
事前評価チェックシート

 計画の名称： うるま市の安全で安心できる環境・体制づくりの推進計画（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①都市防災事業計画との適合等

I． 目標の妥当性
　１）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応

I． 目標の妥当性
　１）地域の課題と整備計画の目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等

II． 計画の効果・効率性
　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果

II． 計画の効果・効率性
　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境

III．計画の実現可能性
　１）住民等と協力して計画を策定している。 〇

1  案件番号：0000134827



　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和01年09月20日

計画の名称 うるま市の安全で安心できる環境・体制づくりの推進計画（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 うるま市

計画の目標 　当市は、沖縄本島中部、東海岸に位置し、勝連半島や８つの島々を有しており、沖縄本島内の市町村で最も長い海岸線(約126ｋｍ)が形成されている。

特に橋梁等で連結されている島しょ地域は、市外からの来訪者が多く訪れる。市内の低地帯地域には多くの市民等が居住し、地域活動や経済活動を行っており、

南海トラフ巨大地震や沖縄本島南東沖地震（３連動型）などの災害に備え、住民の津波避難に資する社会資本の防災・減災対策等を実施し安全安心な地域づくりを実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 300  Ａ                 292  Ｂ                   0  Ｃ                   8  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      2.66 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 　防災避難通路(6路線)の整備により、整備地域の住民の防災意識の向上を図り、平常時における訓練等の活動を充実させ、対策地域において津波から逃げられない市民や企業等(約407戸､)をゼロにする。

対策地域における避難困難者数 【内訳】南風原地区①：約187戸　　南風原地区②：約21戸　　屋慶名地区②：約64戸 　屋慶名地区④：約22戸　　　比嘉地区②：約83

戸　 塩屋地区：約30戸

407戸 0戸 0戸

   2 防災避難通路(6路線)の整備により、整備地域の住民の防災意識の向上を図り、平常時における訓練等の活動を充実させ、対策地域において津波から逃げられない市民や企業等(約997人)をゼロにする。

対策地域における避難困難者数 【内訳】南風原地区①：約489人　　南風原地区②：約55人　　屋慶名地区②：約166人 　屋慶名地区④：約57人　　　比嘉地区②：約1

46人　 塩屋地区：約84人

997人 0人 0人

   3 　避難者に迅速に食料や生活必需品を供給できるよう、指定避難所等に備蓄倉庫を整備し、地域防災計画で定める必要物資を確保する。(122,000人/20＝6,100人分)　

物資備蓄数　（うるま市地域防災計画で定める必要数：6,100人分） 【内訳】H30末：2,820人分（12棟分）、H32末：4,230人分（18棟分）　　※備蓄倉庫１棟あたり約2

35名分の備蓄を予定

1870人分 4690人分 6100人分

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業 A13-001 都市防災 一般 うるま市 直接 うるま市 － － 都市防災総合推進事業（

うるま市全域）

防災避難通路 ６路線 うるま市  ■         140 －

A13-002 都市防災 一般 うるま市 直接 うるま市 － － 都市防災総合推進事業（

うるま市全域）

防災備蓄倉庫　１８棟 うるま市  ■  ■  ■         152 －

 小計         292

合計         292
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C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業 C13-001 都市防災 一般 うるま市 直接 うるま市 － － 防災減災マップ更新事業 防災減災マップの更新及び全

戸配布

うるま市  ■           8 －

防災減災マップで日ごろから避難通路の位置の確認や、避難所を確認することで、防災意識の向上につながり、防災・減災につながる。

 小計           8

合計           8
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30

配分額 (a)                      49                      19                      24

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      49                      19                      24

前年度からの繰越額 (d)                       0                      29                       0

支払済額 (e)                      20                      47                      24

翌年度繰越額 (f)                      29                       0                       0

うち未契約繰越額(g)                       7                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       1                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   14.28                    2.08                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

周辺地権者との協議と同意

が必要となり、施工方法を

再度検討し、今後増額契約

予定の通路があるため。
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　交付対象事業の概要を示す図面
うるま市の安全で安心できる環境・体制づくりの推進計画（防災・安全）

平成２８年度　～　平成３２年度　（５年間） うるま市全域

防災備蓄倉庫=18棟 指定緊急避難場所(2) 広域避難所(3) 指定避難所(11) 福祉避難所(2)

計画の名称

計画の期間 交付対象

健康福祉センター

勝連小学校

⽯川⻘少年の家
（Ｈ 31）防災備蓄倉庫整備５棟
健康福祉センター 勝連小学校
東山ふれあい公園 伊波公園
⽯川⻘少年の家

東山ふれあい公園

伊波公園


