
12広報
2022 5月号掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。

令和４年度令和４年度 うるま市役所の各課等の連絡先一覧 うるま市役所の各課等の連絡先一覧
　広報うるま４月号で、令和４年度のうるま市行政組織の再編内容についてお知らせしましたが、本月号では
各課等の連絡先を掲載します。

【お問合せ】　総務部　行政推進課　☎923-7198

総務部
総務課（市政情報センター） 973-0606
管財課 973-5403
職員課 973-5251
行政推進課 923-7198

企画部
企画政策課 973-5005
プロジェクト推進1課 973-5373
プロジェクト推進 2 課 923-7606
秘書広報課 973-5079
DX 推進課 973-5204
危機管理課 979-6760
共生推進室
（男女共同参画センター） 973-8927

新型コロナワクチン接種推進室 923-7155
ワクチン接種コールセンター 923-7140

財務部
財務政策課 973-6753
市民税課 973-5382
資産税課 973-5394
納税課 973-1099

福祉部
福祉政策課 989-0203
保護課 979-6552
介護長寿課 973-3208
障がい福祉課（基幹相談支援センター） 973-5452

こども未来部
こども政策課 923-7624
こども家庭課 973-4983
保育こども園課 973-5427
こども教育保育推進課 923-7119
こども発達支援課 923-7108
子育て世代包括支援センター 989-0220

市民生活部
市民協働課 973-5487
健康支援課 973-3209
国民健康保険課 973-3202
環境課 973-5594
（粗大ごみ受付） 974-6164
市民課 973-3206
石川出張所 965-5609
勝連出張所 978-7193
与那城出張所 978-2655

経済産業部
産業政策課 923-7611
商工労政課 923-7634
観光振興課 923-7612
（具志川総合体育館） 973-0230
（石川体育館） 965-5121
（石川プール） 965-3939
（与那城総合公園陸上競技場） 978-1047
（勝連 B&G 海洋センター） 978-6040

農林水産部
農政課 923-7607
農水産整備課 923-7622

都市建設部
都市政策課 923-7620
道路整備課 923-7121
公園整備課 923-7122
建築工事課 923-7610
用地課 923-7619
維持管理課 923-7600
建築行政課 923-7601
検査課 923-7605

水道部
水道総務課 975-2200

営業課
水道調定係 975-2201
水道収納係 975-2202
給水係 975-0306

工務課
水道管理係 975-0305
水道工事係 975-2203

下水道課

排水設備係
973-7977

下水道管理係
計画工事係 974-5467
下水道施設係 964-3175

消防本部
消防総務課 975-2005
予防課 975-2119
警防課 975-2006
具志川消防署 975-2001
石川消防署 965-0831
与勝消防署 978-3283
平安座出張所 977-8999

議会事務局
議会総務課 973-3511
議事課 973-3511

その他
会計課 973-5680
選挙管理委員会 973-4332
監査委員事務局 973-8430
農業委員会事務局 923-7608
うるま市役所代表（総合窓口） 974-3111

社会教育部
教育総務課 923-7111
教育施設課 923-7166
生涯学習スポーツ振興課 989-3110
文化財課 923-7182
（市史編さん係） 973-9394
海の文化資料館 978-8831
与那城歴史民俗資料館 978-3149
石川歴史民俗資料館 965-3866
勝連城跡あまわりパーク管理室 978-2033
勝連城跡あまわりパーク観光案内所 978-7373
生涯学習文化振興センター 923-1571
生涯学習・文化振興センター
（ゆらてく） 988-5508

勝連地区公民館
（シビックセンター） 978-7194

与那城地区公民館 978-6836
石川地区公民館 964-3433
市民芸術劇場 973-4400
きむたかホール　 978-2219
石川会館 965-5630
中央図書館 974-1112
石川図書館 964-5166
勝連図書館 978-4321

学校教育部
学務課 923-2159
学校教育課 923-7120
教育支援センター 923-7158
教育相談係【与那城】 989-9127
学校給食センター（第一調理場） 973-1111
第二調理場 973-1112
石川調理場 965-3150
勝連調理場 978-2103
与那城調理場 978-3528
与勝調理場 978-5656
津堅学校調理場 978-2141

13 広報
2022 5月号 掲載している各種講座・イベントについては新型コロナの影響で中止・延期となる場合があります。
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【お問合せ】
　企画政策課　☎973-5005

第２次うるま市総合計画（後期基本計画）を策定しました
＊ うるま市の将来像 ＊

　市の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示し、まちづくりの長期的な展望を市民の皆様と共有するために策定した
重要な市の最上位計画です。
　この度、平成29年度に策定された「前期基本計画」が、令和3年度をもって計画期間を終了することに伴い、令和４年
度から令和８年度までの５年間を計画期間とする「後期基本計画」を策定しました。

詳しい施策内容はホームページに掲載しておりますので、
ぜひ内容をご確認ください。

　まちづくりの基本理念および将来像を実現するための、6つの『まちづくりの基本目標』

総合計画とは

まちづくりの基本目標

愛愛してますしてます 住 住みよいまちみよいまち うるま うるま

基本目標

❶
みんなで支えあう

健やかなまちづくり
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。( 保健・医療・福祉分野 )

基本目標

❷
子どもがいきいきと

育つまちづくり
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。( 子ども・子育て分野 )

基本目標

❸
まちの活力を生み出す

産業づくり
目
指
す
姿

　本市の誇る農水産物、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。( 経済分野 )

基本目標

❹
自然と調和した快適で

暮らしやすいまちづくり
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。( 都市基盤・環境分野 )

基本目標

❺
郷土に誇りをもち

未来を拓く人づくり
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承していけるまちを目指します。豊かな生活を送
ることができるまちを目指します。( 教育・文化分野 )

基本目標

❻

市民と行政が一体
となった協働による

まちづくり
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。

( 行財政・コミュニティ分野 )




