しょ地域においては、大幅な人口減少が避けられないことが推測
されます。
・ 特に生産年齢人口（15～64 歳）は。令和 12（2030）年には約３割程度と総人口に占める割
合が少なくなっており、将来人口の維持・増加を図るためには、子育て世代を中心とした人口誘
導が有効であると考えられます。

◆平成 27 年人口ビジョンとの比較
・ 2015 年の人口について、平成 25 年の社人研による推計値と比較すると 342 人下回る結果と
なっています。2060 年の人口を見ると、平成 25 年の社人研の推計では、1,832 人とされて
いましたが、平成 30 年の社人研の推計では 1,504 人と 328 人下回る結果となっていること
からも、人口減少が加速していると考えられます。
平成 25 年社人研推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本
の地域別将来推計人口（平成 25 年３月推計）

平成 30 年社人研推計

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本
の地域別将来推計人口（平成 30 年３月推計）
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◆島しょ地域の人口の変化が地域の将来に与える影響と課題
◆島しょ地域の人口減少の分析
・ 島しょ地域では 2060（令和 42）年には人口が半数以下まで減少するという推計がなされてい
ます。要因としては生活の利便性や働く場を求めて若い世代が市外及び市内市街地へ流出してし
まったことが挙げられます。また、子どもを産む若い世代が流出したことにより、出生数が減少
し、必然的に高齢者比率が高くなり、死亡数が出生数を大きく上回ったことも挙げられます。
◆人口の変化が地域の将来に与える影響と課題
・ 島しょ地域の人口減少が地域に与える大きな影響としては、地域コミュニティ活動の低下が挙げ
られます。すでに、島しょ地域では 200 人前後という小規模な自治会が多数を占めており、さ
らに人口減少が進むと、自治会の存続にも関わる深刻な課題となっています。
・ その他にも、若い世代が流出することによる高齢者の孤立、後継者不足による農業・漁業・観光
業など地場産業や伝統芸能・文化の衰退も課題となります。

◆島しょ地域の人口の将来展望
◆島しょ地域の人口減少に歯止めをかけ、安定的な人口規模の確保と人口構造の若返りを図るため
に、将来方向を次のように定めます。

将来方向１ 魅力あるしごとの創出を図る
人口減少の大きな要因は、若者の域外への転出です。その主な理由として、働く場が少ないこと
があります。そのため、地場産業である農業、漁業、観光業、製造業などの高度化と人材育成、さ
らに新たな企業誘致及び産業の創出やリモートワークの推進などを図り、魅力的かつ安定的な収入
確保が可能なしごとの創出を図ります。

将来方向２ 移住促進・関係人口の創出を図る
現在の転出超過を解消するためには、域外からの転入を推進する必要があります。特に、長期的
な視点から、バランスの取れた人口構造を目指すためには子育て世代の転入に力を入れる必要があ
ります。域外からの UIJ ターンによる移住（転入）を推進するために、島の自然や景観、歴史文化、
助け合いのコミュニティ、空き家活用の住宅提供などの島の魅力をアピールするとともに、ハード・
ソフト両面からの受け入れ体制を整備します。また、地域のにぎわいと将来的な移住を促すため、
観光や地域間交流などの関係人口の増加を図ります。

将来方向３ 結婚・出産・子育て環境の充実
将来にわたって安定した人口規模と構造を維持していくためには、子どもの出生が不可欠です。
そのためには、若者世代の経済的安定をはじめ、結婚意識の醸成や結婚後において安心して出産・
子育てができる保育や教育の確保・充実が必要であり、これらを行政と地域が一体となって支えら
れるような環境整備に努めます。また、地域による相談体制や見守りなどの充実を図り、仕事と生
活の調和の実現を推進します。

将来方向４ 生活環境基盤の充実
本島地域に比べ、交通の利便性、福祉、教育、買い物、通信環境、防災、行政サービス等の生活
環境基盤に関して不便な面があり、そのことで島外へ転出する方も見られます。そのため、少しで
もその負担を軽減するため、生活環境基盤の整備充実や利用しやすさ等の工夫を図ります。
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◆島しょ地域の人口の将来展望
◆人口の将来展望
・ 社人研の推計における移動率は市全体を基準に設定されているため、将来展望の値は社人研推計
値を下回る結果となりますが、島しょ地域の特性を反映した推計である市独自推計を大幅に上回
る値となります。
・ 令和 42（2060）年の人口を比較すると、合計特殊出生率の上昇と、20～30 代年齢区分の社
会増を見込んだ将来展望人口は、市独自推計の結果よりも 260 人程度多い 1,476 人となりま
す。
◆仮定値
・出生率の向上：合計特出生率 1.85→2.1 へ上昇すると仮定
・転出抑制と転入超過：現行の純移動率が-である 20～30 代の純移動率がゼロになり、
全体の純移動率が現状維持→ゼロ（転出入が均衡する）と仮定

◆将来展望の人口ピラミッド
・ 島しょ地域の将来展望の人口ピラミッドを見ると、平成 27（2015）年では年少人口が少なく、
老年人口が多い、少子高齢化の社会に見られる「つぼ型」をしています。
・ 令和 7（2025）年も「つぼ型」に近い形状ですが 65 歳以上の老年人口が多くなります。また、
合計特殊出生率を 2.1 と仮定していることから、年少人口が維持され若い世代が多くなるとさ
れています。
・ その後、令和 42（2060）年になると、老年人口の減少に伴い、各世代で均衡な長方形のよう
な形状となります。
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2. 第２次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略
◆施策の体系
◆第２次市総合戦略では、取り組み施策が効果的かつ効率的に展開されるよう、基本目標を次のよ
うに設定します。
＜基本目標１＞魅力ある安定した雇用の場を創出する
＜基本目標２＞本市への新しいひとの流れをつくる
＜基本目標３＞若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
＜基本目標４＞快適で安心して暮らせる、まちをつくる
◆４つの基本目標を軸にした施策の体系を次のように設定します。
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◆基本目標１ 魅力ある安定した雇用の場を創出する
◇数値目標（2024 年度）
○各雇用施策による新規就職者数

1,400 人以上（2018 年度 1,456 人）
※括弧内は現状値（以下同じ）

◇基本的方向
・ 地域の資源を最大限に活用して、新たな地域産業の創出、地域産業の競争力の強化、人材の還流、
人材の育成、雇用対策などに取り組み、若い世代が本市で安心して働くことができるよう、雇用
の場の創出を図ります。
◆基本施策 1-1 商工業の活性化支援
◇重要業績評価指標（KPI）
○立地企業件数
○新規創業者数

2024 年

299 社（2018 年累計 266 社）
50 名 （2015～2018 年度 40 名）
※括弧内は現状値（以下同じ）

◇具体的な事業
1-1-1 成長産業の育成・支援

1-1-2 企業誘致の推進

○国際物流トライアル推進事業
○ＥＶ（電気自動車）普及促進事業
○うるま市研究開発支援事業
など

○企業誘致推進業務委託事業
○うるま市産業基盤整備事業における産業集積地の造成
○新産業創出連携促進事業

1-1-3 地域経済の活性化支援

1-1-4 人材の確保・育成

○住宅リフォーム支援商品券発行事業
○安慶名周辺道路空間のオープン化
○新商品開発及びブランド化促進事業

○コンカレントエンジニア人材養成事業
○地域雇用人材育成事業
○うるま市就労支援事業
など

◆基本施策 1-2 農水産業の活性化と高度化
◇重要業績評価指標（KPI）

2024 年

○新規就農者数
50 名 （2015～2018 年 48 名）
○耕作放棄地解消面積
25ha （2015～2018 年度 27.6ha）
○漁獲高
1,159 百円 （2018 年 1,266 百円）

◇具体的な事業
1-2-1 担い手の確保・育成

1-2-2 経営の安定化と高度化

○農業学習推進事業
○レンタル農場設置事業
○農業経営力向上事業
など

○耕作放棄地解消・活用事業
○津堅島農業活性化事業（島しょ地域重点）
○漁業再生支援事業
など

◆基本施策 1-3 観光関連産業の活性化
◇重要業績評価指標（KPI）
○勝連城跡の来場者数

2024 年

216,000 人（2019 年度

168,405 人）

◇具体的な事業
1-3-1 地域ブランドの確立支援
○商品プロモーション事業
○島アートプロジェクト事業
○市特産品 PR・販路拡大事業

1-3-2 誘客拡大の情報発信と環境整備
○勝連城跡周辺整備事業
○観光案内ツール整備事業
○メディア活用による戦略的観光誘客促進事業

など
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◆基本目標２ 本市への新しいひとの流れをつくる
◇数値目標（2024 年度）
○うるま市の人口の社会増減数 440 人以上転入超過（2018 年

434 人転入超過）

◇基本的方向
・ 移住支援、企業誘致と地元雇用の奨励、政府関係機関の地方拠点化やコワーキングスペースの整
備を図り、市外から若者や子育て世代を中心とした本市への新しいひとの流れをつくるととも
に、バランスのとれた人口構造を築き、本市の活力が将来にわたって維持されるよう取り組みま
す。
・ 移住定住のみならず、職業体験等を通じて本市と継続的に関わりを持つ「関係人口」の創出にも
努めます。
・ 特に、人口減少が著しい島しょ地域においては、雇用促進や住まい、子育て環境の改善、生活利
便性の向上などの受入体制の整備・充実を図るとともに、自然や歴史文化及びコミュニティなど
島の魅力の発信、コミュニティとしての受け入れ意識の醸成などを図ることにより住み続けられ
るまちづくりを目指し、大都市圏等からの積極的な移住・定住を促進するための施策を重点的に
推進します。
◆基本施策 2-1 移住・定住の促進
◇重要業績評価指標（KPI）

2024 年

○移住相談窓口を通した新規移住・定住者数

20 名（2019 年度

14 名）

◇具体的な事業
2-1-2 住環境の整備・支援

2-1-1 移住情報の発信と相談
○地域おこし協力隊受入事業（島しょ地域重点）
○移住生活に関する情報及び島しょ地域の
魅力の発信 (島しょ地域重点)
○移住相談窓口の設置(島しょ地域重点)
○移住希望者への起業・創業支援
（島しょ地域重点）
○島しょ地域における中間支援組織の設立
（島しょ地域重点）

○空き家活用支援事業(島しょ地域重点)
○子育て世帯に対応した住宅の普及(島しょ地域重点)

2-1-3 体験移住モデルの推進
○空き家を活用した体験居住(島しょ地域重点)

◆基本施策 2-2 企業の地方拠点化と就労拡大
◇重要業績評価指標（KPI）
○企業誘致件数

10 社

2024 年

（2015～2018 年度

10 社）

◇具体的な事業
2-2-1 担い手の確保・育成
○企業誘致推進業務委託事業【再掲】
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2-2-2 多様な働き方の推進
○テレワークの推進（島しょ地域重点）
○コワーキングスペース施設の整備（島しょ地域重点）

◆基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
◇数値目標（2024 年度）
○出生数 1,300 人以上（2018 年 1,326 人）
◇基本的方向
・ 結婚・出産・子育ての希望をかなえるために、妊産婦・新生児の健康的な生活を確保し、ワーク・
ライフ・バランスが実現できるよう一貫した支援体制を構築します。また、全ての人に質の高い
教育を提供するため、ICT を活用するなど特色ある教育環境づくりを目指します。
◆基本施策 3-1 結婚支援
◇重要業績評価指標（KPI）

2024 年

○結婚したいと思う若い世代の割合

60.0%（2019 年

52.7%）

◇具体的な事業
3-1-1 結婚希望者への婚活支援
○結婚意識の醸成

◆基本施策 3-2 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
◇重要業績評価指標（KPI）

2024 年

○待機児童数
０人 （2019 年 4 月 75 人）
○合計特殊出生率
2.00 （2018 年度：沖縄県

1.89）

◇具体的な事業
3-2-1 母子保健・医療の充実
○子育て応援ブックの発行
○こども医療費助成事業
○子育て包括支援センターの運営

3-2-2 子育て支援体制の充実・経済的支援

など

3-2-3 保育環境の整備・充実

○放課後児童クラブひとり親等支援事業
○貧困対策支援員の配置
○子どもの居場所づくり事業
など

3-2-4 仕事と生活の調和の推進

○保育所施設整備助成事業
○地域型（小規模・家庭的）保育の推進
○病児病後児保育事業
など

○男女共同参画社会の推進

◆基本施策 3-3 教育環境の充実
◇重要業績評価指標（KPI）

2024 年

○高等学校等進学率
97.2%人（2018 年度 96.8%）
○学校が楽しいと思う中学生の割合 83.5%（2019 年度 78.5%）

◇具体的な事業
3-3-1 教育相談・支援体制の充実
○教育相談事業

3-3-3 学校運営体制の充実
○小・中学校連携教育（島しょ地域重点）
○ICT を活用した特色ある教育づくり
○スポーツ力向上促進事業
など

3-3-2 教育の経済的負担の軽減
○子育て世帯通学支援給付事業
○生活困窮世帯への学習支援事業
○高校生の通学に配慮した交通環境の実現
○小中学生のいる生活困窮世帯への経済的支援
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◆基本目標 4 快適で安心して暮らせるまちをつくる
◇数値目標（2024 年度）
○うるま市に住み続けたいと思っている市民の割合

75.0%（2019 年度

70.6%）

◇基本的方向
・ 将来にわたり、住み働く人々が魅力を感じ、そして安心して暮らせる持続可能な「まち」
（社会環
境基盤）をつくる必要があります。地域の特色を生かし、公共交通ネットワークの充実や地域住
民の生活に必要な生活サービス機能の充実により、住みなれた地域で生涯にわたり生き生きと暮
らせる地域づくり、地域の誇りと共生社会の強化による豊かなコミュニティづくり・ひとづくり
を推進し、包摂的な社会の実現を目指します。
◆基本施策 4-1 利便性と快適性向上の生活基盤の整備
◇重要業績評価指標（KPI）

2024 年

○公共交通が充実していると思っている市民の割合 50.0%（2019 年度 37.6%）
○下水道利用可能人口
84,510 人 （2018 年度 83,126 人）

◇具体的な事業
4-1-1 公共交通の利便性向上

4-1-2 生活排水と廃棄物の適正処理

○公共交通利便性の向上
○島しょ地域生活道路の整備(島しょ地域重点)
○バス運転手等育成事業
など

○下水道の整備
○汚水処理環境の整備(島しょ地域重点)
○津堅島における環境美化の推進（島しょ地域重点）

◆基本施策 4-2 生活サービス機能の充実
◇重要業績評価指標（KPI）
○新たな地域の拠点の整備数

2024 年
5件

◇具体的な事業
4-2-1 地域の拠点づくり
○地域防災コミュニティ施設の整備(島しょ地域重点)
○高齢者福祉施設の整備(島しょ地域重点)
○複合中心拠点のエリアマネジメント（ヌーリ川公園周辺地区）
○既存公園の官民連携活用
○景観地区の良好な景観形成に寄与する行為への助成

◆基本施策 4-3 安全・安心なまちづくり
◇重要業績評価指標（KPI）
○自主防災組織団体数

2024 年

61 団体（2019 年 12 月

54 団体）

◇具体的な事業
4-3-1 地域防災体制の確立
○自主防災組織の育成
○原子力潜水艦災害対策事業
○防災関連マニュアル等策定事業
○避難行動要支援者支援事業
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4-3-2 災害に強いまちと基盤の整備
○地域防災コミュニティ施設の整備(島しょ地域重点)【再掲】
○国土強靭化地域計画策定

◆第２次市総合戦略の推進及び検証体制
◆PDCA サイクルの確立
・ 「第２次市総合戦略」は、市民をはじめ、産業、行政、教育・研究、金融、労働などの幅広い各
層が連携して推進するものであり、主要な施策ごとに重要業績評価指標（KPI）を設定し、必要
に応じて改善を行う仕組みとして PDCA サイクルを導入し、その政策効果の評価・検証につい
ては、行政内部のみで行うのではなく、市議会や有識者等を含む外部組織の参画を求め、より効
果的かつ効率的に実行されるよう進行管理を行います。

◆地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用
・ 地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対する企業の寄附について、税額控除の優遇措置を講
じる企業版ふるさと納税を活用し、法人から地方公共団体への新たな資金の流れを生み出し、地
方創生への取り組みを推進していきます。

・企業版ふるさと納税の活用を想定する事業例
基本目標
基本目標１
魅力ある安定した雇用の場を
創出する

企業版ふるさと納税活用想定事業例
・うるま市就労支援事業
・商品プロモーション事業
・島アートプロジェクト事業
・自転車利用環境の改善
・勝連城跡周辺整備事業

など

基本目標２
本市への新しいひとの流れを
つくる

・移住希望者への起業・創業支援（島しょ地域重点）
・空き家活用支援事業（島しょ地域重点）
・子育て世帯に対応した住宅の普及（島しょ地域重点）など

基本目標３
結婚・出産・子育ての希望を
かなえる

・ひとり親家庭生活支援拠点事業
・ICT を活用した特色ある教育づくり
・スポーツ力向上促進事業

基本目標４
快適で安心して暮らせるまち
をつくる

・島しょ地域における新たな公共交通手段の確保（島しょ地域重点）
・既存公園の官民連携活用
・景観地区の良好な景観形成に寄与する行為への助成 など

など
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◆SDGs との関連
◆SDGs の 17 の目標と「第２次市総合戦略」の各施策の関連をまとめました。
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