
 09　うるま市

パ 細 H26事業内容 H26活動目標（指標） 今後の展開方針等
補足

説明等

1
うるま市産業振興プロジェク
ト

H24
～

Ｈ33

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、
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 目標企業誘致件数：２社程度
将来的に、１０社程度の企業誘致
を目指す。

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（ＰＭ）
・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

人材育成数
H24年 ： 59人（実績）
H25年～H27 ： 32人（目標）
　合計　：　155名

③
中城湾港新港地区物流促進
支援事業

H24
～

H26

　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。

　
・アクションプラン内容の検討
・審査委員会の開催
・シンポジウムの開催

　物流貨物集積アクションプランの策定

【今後の展開方針等】
　港湾物流貨物集積のための物流
倉庫整備などの実現を図るため、
関係機関と調整の上、整備を進め
る。

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県外における物産展への出展　6
回
②特産品開発件数　2～3商品
③プロモーション回数　2回
④商談会出展件数　2回

①出展者延べ数60社
②物産展等売上額　：　1,500万円
③特産品開発件数（2～3商品）
④商談成立件数2件

（今後の展開方針）
・商品の開発を推進しながら、既存
商品の販路拡大とバイヤー商談会
への積極的な参加による商談成立
を図る。あわせて県外向けにプロ
モーション活動を展開しながら販路
開拓を実施する。

⑤
うるま市人材育成産業拠点
整備調査事業

H25
～

H27

　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、さらに、民間資金も活用した
人材育成拠点整備にかかる基本計画を策定する。

・基本計画の内容の検討
・審査委員会（外部・内部）の開催
・住民説明会の開催

・人材養成拠点整備に係る基本計画の策定

【今後の展開方針等】
　人材育成拠点施設の整備によ
る、地域振興及び経済振興の視点
で施設整備を目指す。

平成26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

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をつくる（地域の産業振興）・つかう（普及に
よる経済効果）に関するあり方を調査し、普及の
方向性を見出す。
②ＥＶ製造及び技術課題の抽出
③EV社会実験により、一般普及車両との走行性
能、車両機能の比較ができる。

【今後の展開方針等】
　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

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、民間企業との連携による人材
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

H26年度当該事業における新規雇用者数：100人

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：4,365人
②年間相談件数：1,440件

【今後の展開方針等】
　ハローワークとの情報の連携や
斡旋業務の執行等を検討すること
で、支援体制の充実を図る。

③
うるま市グッジョブ連携推進
事業

H26
～

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
用問題の解決や商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：15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
・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

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

3
うるま市観光振興プロジェク
ト

H24
～

Ｈ33

① 観光商品開発流通促進事業
 H24
～

H34

　地域特性や地域資源を生かした観光振興・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 新観光商品開発：６件
② リゾートウェディング商品開発：１
件

満足度調査「非常に満足」+「満足」の割合：60%
（モニターツアー参加者へのアンケートにより把
握）

【新観光商品開発】
①本市の歴史・自然・農水産業等
を活用した体験型プログラムを開
発する。
②本市の多様な観光資源を組合
わせることで、うるま市独自の訴求
力の高い観光商品として売り出
す。
【リゾートウェディング商品開発】
①　これまでのアンケート結果等を
精査し、より顧客満足度の高い商
品として醸成する。

②
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配信等による観光誘客を
実施する。

① ＴＶ番組　：１件
② 旅行誌掲載：３件
③ ＳＮＳ活用：１件

情報接触者数：50万人

①年度ごとに情報を発信する媒体
を精査し、最大限の効果を発揮しう
る媒体を選定し事業展開を実施す
る。
②　フェイスブックに代表されるＳＮ
Ｓ等を活用したＰＲ活動の展開も検
討する。

③
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。

補助金交付：1件(500万円以内)
来場者総数　　　：3,000人
うるま市外来場者：　　７５０人
市内団体出演数　：　　　　３組

①会場内や会場周辺に地域特産
品、観光、企業ＰＲブースを設け
て、沖縄ファン・リピート客の開拓
及びうるま市の観光物産等の周知
を図る。
②　「うるま市石川多目的ドーム」
の観光・文化発信の新たな拠点と
しての可能性を県内外にアピール
する。

④
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。

①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）
②ウォーキング講習会の開催 ： 60
回

①ゆいゆいウォーキング目標参加人数：2000人
②講習会の参加者数　：　1200人（60回×20名）

【今後の展開方針等】
　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。

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

⑤
海中道路ライトアップ観光景
観形成事業

H24
～

H26

　知名度の高い海中道路の大橋をライトアップする
ことによって、当市における観光の付加価値向上と
満足度を高め、観光誘客の促進と観光消費額の拡
大を図る。

・海中道路大橋へのライトアップ機器
の設置
・ロードパーク内に、ライトアップ電力
用の小型風車を2基設置していく。

①ライトアップの設備設置　工事完了
②自然エネルギー（風車）設置　工事完了

（今後の展開方針）
平成27年度
・夜間の観光イベントの開催
・ライトアップを生かした観光プログ
ラムの検討

⑥
観光プロデューサー派遣事
業

 H26
～

H27

 　観光物産振興に関する専門的な知識、企画力及
び実行力を有するとともにうるま市の観光物産産業
を総合的にプロデュースできる優れた人材を招聘
し、観光物産振興事業の企画運営のあり方等につ
いて指導助言を実施することで、多分野にわたる観
光産業の連携の強化、継続的な観光産業の拡大、
地域の地域活性化を図る。

派遣日数：150日（年間）
セミナー開催：2回

①観光事業者連絡会議（仮称）の開催：３回
②観光事業者連絡会議参加事業所数：延べ１５
団体
③セミナー参加者数：延べ100名

【今後の展開方針等】
　市域の観光物産に携わる方々の
トータル的なレベルの向上をとお
し、より地域に根ざし、かつ訴求力
の高い観光物産振興事業の展開
を図る。

⑦
石川イベント公園機能強化
事業

H24
～

H30

　観光誘客を促進するため、石川イベント公園（通称
「石川ドーム」）において、多彩な伝統芸能・文化を
はじめ、うるま市ならではの地域資源等を生かした
観光イベント等の多種多様なイベント開催ができる
施設環境整備を実施する。

「石川イベント公園機能強化調査事
業」
に基づく施設整備の実施
①観客席ベンチ設置業務　設計・工
事
②券売所整備業務　設計・工事
③物産販売施設業務　設計・工事
④便所設置業務　設計・工事

①観客席ベンチ設置業務　設計・工事完了
②券売所整備業務　設計・工事完了
③物産販売施設業務　設計・工事完了
④便所設置業務　設計・工事完了

【今後の展開方針等】
　平成25年度に策定した「石川イベ
ント公園機能強化調査事業」によ
る調査結果に基づき、より優先度
が高い機能強化を年次的に実施し
ていく事により、これまでは、闘牛
大会が主であったが、今後は観光
振興に資する音楽や芸能等のイベ
ントにおいても活用する。

7月変更
(事業追
加)

⑧
勝連城跡城郭内周遊環境整
備事業

H26

　世界遺産群に登録されてる「勝連城跡」に、当史
跡のもつ魅力をより効果的に訴求するため、案内サ
インの設置及び公衆無線ＬＡＮの整備を実施し、さら
に、うるま市観光案内アプリを構築等を実施すること
で、観光客の受入体制整備を実施する。

・案内サインや公衆無線LAN等の整
備後の活用に向けてプロモーション
活動を行い、世界遺産　勝連城跡の
魅力拡大を図り、外国人を含む来場
者が快適に周遊できる環境を構築す
る。

①案内サイン整備：１５基以上
②公衆無線ＬＡＮ設置：１基
③多言語対応案内アプリ（仮称）制作

【今後の展開方針等】
　城郭内の主要個所に案内サイン
を整備することにより、勝連城跡の
歴史・文化をより深く体感できる環
境を構築する。
　また、多言語対応のサイトを整備
することで、増加しつつある外国人
観光客を含めた来訪者受入環境
の向上を図る。
加えて、公衆無線ＬＡＮ環境を整備
することにより、来訪者のＳＮＳ活
用等による観光客目線からの情報
発信の拡大や、更なる外国人観光
客受入環境の確立を図る。

7月変更
(事業追
加)

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

⑨
うるま市地域ＰＲキャラクター
制作事業

H26
　うるま市を象徴するキャラクターをデザイン・着ぐる
み化し、市内外や県外で開催する各種イベント等に
おいて活用し、うるま市の認知度の向上を図る。

①デザインの公募活動
・ポスターによる周知
・新聞広告による周知
②デザインの選定
・選定委員会運営
・WEB投票

①キャラクター及び着ぐるみ制作：1体
②イラスト制作：20種
キャラクター制作により、うるま市のイメージを発
信する機会が増える。

【今後の展開方針等】
　県内外で開催される各種イベント
への参加や関連グッズの開発等に
よるうるま市観光ＰＲ等を実施す
る。

7月変更
(事業追
加)

4
うるま市文化観光振興プロ
ジェクト

H24
～

Ｈ33

①
勝連城跡周辺文化観光拠点
整備事業

H24
～

H32

 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。

①文化観光拠点整備の基本設計発
注

①基本設計策定
（文化観光拠点整備に向けた基本設計）

（今後の展開方針）
うるま市の歴史文化の拠点及び観
光の振興に資する空間として整備
を進めていく。
H27～30年度：実施設計、用地取
得等
H28～32年度：工事等
Ｈ33年度：全部供用開始予定

②
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内容の調
査検討
②市内文化財の調査（2箇所）
③市内文化財環境整備（2箇所）

①勝連城跡整備基本計画の策定
（勝連城跡の史跡指定地を中心とした現状の把
握と、近年の発掘調査成果や新たな知見を盛り
込んだ中長期的な発掘調査と保存整備の計画を
策定する。）
②市内文化財の調査（2箇所）
　（与那城監視哨跡、東恩納博物館跡）
③市内文化財環境整備（2箇所）
　（平敷屋製糖工場跡、仲原遺跡の環境整備工
事）

（今後の展開方針）
①市内文化財の環境整備（与那城
監視哨跡、沖縄諮詢会堂跡）
②活用事業の実施（パンフレット作
成、文化財めくぐり、展示会の実
施）

③
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。

①全島獅子舞フェスティバル開催（1
回）

①全島獅子舞フェスティバルの入場者数（3,200
人）（基準値　Ｈ25年度入場者数3,000人）

（今後の展開方針）
・あげな闘牛場で開催し、シャトル
バス運行周知など、市内外からの
来場者数の増加を目指す。
Ｈ28年度（中間年）：来場者数目標
3,600人
Ｈ33年度（最終年）：来場者数目標
3,800人

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

④ 文化施設機能強化事業
H24
～

H26

　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舞台機
構等の機能強化を行う。

市民芸術劇場の舞台機構設備整備
工事発注

市民芸術劇場の舞台機構設備整備工事完成（総
事業量に対する達成率100％）

（今後の展開方針）
・劇場設備を整備する事により、将
来的に稼働率80％台を目標とす
る。

⑤ 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」等の整理、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南風原文書の整理、翻刻作業
②戦後史料の修復・デジタル化
（史料15,000枚）
③事業報告書、ガイドブックの発刊
（事業報告書　300部、ガイドブック
300部）

①地域発見型学習会（歴史学編）参加者数（100
人）
②南風原文書翻刻作業（総事業数に対する達成
率60％）
③戦後史料の修復およびデジタル化（総事業量
に対する達成率30％）

（今後の展開方針）
①南風原文書の翻刻作業と解題
作業。
Ｈ27年度：南風原文書関連内容を
常設展示への転化
②デジタル化した資料のデータ
ベース化
Ｈ27年度：50％
H28年度：100％
・活用事業の実施（展示会、ガイド
ブック）

⑥ 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琉球伝馬船の建造（1艇）
②マーラン船の企画展等の開催（5
回）

①琉球伝馬船の建造復元（1艇）
②企画展入場者数（5,000人）（基準値　Ｈ25年度
実績値3,854人）
③学校教育関連イベント入場者数（300人）（基準
値　Ｈ25年度実績値：200人）
④生涯学習関連イベント入場者数（200人）（基準
値　Ｈ25年度実績値：100人）

（今後の展開方針）
平成27年度：サバニ復元建造に伴
う木材調達、マーラン船乗船体験、
琉球伝馬船の企画展、総合学習等
の実施

平成28年度：サバニ復元建造、
マーラン船乗船体験、サバニの企
画展、総合学習等の実施

⑦ 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（5箇所）
②文化的景観に関する資料収集（3
箇所）
③自然及び文化的景観の企画展等
の開催（5回）

①自然標本（50点）
②文化的景観等記録（2件）
③企画展入場者数（5,000人）（基準値　Ｈ25年度
実績値3,854人）
④学校教育に係る入場者数（300人）（基準値　Ｈ
25年度実績値：200人）
⑤生涯学習に係る入場者数（200人）（基準値　Ｈ
25年度実績値：100人）

（今後の展開方針）
文化的景観に関する伝統行事及
び自然の生き物等を学校教育及び
生涯学習へ展開。
①平成27年度：水田の生き物等調
査及びその企画展
②平成28年度：干潟等調査及び企
画展

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

⑧
新沖縄型エンターテイメント
事業

 H24
～

H33

　沖縄の結婚式で行なわれる「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。

本イベント開催：1回（2日間）
県内各地での予選会開催：3回

イベント参加者：２００名
来場者数　　　：２０００人

　「ニービチ余興王」選手権に加
え、うるま市独自の伝統文化を活
用したコンテストの実施や、観客参
加型イベントを併せて実施するな
ど、更なる「うるま」発のイベントとし
てブラッシュアップを図る。

⑨ 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。

・標柱設置により、地域資源を保全し
つつ、来訪者等への文化財・旧跡等
の情報提供を行う。

①文化財標柱等新規設置数（30箇所程度）

（今後の展開方針）
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。

⑩
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）」と著者である蔡大鼎
（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
カラー復刻本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展示会・講演会（１回）
②うるま「漢詩ロード散策」等の刊行
（4,000部）
③研究成果報告書の刊行（200部）

①展示会・講演会の来場者数（600名）

（今後の展開方針）
歴史史料に関する刊行物を活用し
た教育文化、生涯学習への展開及
び観光資源化に向けた検討を継続
して行い、うるま市の文化観光振
興に繋げていく。

⑪
勝連城跡周辺回遊観光整備
事業

H26
～

H31

　世界遺産「勝連城跡」周辺において、地域に点在
する歴史・文化的な資源の調査・整備を行うことによ
り良好なまちなみ景観を創出しつつ、それに伴う「勝
連城跡」を中心とした資源回遊ルート・サイン・休憩
施設等の整備計画及び回遊プログラムの作成を目
的とする。

・地域内調査及びヒヤリング等
・周辺回遊ルート検討

・周辺回遊基本計画策定
※回遊路観光の展開に関して、関係者（団体）等
の意向の集約ができる。

・周辺回遊基本計画概要版作成 (1000部)

（今後の展開方針）
平成27年度：基本設計
平成28年度：実施設計
平成29～31年度：整備・工事

7月変更
(事業追
加)

5
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、市
内２地区について景観地区の指定、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。

①景観地区等の指定に向けた地域
説明会の開催（南風原地区：3地域×
3回程度）
②景観地区の指定に向けた検討会
の開催（浜比嘉地区：2地域×3回程
度）

①景観地区等の指定（南風原地区）
②住民向け景観かわら版の作成・配布（浜比嘉
地区）（300部）

（今後の展開方針）
H27年度：景観地区等の指定に向
けた取組の継続（浜比嘉地区）
H28年度：景観地区等の指定（浜
比嘉地区）
H29～33年度：景観地区等の指定
候補地の選定及び景観地区等の
指定に向けた取組の実施。

6 島しょ地域振興プロジェクト
H24
～

Ｈ33

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

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。

年2回（約2ヶ月間）開催 来場者数　　　：30,000人

①　地域住民との意見交換をとお
し、住民参加型のイベントとして更
なるブラッシュアップを図っていく。
②　島しょ地域産品の物販等、地
域経済の発展に寄与するイベント
とすることを常に念頭に置く。
③将来的な有料イベント化に向
け、今後の事業の方向性について
検討を行う。

② 津堅・島おこし支援事業
H24
～

H27

　津堅島において、安心して暮らせる島づくりを推進
するために策定した「H24年度島おこし支援事業報
告書」に盛り込まれた施策案をフォローアップ事業と
して着実に実施し、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推
進する。

①住民WSや民泊講習会等の開催
　　（3～4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や講習会等への参加人数（延べ45人）
②清掃活動イベントへの参加人数（150人）

（今後の展開方針）
①民泊事業の推進
②地域の環境美化活動の推進

7
うるま市元気な農水産業プロ
ジェクト

H24
～

Ｈ28

① 肉用牛生産強化拡大事業
H26
～

H28

　市内肉用牛生産農家の所得向上と畜産業振興を
図るため、優良繁殖雌牛の導入費用を一部助成す
る。

年間140頭の優良母牛候補牛導入
・年間140頭の優良母牛候補牛導入
・予定導入率の35%を目標とする

（今後の展開）平成26年度～平成
28年度にかけて400頭の優良母牛
候補牛を導入予定

②
農水産業振興戦略構築及び
拠点施設整備事業

H24
～

H27

　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。

・複合施設の運営主体の選考会議の
開催
・運営内容に合致した建築・外構設
計

①建築・外構工事実施設計等の作成
②施設運営主体の選定

Ｈ27年度：工事実施
Ｈ28年度：供用開始
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
想定来客者数は約69万人／年

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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 09　うるま市

パ 細 H26事業内容 H26活動目標（指標） 今後の展開方針等
補足

説明等

平成26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

③
照間ビーグ活性化プロジェク
ト事業

H26
～

H28

　生産農家の高齢化による農家数の減少や後継者
不足の課題に対し、後継者や担い手等に魅力ある
産業を目指し、照間ビーグ（い草）ブランドの周知や
生産農家の意識向上と高収益商品の開発を生産者
と協働で実施していく。

・生産農家・生産組合等へのヒヤリン
グ及びフィールド調査
・新商品の参考商品、魅力ある商品
等の調査
・ワークショップ開催

照間ビーク生産農家の生産意識高揚が図られる
・「照間ビーグ（い草）」生産・販売戦略の策定

平成２７年度
・い草を使った新商品等の開発
・ブランド構築の為の情報発信
平成２８年度
・持続可能な取組の構築
・多面的機能の創出

7月変更
(事業追
加)

8 産業集積戦略構築事業
H24
～

H27

　沖縄科学技術大学院大学のキャンパスタウンエリ
アという地理的特性を生かし、災害へのリスクが低
い新たな企業集積地を整備するため調査業務を実
施し、産業振興を図る。

・産業集積に係る調査業務の発注
・審査委員会（外部・内部）の開催

・産業集積に係る調査結果の報告
（企業ニーズや関係機関の意向調査等）

【今後の展開方針等】
　産業集積地の整備にかかる基本
計画の策定する。

9
うるま市国際人材育成プロ
ジェクト

H24
～

Ｈ33

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ー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。

①英語指導助手配置数（10人） ①「英語が楽しい」と回答した児童生徒の割合
（70％）　（児童へのアンケートによる）

（今後の展開方針）
平成27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。）

英語助手の研修会を充実させ、指
導法の統一を行い、児童に対して
の授業の機会均等、異文化理解を
図る。

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ー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。

①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　670人

平成24年度(合格人数：649人)
合格率
５級　80.3％、　　４級　52.8％、　　３級　36.2％
準２級　18.9％　　２級　36.4％

（今後の展開方針）
平成27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。）

生徒が自らの考えを表現する機会
を提供するとともに、 英語助手と
のコミュニケーションが円滑に行わ
れるような活動を奨励する。

10
うるま市基礎学力向上対策
プロジェクト

H24
～

Ｈ33

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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 09　うるま市

パ 細 H26事業内容 H26活動目標（指標） 今後の展開方針等
補足

説明等

平成26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

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。

①学習支援員配置数（33人）
①沖縄県学力向上到達度調査算数・国語の平均
正答率30％未満児童の割合（沖縄県との差）（3
年生：-2.0％、5年生：-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27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））

児童の基礎基本の定着に効果の
ある取り組みの共有化を図る等、
支援員の研修内容を工夫し、指導
に活かすことで更なる学力向上を
目指す。

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。

①学習支援員配置数（17人）

①沖縄県の平均点との差（中2数学　沖縄県到達
度調査)　：0

（基準値：24年度
沖縄県の平均点との差（中２数学沖縄県到達度
調査　　-1.6）

（今後の展開方針）
平成27年度～平成33年度：学習支
援員配置数　17人
（市内全中学校へ各2名配置（彩橋
中学校除く））

生徒の基礎基本の定着に効果の
ある取り組みの共有化を図る等、
支援員の研修内容を工夫し、指導
に活かすことで更なる学力向上を
目指す。

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。

①非常勤講師配置数（2人） 　 年間1,200時間

（今後の展開方針）
平成27年度～平成28年度：彩橋小
学校に非常勤講師2名を配置。

校内における研修会や管理職から
のアドバイス等を活用し、講師の指
導技術力をアップし、更なる学力向
上を目指す。

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。

①非常勤講師配置数（2人）
　 年間1,200時間

（今後の展開方針）
平成27年度～平成28年度：彩橋中
学校に非常勤講師2名を配置。

校内における研修会や管理職から
のアドバイス等を活用し、講師の指
導技術力をアップし、更なる学力向
上を目指す。

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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 09　うるま市

パ 細 H26事業内容 H26活動目標（指標） 今後の展開方針等
補足

説明等

平成26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

⑤
ICTを活用した学習支援・人
材育成事業

H26
～

H29

　ICT機器（電子黒板等）を市内小中学校の全教室
（403教室）へ配置することにより、ICT機器を活用し
た授業の頻度を高め、児童生徒の高度情報化社会
に対応できる情報活用能力・コミュニケーション能力
の育成を目指す。

うるま市立小中学校普通教室４０３教
室全てにICT機器（電子黒板等）を配
置して教職員に対する操作研修を実
施する。

　ICT機器（電子黒板等）が整備されることによ
り、ＩＣＴによる新たな学習方法を提供できる環境
が整備される。
・うるま市小中学校全２８校普通教室（403台）

ＩＣＴ支援員配置及び活用支援
平成27年度
授業がわかりやすくなった割合
65％
（小学校3年生以上ｱﾝｹｰﾄ実施予
定）
授業での教えやすさ割合　85％
（教師へのアンケート実施予定）

7月変更
(事業追
加)

11
うるま市子ども健やか安心プ
ロジェクト

H24
～

Ｈ33

①
配慮を要する子巡回指導事
業

H24
～

H33

　　公立・法人・認可外保育施設における「配慮を要
する子」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、保育施設職員に対して、保育等に関す
る技術的助言・支援を行う。
　また、各保育施設の保育の質の向上のため、平成
25年度に引続き巡回指導と合わせて保育施設職員
を対象に研修を企画・実施する。

①巡回相談対象保育施設件数
(1)公立（5か所）
(2)法人（26か所）
(3)認可外（30か所）

②保育施設職員を対象とした研修会
（年5回開催）

①巡回相談実施施設延数（50件）（Ｈ24年度実
績：21件）
②園訪問延数（120園）（Ｈ24年度実績：27園）
③保育施設職員研修における理解度（80％）（Ｈ
25年度：97％）

（今後の展開方針）
H27～H33年度：
①巡回相談実施施設数（延数）：
　各年度　50件
　累計　350件
②園訪問（延数）：
　各年度　120園
　累計　840園

② 放課後児童クラブ支援事業
H24
～

H28

　学童クラブの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、学童クラブへの訪問指
導や指導員の研修などを実施することにより、放課
後児童クラブ運営の適正化と指導員の資質向上を
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（200回）
③学童クラブ指導員等研修会

①指導員研修における充実度（70％）
②放課後児童クラブ加入児童数（1,400人）（基準
値　Ｈ25年5月1日現在：1,267人）

（指標の説明）
　充実度については、研修参加者へのアンケート
調査により把握する。

（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。
・学童クラブ加入児童数
平成26年度：1,400人
平成27年度：1,450人

③
母子家庭生活支援モデル事
業

H25
～

H29

　支援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する
とともに、就労や児童の学習支援等を実施し、自立
に向けた支援を行う。
　また、各支援世帯に合った、より細やかな支援計
画を作成し、支援の充実を図る。

①借上居室部屋数（10部屋）
②就労スキルアップ講座開催数（24
回）
③入居者児童学習支援回数（144
回）

①支援全般に対する満足度（70％）
②学習支援の充実度（65％）
③就労スキルアップ講座資格取得者数（4人）

（指標の説明）
　満足度、充実度については、対象者へのアン
ケート調査により把握する。

（今後の展開方針）
　今後事業実施していくなかで、入
居世帯の個別のニーズにあった支
援の拡充を図っていく。

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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パ 細 H26事業内容 H26活動目標（指標） 今後の展開方針等
補足

説明等

平成26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】

うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

12
うるま市児童生徒健全育成
プロジェクト

H24
～

Ｈ28

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。

①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　４６０件

（今後の展開方針）
平成26～33年度：自立支援員配置
数　2人（中学校）

保護者との連携を深め、キャリア教
育を意識した進路指導を強化する
などの相談活動を行う。

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ールソーシャル
ワーカーを活用し、問題を抱えた生徒に対し、当該
生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関等
とのネットワー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。

①スク－ルソ－シャルワ－カ－配置
人数
　　（4人）

問題を抱える生徒に対する相談及び
支援のべ件数　２，２００件

（今後の展開方針）
平成26～33年度：スクールソーシャ
ルワーカー　4人配置

関係者のSSWに対する認識を深
め、連携を行い、生徒への効果的
な支援を行う。

③ 教育相談事業
Ｈ24
～

Ｈ28

　教育相談室に嘱託員を配置し、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。

①教育相談員配置数（8人）
①教育相談対応のべ件数（1,400件）（基準値　Ｈ
24年度実績値1,697件<来所1,174件、学校訪問
523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。

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。

①適応指導教室指導員配置数（3人）
①チャレンジ登校できた割合（80％）（基準値　Ｈ
24年度実績値 57%）

（今後の展開方針）
原籍校や教育相談員と連携し学校
への復帰に向けて支援する。
（チャレンジ登校とは）
　学校への登校復帰へ向けて、登
校する時間、居場所、対応する教
諭等、児童生徒の状況に配慮して
段階的に行う支援

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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うるま市
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

13
うるま市防災基盤強化推進
プロジェクト

H24
～

H33

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。

①避難通路設計（4地区）
②通路設計に基づく用地取得の実施

①平成27年度に整備する防災避難通路に係る
設計業務の完了

②平成27年度に整備する防災避難通路に係る
用地取得

（今後の展開方針）
＜H24-25年度整備箇所＞
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：実施設計及び用地買収
等
H27年度：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）

② 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　3箇所
　給水栓の整備　2箇所
②備蓄品の整備
　非常用毛布・非常用タオル各1,000
枚
　備蓄食料　　10,000食
　備蓄飲料水　10,000本
　給水袋　1,000枚
　簡易トイレ　33組
　簡易テント　22組

①防災倉庫の整備率：47%（Ｈ25以降累積）
　給水栓の整備率：100%

②備蓄品の整備率
　非常用毛布と非常用タオルの整備率：40%（Ｈ25
以降累積）
　備蓄食料と備蓄飲料水の整備率：40%（Ｈ25以
降累積）
　給水袋の整備率：25%
　簡易トイレの整備率：55%
　簡易テントの整備率：51%

（今後の展開方針）
　設置後の施設については、自主
防災組織を中心に、管理運営を行
い災害時への備えとして活用を行
う。
＜25年度整備箇所＞
H26年度：供用開始(伊計島地区、
宮城島地区、平安座島地区、浜比
嘉地区及び津堅島地区)
＜H26-29年度計画箇所＞
H26～29年度：自主防災組織の整
備に伴い。各年度、3箇所の整備を
実施し随時供用開始。

③
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77.4％に対し、10.5％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。

①新たに結成された自主防災組織に
対する防災資機材整備団体数（4団
体）

自主防災組織4団体への防災資機材整備率
①津堅自主防災会　100%
②南風原自主防災会　100%
③江洲自主防災会　100%
④照間自主防災会　100%

(今後の展開方針)
平成27年度以降：継続して自主防
災組織の結成を推進し、各年度に
おいて、3団体程度の自主防災組
織を結成し、防災資機材を整備。

H26活動目標（指標）：平成26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。
H26成果目標（指標）：平成26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）は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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