
 09　うるま市

パ 細 H25事業内容 H25活動目標（指標） 今後の展開方針等

1

うるま市産業振興プロジェク

ト

H24～H33

1 ① 企業誘致推進業務委託事業 H24～H33

　当市への企業立地を効果的に促進するために、

国内外の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を働きかけてい

く。

企業誘致訪問件数：年間１２０件

国内外の企業情報の収集

目標企業誘致件数：２社程度

（今後の展開方針）

将来的に、１０社程度の企業誘

致を目指す。

1 ②

コンカレントエンジニア人材

養成事業

H24～H27

　企業立地を促進するためには、技術者などの人材

育成が重要であることから、ものづくりに関する人材

養成事業（コンカレント人材養成事業など）を実施す

る。

人材育成　４研修実施

・モールドエンジニア研修（ＭＥ）

・プロジェクトマネージャー研修（Ｐ

Ｍ）

・コンカレントエンジニア研修（ＰＭ）

・短期研修

金型技術者人材育成数　：　32名

（今後の展開方針）

人材育成数

H24年～H27年度（累計延べ数）

　　１０８名

1 ③

中城湾港新港地区物流促進

支援事業

H24～H27

　中城湾港新港地区の国際物流拠点産業集積地

域としての基盤構築と定期船就航実現を図るため、

新たな物流システムの構築及び貨物集積の仕組み

づくりを実施する。

　物流貨物集積計画策定のための

重点課題の調査

　物流貨物集積計画策定の中心となる物流高機

能施設及びローローターミナル等の整備に向け

た重点課題を抽出しその対策を検討する。

（今後の展開方針）

　港湾物流貨物集積のための物

流倉庫設置等を目指す。

 成果目標で示した事項を踏ま

え、以下の内容で事業を実施す

る。

平成26年度　基本計画

平成27年度　実施計画

1 ④ 商品開発プロモーション事業 H25～H27

　市内中小企業の商品開発の強化及び販路拡大を

図るため、県内外をはじめ中国・台湾などにおける

市産品の物産展やアンテナショップ事業を実施す

る。

　また、本市の豊かな農畜水産物を活かし、農商工

連携による６次産業化を推進するため、戦略的な商

品開発と販路拡大に取り組む。さらに開発商品及び

食のグルメなどのプロモーション活動を展開してい

く。

①県内外、国外物産展開催

②開発商品普及活動

③商品開発

④開発商品取扱店舗商談

⑤食のプロモーション戦略

⑥グルメアンケート調査検証

①物産展等来場者数　　   5000人

②物産展等売上額　　 　   600万円

③商品開発数　　　　 　　   5品

④商品展示商談会参加数　    5社

⑤グルメ等販売数　　　　15000食

（今後の展開方針）

○中小企業自ら商品開発のノウ

ハウを習得し、独自で事業展開

を図れるよう支援する。

○開発後は、官民一体となり本

市の特産品等のＰＲを展開して

いく。

1 ⑤

うるま市人材育成産業拠点

整備調査事業

H25

　グローバルに活躍する高度な人材を育成すること

を目的とした人材育成拠点を整備するために、旧学

校施設等の公共施設の利活用について、施設利用

の可能性と運営方法について調査研究し、さらに、

民間資金も活用した人材育成拠点整備の可能性を

含めた調査研究を実施する。

ＩＴ人材養成拠点整備に係る可能性

調査

ＩＴ人材養成拠点整備に係る可能性調査

（今後の展開方針）

　公共施設等の利活用につい

て、地域振興及び経済振興の視

点で提案を行う。

備考

平成25年度　沖縄振興特別推進交付金（市町村）成果目標一覧【公表版】
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H25成果目標（指標）
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H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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計画
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1 ⑥

ＥＶ自動車コミュニティ構築

事業

H25～H27

　中城湾港新港地区では、エンジニア養成事業を通

じて多くの企業間の連携により小型ＥＶ自動車及び

コンバートＥＶ車を製造するなど、新たな成果を納め

ている。

「うるま市ＥＶ普及促進委員会」（仮称）を設立し、ＥＶ

自動車を本地域で製造・普及させるため調査を実

施し、そのニーズを把握するための社会実験も合わ

せて実施することにより、ローカルニッチの新たなビ

ジネスモデルの構築を目指す。

①ＥＶ普及調査・啓発

②ＥＶの製造

③ＥＶ社会実験の実施等

①ＥＶ普及のための調査

（地域社会でのEVの在り方(現状認識と課題の抽

出）及び、経済波及効果等の調査）

②啓発のためのシンポジュウム開催　１回

③ＥＶ製造（2台）及び技術課題の抽出

（今後の展開方針）

　本地域でＥＶの製造、普及を図

り、経済波及効果の調査、地域

でのＥＶのあり方を検討し、新た

な産業としてＥＶ普及、製造を促

進する。

2

うるま市雇用対策プロジェク

ト

H24～H33

2 ①

うるま市地域雇用人材育成

事業

H24～H33

　当市の厳しい雇用情勢を踏まえ、市内における雇

用及び就業機会を創出するため、未就職卒業者を

含む失業者に対して、民間企業と連携による人材

育成（ＯＪＴ等）を実施する。

民間企業と連携による人材育成

研修生の数（実人数）：100人

H25年度当該事業における新規雇用者数：100人

（今後の展開方針）

・零細企業及び個人事業者向け

の支援

・農業及び建設業等の事業所に

対する支援

・市内求職者に対する本事業の

広報強化など

2 ②

街角コンタクトセンター設置

運営事業

H24～H33

　 雇用の拡大を図るため、街角コンタクトセンターを

設置し、相談員による就業相談、中小企業等の事

業主に対する各種支援制度の案内、求人・求職等

の情報提供、就業者のスキル向上のための交流事

業等を実施するとともに、ＦＭ放送局などを活用した

求職情報等の発信を実施する。

相談の開設日数　240日

①年間利用者数：4,100人

②年間相談件数：1,400件

（今後の展開方針）

・相談件数の増

・離職率の改善

・就活支援システムへの登録（企

業・求職者）

2 ③

うるま市グッジョブ連携推進

事業

H25～H33

　将来のまちづくりの担い手となる児童生徒の勤労

観・職業観と学校をはじめ地域全体の連携による雇

用問題の解決や就業意識の向上を図るため、ジョ

ブシャドウイングをはじめとするキャリア教育を実施

する。

①ジョブシャドウイング実施校：11校

②受入れ企業数：100社

キャリア教育受講者数（生徒）：1,000人

（今後の展開方針）

・市内全小中学校の実施

・ジョブシャドウイング受入れ企業

の開拓

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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H25成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

3

うるま市観光振興プロジェク

ト

H24～H33

3 ① 観光商品開発流通促進事業 H24～H33

　地域特性や地域資源を活かした観光振興・地域

活性化を図るため、リゾートウェディングをはじめと

する観光商品の企画運営等を行うとともに、「世界

遺産勝連城跡」や自然・伝統芸能をはじめとした歴

史・文化素材を活用し観光商品を開発する。

① 既存観光商品（リゾートウェディン

グ・感動産業）の可能性調査

② 新規着地型観光商品開発　3商

品

③ 新・観光スポット創造　　１ヶ所

①既存観光商品参加数

　リゾートウェディング商品参加者数（20組）

　感動産業商品参加者数（300名）

②新規着地型観光商品開発数（3商品）

③新・観光スポット創造（1ヶ所）

（今後の展開方針）

○リゾートウェディング商品や観

光商品を開発

○旅行エージェント業者等へのＰ

Ｒ活動の展開

3 ②

うまんちゅ健康文化交流広

場整備事業

H24～H25

　市民の健康づくりを推進することによって健康長

寿地域としてのイメージ発信に繋げるとともに、地域

における伝統芸能・文化の継承活動と交流・体験の

場として、交流広場の整備を実施する。

うまんちゅ健康文化交流広場整備に

係る整備の実施

うまんちゅ健康文化交流広場整備に係る整備の

完了

（今後の展開方針）

H26年度　供用開始

3 ③

メディア活用による戦略的観

光誘客促進事業

H24～H28

　観光地としての魅力を県内外向けにPRし、効果的

な観光誘客を図るため、雑誌やテレビなどのメディ

アを有効活用した観光情報発信等による観光誘客

を実施する。

観光情報コンテンツの作成 観光情報コンテンツの作成件数　5件

（今後の展開方針）

○有効性のある観光情報コンテ

ンツによる、強いインパクトを持っ

た、うるま市のPR活動を実施

3 ④

うるま発！冬季観光誘客促

進イベント創出支援事業

H25～H29

　冬季における新たな観光誘客を図るため、沖縄文

化を象徴するチャンプルー文化を進化させ、新しい

文化産業の確立を目指した、文化芸能イベント開催

への支援を行う。

冬季観光誘客促進イベントの実施：

１回

① 来場者総数　　　　：３，０００人

② うるま市外来場者：　　５００人

③ 市内団体出演数　：　　　　３組

（今後の展開方針）

①魅力あるイベントの創出・顧客

満足度の向上

②観光誘客の拡大・新たな観光・

文化発信拠点としてＰＲ

③市内を拠点とする芸能団体の

育成

3 ⑤

ゆいゆいウォーク事業（環金

武湾ウォーキングフェスタ）

H25～H33

「健康長寿」と「観光振興」を結びつけた地域活性化

のの観点から、県内外のウォーカーが集い・交流す

る「環金武湾ウォーキングフェスタ」による西海岸リ

ゾート地域との差別化を図ってきた。プロモーション

等による新たな参加者を掘り起し、参加人数を増や

すことにより、観光振興及び地域資源の知名度の

向上を目指す。

　各メディアを活用したプロモーショ

ンの実施。

・テレビＣＭ

・ラジオ広告

・新聞広告

・ＨＰ・ＦＢ活用

ゆいゆいウォーキング目標参加人数：2000人

（今後の展開方針）

ウォーキング大会で「健康長寿」

と「観光振興」を結びつけた地域

活性化。

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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平成25年度　沖縄振興特別推進交付金（市町村）成果目標一覧【公表版】
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計画

期間

事業概要

4

うるま市文化観光振興プロ

ジェクト

H24～H33

4 ①

勝連城跡周辺文化観光拠点

整備事業

H24～H31

　世界遺産として登録されている勝連城跡は、毎年

多くの観光客が来場するものの、周辺施設の整備

が不十分であることから観光消費及び地域活性化

につながっていない状況にある。

　そこで、勝連城跡の世界遺産としての価値を保全

しつつ、文化を軸とした観光振興を図るため、体験・

交流を含めた複合的な文化観光拠点の整備を実施

する。

文化観光拠点整備に向けた基本設

計基礎調査

文化観光拠点整備に向けた基本設計基礎調査

の完了

（今後の展開方針）

H26年度　　基本設計

H27年度　　実施設計等

H28年度～　工事等

4 ②

生涯学習・文化振興拠点整

備事業

H24～H26

　当市には、エイサーをはじめ、闘牛、ウスデーク、

獅子舞、豊年祭など多種多様な伝統文化・行事が

残されている。それらは、「うるま市ならでは」の地域

資源であり、文化振興及び生涯学習を振興するた

めの拠点施設を整備し、世界遺産勝連城跡を中心

に、文化の薫るまちづくりを推進する。

生涯学習・文化振興拠点施設の建

設着手（擁壁工事、敷地造成）

生涯学習・文化振興拠点施設の建設着手（擁壁

工事、敷地造成の完了）

（今後の展開方針）

H26年度：本体及び外構工事、

　　　　　　備品購入

H27年度：供用開始

4 ③

市内文化財総合整備調査活

用事業

H24～H28

　文化の薫り高いまちづくり推進のために、市内の

歴史資産の環境整備と総合的な調査を実施する。

また、その整備と調査を基に活用事業を実施し、市

民に対して歴史遺産への愛着心を醸成し、市民自

身が歴史遺産を再評価できる環境の構築に取り組

む。

①勝連城跡整備基本計画の調査分

析し、中間報告の作成

②市内文化財環境整備　３箇所

③平敷屋トウバル出土品レプリカ製

作数　１点

①勝連城跡整備基本計画の調査分析、中間報

告の作成

②市内文化財環境整備　３箇所

(石川部落事務所等（市文化財）の整備、伊計グ

スク昇降階段整備、仲原遺跡竪穴住居復元)

③平敷屋トウバル出土品レプリカ製作数　１点

（今後の展開方針）

①勝連城跡整備基本計画の策

定

②市内文化財環境整備（仲原遺

跡、伊計グスク、平敷屋製糖工

場跡等）

③活用事業の実施（パンフレット

作成、文化財めぐり、展示会の実

施）

4 ④

全島獅子舞フェスティバル事

業

H24～H33

　　沖縄に伝わる獅子は旧暦の8月15日を中心に、

悪霊を祓い五穀豊穣と地域の繁栄を祈願する伝統

文化である。全島獅子舞フェスティバルを開催し、民

俗芸能としての獅子舞の保存・継承・発展に寄与す

るとともに、沖縄らしい新たな文化観光を構築する。

全島獅子舞フェスティバルの開催（１

回）

全島獅子舞フェスティバルの入場者数

3,200人

（基準値：平成24年3,000人）

（今後の展開方針）

【来場者目標】

H26年度　：　3,400人

H27年度　：　3,600人

H28年度　：　3,800人

H29～H33年度　：　4,000人

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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4 ⑤ ふるさと芸能デー事業 H24～H33

　伝統文化を保全・継承し、沖縄文化を軸とした付

加価値の高い観光を振興するため、ふるさと芸能

デーを開催する。

ふるさと芸能デーの開催（２回）

ふるさと芸能デーの入場者数　１，７００人

　（基準値：平成23年800人）

（今後の展開方針）

　H26年度～H33年度に1年度2

団体の合計16団体へ、地域自治

会を軸とした芸能文化の舞台発

表の機会の創出を図る。

4 ⑥ 文化施設機能強化事業 H24～H28

　当市の多様な伝統芸能・文化を発信し、優れた芸

術文化鑑賞の機会を提供するとともに、「うるま市な

らではの文化観光商品」を展開し、本市の文化観光

振興を展開するため、うるま市民芸術劇場の音響

卓等の機能強化を行う。

市民芸術劇場の音響等の整備工事 市民芸術劇場の音響等の整備工事

4 ⑦ 文化施設環境整備事業 H24～H25

　地域芸術文化の振興を図るため、うるま市民芸術

劇場の外壁の機能強化を実施する。

市民芸術劇場外壁リニューアルに向

けた工事の実施

市民芸術劇場外壁リニューアルに向けた工事の

完了

（外壁デザインの一新等）

4 ⑧ 南風原文書整理翻刻事業 H24～H28

　当市の文化振興、人材育成を図るため、「南風原

文書」の整理、修復、デジタル化、複製本を作成す

るとともに翻刻を行い、生涯学習や学校教育の郷土

学習教材として提供する。

①南風原文書の翻刻作業

②事業関連の講座開催

①南風原文書の翻刻件数（15冊）

②事業関連の講座開催数　　１回

（今後の展開方針）

H２６～２８年度　翻刻報告書発

刊

H２６年度　企画展・講座等開催

H２６～２８年　戦後資料等整理

作業

4 ⑨ マーラン船等復元活用事業 H24～H28

　当市では、船大工のマーラン船建造技術を指定文

化財とし、伝統文化の保存・継承に取り組んでき

た。その結果マーラン船は映画やドラマ、多くの番

組に採用され、当市の広告媒体となっている。その

人材を活用し、木造船（マーラン船・琉球伝馬船・サ

バニ）を復元することで、造船技術の継承と後継者

育成を図り、うるま市ならではの郷土教育の実践を

推進する。

①マーラン船の建造　　１艇

②渡し船（木造船）の企画展の

　　　　　　　　　　　　　　開催数　1回

③本事業関連の教育活動の

　　　　　　　　　　　　　　開催数　４回

①マーラン船の建造復元　１艇

②企画展の入館者数3,000名

（今後の展開方針）

H26年度

　琉球伝馬船建造・マーラン船に

関する企画展等

H27年度

　琉球伝馬船に関する企画展等

H28年度

　船大工及び木造船に関する講

演会等

4 ⑩ 景観調査活用事業 H24～H28

　勝連城跡及びその周辺の自然・民俗文化財、具

志川及び照間のい草水田、海中道路とその周辺の

干潟に依存する生業・伝統行事・生物等を記録・保

存し、郷土教育や観光案内に利活用できる資料を

発刊・提供することにより、教育及び観光の振興を

図る。

①勝連城跡周辺の自然調査件数（５

箇所）

②文化的景観に関する資料収集（３

箇所）

③本事業関連の講座等の開催数

　　　　５回

①自然標本　50点（製作数）

②文化的景観等記録　２件

③講座等に伴う学校教育及び生涯学習の件数

（５件）

（今後の展開方針）

H２６～２８年度

 小動物・民俗行事・生業等調査

 文化的景観に関する企画展等

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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4 ⑪

新沖縄型エンターテイメント

事業

H24～H33

　沖縄の結婚式で行われる「ニービチ余興」は、ダン

スやショートコント、合唱、寸劇、舞踊など様々な

ジャンルがあり、非常にユニークな取り組みが多

い。

　「ニービチ余興」は沖縄独自のコンテンツであるこ

とから、沖縄の観光イベントとして、開催・情報発信

し、観光誘客に取り組む。

ニービチ余興大会の開催数（予選会

を含む）4回

①うるま祭りニービチ余興大会の来場者数（予選

会を含む）10,000人

②予選会へのエントリ―数30組

（基準値：平成24年予選会へのエントリ―数21

組）

（今後の展開方針）

○舞台運営、演目等の充実や広

報活動の拡大を図り、うるま発の

新たな文化観光イベントとしての

地位の確立を図る。

4 ⑫ 文化財標柱等設置事業 H24～H27

　市内の文化財・旧跡等に標柱等を設置し、市民・

観光客が広く活用しやすい環境を作る。

文化財標柱等設置数　35箇所 文化財標柱等設置数　35箇所

（今後の展開方針）

H26～H27年度

　未設置の市内文化財・旧跡等

に対して標柱等を順次、設置す

る。

4 ⑬

蔡大鼎「伊計村遊草」等調査

研究事業

H24～H26

　「伊計村遊草（ｲｹｲﾑﾗﾕｳｿｳ）」の著者である蔡大

鼎（ｻｲﾀｲﾃｲ）に関する調査・研究を進め、難解な漢

文体の歴史史料を現代の教育文化に活用できるよ

うカラー復刻版や翻刻解説本などを刊行することに

よって、伝統文化の保全・継承を図る。

①史料展示会(1回）

②翻刻解説本の発刊　　　600冊

①蔡大鼎関連史料展示会の来場者数（600人）

②翻刻解説本の発刊数　　　600冊

（今後の展開方針）

H26年度

・史料等調査の実施及び史料研

究

・展示会等の実施

・蔡大鼎関連史料複製本の刊行

上記内容等を実施

5

うるま市観光地基盤形成プ

ロジェクト

H24～H33

5 ①

沖縄らしい風景づくり推進事

業

H24～H33

　当市の多彩で美しい景観・風景を守り、潤いと癒し

のある住みよい住環境の保全・創造を図るため、景

観地区の指定、その指定に向けた地域検討会の開

催や景観地視察等の景観・風景づくり推進に関する

事業を実施する。

景観地区の指定に向けた地域検討

会等の開催（５回程度）

景観地区の指定箇所数　1箇所

（勝連南風原計画地区）

（今後の展開方針）

H26年度：景観地区指定に向け

た取り組み（検討会等）開始（浜

比嘉地区）

H27年度：浜比嘉地区における景

観地区の指定に向けた取り組み

継続

H28～H33年度　：

　景観地区指定候補の選定及び

景観地区指定に向けた取組の実

施。

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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5 ② 伊計海岸周辺環境整備事業 H24～H25

　伊計海岸西側付近の砂浜は、当市の貴重な観光

財産であるが、台風等の高波による砂浜の浸食が

進行しており、砂浜と後背地の保全措置及び、観光

地としての景観を保全するため、自然石被覆護岸を

整備する。

 自然石被覆護岸工事の実施

　　(整備状況　高さ3.0m　延長

35.0m)

 自然石被覆護岸工事の完了

　　　(整備状況　高さ3.0m　延長35.0m)

10月変更

（事業追

加）

6 島しょ地域振興プロジェクト H24～H33

6 ① 島アートプロジェクト事業 H24～H33

　島の良さを再発見し、ゆったりとした島の空間を楽

しんでもらう新たな観光スタイルの創出と島独自の

地域活性化を図るため、若手芸術家や美術家、そし

て地元住民とのワークショップを開催し、アート（造

形物、オブジェ、美術など）による島おこしを実施す

る。

①イベント開催数：2回

②イベント開催日数：33日

イベントの合計来場者数　10,000人

（基準値：平成24年イベントの

                              合計来場者数 4,734人)

（今後の展開方針）

○　地元産品の販売コーナーの

設置や、地域住民作品の制作展

示等を実施し、地域住民参加型

のアートイベントとしての定着化

を図る。

6 ② 津堅・島おこし支援事業 H24～H26

　津堅島において、安心して暮らせる島づくりを推進

するために、ワークショップを開催し、地域資源を活

用した島民主体の地域おこしに繋げていく仕掛けづ

くりとサポートを実施する。

①住民WSの開催（3回）

②地域住民・行政が一体となった清

掃活動イベントの開催

①住民WS参加人数（延べ45人）

②清掃活動イベントへの参加人数（200人）

（今後の展開方針）

・民泊事業の推進

・地域の環境美化活動の推進等

7

具志川野球場及び周辺環境

整備事業

H24～Ｈ25

　韓国プロ野球ＳＫワイバンズのメインキャンプ場で

ある具志川野球場は、オープン戦や交流戦等の開

催条件が整備されていない状況であるため、内外

野芝生張替など施設の機能強化を実施する。

具志川外野芝生張替工事(9,200㎡）

具志川外野芝生張替工事(9,200㎡）

（スポーツ施設に適したティフトン芝への張替）

8

農水産業振興戦略構築及び

拠点施設整備事業

H24～H26

　　当市は第１次産業が盛んな地域である。地域特

性を発揮し、農水産業の６次産業化を推進するた

め、マーケットや複合施設の運営等に精通している

民間事業者等と連携し、農水産業の戦略的展開を

構築するとともに、豊かな農水産物の加工・流通施

設、直売所及びレストラン等を併せ持つ複合施設を

整備する。

①基本設計業務

②施設運営体（人材）の発掘・育成

及び地元食材を中心とした地域おこ

し活動等の実施

③物件補償調査

④用地・物件補償

①農家・漁家などの参画による基本設計の作成

②施設運営に関わる人材の発掘

③物件補償　２件

④用地取得　13,206㎡

（今後の展開方針）

H26年度：実施設計

H27年度：工事実施

H28年度：供用開始

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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10

うるま市国際人材育成プロ

ジェクト

H24～H33

10 ①

小学校外国人英語助手派遣

事業

H24～H33

　国際性豊かな地域振興に向け、国際的視野を持

ち外国語によるコミュニケ－ション能力を備えた人

材育成を図るため、小学校に外国人英語助手の派

遣を実施する。

英語指導助手配置数　9人

「英語が楽しい」と回答した児童生徒の割合：

65％　（児童へのアンケートによる）

（今後の展開方針）

平成26年度～平成33年度

　英語指導助手配置数　10人

　市内小学校（18校）を10人で巡

回指導を実施。

10 ②

中学校外国人英語助手派遣

事業

H24～H33

　国際性豊かな地域振興に向け、国際的視野を持

ち外国語によるコミュニケ－ション能力を備えた人

材育成を図るため、中学校に外国人英語助手の派

遣を実施する。

英語指導助手配置数　6人 英語検定5級から準２級の合格者　１７０人

（今後の展開方針）

平成26年度～平成33年度

　英語指導助手配置数　6人

　市内中学校（10校）を6人で巡

回指導を実施。

11

うるま市基礎学力向上対策

プロジェクト

H24～H33

11 ①

小学校学力向上対策推進事

業

H24～H33

　小学校児童に対して、基礎学力の向上を図るた

め、学習支援員を配置し学習支援を実施する。

学習支援員配置数　33人

沖縄県学力向上到達度調査　国語・算数の平均

正答率30％未満児童の割合(沖縄県との差）

3年－2.0、5年-2.0

（基準値：24年度　3年生 -0.7　5年生 -1.7）

（今後の展開方針）

平成26年度～平成33年度

　学習支援員配置数　33人

　市内全小学校へ2名配置（彩橋

小学校除く）

11 ②

中学校学力向上対策推進事

業

H24～H33

　中学校の生徒に対して、学習の基礎的・基本的な

知識・技能の確実な定着等を図るため、学習支援

員を配置し、学習支援を実施する。

学習支援員配置数　17人

沖縄県の平均点との差（中学校数学A)　　－1

（基準値：24年度沖縄県の平均点との差（中学校

数学A)　　-1.6）

（今後の展開方針）

平成26年度～平成33年度

　学習支援員配置数　17人

　市内全中学校へ2名配置（彩橋

中学校除く）

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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11 ③

島しょ地域小学校基礎学力

向上対策事業

H24～H28

　平成24年度より島しょ地域の小規模校の小中学

校が統合し、複式学級から単式学級での授業が可

能になった。基礎・基本の確実な定着を図るため、

非常勤講師を配置し児童の学習支援を実施する。

非常勤講師配置数　2人 支援児童生徒数　１１４人

（今後の展開方針）

平成26年度～平成28年度

彩橋小学校に非常勤講師2名を

配置。

11 ④

島しょ地域中学校基礎学力

向上対策事業

H24～H28

　平成24年度より島しょ地域の小規模校の小中学

校が統合し、複式学級から単式学級での授業が可

能になった。基礎・基本の確実な定着を図るため、

非常勤講師を配置し生徒の学習支援を実施する。

非常勤講師配置数　2人 支援児童生徒数　　６８人

（今後の展開方針）

平成26年度～平成28年度

彩橋中学校に非常勤講師2名を

配置。

12

うるま市子ども健やか安心プ

ロジェクト

Ｈ24～Ｈ33

12 ①

きむたかこどもセンター建設

事業

Ｈ24～Ｈ25

　 地域の中で安心して子どもを生み育てることがで

きる環境づくりを目指すために、地域特性を活かし

た伝統芸能・文化を基調とした施設整備を実施し、

児童健全育成を図る。

きむたかこどもセンター建設 きむたかこどもセンター建設の完了

（今後の展開方針）

平成26年度：供用開始

12 ② 気になる子巡回相談事業 H24～H33

　公立・法人・認可外保育施設における「気になる

子」への保育の充実ときめ細かい対応を図るため、

臨床心理士・認定心理士・保健師等の専門指導員

を配置し、相談・支援を行う。

①巡回相談を実施する保育施設件

数

　公立　5ヶ所

　法人　26ヶ所

　認可外　32ヶ所

②保育施設職員を対象にした研修

会年4回

①巡回相談実施施設数（延数）　　75園

②配慮を要する子への対応の仕方を学び保育

の実践に活かすための研修内容理解度　70％

（今後の展開方針）

巡回相談実施施設数

H24～H33年度（累計延数）

　　1380園

12 ③ 放課後児童クラブ支援事業 Ｈ24～Ｈ28

　放課後児童クラブ運営の適正化や指導員の資質

向上を図るため、運営に関する専門員と保育に関

する専門員を担当課に配置し、市学童連絡協議会

や学校などと連携し、子育てネットワークの形成を

図る。

①学童クラブ訪問指導員の配置　２

人

②学童クラブ訪問指導回数　１８０回

③学童クラブ指導員等研修会　５回

放課後児童クラブ指導員等研修

　参加人数　１７５人

（今後の展開方針）

今後も訪問指導、研修会の充実

を図り「安心して子育てができる

環境整備」を図る。

　上記事業により、学童クラブへ

の加入児童数の増加を図る。

平成２３年度：９５０名

平成２４年度：１，３３６名

平成２５年度：１，３５０名

平成２６年度：１，４００名

平成２７年度：１，４５０名

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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12 ④ 母子生活支援モデル事業 H25～H29

　母子保護が必要な母子家庭の中でも自立する意

欲のある家庭に対し、民間アパート等の居室を提供

し、一定期の就労や児童の学習支援等を行い自立

に向け支援する。

①借上居室１０部屋

②就労スキルアップ講座開催(24回）

③入居者児童学習支援（４８回）

①就労スキルアップ講座資格取得者２人

②学習支援後の学習理解度向上７０％以上

　　（対象児童アンケート実施）

（今後の展開方針）

今後事業実施していくなかで、入

居世帯の支援拡充を図っていく。

13

うるま市児童生徒健全育成

プロジェクト

H24～H28

13 ①

問題を抱える子ども達の自

立支援員配置事業

H24～H28

　問題を抱える児童生徒に対して未然防止、早期発

見、早期対応に取り組み、学校復帰や立ち直りに向

けた支援や指導を行う。また、学校の生徒指導係と

連携し、校内でのいじめ、暴力行為、授業は受けず

徘徊している生徒等への声かけや指導を行う。

自立支援員配置数　2人

問題を抱える生徒に対する

　　　　　　　　相談及び支援のべ件数　　800件

（今後の展開方針）

平成26～28年度

　自立支援員配置数　2人（中学

校）

13 ② 中学校教育指導推進事業 H24～H28

　教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の

専門的な知識や技術を有するスク－ルソ－シャル

ワ－カ－を活用し、問題を抱える生徒に対し、当該

生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等

とのネットワ－クを活用したりするなど、多様な支援

方法を用いて課題解決への対応を図っていく。

スク－ルソ－シャルワ－カ－配置数

3人

問題を抱える生徒に対する相談及び

　　　　　　　　　　　　　　支援のべ件数　2000件

（今後の展開方針）

平成26～28年度

　スクールソーシャルワーカー　3

人配置

13 ③ 教育相談事業 Ｈ24～Ｈ28

　相談室に教育相談員を配置し、幼児・児童・生徒

の不登校や、教師・保護者の教育上の問題や悩み

の相談に応じ支援する。

教育相談員配置数　８人 教育相談対応のべ件数　　１,４００件

（今後の展開方針）

　学校訪問相談の充実を図り、

早い段階で相談へ繋ぐことがで

きる体制を作る。

13 ④ 適応指導教室事業 Ｈ24～Ｈ28

　うるま市立小・中学校に在籍する心理的・情緒的

要因による不登校児童生徒に対して、個々の状態

に応じた指導支援を行い、人間関係の改善を図ると

ともに、自立心を高め社会性を身につけさせ、学校

適応を促進するため、適応指導教室を実施し支援

する。

適応指導教室指導員配置数　３人

チャレンジ登校できた割合　  ８０％

チャレンジ登校とは

　学校への登校復帰へ向けて、児童・生徒の状

況に応じ登校する場所や時間帯などを考慮した

段階的な登校支援。

（今後の展開方針）

　心因性不登校時期にある子ど

も達に状況に応じた支援をし学

校適応を図る。原籍校や関係機

関と連携し学校への復帰に向け

て支援する。

チャレンジ登校できた割合８０％

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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14

うるま市防災基盤強化推進

プロジェクト

H24～H29

14 ① 防災避難通路整備事業 H24～H27

　当市は沖縄本島内の市町村で最も長い海岸線を

有しており、低地帯地域に居住する市民や企業等、

また多くの観光客の安全・安心を確保するため、防

災避難通路を整備し、きめ細かな防災基盤を構築

する。

　防災避難通路整備（３地区(４路

線)）

　防災避難通路整備（３地区(４路線)）に係る用地

買収及び建設工事の完了

避難通路の整備率　40%

（今後の展開方針）

＜H24-25年度計画通路＞

H26年度：供用開始（浜地区、比

嘉地区、屋慶名地区）

＜H26-27年度計画通路＞

H26年度：実施設計

H27年度：用地買収及び建設工

事

H28年度：供用開始（比嘉地区、

屋慶名地区、南風原地区、塩屋

地区）

14 ② 津波対策緊急事業 H25～H26

　東日本大震災以降、全国的に津波災害対策が取

り組まれている中、当市においても低地帯地域に居

住する市民や企業をはじめ、観光で訪れた多くの観

光客が津波災害発生時に円滑な避難行動が行える

よう「津波対策緊急事業計画」に基づく海抜表示板

等の設置を実施する。

①海抜表示板設置箇所数　６４８箇

所

　（電柱式、防災行政無線、その他）

②避難誘導看板設置箇所数　２７箇

所

①海抜３０ｍ以下の地域への

　　　　　　海抜表示板の設置率　７５％

　 海抜３０ｍ以上の地域への

　　　　　　海抜表示板の設置率　２５％

　

②海抜３０ｍ以下の地域への

　　　　　　避難誘導看板の設置率　９６％

　 海抜３０ｍ以上の地域への

　　　　　　避難誘導看板の設置率　　４％

※避難誘導看板の設置数／『津波対策緊急事

業計画』に基づく設置数

（今後の展開方針）

H26年度　：　海抜表示板設置

　　　　　　　　避難誘導看板設置

14 ③ 防災倉庫等整備事業 H25～H29

　当市は沖縄本島中部東海岸に位置し東に金武

湾、南に中城湾に接しているほか、東南に伸びる半

島部の海上には有人５島があり、風光明媚な自然

景観と観光資源が残されており観光客も多く訪れ

る。本事業は、大規模災害等に備え、市民や観光

客等の生命と身体、財産の安全性を確保するた

め、市内に防災倉庫（防災資機材や備蓄食糧等を

備蓄する。）を整備し防災活動基盤を構築する。

①防災倉庫の整備　5箇所

②備蓄品の整備

　非常用毛布・非常用タオル

　　　　　　　　　各1,000枚

　備蓄食糧　　10,000食

　備蓄飲料水 10,000本

①防災倉庫の整備率　29%

※防災倉庫整備数／市内17箇所

②備蓄品の整備率

　非常用毛布と非常用タオルの整備率　20%

　備蓄食料と備蓄飲料水の整備率　20%

※非常用毛布・非常用タオル整備数／各5,000枚

※備蓄食糧の整備数／50,000食

※備蓄飲料水の整備数／50,000本

（今後の展開方針）

H26年度～H29年度

倉庫3箇所/年、非常用毛布・非

常用タオル各1,000枚/年、備蓄

食糧10,000食/年、備蓄飲料水

10,000本/年を整備する。

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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14 ④

うるま市自主防災組織資機

材整備事業

H25～H33

　観光立県である本県の自主防災組織活動カバー

率は全国平均75.8%に対し、8.9%と全国最低水準と

なっており、観光客の安心安全を確保するために防

災体制の充実を図る必要がある。

　市民や地理的情報に乏しい観光客の避難支援等

としても機能する自主防災組織に対し資機材整備

等の支援を実施する。

新たに結成された自主防災組織４団

体に対し、２００万円を上限とした防

災資機材を整備する。

自主防災組織４団体への防災資機材整備率

①栄野比自主防災会　１００％

②宮城地区自主防災会　１００％

③新赤道自主防災会　１００％

④塩屋自主防災会　１００％

（今後の展開方針）

平成26年度以降も継続して自主

防災組織の結成を推進し、毎年

概ね３団体の自主防災組織を結

成して防災資機材を整備する。

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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