
 20　伊江村

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
伊江村HPサービス拡充強化
事業

H26
～

H27

　観光客の誘客拡大を目指し、村のＨＰにおいて観
光情報や防災情報など国内外に情報発信するため
多言語対応や船舶予約システムなどコンテンツ開発
やシステム構築を行いの機能拡充強化を図る。

・伊江村HPシステム構築
　（多国語対応・動画対応・CMS機能
改良・スマートフォン対応等）
・車両航送予約システム構築
　（予約管理機能構築）
・車両航送業務システム構築
　（データベース・精算システム構築）

・伊江村HPシステムの構築

・車両航送予約システムの構築

・車両航送業務システム構築

（今後の展開方針）
平成27年度に伊江村ＨＰシステ

ム拡充（機能連携）及びフェリー券
売機システム構築（機能連携含む）
を行い、住民を含めた国内外の観
光客の利便性向上を図る。
平成27年度：アクセス数8％向上
Ｈ25年度月間アクセス数平均値 ：
２４．８万アクセス
Ｈ27年度月間アクセス数平均値目
標　：　２６．８万アクセス

2
離島防災備蓄品設置対策事
業

H26

　本村の地域防災計画において、避難場所を数か
所選定しているが、防災に関する備蓄品、備蓄倉庫
が整っていないという状況である。地震・津波等で避
難所となる場所に、非常食や生活必需品等の整備
及び備蓄品の収納可能な備蓄倉庫を整備する。

・備蓄倉庫の整備 ８ヵ所
・備蓄用品・資機材等の整備 ８ヵ所
分

・備蓄倉庫の整備８ヵ所完了
・備蓄用品・資機材等の整備８ヵ所分完了
・伊江村地域防災計画に基づき、非常用食糧の
目標達成率100％（2250食）整備完了。
【内訳：村の人口（観光客含む）の1/20の３日分】

（期待される事業効果）
災害時に、避難所として、備蓄を備
えた事により、迅速で安心・安全な
運営を図ることができる。また、日
頃から、村民や観光客に対し、避
難場所の周知、非常用持出品の備
えを推進することにより、防災に対
する意識の向上に繋がる。

3 伊江村観光振興事業
H24
～

H28

3 ①
フラワーロードプロジェクト推
進業務

H24
～

H26

　年間を通じて休耕地や沿道沿い等に四季を通じた
植栽を行い、フラワーアイランドとして県内外へア
ピールし観光上の向上に努める。

・主要幹線道への花の苗2,400本
・プランター100個設置

・主要幹線道への配置計画整備率100％
　【３年間の設置目標に対するH26年度までの配
置割合】
(３年間設置目標）
・プランター400個（H24・25　300個、H26　100個）
・花の苗7,200本植栽（H24・25　4,800本、H26
2,400本）

フラワーアイランドの推進として、プ
ランターの管理を行い、観光振興
に努める。

3 ②
村花・世界のゆり植栽推進
業務

H24
～

H28

村花・世界のゆりを植栽し、花の島づくりを推進す
る。

・てっぽうゆり球根50,000球購入植栽
・世界のゆり球根20,000球購入植栽

伊江島ゆり祭り来場者（H24年33,000人→H26年
34,000人）

ゆり球根を更新する事でゆり祭り
時の会場のボリュームアップを図
り、観光誘客の向上に取り組む。
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3 ③
名所・景勝地等案内板設置
工事

H24
～

H26

　観光地に施設名称板、観光説明板を設置し観光
客受け入れ態勢を強化する。

・施設名称板8基設置
・説明案内板6基設置

・村内観光地等導線の配置計画整備率100％
　【３年間の設置目標に対するH26年度までの設
置割合】
(３年間設置目標）
・誘導案内板50基（H24　30基、H25　20基）
・施設名称板10基（H24　2基、H26　8基）
・説明案内板9基（H24　2基、H25　1基、H26　6
基）
・総合案内板7基（H25　7基）

観光地に施設名称板や説明案内
板を設置し、観光振興に努める。

3 ④
集客イベント活性化支援事
業

H26
　地域外からの集客を想定したスポーツ、文化、観
光イベントの実施に付帯するテントや音響設備等の
環境を整備し、集客の増加を図る。

・パワーテント、音響・照明機器購入 ・パワーテント、音響・照明機器購入

伊江島マラソン、ゆり祭り、ハイビ
スカス祭り、産業まつりなど、既存
イベントでの活用を基本に、スポー
ツ、音楽、文化等の新規イベントや
地域の祭りなど広範な催事に利活
用する。

3 ⑤ 地域認知向上支援事業
H26
～

H27

　観光・物産の対外戦略を支援するため、地域キャ
ラクターを公募等で選定し、認知工場戦略の一助と
して活用する。各種イベントや地域PRに向けたツー
ルとして制作する。

・地域キャラクターの公募・制作 ・地域キャラクターの制作完了

（今後の展開方針）
地域外イベントへ活用し、幅広い
ターゲット層へ訴求することで観光
誘致に取組む。

3 ⑥ 観光客誘客環境整備事業 H26

観光客が安心、安全、快適に村内観光施設等を利
用できるよう、炎天・雨天時の修学旅行、各種団体
客が全体で入村、離村の集会が可能な全天候 型
の集会施設の整備や青少年旅行村内炊事場の設
置、ハブクラゲネットの設置など観光地としての環境
整備及び機能拡充を図る。

①青少年旅行村内炊事場設置工事
②リリーフィールドゆり展示棟工事
③村内観光地トイレ工事
④伊江港多目的集会施設工事
⑤ニーバンガジュマル施設整備工事
⑥アハシャガマ環境整備工事
⑦ハブクラゲネット設置
⑧トラクター購入

①キャンプや野外活動に必要な炊事・調理ス
ペースを利用者のニーズに即したキャンプ場炊
事場工事。
②数々の原種、園芸品種を植栽展示する展示圃
場施設の整備
③利用者の利便性向上のため、村内各所の観
光地のトイレを和式から洋式に整備
④炎天・雨天時の修学旅行や各種団体観光客の
全体で行う入村・離村等の集会を行うための施
設を整備する。
⑤ニーバンガジュマル施設を駐車施設の整備
⑥アハシャガマにおける見学や交通の安全性を
確保のため防護柵設置
⑦伊江ビーチに海洋危険生物防護ネットを整備
⑧伊江ビーチの海岸漂着物等を効率的に除去
し、ビーチ及び旅行村内を整備するためのトラク
ター購入

（期待される事業効果）
伊江港での入村離村や、青少年旅
行村、リリーフィールド公園等の主
要観光地などを利用する観光客の
利便性と快適性を向上し、観光立
村としての機能を充実することで、
年間約14万人以上（Ｈ24　137,848
人）の観光客の来島が見込まれ
る。

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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4
衛星船舶電話購入設置補助
事業

H26

　現在、漁業者が所有する衛星船舶電話は通信方
式の変更で平成２６年３月末で使用する事ができな
くなる。通信方式の変更に伴い、高額な衛星電話の
購入が必要となるが、昨今の燃油コストの高騰や魚
価の低迷のなか、漁業者への更なる経済的負担の
軽減及び安全な操業を確保する為、漁船へ衛星電
話の設置補助を行う。

船舶電話の設置:３０台（艘）
船舶電話の設置：３０台（艘）
（対象：漁業組合所属96艘中、ソデイカ・マグロ漁
を行う30艘）

（期待される事業効果）
衛星電話を設置することにより、気
象や潮流情報等の収集量や正確
性が大幅に確保でき、安全な操業
及び漁獲の向上が見込まれる。

5 伊江村畜産振興事業
H26
～

H30

5 ① 乳用牛繁殖雌牛更新事業
H26
～

H30

　伊江村酪農経営の安定化及び村畜産業における
乳生産量の向上を図るため、２産(4歳)以上した母
牛を淘汰し地域保留や県外から導入した優良繁殖
雌牛(素牛)に対して、補助金を交付し、安定した生
乳出荷を行う事で、信頼性のある産地づくりを図る。

乳用繁殖母牛の更新　20頭

活動目標指数(年間：20頭更新)の達成
(今年度において、２０頭の乳用経産牛を更新し、
全体計画のうち２０％の更新率を成果目標とす
る。またこれにより、泌乳量量増加や乳質改善が
図られ本村の畜産業の振興に繋げる。)

（今後の展開方針）
H26～H30年度にかけて100頭（20
頭×5年）の乳用繁殖雌牛を更新
予定

（期待される事業効果）
廃用牛の淘汰、優良若雌牛の導入
により母牛の更新を図り、子牛繁
殖生産率が向上し廃用牛と育成牛
の回転率が上昇することで、泌乳
量増加や乳質改善が見られ、安定
した生乳の供給が見込まれる。

5 ② 優良繁殖雌牛導入事業
H26
～

H30

　子牛の生産性向上並びに畜産業の新規担い手や
後継者育成のため、県内・外の家畜セリ市場におい
て優良繁殖素牛(雌)を購入した伊江村和牛改良組
合員に対して、補助金を交付し、経営の安定化及び
優良遺伝繁殖雌牛の生産を図る。

優良繁殖素牛（雌）の導入 100頭

活動目標指数(年間：100頭導入)の達成
(今年度において、優良繁殖雌牛を100頭導入し
全体計画のうち２０％の導入率を成果目標とす
る。これにより飼養頭数拡大及び、優良遺伝生産
子数の増加が期待され、市場性の向上並びに本
村の畜産振興を図る)

（今後の展開方針）
H26～H30年度にかけて500頭（100
頭×5年）の優良繁殖素牛（雌）を
導入予定

（期待される事業効果）
肉用牛飼養頭数の拡大及び優良
遺伝子牛の生産を図り、肉用牛子
牛生産拠点産地として信頼性のあ
る産地づくりを目指す。また、新規
担い手や後継者不足問題の解消
に繋がる。

5 ③ 死亡獣畜冷凍輸送事業 H26

疾病や事故等で死亡した家畜については、島内に
処理施設がないため、埋却処分を行っていたが、島
外へ輸送する為の冷凍輸送型コンテナを導入する
ことで、本島施設での焼却処分が可能となり、畜産
環境整備や衛生管理の向上を図る。

冷凍装置付輸送コンテナの購入 2台
ステンレス製バッカン6台（コンテナ1
台につきバッカン3台収納）

冷凍装置付輸送コンテナ、ステンレス製バッカン
を購入し、畜産環境整備や衛生管理の向上を図
る。

（今後の展開方針）
死亡家畜の島外輸送処理を行うこ
とにより、環境対策や衛生管理を
徹底していく。
整備後の目標
島内における埋却処分０件

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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6 伊江村海岸美化推進事業 H26

周囲を海で囲まれた村において、漂着ごみの処理
及び自然環境の保全は重要であり、美しい景観を
形成し観光振興を図るために小型焼却炉の導入及
び付帯するスットクヤードの整備や大型のごみの破
砕機を購入する。

・小型焼却炉の導入 1基
・建屋の整備
・ミニショベル購入 1台

小型焼却炉導入、建屋整備、破砕機購入を行う。

（今後の展開方針）
　海岸清掃より発生する漂着ごみ
（プラスッチク類、ビニール類、流
木、タイヤ等）を小型焼却炉で処理
する。
小型焼却炉で漂着ごみを処理する
事により、焼却処理施設及び最終
処分場への負荷を軽減する。ま
た、島内で漂着ごみを処理する事
が可能となり島外搬出に関わるコ
ストが削減される。

7
小型高速旅客船就航可能性
調査

H26

　離島住民の定住及び離島振興のためには交通手
段の快適性・利便性の向上を図るとともに、船舶事
業の健全経営による継続可能な運航体制が重要で
ある。
既存カーフェリーと新たな小型高速船の航路体系の
在り方の検討及びその採算性、小型高速船の就航
に係る課題等の整理、本島への通勤・通学の可能
性についての調査を行う。

・地域性にあった既存カーフェリーと
新たな小型高速船の航路体系の在
り方の検討。
・新航路の採算性、小型高速船の就
航に係る課題等の調査検討。

小型高速船の航路体系の在り方の検討及びそ
の採算性、小型高速船の就航に係る課題等の調
査を行い、船舶事業の健全経営による継続可能
な運航体制等を検証する。

（今後の展開方針）
調査結果報告書をふまえ船舶事業
の健全経営による継続可能な運航
体制を検討する。

8
伊江村自動車航送コスト負
担軽減事業

H26
～

H30

　離島である本村は、沖縄本島との交通機関は船に
頼らざるを得ず、移動の大きな障害となっている。こ
のため、自動車航送運賃コスト負担の軽減の助成
を行うことで、定住条件を改善し、「住みよい村づく
り」の振興を図る。

車両航送に対する補助 車両航送に対する補助台数　年間約1.6万台

（今後の展開方針）
車両航送に対する補助を行い、離
島の地理的条件による不利性を軽
減することで、定住促進を図る。
（年間車両航送利用者数の維持）

9 伊江村人材育成事業
H25
～

H33

9 ①
確かな学力を育む学習支援
員配置事業

H25
～

H33

　小、中学校への免許外教科担当者の解消と専科
教諭の配置、児童生徒１人１人に「確かな学力」を身
につけさせるための学習支援員の配置、更には発
達障がいなど様々な障がいがある児童生徒に対し
特別支援教育支援員などの配置を行い、自立し生
きていくための土台づくりを行う。

・学習支援員配置学校数：３校
・学習支援員12名配置

・児童生徒（対象数：380人）個々の習熟度に応じ
た学習支援体制を整えることにより、学習意欲の
向上・学力の底上げを図る。
・県学力到達度調査において、正答率30％未満
の児童生徒数の割合を減らし、村全体の学力向
上を図る。

(今後の展開方針)
学習支援員が効果的に配置されて
いるか、毎年度見直しを行う。
支援児童数（累計）H34年度：3,000
人

9 ② 各種大会派遣費助成事業
H25
～

H33

　本村の児童生徒のスポーツ、文化活動等におい
て、地区大会や県大会等への派遣旅費について助
成する。

・各種大会派遣費の助成：680人 ・各種大会派遣人数：680人
(今後の展開方針)
派遣人数（累計）
　H34年度：6,000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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 21　読谷村

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 読谷型観光の振興事業
Ｈ24
～

Ｈ33

1 ① 景観形成事業
Ｈ24
～

Ｈ28

　読谷村の地域特性を活かした魅力ある優れた景
観形成のため、ヤチムンの里地区を景観地区に指
定する。
　また、座喜味地区においては意見交換等を行い、
景観地区（案）を作成する。

（ヤチムンの里地区）
・景観地区の指定に向けた法定手続
を進める
（座喜味地区）
・意見交換又はヒアリング（2回）

（ヤチムンの里地区）
・景観地区の指定

（座喜味地区）
・景観地区（案）の作成

・ヤチムンの里地区及び座喜味地
区において、景観地区の指定を行
う。

1 ②
読谷観光・物産アピールとス
ポーツコンベンション誘致促
進事業

H24
～

H33

　読谷村のスポーツ施設の状況や受け入れ体制の
アピールをするとともに読谷村の観光資源や特産物
をＰＲするイベント（仮称「読谷デイ」）を実施すること
により、キャンプの継続実施とキャンプ開催時期に
おける誘客を図る。

・誘致PRイベントにてPR演舞（11回）
・集客イベントの開催（1日）
・観光ＰＲチラシ作成3,000枚

・誘致PRイベントにてPR演舞の観覧者（40,000人）
・集客イベントの来場者数（2,000人）
・観光ＰＲチラシ配布3,000枚

（今後の展開方針等）
　当事業は平成33年度まで予定し
ており、今後もスポーツキャンプ継
続誘致のため下記のとおり事業を
実施予定。
　　・伝統芸能の披露
　　・観光ＰＲ映像の上映
　　・読谷村ＰＲブースの設置
　　・観光ＰＲチラシ等の配布
　　・各プロスポーツチーム等に
　　　対する誘致活動
　　・読谷村観光大使の活用

1 ③ 危険生物駆除事業
H25
～

H33

　危険生物として駆除の対象となっているハブの咬
症被害が、本村においても毎年のように発生し、村
民はもとより観光客が被害にあう事例も発生してい
る。また、これまで近隣市町村でのみ捕獲された攻
撃性の強いタイワンハブの捕獲事例が本村でも発
生しており、その蔓延を防ぐためにも早期の駆除活
動の強化が必要である。来村する観光客や行楽
客、そして村民をハブ咬症から守るため、捕獲器を
設置し継続的なハブの捕獲、駆除により個体数を減
らすとともに、より安全な観光地を目指す。

村内に捕獲器を400基設置し、巡回
する

・捕獲数：100匹／年
・ハブ捕獲器400基の設置、巡回、
駆除、移動業務
・マウス（ハツカネズミ）の飼育

1 ④
ヨミタンJOHO発信事業（読谷
観光情報等PRラジオ番組制
作・放送事業）

H25
～

H33

　那覇から読谷にかけての本島西海岸一帯で聴取
可能なコミュニティFM放送局「FMよみたん」を活用
し、主にレンタカーを利用する観光客を、国道５８号
より西側の本村内に誘導することを目的に、観光情
報番組を毎日午前中の移動想定時間帯に制作・放
送する。
　また、周波数を明示した読谷村観光情報紙を空港
やレンタカー事業所等に配布し、聴取機会の向上を
図る。

FM放送を活用した観光情報の提供
チラシ   100,000枚作成

・FM放送番組の製作・放送（毎日）
・チラシ   100,000枚配布

（今後の展開方針等）
H33年度までFM放送番組の製作・
放送を継続する予定

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】

読谷村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 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）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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 21　読谷村

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】

読谷村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

1 ⑤
世界遺産座喜味城跡管理活
用事業

H25
～

H29

　読谷村（沖縄県）には歴史文化の代表的シンボル
である世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群
（座喜味城跡）」を筆頭に、様々な歴史的文化的遺
産が所在する。これらを重層的に活用し、冬場の観
光客の減少時期の観光客の誘導を狙う。

・座喜味城跡のライトアップの実施
・座喜味城跡ガイドリーフレット印刷
・城壁清掃の実施
・入場者計測の実施

・座喜味城跡のライトアップ　来場者数150人／日
･座喜味城跡ガイドリーフレットの配布　45,000部
・座喜味城跡の入場者計測日数（3回：計21日）

（今後の展開方針等）
H27年度：座喜味城跡の模型の作製
～H29年度：ライトアップ及び座喜
味城跡の美化

1 ⑥
ヨミタンブランド力パワー・
アップ大作戦事業

Ｈ25
～

Ｈ30

　読谷村そのものや読谷村で生産される、ヤチム
ン、織物等の伝統工芸品や農水産物及び加工品等
のいわゆる読谷村の特産品をトータルで読谷ブラン
ド品と位置づけ、その良さを全世界に発信するため
の取り組みを行う。
　平成26年度は、平成25年度事業において決定した
ブランドキャッチコピー、ロゴ、イメージキャラクター
等を活用したプロモーション活動を展開していく。

・イメージキャラクター着ぐるみの作成
・プロモーション事業の検討

・イメージキャラクター着ぐるみの完成
・プロモーション事業の実施（３事業を予定）

（今後の展開方針等）
H30年度までブランドキャッチコ
ピー、ロゴ、イメージキャラクター等
を活用したプロモーション活動を展
開する予定

1 ⑦
読谷村スポーツコンベンショ
ン誘致促進施設整備基本計
画策定事業

Ｈ２６

 平成24年度に策定された第2次読谷補助飛行場跡
地村民センター地区跡地利用計画に示す運動施設
の整備を進めるにあたり、本村及び沖縄県が推進す
るスポーツコンベンション等のスポーツと観光の融
合を視野に入れた施設の整備を計画的、効果的に
推進するため、各施設の整備計画を定めるなど、業
務執行の指針を策定する。

　村民センター地区内の運動施設
ゾーンの施設整備計画及び施設規
模、施設利用計画等の検討

基本計画の策定完了

2
共に学び、共に育つ場づくり事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

2 ①
小中学校情報教育支援員配
置事業

H24
～

H33

　島しょ県であるハンディを克服し、国際性豊かな人
材育成と情報教育を活用した学力向上への環境を
整えるため、読谷村内小中学校に情報教育支援員
を配置する。

情報教育支援員配置
　小学校（５校） ： ２名
　中学校（２校） ： １名

　情報教育支援員を小学校（５校）、中学校（２校）
で３名配置し、ＩＣＴ関連機器の活用のため、児童
生徒、教員へのサポートを行う。

（今後の展開方針等）
Ｈ25～Ｈ33年度までの配置支援員数
（累計）２６名

2 ② 日本語教育支援員配置事業
H24
～

H33

　二重国籍や帰国児童等日本語を習得していない
児童に対し、小学校の授業時に通訳や内容説明、
他児との交流の仲介等を行い、小学校生活に順応
できるように支援を行う。

日本語教育支援員配置
　小学校（５校）：２名

　日本語を習得していない外国籍児童や二重国
籍児童及び帰国児童への対応でクラス全体の授
業の進捗に影響が生じているなどの教育現場の
課題解消に努めるため日本語教育支援員２名を
配置する。

（今後の展開方針等）
Ｈ25～Ｈ33年度までの配置支援員数
（累計）１８名

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）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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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】

読谷村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

2 ③
小中学校学習支援員配置事
業

H26
～

H33

　小中学校において学習に遅れが生じている児童・
生徒を対象に、自ら学ぶ意欲を高め、基本的な学習
内容を理解し、確かな学力の定着を図るため、授業
内容をきめ細やかにサポートする学習支援員を配
置する。

学習支援員配置
　小学校（５校）：５名
　中学校（２校）：２名

　担任教諭、算数・数学指導教諭と連携し、算数・
数学等の学習に遅れのある児童生徒への支援を
行う。

（今後の展開方針等）
Ｈ26～Ｈ33年度までの配置支援員数
（累計）56人

2 ④
特別支援教育支援員配置事
業

H26
～

H33

　各幼稚園・小学校・中学校に在籍している、園児・
児童・生徒で特別な支援が必要な子たちへの個別
支援を行い、対象児に合わせた学校生活を送れる
ようにする。

・特別支援教育支援員
　幼稚園（５園）：　５名
　小学校（５校）：１０名
　中学校（２校）：　４名
・特別支援教育専門指導員：１名
・特別支援教育推進員：１名

　支援が必要な子に合わせた支援を行う事で、在
籍中の困り感をなくし、また、自立へ向けた支援
を行う事で、通常学級への復帰、社会適正能力
を高める。

（今後の展開方針等）
Ｈ26～Ｈ33年度までの配置支援員数
（累計）168人

3 駐留軍用地跡地利用推進事業
Ｈ24
～

Ｈ29

3 ①
楚辺通信所跡地実施設計等
支援委託事業

H24
～

H29

　平成25年度作成の楚辺通信所跡地予備設計等支
援委託業務報告書に基づき、地区計画の実施に向
け実施設計等支援委託業務を実施する。

楚辺通信所跡地実施設計の実施  楚辺通信所跡地実施設計の完了
H25年度:予備設計
H26年度:実施設計
H27～H29年度:工事開始及び完了

3 ②
楚辺通信所跡地シムクガマ
戦跡・カー森広場整備基本
計画策定事業

H26

　平成25年度実施の楚辺通信所跡地シムクガマ整
備・保全基礎調査委託業務報告書に基づき、楚辺
通信所跡地シムクガマ戦跡・カー森広場整備基本計
画策定業務を実施する。

　楚辺通信所跡地にあるシムクガマ
の戦跡・カー森広場整備に向けた規
模等を検討する

　楚辺通信所跡地シムクガマ戦跡・カー森広場整
備基本計画策定業務報告書の完成

3 ③
読谷補助飛行場返還の碑整
備事業

H26
　平成25年度に実施した読谷補助飛行場返還の碑
基本計画策定業務に基づき、整備事業を実施する。

  読谷補助飛行場の返還を記念した
返還の碑整備工事の実施

 読谷補助飛行場返還の碑の完成

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）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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読谷村
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H26成果目標（指標）
計画
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事業概要 備　　考

3 ④
読谷補助飛行場跡地地区広
場実施設計等支援委託事業

H25
～

H26

　平成25年度に実施した読谷補助飛行場跡地地区
広場(基本計画)策定業務」に基づき、地区広場の実
施設計等支援委託業務を実施する。

読谷補助飛行場跡地地区広場実施
設計の実施

読谷補助飛行場跡地地区広場実施設計の完了

4 地域文化の創造発展事業
Ｈ24
～

Ｈ28

4 ①
ユンタンザフィールドミュージ
アム構築事業

H24
～

H28

　村民の文化的生活の向上や人材育成、地域活性
化、観光振興に役立てるため、読谷村の自然・歴
史・文化資源等を調査・整理し、さらに集めた情報を
共有・発信・活用できるように再整理する。

３地区の自然、歴史、文化資源等の
調査

文化財ガイドマップ設置完了：3箇所

（今後の展開方針等）
各字文化財ガイドマップ設置数
H24年度：3箇所、H25年度：3箇
所、H26年度：3箇所、H27年度：3
箇所、H28年度：4箇所(合計16箇
所）

4 ② 座喜味城跡駐車場整備事業
H25
～

H26

　世界遺産座喜味城跡への来客者の利便性を図る
ために駐車場を整備する。

駐車場工事 駐車場（普通車約30台収容）の整備完了
（今後の展開方針等）
建設予定のユンタンザミュージアム
の駐車場として利活用する。

4 ③
読谷村移民・出稼ぎ調査編
集事業

H24
～

H29

　国内外へ読谷村をアピールし、県外・海外からの
観光客の誘客や国際交流を図るため、移民・出稼ぎ
について調査・整理を行う。

Ｈ２５年度調査報告書作成。被調査
者の調査、記録テープ反訳等の整
理。八重山現地調査(第1回目)

・H25年度調査報告書完成
・記録テープ数(100本）の反訳原稿の整理

（今後の展開方針等）
H27年度:南洋郡島及び南米各国、
　　　　　　八重山現地調査
H28年度:南米各国現地調査、
　　　　　　全体まとめ
H29年度:HPより情報発信

4 ④
沖縄語（しまくとぅば）保存継
承事業

H25
～

H29

　沖縄語で伝承されてきた民話を調査・整理し、沖縄
語に親しめる教材（絵本やDVD等）を製作する。ま
た、これらを村内幼小中学校や図書館へ配布し、学
校や家庭での活用を推進する。

民話調査・整理
絵本「読谷の民話（5話）」の発刊
DVD「読谷の民話(5話）」の発刊

（今後の展開方針等）
H29年度までに絵本5種、DVD5種
の製作

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）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
沖縄戦後教育史・復帰関連
資料整理活用事業

H26
～

H27

　本村が所有する歴史的価値の高い戦後の教育や
復帰運動に関する資料を整理し、デジタル保存する
とともに、デジタルアーカイブとしてインターネットで
公開を行い、沖縄の戦後史に関する学習や調査研
究の機会充実を図る。

・目録の作成
・資料のデジタル化

・資料のデジタル化：500箱
H27年度
・資料のデジタル化　500箱
・デジタルアーカイブの公開

4 ⑥
ユンタンザミュージアム建設
事業

H26
～

H29

　世界遺産座喜味城跡と連携した魅力ある博物館を
建設し、観光振興・地域振興につながる整備を行
う。

・基本設計の実施 ・基本設計の完了
H27年度：実施設計
H28～29年度：工事開始及び完了
(予定)

5 ①
中学生海外ホームステイ派
遣事業

H25
～

H33

　本村の教育目標である「創造性・国際性に富み社
会に貢献できる人材の育成と生涯学習の振興」の
実現のため、中学生１２人を英語圏に短期間派遣
し、英語を学ぶことへの関心・意欲を高め、視野を広
げるとともに国際感覚豊かな人材育成を目指す。

短期留学費の補助 ： 12人 海外短期派遣生徒数：12人
（今後の展開方針等）
海外短期派遣生徒数（累計）
Ｈ３３年度：１０８人

6 ① 長寿調査検証事業
H25
～

H26

　地域の高齢者を支えるボランティア（レク担当、調
理担当、健康チェック担当）と役場職員総勢30名を
長寿日本一の長野県に派遣し、高齢者の生きがい
づくり、食生活、健康づくりへの取り組み等、長寿日
本一の地域や病院等を視察し、各公民館で行われ
ているミニデイサービス「ゆいま～る事業」の充実と
地域の健康基盤づくりの調査検証を行う。

派遣総数30名
（地域ボランティア：27名
役場職員3名（保健師等））

・調査報告会の実施（「ゆいまーる事業」を実施し
 ているコミュニティ等：21カ所）
・報告書の完成

（今後の展開方針等）
H26年度：30名派遣
H25～H26年度：60人（累計）
報告会を通して、地域の中高年層
を主に介護予防や生活習慣病予
防の重要性を認識させる活動に取
り組む

7 地域資源を活かした農業推進事業
H25
～

H29

7 ①
地産地消推進を図る生産施
設設置事業

H25
～

H29

　年間を通した多様な野菜を安定的に生産できる環
境の構築により、地域の消費需要（直売所、ホテ
ル、飲食店など）への対応や、「食と農」を通した地
域観光のイメージアップや農業振興を図ることを目
的として、JA等が設置する栽培施設の設置費の一
部を補助する。

栽培施設設置補助
・栽培施設の設置：面積3488.6㎡（予定）
・導入農家：７人（予定）

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）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。

 169 



 21　読谷村

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】

読谷村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

8 ①
航空機騒音常時観測システ
ム購入事業

H26
　米軍機から発生する航空機騒音を測定する装置を
設置する。

航空機騒音常時観測システムの購
入

航空機騒音常時観測システムの設置　４箇所

9 ①
地域にあったものづくり支援
事業

H26
～

H28

　読谷村の特産品や商品を県内外へPRするために
物産展等への出展し販路拡大を図るとともに、本村
地域資源を活用した新たな特産品づくりを調査する
ため、読谷村商工会へ補助を行う。

県内外物産展への出店及び調査補
助

出店数（開発支援含）：5件
（今後の展開方針等）
県内外物産展への出展及び調査
補助

10 ①
読谷村工芸品県外プロモー
ション戦略事業

H26
～

H33

　今後のヤチムン(琉球陶器）の持続的発展をめざ
し、県外マーケットにおいてマーケティングを行うとと
もに、若手作家の作品を中心にプロモーションを行
い、販路拡大や人材育成を図る。

テストマーケティングの実施
展示会の開催

・次年度以降のプロモーション戦略等効果検証
・展示会出店作家　15人

（今後の展開方針等）
展示会への出展支援

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）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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 22　嘉手納町

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
嘉手納町観光客誘客促進基
盤整備事業

H24
～

H33

1 ① 道の駅かでな機能拡充事業
H25
～

H28

　道の駅かでなは、その前面に県道と乗用車の駐
車場、背面に大型車両の駐車場が配置されている。
年間約５０万人の観光客が来場するが、展望場で米
軍基地を展望した後、すぐ施設を退館する、通過型
の施設になっている。道の駅かでなリニューアル基
本計画を策定することにより観光客を誘客し、地域
振興活性化の推進する。

リニューアル基本計画を策定するこ
とにより、基地展望機能を強化し、観
光客の誘客を促進することにより、地
域振興の活性化が図られる。

道の駅かでなリニューアル基本計画策定
(今後の展開方針等)
H27年度：実施設計
H28年度：工事

1 ② フラワーロード景観整備事業 Ｈ26

　観光客誘客に寄与するため、嘉手納町の中心市
街地である嘉手納ロータリー周辺及び幹線道路沿
いに色鮮やかな花を咲かせ、魅力ある景観を構築
する。

花壇整備及び植栽の設置
花壇整備：２箇所
植栽の設置：３箇所

(今後の展開方針等)
H26年度：実施設計、工事
H27年度以降：維持管理（単費）

1 ③ うたの日コンサート事業
H25
～

Ｈ26

　沖縄出身のトップアーティスト「BEGIN」が主体と
なって開催している「うたの日コンサート」における会
場設営に係る経費の一部を補助し、同コンサートを
誘致することで多くの観光客を誘客し、町の活性化
を図る。

県内の大型イベントの誘致
来場者数：8,000人
町特産品のＰＲ：5作品以上
町商工業者の出店：5店舗以上

今後のイベント等に町の特産品等
の出店し、ＰＲしていく。

1 ④
屋良城跡公園総合再整備基
本計画策定事業

H25
～

Ｈ29

  本町は、米軍基地が町域の８３％を占める特異な
地域であるが、比謝川等風光明媚な場所も有してお
り、近年では自然を生かしたエコツアーの開催等観
光資源となりうる素材が増えつつある。
　そのようなことから、古くからの景勝地で今ではエ
コツアーを開催している比謝川の自然を観光客に体
験してもらうことで、観光入域客数の増加や地域活
性化を図り、魅力的な嘉手納町の形成を目指す。

H25度にて執行した基礎調査業務に
引き続いて、基本計画策定業務を実
施

基本計画の策定

(今後の展開方針等)
H26年度：基本計画
H27年度：基本設計
H28年度：実施設計
H29年度～：整備工事

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】

嘉手納町
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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 22　嘉手納町

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】

嘉手納町
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 ⑤ 比謝川緑地広場整備事業
Ｈ24
～

Ｈ27

　本町は、米軍基地が町域の８３％を占める特異な
地域であるが、比謝川等風光明媚な場所も有してお
り、近年では自然を生かしたエコツアーの開催等観
光資源となりうる素材が増えつつある。
　そのことから、古くからの景勝地で今ではエコツ
アーを開催している比謝川の自然を観光客に体験し
てもらうことで、観光入域客数の増加や地域活性化
を図り、魅力的な嘉手納町の形成を目指す。

緑地広場実施設計の実施（嘉手納
町字水釜地内）

緑地広場実施設計の完了（嘉手納町字水釜地
内）

(今後の展開方針等)
設置場所：嘉手納町字水釜
H24年度：用地取得
H25年度：基本計画
Ｈ26年度：実施設計
Ｈ27年度：建築工事

1 ⑥
嘉手納町観光客受入体制整
備事業

H26

　嘉手納町観光振興基本計画に基づき、観光振興
の基盤となる人材の確保・育成を目的としてこれか
らの嘉手納町を担う人材の育成を推進する。また、
本事業を実施することにより、新たに本町を訪れた
観光客に町の魅力をアピールすることで、観光客誘
客の促進が図られる。

・研修講座
・先行事例視察

観光ガイドの育成人数：5名
ガイドを養成することによって、本
町の魅力を訪れる観光客に発信す
る。

2
嘉手納町未来へ羽ばたく人
材育成支援事業

H24
～

H33

2 ① 学習支援員配置事業
H24
～

H33

　算数、数学、国語中心に授業ではチームティーチ
ング、習熟度別授業を行い、また、長期休業におけ
る個別指導及び放課後の補習授業を行う学習支援
員を配置する。特に授業内容が定着していない児童
生徒への対応を行い、漢字検定等の個別指導も行
う。

学習支援員配置数
小学校:3人、中学校:1人

県到達度調査における国語算数正答率を各学年
とも県平均以上とする

県到達度調査における国語算数
正答率を各学年とも県平均以上と
する

2 ② 英語力強化事業
H24
～

H33

　教育課程特例校としての特典を生かし、英語力を
向上させるため、ネイティブスピーカーの講師の活
用で、日常的に英語に親しむ環境をつくり、英会話
を中心とした授業を展開する。また、英語力向上の
ために英語検定にむけた学習講座を実施し、目標
級取得の支援を行うため中学校教員免許を所持し
た人材を活用する。

英会話指導員配置数
小学校:3人、中学校:2人
英語指導員配置数
中学校:1人

英語検定３級以上の合格者数　50人
英語検定３級以上の合格者数　50
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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 22　嘉手納町

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】

嘉手納町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ③ ICT活用事業
H24
～

H33

　情報活用能力の育成や学校における情報化を推
進するため,パソコン指導員を配置し、教師の授業の
補佐・支援を行う。また、授業でのPC活用を推進す
るためフラシュ教材を活用した授業支援も行う。

パソコン指導員配置数
小学校:2人、中学校:1人

（小学校）キーボード操作能力検定目標級の達成
3 学年 23 級 ( 80 ％ 以上 ）
4 学年 17 級 ( 60 ％ 以上 ）
5 学年  8 級 ( 40 ％ 以上 ）
6 学年  初段 ( 20 ％ 以上 ）
（中学校）パソコン検定目標級の達成
1・2 年　5 ～ 4 級、
3 年　3 級

（小学校）キーボード操作能力検定
目標級の達成
3 学年 23 級 ( 80 ％以上 ）
4 学年 17 級 ( 60 ％以上 ）
5 学年  8 級 ( 40 ％以上 ）
6 学年 初段 ( 20 ％以上 ）
（中学校）パソコン検定目標級の達
成
1・2 年　5 ～ 4 級、
3 年　3 級

2 ④
不登校対策生徒指導支援員
配置事業

H24
～

H33

　不登校の生徒に対応するため、指導員による家庭
訪問を行い、在宅確認及び本人と家族支援を実施
することにより生活リズムの正常化を目指す。また、
時差登校をする生徒へ相談の実施を行う。

生徒指導支援員配置数
中学校:2人

不登校生徒数を全生徒数の　3.3％以下にする
不登校生徒数を全生徒数の
3.3％以下にする

2 ⑤
スクールカウンセラー活用事
業

H25
～

H33

　青少年センターにスクールカウンセラー（臨床心理
士）を配置し、児童生徒と保護者の相談業務を行
い、教職員に対しては障害等への対応に関する研
修会を実施する。また、適応教室相談員に助言や児
童生徒のカウンセリングを通して学校復帰を支援す
る。

スクールカウンセラー配置数:1人
サポートした児童生徒の学校生活への適応や学
校復帰等改善が確認できた人数：　3　人

サポートした児童生徒の学校生活
への適応や学校復帰等改善が確
認できた人数：　27　人

2 ⑥ 秋田交流学習体験事業
H26
～

H28

　全国学力・学習状況調査で高い学力を維持してい
る秋田県へ町内の小中学校児童生徒及び教諭を派
遣し、派遣先学校の授業に参加することで学習・指
導を体験するとができ、学力向上に生かしていく。

秋田県へ町内小中学校児童生徒及
び教諭の派遣

各学校における児童・生徒の学校評価項目にお
ける発表力の向上、積極的授業への参加を醸成
し学力(活用力)の数値をＨ２５年度(小学校37％、
中学校26％）から向上させる。

　発表力、授業規律及びけじめあ
る行動が向上することにより、県到
達度テストや全国学力状況調査に
おける学力（活用力）の向上に資す
る。

3 ① 雇用促進事業
H25
～

H29

　全国に比べ失業率の高い沖縄において雇用情勢
の改善を図るため、就職相談窓口を開設する。就職
相談窓口により求人・求職者を結ぶ就労支援を行
い、求職者へ就職意識の高揚と事業者の雇用拡大
に繋げていく。

相談窓口開設数：98回
セミナー回数：51回

相談人数：200人
就職人数：50人

　就職相談窓口の相談件数及び就
職人数において、年度毎の数値の
増を図る。

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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 22　嘉手納町

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】

嘉手納町
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 ① 墓地基本計画策定事業
H25
～

H26

　本計画は嘉手納町全域（米軍基地は除く）を対象
とし町内に立地する墓地の状況や住民意向を把握
し、墓地の集約や適正配置に関する計画を策定す
るとともに、住民に対して墓の建設や管理に関する
規則の周知徹底を行い、嘉手納町における墓地の
望ましいあり方の方針を示すため実施する。

町内に立地する墓地の状況を踏ま
え、集約地域や集団墓の検討を行
う。

墓地基本計画の策定

　この計画を策定することで、墓地
の適性配置や集約化を推進し、
「墓地経営許可」等の権限委譲、
条例の整備に備えていく。

5 ① 廃棄物リサイクル事業
H25
～

H33

　本町では、一般家庭及び事業者から年間約600ト
ン程度の木くず（草、剪定枝等）が排出されており、
また、台風等での公園、街路樹の倒木処理は産業
廃棄物として最終処分場で処理している状況であ
る。一方、本町で策定されている一般廃棄物処理基
本計画において、木くず等を焼却せずチップ化し、再
資源化することで町内の土地づくりや堆肥に利活用
する施作があり、これらの木くず等の再資源化を実
施し、本計画の推進を図る

１　嘉手納町一般廃棄物処理基本計
画推進
２　不適正処理（不法投棄等）の是正
３　木くずの再資源化（チップ化）

１　ごみの減量化（目標約5％削減）
２　処理費の節減

　草木のチップ化の堆肥化による
農業の振興、バイオマスへの利用
によるエコエネルギーへの活用が
可能か検討していく。

6
安全・安心、人にやさしく、災
害に強いまち『嘉手納町』整
備事業

H26

6 ①
嘉手納町地域防災計画整備
事業

H26

　嘉手納町内の防災・減災の強化の実現に向けて、
地域防災計画の整備を行い、合わせて避難マニュ
アルの作成、避難所の運営マニュアルの作成を行
い、町民をはじめとする来町者に対する災害時の速
やかな避難行動・避難誘導、避難所設置運営を図
り、本町の安全・安心の確保と人にやさしく、災害に
強いまちづくりを実施する。

嘉手納町の防災・減災の強化
・地域防災計画の整備
・避難マニュアルの作成
・避難所の運営マニュアルの作成

　この計画、マニュアルを活用し
た、町民をはじめとする来町者の
参加による、防災訓練の実施を
行って行く。

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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 23　北谷町

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 観光振興事業
H24
～

H33

①
北谷町観光物産プロモーショ
ン事業

H24
～

H33

北谷町の知名度を一層向上させ、本町への観光客
誘客推進と地域特産品の交流を図るため、県外、国
外における、観光誘致対策事業、誘客プロモーショ
ン事業を展開する。

プロモーションコンテンツ開発業務
・ワークショップ
北谷町観光物産プロモーション
・国内プロモーション　2回
・海外プロモーション　2回

・国内プロモーションブース来場者：1,000人（アン
ケート回収：200人）
・国外プロモーションブース来場者：2,000人（アン
ケート回収：200人）

（今後の展開方針）
H26～33年度　継続実施

② 観光振興地域活性化事業
H25
～

H26

　観光地としての景観形成のため本町の観光拠点
地域において、ハローウィンやクリスマス、年末年始
等で利用するイルミネーション装飾等の補助を行う。

　観光振興地域活性化事業企画運
営業務を実施

・イルミネーション装飾日数：120日間（アンケート
回収：200人）
・エンターテイメントイベント開催数：４回
・多言語コンテンツ等を利用したアンケートを実施
300名
・多言語コンテンツ利用者数の目標指標：5000ア
クセス/４か月

（今後の展開方針）
各種イベントやイルミネーションの
実施及び多言語コンテンツの活用
により、観光地としての知名度向上
を図り国内外の観光客の誘致を図
る。

③ 海業振興事業
H25
～

H26

　観光客誘客を図る施設整備の一環としてフィッシャ
リーナ地区へアプローチする道路の付帯施設整備
（舗装、植栽等）、緑地・広場整備及びマリン事業関
連施設整備（駐車場・駐艇場等）を実施する。さら
に、景観性向上を図るため西防波堤等景観整備を
実施する。

　フィッシャリーナ地区へアプローチ
する道路付帯の整備、西防波堤景観
の整備

①西防波堤等景観整備工事
　（西防波堤Ｌ=300m、南側護岸L=340m）
②道路植栽等整備工事
　（植栽N=約80本、芝A=1600㎡）

（今後の展開方針）
今回実施する景観整備や中核ホテ
ルの開業と合わせ、観光客及び当
該地域への進出企業の誘致を図
る。

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】

北谷町
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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 23　北谷町

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】

北谷町
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
宮城海岸マリンレジャーゾー
ン整備事業

H24
～

H27

　県内有数のダイビングスポット、サーフスポットで
ある宮城海岸において、居心地の良い空間を提供し
観光客の満足度を高めマリン産業の振興を図るた
め、宮城海岸マリンレジャーゾーンとして海岸護岸
の舗装整備をする。H24年度からの継続事業であ
り、H26年度はH24～25年度で実施出来なかった場
所を整備する。

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　A=425㎡

景観に優れた護岸の整備
(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　A=425㎡)
・全体計画のうち80.3％の整備が完了
西海岸周遊道路140m整備

(今後の展開方針)
・H27年度
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装506㎡
※工事完了区間ごとに供用開始し
ていく。

⑤
北谷公園野球場スコアボー
ド改修事業

H26

中日ドラゴンズのキャンプ地として利用されている、
北谷公園野球場の既存の手動スコアボードを、LED
による新たなスコアボードに改修し、多機能表示を
可能にすることで、オープン戦や練習風景を盛り上
げ、来場者の満足度を高めリピート率を向上させ
る。

スコアボード改修工事　1式
画面面積　A＝85㎡

スコアボードを手動式から電光掲示板(LED)へ改
修する。(画面面積　A＝85㎡)
年間利用：中日ドラゴンズキャンプ24日間、オー
プン戦2日間、各種イベント7日間

平成26年度に完成予定。
野球以外のイベント等の活用

⑥
北谷町文化発信拠点整備事
業

Ｈ24
～

H30

　キャンプ桑江北側米軍基地の返還に伴い発見さ
れた「伊礼原遺跡」は約7,000年前から連綿と続く集
落跡として、国史跡として指定された。今後縄文時
代に生活空間の具現化をテーマとし、住民の憩いの
場、観光資源として公園整備を行う。また、隣接地に
伊礼原遺跡の出土品等を含む町内に点在する文化
財の公開活用を行うため、町立博物館を建設する。
Ｈ26年度は、伊礼原遺跡保存整備事業、博物館整
備事業の基本計画を策定する。

伊礼原遺跡保存整備事業、博物館
整備事業の基本計画の検討

・伊礼原遺跡整備基本計画策定
・北谷町立博物館基本計画策定

（今後の展開方針）
博物館整備事業（19-2）
Ｈ24繰～Ｈ25：用地取得
H25年度：基礎調査
Ｈ26年度：基本計画
H27年度：基本設計
H28年度：実施設計
H29～30年度：施設建設、公開準
備、ＰＲ
H31年度：供用開始（年間来館見
込15,000人）

伊礼原遺跡保存整備事業（19-1）
H25、26年度：基本計画
H27年度：基本設計
H28年度：実施設計
H29～30年度：建設工事、公開準
備ＰＲ（年間来園見込50,000人）

⑦
コミュニティーバス導入調査
検討事業

H26
～

H28

　観光客や交通弱者（高齢者、障がい者、学生）に
とっての公共交通に関する現状やニーズの把握に
より、課題を整理するとともに、地域間交流の活性
化と観光客誘客推進のための持続可能なコミュニ
テーバスシステムについて検討する。

①北谷町の公共交通の現況及び先
進事例の調査の実施
②実証実験の手順案の作成

北谷町の公共交通現況調査及び実証実験等の
手順書作成

　現況の公共交通機関（バス等）の
利用分析やバス事業者等をはじめ
とする関係機関との協議に用いる
基礎資料を作成し、次年度以降の
社会実験及び本格導入に向けて、
特色ある公共交通を目指す。

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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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】

北谷町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 人材育成事業
H24
～

H33

①
英語指導助手派遣事業（小
学校）

H24
～

Ｈ33

　国際化に対応し、産業振興・観光振興に貢献でき
る資質・能力を持つ人材を育成するため、各小学校
に１人の英語指導助手を派遣する。

英語指導助手（ＡＥＴ）配置数４人：
全小学校に各１人

・支援生徒数：全小学校合計2,104人
・児童英語検定：前年の正答率と比較し１％向上

（今後の展開方針）
Ｈ33年度
児童英語検定の平均正答率90％

②
英語指導助手派遣事業（中
学校）

H24
～

Ｈ33

　国際化に対応し、産業振興・観光振興に貢献でき
る資質・能力を持つ人材を育成するため、各中学校
に１人の英語指導助手を派遣する。

英語指導助手（ＡＥＴ）配置数２人：
全中学校に各１人

・支援生徒数：全中学校合計1,088人
・沖縄県達成度調査（英語）：前年の正答率と比
較し１％向上

（今後の展開方針）
Ｈ33年度
沖縄県達成度調査（英語）の正答
率60％

③
日本語指導学習支援員派遣
事業

H25
～

H33

　日本語指導学習支援員を学校に配置し、日本語
が十分に理解できない外国籍児童生徒や帰国児童
生徒等への学習支援を行う。

日本語指導学習支援員配置数：１人 支援生徒数：１０人

（今後の展開方針）
日本語指導が必要な児童生徒が
今後増加した場合、日本語指導学
習支援員配置人数を２人へ増員。

④
学力向上学習支援員派遣事
業

H26
～

H33

　学習に遅れをとっている児童生徒に対して、授業
内容をきめ細やかにサポートする学習支援員を配
置し、自ら学ぶ意欲を高め、基礎的、基本的な学習
内容を理解させることで、学習環境の充実・強化を
図る。

学力向上学習支援員配置数６人：
全小中学校に各１人

・学習形態は担任とのティームティーチングを主
と　し、習熟の遅い子への学習支援を行う。
・放課後の補修の充実を図る。
・小学生の沖縄県達成度調査（算数）：前年の正
答率と比較し１％向上
・中学生の沖縄県達成度調査（数学）：前年の正
答率と比較し１％向上

（今後の展開方針）
Ｈ28年度
・沖縄県達成度調査の無答率の半
減。
・中学校は学力向上学習支援員配
置人数を２人へ増員。

⑤
スクールソーシャルワーカー
派遣事業

H26
～

H33

　スクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒の
おかれた様々な環境の問題（家庭、友人環境等）に
働きかけ、問題を抱える児童に対して未然防止、早
期発見、早期対応に努める。

スクールソーシャルワーカー配置数：
１人

・不登校等の問題行動の減少を図る。
・学校内でのケース会議の推進や、関係機関、団
体とのネットワークの構築、連携、調整を行う。

（今後の展開方針）
・全中学校区に各１人と、青少年セ
ンターに１人を配置し、３人体制へ
増員。

⑥
北谷町ハワイ短期留学派遣
事業

H25
～

H29

 ハワイでの語学学習やホームステイを通して英語
力の向上を図りながら、ハワイの町人会、県人会、
ハワイ大学生との交流会を実施し、海外で活躍して
いるウチナーンチュとの親睦を図り世界的な視野を
持った人材を育てる。

派遣生徒数（累計）：１５人
派遣引率者数（累計）：１人

英語力の向上を図りながら、世界的な視野を持
たせる。また、留学で体験したこと等を報告書に
まとめ、報告会を開催する。

(今後の展開方針)
ハワイ短期派遣生徒数（累計）
H２９年度：６０人
派遣引率者数（累計)
Ｈ２９年度：５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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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】

北谷町
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 跡地利用推進事業
H24
～

H33

　「キャンプ桑江南側地区」及び「陸軍貯油施設第１
桑江タンクファーム地区」、「キャンプ瑞慶覧（施設技
術部地区内の倉庫地区の一部）地区」の有効かつ
適切な跡地利用計画の策定に向けて、「キャンプ桑
江南側地区」及び「陸軍貯油施設第１桑江タンク
ファーム地区」に連なる斜面緑地の保全・活用構想
（案）の策定、「キャンプ瑞慶覧（施設技術部地区内
の倉庫地区の一部）地区」における北谷城史跡区域
の利活用調査及び地権者懇談会の実施、「キャンプ
桑江南側地区」における外国大学誘致検討委員会
の開催及び町有地拡大に向けた地権者説明会を実
施する。

　・「キャンプ桑江南側地区」及び「陸
軍貯油施設第１桑江タンクファーム
地区」における斜面緑地の保全・活
用構想（案）の策定
・「キャンプ瑞慶覧（施設技術部地区
内の倉庫地区の一部）地区」におけ
る北谷城史跡区域の利活用調査の
実施及び地権者懇談会の実施
・「キャンプ桑江南側地区」における
外国大学誘致検討委員会の開催及
び地権者説明会の実施

・　「キャンプ桑江南側地区」及び「陸軍貯油施設
第１桑江タンクファーム地区」、「キャンプ瑞慶覧
（施設技術部地区内の倉庫地区の一部）地区」の
有効かつ適切な跡地利用計画の策定に向けた
条件整理
・跡地利用に対する地権者等の理解促進、協力
体制構築への寄与

・有効かつ適切な跡地利用計画策
定に向けた調査検討
・跡地利用に対する地権者等の意
向醸成促進

4
北谷町特定駐留軍用地内土
地取得基金事業

H25
～

H33

　駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進す
るため、沖縄振興特別推進市町村交付金を財源と
した基金を活用して特定駐留軍用地内の土地の先
行取得を実施する。

キャンプ桑江南側地区内の土地取
得面積：9,728㎡

公共用地取得率：21%
（取得予定（学校用地）面積45,500㎡）

継続的なキャンプ桑江南側地区内
土地の先行取得

5 墓地整備基本計画策定事業 H26

本計画は、北谷町全域（米軍基地を除く。）を対象と
し、町内に点在する墓地の状況を把握し、墓地の適
正配置や集約に関する計画を策定するとともに、町
民に対して墓地の建設や管理に関する周知を行
い、社会状況の変化や北谷町の墓地問題に的確に
対応するため、総合的な墓地対策指針となる墓地
整備基本計画を策定する。

墓地実態調査
墓地整備基本計画策定に向けた委
員会、検討部会及び住民説明会の
開催

墓地分布図・墓地台帳の作成
墓地整備基本計画策定

・散在する個人墓地、無許可墓地
や無縁墓の実態の把握
・墓地区域（墓地禁止区域）の指定
・墓地の適正配置や集約の方針決
定

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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 24　北中城村

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
ツーリズム「北中城」促進事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

1 ①
あやかりの社滞在型施設活
用事業

Ｈ24
～

H28

　長期滞在型のある宿泊施設、キャンプ場等がある
「あやかりの杜」を活用した、野外活動や沖縄の自
然や伝統文化の学習等を実施する。

・体験交流事業：6事業 ・体験交流人数：150人
（今後の展開方針）
体験交流人数目標（Ｈ28）：700人
（延べ人数）

1 ②
歴史文化散策路ネットワーク
整備事業

Ｈ24
～

Ｈ29

　誘客を図るため、世界遺産「中城城跡」を核とし
て、村内にある歴史文化遺産の活用と、村の魅力を
発信するとともに、徒歩で周遊できる散策遊歩道整
備を実施する。散策遊歩道整備の実施個所は、重
点地区となっている喜舎場・仲順地区とする。

・散策路案内カラー舗装
・里道整備の実施

・「喜舎場・仲順」地区の第１期整備工事の完了

（今後の展開方針）
・H26年度：第１期整備工事（喜舎
場・仲順地区）
・H27年度：第２期整備工事（喜舎
場・仲順地区）
・Ｈ28年度：実施計画（島袋・比嘉
地区）
・H29年度：整備工事（島袋地区）

1 ③ 北中城まつり活性化事業
H24
～

H33

県内外の誘客及び村民コミュニケーション醸成を図
るため、夏場の祭りとして、沖縄の伝統文化である
「青年エイサー」、秋場の「北中城まつり」の開催、そ
して冬場の祭りとして、沖縄の温暖な気候を活かし
た日本一早い「ひまわりまつりin北中城」を開催す
る。

・まつりの実施：3回
・まつり開催日数：19日

・三大祭りにおける来場者数：11万人
(H24：11万人）
・地元産業事業者及び村内団体参画数：40事業
所(H24：37事業所及び団体）

（今後の展開方針）
各まつりにて、村内事業所及び
観光施設のＰＲを実施するブース
及び特産品販売ブースを設置す
る。
三大祭りにおける来場者数
目標（H33)：11万人
基準年(H23)：9万7千人

1 ④
荻道・大城湧水群周辺環境
整備事業

Ｈ24
～

Ｈ28

　平成の名水百選に選ばれた湧水群について、新
たな観光資源としての活用を目指し、水質の調査
や、世界遺産「中城城跡」のすぐ近くに点在するとい
う環境を活かし、湧水群周辺整備を実施する。

・誘客等拠点施設配置の検討
・湧水保全地区の雨水浸透方策の検
討

・誘客等拠点施設配置計画の策定
（今後の展開方針）
・H27年度：用地取得（予定）
・Ｈ28年度：整備・運用開始（予定）

1 ⑤
観光コミュニティバス導入事
業

Ｈ24
～

Ｈ29

　村内にある観光資源をターゲットととした観光コ
ミュニティーバス導入に向け、本村の観光特性・交
通特性・課題を把握し、地域間交流の活性化と観光
客誘客推進のための公共交通構築を図る。

・コミュニティバス実証実験にむけた
関係機関との協議

・交流活性化基本計画・実施計画の策定
・コミュニティバス社会実験運行計画の策定

（今後の展開方針）
・H26年度：社会実験運行計画策
定（関係機関との協議含む）
・Ｈ27年度～H28年度：社会実験
（予定）
H29年度：本格運用（予定）

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】

北中城村
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）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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 24　北中城村

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】

北中城村
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 ⑥
地域活性化キャラクター活用
事業

H25
～

H33

　本村の認知度向上と地域資源の情報発信・観光
客誘客強化を図るため、平成25年度に誕生した地
活キャラを村内地域イベント、県内外でのキャラク
ターを介したイベントに積極的に参加しPR活動を行
う。さらにキャラクターの運用を通して、本村内の観
光案内人となる人材の育成を行う。
　また、ＡＲアプリケーションについて、本村内の観
光スポットを効率よく巡るための、地形高低表示機
能等を追加する。

・ARアプリ機能の拡張
・キャラター県内・外イベント参加

・ARアプリダウンロード数：1,000回
・キャラクター実働回数：50回

（今後の展開方針）
　村内外のイベントへの参加を通
して、本村のPRを強化すると共
に、来村頂いた方々から意見を
集約しながら、キャラの展開及び
アプリの更新を図る。

1 ⑦ 公営墓地整備事業
Ｈ24
～

Ｈ28

　沖縄独特の墓地散在化の抑制と整理、景観的な
配慮や住環境の改善を図るため、公営墓地用地の
確保とともに、基本設計及び納骨堂等の実施設計を
行う。

・公営墓地用地の取得
・納骨堂・管理棟の実施設計

・公営墓地用地の取得率（30％目標）
・納骨堂・管理棟の実施設計の完了

（今後の展開方針）
平成27年度
・用地取得
・取付道路の整備工事
平成28年度
・公営墓地整備工事

1 ⑧
中城城跡アクセス（大城登又
線）整備事業

H26
～

H27

　世界遺産「中城城跡」を核とした県営中城公園整
備が進んでいる中で、公園西側入口に面する村道
大城登又線の拡幅整備を推進するための検討を行
う。

・アクセス道路の検討 ・アクセス道路予備設計の完了
（今後の展開方針）
平成27年度
・アクセス道路実施設計

1 ⑨ 東海岸まちづくり整備事業
H24
～

H29

　本村の東海岸地域における低未利用地（遊休農
地等）の有効的な土地利用を図るため、津波等の災
害に強い防災基盤施設等の整備と併せて、魅力あ
る「食」の資源を活かした特色ある観光地として都市
的基盤整備を行う。

・地権者合意形成の推進
・関係機関協議

・基本計画策定にむけた土地利用（案）の策定と
地権者合意形成

（今後の展開方針）
・H27基本計画策定・環境調査
・H28用地取得
・H29区画整理事業等による整備

2
駐留軍用地跡地等利活用事
業

Ｈ24
～

Ｈ30

2 ①
アワセゴルフ場地区観光拠
点づくり事業

H24
～

H28

　観光客誘客が期待される駐留軍用地跡地である
「アワセゴルフ場地区」の観光拠点まちづくり及び安
心安全なまちづくりを推進し、災害にも強く魅力ある
観光まちづくりを目指し、災害時及び災害復旧時を
想定した避難路、輸送路、物資供給などの調査・計
画策定を実施する。

・多言語案内標識(防災・観光）の
　試作品（3点）と設置（1点）
・歩道等に関する景観検討

・まちなみ景観及び標識等デザイン計画の完了

（今後の展開方針）
平成27年度～平成29年度
　決定したデザイン等をもとに、
　本地区の整備工事を推進する

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）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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 24　北中城村

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】

北中城村
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ②
アワセゴフル場地区歴史・ま
ちづくり映像保存事業

H24
～

H30

　アワセゴルフ場地区は、戦前は肥沃な土地に恵ま
れた比嘉集落が形成され、自作農で生産性も高く豊
かな集落であったが、戦後、強制的に土地が収用さ
れ60年余あまりにわたって米軍娯楽施設のゴルフ
場として使用され、平成22年7月に返還された。
　そのような戦前の営みからゴルフ場利用、返還合
意から土地利用までの歴史文化の継承を図るた
め、映像記録、編集を実施する。

・記録映像の撮影時間：３時間 ・アワセゴルフ場開発の記録映像の作成

(今後の展開方針）
H25年度～H29年度：
　アワセゴルフ場まちびらき映像
保存

2 ③
アワセゴルフ場地区利用推
進プロジェクト管理事業

H24
～

H27

　プロジェクト管理能力のあるプロジェクトマネー
ジャーの助言を得て跡地利用の迅速な推進を図る
ため、アワセゴルフ場跡地開発の全体計画の作成、
工期の短縮検討、進捗管理、将来予測、ステークホ
ルダー(プロジェクトに関係しているあらゆる人々)と
の調整及び管理を実施する。

･使用収益開始までの、全体工程管
理と関係機関との調整

・全体工程の80%完了
(今後の展開方針）
H26年度：公共施設等整備管理
H27年度：使用収益開始等管理

2 ④
アワセゴルフ場地区公共用
地取得マネジメント事業

H26
～

H28

　駐留軍用地アワセゴルフ場跡地は、平成25年度よ
り造成工事が開始され、造成工事の進捗に合わせ
平成26年度より公共用地の取得を開始する。
　跡地利用の計画的な整備促進を図るため、公共
用地の取得も計画的に進める必要があることから、
用地アセスメントから買収・登記まで一連して計画的
に進めるために用地取得マネジメントを行い跡地利
用の迅速な推進を図る。

・用地アセスメントを実施し、公共用
地取得計画を策定

・公共用地取得計画策定の完了
（今後の展開方針）
平成27年度～平成28年度
・用地取得

2 ⑤
喜舎場ハウジング地区跡地
利用推進事業

Ｈ25
～

Ｈ29

　駐留軍用地キャンプ瑞慶覧「喜舎場ハウジング地
区」内における跡地利用推進計画として、喜舎場ス
マートICのフルインター化に向けた、交通量調査、道
路構造、跡地利用などの調査を実施する。

・フルインター化に向けた検討・調査
・スマートインター地区協議会作業部
会の開催（1回）

・喜舎場スマートIC周辺アクセス道及び跡地利用
の検討

（今後の展開方針）
・喜舎場スマートICの形式検討の
絞り込み及び早期返還に向けた
取組みと関係機関協議を行う。

2 ⑥
キャンプ瑞慶覧特定駐留軍
用地推進基金事業

H25
～

H29

　キャンプ瑞慶覧ロウワープラザ住宅地区の跡地利
用を促進するための基金を創設し、公用地の先行
取得を行う。

・先行取得のための不動産鑑定
・地権者説明会の実施（２回程度）

・跡地の見通し作成・公表
・基金の積立　114,000千円

（今後の展開方針）
H25年度～Ｈ29年度
・基金の積立
H27～H31年度
・用地取得

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）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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 24　北中城村

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】

北中城村
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 ① 雇用サポートセンター事業
H24
～

H33

　活力ある地域づくりを目指し、高い水準で推移して
いる失業率の改善を図るため、若者や退職期を迎
えた団塊の世代の再就職希望対応など、雇用サ
ポートセンターでの継続した雇用支援を実施する。

・登録企業の開拓
・求職者のマナー等指導実施
・事業活動の周知拡大

・失業者のマッチング人数：24人
(H24：7人）
・新規求人数：150件
(H24：105件）

（今後の展開方針）
　登録企業の開拓を周辺市町村
へ広げ、職種の幅を広げ、求職
者の選択肢を広げる。
　・ﾏｯﾁﾝｸﾞ目標：年間24人
　・登録企業目標：年間：40社

4 農水産アクティビティ事業
Ｈ24
～

Ｈ33

4 ① 地域ブランド構築事業
H24
～

H33

　産業振興、担い手育成を図ることを目指し、農水
産物資源を活かし付加価値を高めるための北中城
村独自のブランド化に向けた商品開発を行う。また
商品選定委員会で選定された特産品の販売拡大や
県外物産フェアへの出店を行う。

・ブランディング推進委員会開催数：
　5回
・県外商談・PR活動回数：2回

・販路拡大の為の県外物産フェア参加（10品目販
売モニター調査、販売額目標40万円）
・量販店等への取引契約（チェーン展開する店舗
１以上）
・新商品の開発2アイテム

（今後の展開方針）
 H26年度：組織強化・商品化等
 H27年度以降：組織強化・販路
拡大等

4 ② 軟弱野菜生産支援事業
H25
～

H29

　村内の農家は露地生産が多く、天候不良による影
響を受けやすく計画生産が難しい状況にある。耐候
性野菜栽培施設（パイプハウス）を導入し、軟弱野
菜の産地形成に取り組む。

・耐候性野菜栽培施設（パイプハウ
ス）導入に対する補助実施

・耐候性野菜栽培施設（パイプハウス）の設置
（30a）

（今後の展開方針）
 軟弱野菜の生産量
  目標（H29)：5,250千円
  (H24：2,190千円）

4 ③ 農業経営改善支援事業
H24
～

H33

　生産性の向上と後継者不足及び耕作放棄地の解
消を目指し、農業者の技術支援及び助言と、就農を
希望する若者の人材育成のため、農業経営改善支
援員を派遣する。

・農業経営改善指導員配置（２名） ・農家への経営指導及び技術支援の実施（40件）
（今後の展開方針）
  地産地消（学校給食での食材
活用）の拡大を図る。

5 ①
災害時要援護者避難支援事
業

H24
～

H28

　観光客を含む災害時要援護者の円滑な避難を図
るため、避難支援事業及び自主防災組織等への災
害時の要援護者支援に活用する防災資機材を整備
し、支援体制の整備・強化を行う。

・要援護者個別支援計画策定
・要援護者支援体制の整備・強化

・要援護者個別支援計画の新規策定件数：３０件
・自主防災組織設立：２団体
・防災資機材整備：２団体

（今後の展開方針）
  引き続き個別支援計画の策定
及び見直しを継続していく。また、
防災敷材の整備を順次拡大して
いく。

6 エコアクション推進事業
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）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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 24　北中城村

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】

北中城村
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 ① 全村植物公苑化推進事業
H24
～

H33

　本村まちづくりの基本目標の１つである「全村植物
公苑づくり」のもと、村全体を植物公苑とみたて、観
光拠点周辺の地域緑化を行う。

・公共、観光施設及び村内主要道路
の景観美化・緑化の実施

・村内主要道路等の美化・緑化率：　2,000㎡

（今後の展開方針）
・公共・観光施設管理者及び
　道路管理者との連携を図る。
・村内団体へ緑化ボランティア
　の呼びかけを実施する。
　緑化・美化協力団体数
　目標(H33）：5団体

6 ②
公共施設等エコアクション推
進事業

H24
～

H29

　北中城村全体でCO2削減に向けたエコアクション
の先駆けとして、公共施設においてクリーンエネル
ギー（太陽光）の先行導入と照明機器等の省エネル
ギー化のためのＬＥＤへの切り替え、エコアクション
プログラムの策定を行う。

・再生可能エネルギー導入年次計画
検討
・一般家庭向け太陽光導入補助金の
検討
・LED街灯設置
・公共施設等太陽光発電設備設置

・エコアクションプログラム策定の完了
・太陽光発電システム設置：１箇所
・村道へのLED街灯５本設置

（今後の展開方針）
平成27年度：
　太陽光発電システム設置１箇
  所、LED街灯５本設置
平成28年度：
　太陽光発電システム設置１箇
  所、LED街灯５本設置

7
国際化・ICT人材教育推進事
業

H24
～

H33

7 ① 総合英会話指導支援事業
H24
～

H33

　国際性豊かな人材育成を目指し、外国人や英会
話能力の優れた講師による生きた英語に触れること
により「総合的な学習の時間」や「特別活動」などの
時間において、国際理解教育の一環として、指導員
による英会話指導を行う。

英会話指導員配置数
　小学校：1人　　中学校：1人
　幼小兼務：1人

・英語検定合格率
　（H25：53%→H26：54%）

（今後の展開方針）
・英語検定合格率：60%

7 ②
アメリカ教育機関ネットワー
ク形成事業

H24
～

H33

　国際化社会に対応できるよう、子どもから大人まで
を対象とした人材育成・教育方法等を教育現場に活
かすため、米国の教育機関（ワシントン州立大学）と
ＷＥＢシステムを活用して、米国大学教員による集
中講座を行う。

・中学生クラス：64回（前期32回・後
期32回）
・小学生クラス：64回（前期32回・後
期32回）
　受講生人数（Ｈ24：19人、Ｈ25：19人）

・受講生人数（前期10人、後期10人）
（今後の展開方針）
Ｈ33年度まで
受講生人数（累計）：200人

7 ③ 海外子弟青年交流事業
H24
～

H33

　友好親善と国際交流の推進を図るため、本村出身
者が多く経済発展を遂げている南米３カ国（ペルー、
アルゼンチン・ブラジル）及び交流可能な海外村人
会に研修生を派遣する。また、世代交代が進行する
海外子弟の青年に、沖縄の文化・伝統芸能の習得
によるウチナーンチュとしてのルーツを再確認しても
らい、海外と本村を結ぶ懸け橋となる人材育成を図
る。

海外子弟受入人数：３人
海外村人会派遣：２人

・研修報告会の開催（各研修１回）
　報告会により、派遣者等の国際相互理解に
　対する意識向上

（今後の展開方針）
　派遣・受け入れを継続し、研修
生を中心に各国村人会との活動
を活発化させ、絆の形成を図る。

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）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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 24　北中城村

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】

北中城村
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 歴史文化継承基盤整備事業
H24
～

H29

8 ① 琉球歴史風致資産調査事業
H24
～

H29

　村内に所在する旧跡・文化財等の現況を把握する
ための現地調査（所見作成・写真等記録作成・位置
測量等）を実施するとともに、調査成果や既存の資
料について情報発信のための資料整理（台帳の整
理とＰＣ打ち込み・実測図作成・材質分析等）を行
う。

・民俗祭祀行事及び現地調査の実施

・現地調査箇所数：２００箇所
・民俗祭祀行事調査：１５件
・過年度分補足調査：１００箇所

（今後の展開方針）
　次年度もＨ２６年度と同様の内
容を継続して実施。
将来的には、調査成果の公開活
用と歴史風致を踏まえたまちづく
り計画を策定する。

8 ②
中城間切ノロ関係資料集作
成事業

H24
～

H29

　島袋ノロらが活動していたとされる近世～近代の
中城間切（当時の行政単位で現在の北中城村・中
城村）に焦点を絞り、ノロが執り行った祭祀実態など
を明らかにするため、それぞれのノロが管轄した拝
所の現地調査や、関連資料（古文書・位牌等）の収
集や聞き取り調査を実施する。

・ノロ家系関係者への聞き取り及び
現地調査

・ノロ家系関係者への聞き取り調査→１０件
・ノロに関連する祭祀場等の現地調査→３件

（今後の展開方針）
　Ｈ２９発刊へ向け、各種調査及
び資料整理を継続して実施する。

9 ①
特別支援教育支援員配置事
業

H25
～

H33

　村内の幼稚園、小学校、中学校に在籍する園児・
児童・生徒のうち、特別に支援を要する子ども達に
対し、支援員を配置することで、障害のある子どもが
他の子どもと平等に教育をうけることができるよう環
境の充実を図る。

特別支援教育支援員配置数
　小学校：11名
　中学校：4名
　幼稚園：4名

・支援児童数（小）：32名
・支援生徒数（中）：7名
支・援園児数：9名

（今後の展開方針）
　全ての幼小中学校に特別支援
教育支援員を配置し、支援を要
する子ども達に対する早期から
の一貫した支援に努める。

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）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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 25　中城村

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
護佐丸が村を守るグスク整
備事業

H24
～

H30

1 ①
防災情報伝達手段多様化事
業

H26

　防災基盤整備の一環として、防災情報を迅速かつ
確実に地域住民に伝達するために、多様な伝達手
段を整備することによって、災害に強く安心して暮ら
せるむらづくりを推進する。

・Ｊアラートと緊急速報メール（３キャ
リア）の自動連携システム構築
・共通端末から緊急速報メールを同
時一斉送信システム構築

・Ｊアラートと緊急速報メール（３キャリア）の自動
連携
・共通端末から緊急速報メールを同時一斉送信

（今後の展開方針等）
迅速かつ確実な防災情報の提供
促進

1 ② 防災体制整備事業
H26
～

H30

　災害に強く安心して暮らせるむらづくりを推進する
ため、災害時に地域住民・観光客等が避難生活を
送ることとなった際に、物資の搬送が再開されるま
での非常食や生活物資等の備蓄を行う。また、防災
基盤整備の一環として、災害が起こった際に効率
的・実働的な災害対策に当たることができるよう、災
害対策本部の備品の拡充を図る。

・備蓄品の整備
・災害対策本部の備品整備

・非常食　1,000食
・災害時用生活用品（毛布）　155枚
・災害対策本部備品の拡充

(今後の展開方針等)
H27～30年度：非常食、災害時用
生活用品、災害対策本部備品の
整備

1 ③ 災害関係表示板設置事業
H26
～

H28

　災害に強く安心して暮らせるむらづくりを推進する
ため、普段から目につきやすい場所に海抜表示板
や避難場所標識、避難場所までの誘導表示板等を
設置し、地域住民や観光客等の防災意識高揚を図
る。

・海抜表示板の設置 ・海抜表示板　50枚
(今後の展開方針等)
H27～28年度：海抜表示板、避難
所標識、避難ルート表示板の設置

2
観光客誘客促進・受入基盤
強化整備事業

H25
～

H28

2 ① クラブハウス施設整備事業
H25
～

H26

　スポーツコンベンションの推進を図る目的で当交
付金の平成25年度事業として整備を行っている吉
の浦公園周辺施設の一つであるサッカー場に、キャ
ンプ誘致の受入基盤を更に強化整備するため、ミー
ティングルームやレフリールーム、選手控室、シャ
ワールーム、更衣室等の設備を兼ね備えた「クラブ
ハウス」を整備する。

・クラブハウス建設工事の実施 ・クラブハウス建設工事の完了

(今後の展開方針等)
平成26年度：供用開始し、スポー
ツキャンプ誘致に向けた受入体制
の強化促進を図る

2 ② キャンプ誘致施設整備事業
H25
～

H28

 プロサッカーチームの一時キャンプやプロバスッケ
トボールチームの練習場として利用されている吉の
浦公園各種施設への今後更なるキャンプ誘致に向
けて、公園内の各種施設の機能強化整備を行うとと
もに、県内でも数少ないサッカー専用の芝生を有す
サッカー場の適正管理を行い、スポーツコンベンショ
ンの推進を図る。

・村民体育館内トイレ・シャワー室整
備工事の実施
・芝適正管理業務の実施

・村民体育館内トイレ・シャワー室整備工事の完
了
・サッカーチームのキャンプ受入に適した芝の整
備

（今後の展開方針等）
スポーツキャンプ継続誘致に向け
た受入体制の強化

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】

中城村
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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 25　中城村

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】

中城村
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 ①
海外移住者子弟研修生受入
事業

H25
～

H33

　南米に移住した中城村出身者の子弟を研修生とし
て受け入れ、日本語研修、ウチナーグチ、沖縄の歴
史や三線、琉球舞踊、エイサーなどの伝統文化を取
得し、企業等での技術研修や村民との交流を通し
て、社会の発展に寄与する人材を育成するととも
に、移住国との友好親善に資することを目的として
実施する。

・アルゼンチン、ペルー、ブラジルか
ら研修生の受入実施

・受入研修生数：年間3名（アルゼンチン、ペ
ルー、ブラジル、各１名）

（今後の展開方針等）
・各国日系社会のコミュニティーの
強化と沖縄と各国の相互交流につ
なげる
・受入研修生数（H33累計）：27人

4 教育環境づくり整備事業
Ｈ24
～

Ｈ33

4 ①
中城の歴史と文化を学ぶプ
ロジェクト

H24
～

H26

　「郷土の歴史・文化についての学習」の充実を図る
為に教育課程特例校をめざし、「護佐丸」「中城城
跡」を通して中城村の歴史と文化を学ぶカリキュラ
ムを編成し、効果的な指導体制の構築のために副
読本・教材等の整備を図る。

・中学校社会科歴史分野副読本の
編集
・中学校史劇脚本の編集
・教育特例校の研究、申請

・中学校教材の出版
・脚本の出版
・教育特例校の指定

（今後の展開方針等）
教材を活用した授業の実施

4 ②
学校ＩＣＴ環境整備等による
学習意欲学力向上推進事業

Ｈ24
～

Ｈ33

　児童生徒がコンピュ-タ－や情報通信ネットワ－ク
に慣れ親しみ、適切に活用出来るように情報機器環
境を構築する。また、情報教育対応補助者を配置
し、きめ細かな指導を行う。

・情報教育対応補助者の配置
・パソコン設置学校数：中学校1校

・情報教育対応補助者配置数：１人
・情報機器整備
　中学校1校　  41台

（今後の展開方針等）
・情報教育対応補助の人員確保
・購入機器の活用

4 ③
きめ細かな児童生徒支援事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

　個々に応じた特別な教育的支援が行えるよう個別
のサポ－トを行い、該当児童生徒が落ち着いて学
校生活を送れるよう支援員等を配置をする。

・特別支援員の配置
（幼稚園　2人、小学校　6人、中学校
2人、相談員　2人、心理士　1人）

・不登校児童生徒数：0人
　基準年（H23）：12人

（今後の展開方針等）
・特別支援員の人員確保
・継続した教育的支援及び相談体
制の充実

4 ④ 国際理解人材育成事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　沖縄振興の発展に重要な国際的感覚や視点を身
に付ける人材育成のため、英語指導の補助員を配
置し、学校の外国語活動及び国際理解教育を充実
させる。

・英語指導員の配置
・英語指導員配置数：小中学校　１人
・英検受験者数：80人
　基準年（Ｈ23）：15人

（今後の展開方針等）
・英語指導員の人員確保
・継続した英語指導及び国際理解
教育の充実

4 ⑤
ごさまる学力パワーアップ事
業

H25
～

H33

　沖縄県の学力向上策は、県の主要施策の「にぬ
ふぁ星プランⅢ」のもと推進されてきたが、未だ全国
学　力・学習状況調査においては全国平均と比較し
てマイナス５．７と全国と大きな差がある。そこで教
育委員会は学力向上の下支えとなる中学生の補習
を中心に、生徒の学習意欲を引き出し、確かな学力
を身につけるため、「学習定着のための機会」の提
供として平日講座等を開催する。

・実施要項案の作成と連絡調整会の
実施
・定期テスト前講座の実施
・平日講座の実施

・受講生の事前テスト・事後テストの平均１０点の
向上
・県到達度調査の数学・英語の県平均を上回る

（今後の展開方針等）
全国学力調査等において沖縄県
の学力は全国平均を下回っている
ため、その向上に努める

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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 25　中城村

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】

中城村
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 ① 文化まつり事業 H26

　当該事業は、文化まつり実行委員会に補助金を交
付し、１１月の土・日を利用して２日間「文化まつり」
を実施する。まつりは「保存、継承、発展」をテーマ
に掲げ、中城村文化協会を中心に一般個人やプロ
の芸術家、各種団体に参加してもらい中城組踊「護
佐丸」・民俗芸能・古典舞踊・古典音楽などの舞台
部門、書道・絵画・生花などの展示部門に会場を分
けて実施する。

・「文化まつり実行委員会」に対する
事業支援の実施

・文化まつりの実施

＜展示部門＞
・出展者（出展団体）数：１３０名
　基準年（H23）：出展者数９１名

＜舞台部門＞
・出演団体数：１３団体
　基準年（H23）：１０団体

（今後の展開方針等）
まつりを通して郷土の文化振興を
図る

6 ①
吉の浦会館施設機能強化事
業

H24
・

H26

　伝統芸能や学習、サークル活動の発表の場として
活用する等、人材育成や生涯学習を推進する施設
となっている吉の浦会館を、村民が安心して利用で
きるための施設の機能強化整備を行う。

・吉の浦会館空調整備工事の実施 ・吉の浦会館空調整備工事の完了
（今後の展開方針等）
施設環境を整備し、村民の利用促
進を図る

7
中城村文化財総合調査整備
活用事業

H25
～

H29

7 ① 文化財悉皆調査事業
H25
～

H29

　５ヵ年計画で民俗調査専門員(嘱託員)による村内
文化財の悉皆調査を行い文化財の位置や現況等を
把握し、それを整理公開していくことで村民の文化
財の保護意識高揚と活用を図っていく。

・各集落での聞き取り調査の実施 ・調査概報（各字パンフレット）の作成
（今後の展開方針等）
H27～H28：調査の継続
H29：5ヵ年分の調査報告書の作成

7 ②
古道ハンタ道保全活用基本
計画作成事業

H25
～

H26

　中城村では平成14年から内閣府や文化庁の補助
を得て村内を横断する古道｢ハンタ道｣の整備を行っ
ており、平成25年度に整備が完了する予定である。
整備後の保存や活用についての基本計画を２ヵ年
かけて作成し、今後の観光振興につなげていく計画
である。

・地域住民ワークショップの開催
・基本計画検討委員会の開催

・保全活用基本計画の策定
・報告書の発刊

(今後の展開方針等)
H27～：本計画に基づき沿道文化
財の環境整備及び地域住民の利
用推進や観光振興につなげるよう
な活用を図る

8 ①
ごさまるエネルギー活用に向
けた調査研究事業

H24
～

H26

　「ごさまるエネルギープロジェクト」として産学官連
携による共同研究の結果、冷凍粉砕製品を利用し
た商品開発等の可能性について成果が得られた。
そこで、更なる中城村の地域振興・産業振興を図る
ため、冷凍粉砕及び製氷実験の結果に基づく事業
化へ向けた取組の可能性について調査事業を実施
する。

・産学官による冷熱エネルギー利用
システムの共同研究

・事業化計画の提案
（今後の展開方針等）
事業化に向けた取組の促進

9 ①
（仮称）護佐丸歴史資料図書
館の整備事業

H24
～

H2７

　沖縄や中城村の歴史、文化、世界遺産等について
村民等が学ぶ場所として、また、村内外に広く知らし
める情報発信拠点として、歴史資料図書館の建設
を行う。当該施設は、災害時の安全を確保するため
防災タワーも兼ねた複合施設として整備する。

・（仮称）護佐丸歴史資料図書館の
建設工事の実施

・（仮称）護佐丸歴史資料図書館の建設工事（進
捗率：60～65％）の実施

（今後の展開方針等）
平成26～27年度：建設工事
平成28年度：供用開始

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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 26　西原町

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
西原町観光客受入基盤強化
事業

H24
～

H33

1 ① 公園樹木等環境整備事業
H24
～

H28

　観光振興の観点から、沖縄らしい風景・景観等を
保全するため、観光地形成促進地域内の公園樹木
の環境整備を行う。

町内公園の美化・緑化実施：3箇所
①西原運動公園
②東崎公園
③東崎都市緑地

樹木等や芝管理、雑草等の除草作業を行うこと
で、沖縄らしい景観・美観の保全する
町内公園の美化・緑化実施：3箇所
①西原運動公園
②東崎公園
③東崎都市緑地

（今後の展開方針）
平成28年度まで同事業を継続

町内主要観光施設利用者数（西原
マリンパーク）500,000人（Ｈ23）→
550,000人（Ｈ28）

1 ②
文化財及び文化財周辺環境
保全事業

Ｈ25
～

H33

　観光振興及び文化財保護の観点から、町内に散
在する文化財及び文化財周辺域の環境整備を行
う。

・文化財及び文化財周辺の清掃の実
施：17件
・町指定天然記念物「内間御殿のサ
ワフジ（サガリバナ）」の診察：１回

・対象文化財及びその周辺の清掃の実施：17件
・町指定天然記念物「内間御殿のサワフジ（サガ
リバナ）」の診察：１回(前年度の状態からの経年
変化観察を実施する。）

・町及びガイド団体等による文化財
の活用。
・町指定天然記念物「内間御殿の
サワフジ（サガリバナ）」の保護、周
知。

2 次代を担う人材育成事業
H24
～

H33

2 ①
小学校英語活動指導員派遣
事業

Ｈ24
～

Ｈ33

　幼い頃から英語に触れ、学ぶことは、将来国際性
を身につける上でも大変貴重な体験となり、英語を
学ぶことにより、国際的視点、感覚への足掛かりと
なる。
　児童の国際感覚を育むため、町立小学校に英語
活動指導員を派遣し、英語教育の充実を図る。

英語指導員２名配置

・町内小学校への英語指導員派遣率：100％
・英語の授業が「好き」と答えた児童が70％を超
える。
・児童英検(ブロンズ）の平均正答率：小５で
60％、小６で70％

（今後の展開方針）
・町内小学校における沖縄県学力
到達度調査の平均正答率向上
・児童英検（ブロンズ）の平均得点
向上

2 ②
中学校英語活動指導員派遣
事業

Ｈ26
～

Ｈ33

　幼い頃から英語に触れ、学ぶことは、将来国際性
を身につける上でも大変貴重な体験となり、英語を
学ぶことにより、国際的視点、感覚への足掛かりと
なる。
　生徒の国際感覚を育むため、町立中学校に英語
活動指導員を派遣し、英語教育の充実を図る。

英語指導員２名配置
・町内中学校への英語指導員派遣率：100％
・中1で英検5級程度、中2で4級程度、中3で3級
合格程度の英語力をつける。

（今後の展開方針）
町内中学校における沖縄県学力
到達度調査の平均正答率向上
・英検取得率の向上

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】

西原町

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 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）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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 26　西原町

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】

西原町

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備考

2 ③ 教育相談員配置事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　いじめや校内暴力、不登校等、問題行動の未然防
止や早期発見、早期対応を図るため、児童や保護
者の相談窓口、学校及び教育委員会等のパイプ役
として町教育委員会教育相談室に教育相談員を配
置する。

教育相談員配置数：４人
・教育相談員への相談件数：700件
・児童生徒の不登校数を前年度より減らす。
(H25年度39人→H26年度30人）

（今後の展開方針）
不登校児童生徒の減少

2 ④ 学習支援員配置事業
Ｈ25
～

Ｈ33

　全国学習状況調査で、全国最下位という結果が続
く本県において、児童生徒の学力向上及び人材育
成を図るため、町内小中学校に学習支援員を配置
する。

学習支援員配置数
　小学校：８人
　中学校：６人

・学習支援員を町内全小中学校に配置：6校
・全国学習状況調査の平均点：町平均点が全国
並み（小学校）、町平均点が全国平均より下限
5％以内（中学校）

（今後の展開方針）
学力状況調査等で、学力向上に努
める。

2 ⑤
特別支援教育支援員配置事
業

Ｈ25
～

Ｈ33

　教育振興の観点から、特別な支援を要する児童生
徒に対し、個に応じたきめ細やかな支援を行うため
町内小中学校に特別支援教育支援員を配置し、支
援体制の拡充と質の向上を図る。

特別支援教育支援員配置数
　小中学校：２０人

特別支援教育支援員を町内小中学校に配置
　小中学校（６校）：２０人
・支援員の町内研修を2回以上実施し、資質の向
上を図る。

（今後の展開方針）
・個に応じた支援を行い、支援体制
の拡充と質の向上を図る。

2 ⑥
幼稚園特別支援教育支援員
配置事業

Ｈ26
～

Ｈ33

　心身の発達に支援を必要とする幼児を幼稚園に
受け入れ、集団保育の中で支援児に対する適切な
指導を実施するために必要な幼稚園特別支援教育
支援員を配置する。

幼稚園特別支援教育支援員配置数
　　幼稚園：6人

・特別支援教育実施幼稚園数：4園（町立幼稚園
全園）
・支援児の状況に応じて支援員を配置する。

（今後の展開方針）
・個に応じた支援を行い、支援体制
の拡充と質の向上を図る。
・集団保育の中で支援児に対する
適切な指導を実施することにより、
健全な社会性の成長及び発達を
促す。

2 ⑦ 児童生徒県外派遣助成事業
Ｈ26
～

Ｈ33

　将来の沖縄振興に資する人材育成のため、沖縄
県を代表して派遣される児童生徒の運動競技や文
化活動の大会等に対し、県外大会派遣費用の助成
を行う。

大会等派遣生徒数：200人
地理的要因及び低所得県ゆえの経済負担を軽
減する
大会等派遣生徒数：200人

（今後の展開方針）
大会等派遣生徒数（累計）
Ｈ33年度（1,600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）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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 26　西原町

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】

西原町

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備考

2 ⑧
西原町中学生海外短期留学
派遣事業

Ｈ26
～

Ｈ33

　西原町の中学生を海外に派遣し、教育・文化・歴
史・産業等の視察学習及びホームスティ等の活動を
通して、国際的視野を広めるとともに、海外青少年と
の友情を深め、国際性を身につけ、21世紀の国際
社会に対応できる青少年の育成を図る。

海外短期留学派遣生徒数：８人

海外短期留学派遣生徒数：８人
帰国報告会実施
町スキットコンテストへの参加
国際社会への意識の向上

海外短期留学派遣生徒数(累計）
Ｈ33年度：６４人
事業内容と帰国報告会の内容の
充実

2 ⑨ 教育情報化支援事業
Ｈ25
～

Ｈ30

　将来の沖縄振興に資する人材育成及び児童生徒
の学力・情報活用能力等の向上を図るため、各小
中学校に電子黒板やタブレット等のICT環境を整備
する。また、各小中学校へICT支援員を定期的に派
遣し、ICT機器の効果的な活用を支援する体制を整
え、「分かる授業」を実現する。

①電子黒板の追加整備台数：78台
※H25に引き続き、各小中学校へ電
子黒板の追加整備を行う。
タブレット連携ソフトウェアを導入し、
電子黒板とタブレットを組み合わせた
授業の学習効果について検証を開
始する。

②ICT支援員の派遣開始
派遣先：町立小中学校6校
派遣回数：各学校月2回以上

①ICT機器・教育用ソフト　整備目標達成率：72％

②教職員のICT活用能力底上げの有効策を見出
す。

※ICT機器・教育用ソフト整備率とは、全教室整
備を100％とした場合の整備状況

(今後の展開方針）
ICT支援員を継続的に配置し、児
童生徒の学習活動におけるICT機
器の効果的な活用を支援する。⇒
児童生徒の学力・情報活用能力の
向上を目指した本格的な取り組み
を行う。
状況に応じて必要な機器・ソフト
ウェアの追加整備を行う。
（H27～H30年度）

2 ⑩ しまくとぅば継承・推進事業
Ｈ26
～

Ｈ28

　大人から幼時までしまくとぅばを話せるようにする
ために、町内の幼稚園・小学生・中学生・高校生（学
生と教師）・自治会・老人会を募り、うちなー芝居へ
出演する。これにより、しまくとぅばを話せる者が増
え、また、うちなー芝居を見に来た人に興味や良さ
を認識してもらい、自らしまくとぅばを話したい、学び
たいという意識高揚も図り、沖縄のことば文化を大
切に継承していくことを目指す。

・親子しまくとぅば講座の開催　４０回
・うちなー芝居（立方）の講座の開催
30回
・うちなー芝居の上演　1回

・親子しまくとぅば講座の開催　（受講者20名）
・うちなー芝居（立方）の講座の開催　（受講者20
名）
・うちなー芝居の上演　1回　（観客数500人）

・しまくとぅば講座、うちなー芝居の
上演を開催し、沖縄のことば文化
の継承を目指す。
Ｈ28　1,500人（観客数累計）

2 ⑪
町立小学校空調設備設置事
業

H26
　教室内の熱中症対策及び快適な学習環境づくりを
行うため、空調設備を設置する。

空調機器設置　2台
坂田小学校音楽教室へ空調機器を設置
（学習環境の改善が必要な教室に空調機器の設
置を行う）

学校における学習環境の改善検
討

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）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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 26　西原町

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】

西原町

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備考

3
ICT技術を活用した観光振
興・人材育成推進事業

Ｈ24
～

Ｈ27

　ＩＣＴ技術を活用して、観光サイト観光アプリ等を拡
充し本町の観光情報を広く発信していく。観光客へ
のタブレット端末貸出などを行い多言語での動画や
ＡＲ技術を駆使した付加価値の高い観光地を目指
し、公衆wifiの整備で観光地としての状況整備を推
進する。また、IT技術人材育成施設を整備し、webデ
ザインやアプリ開発、動画配信などの人材を育成す
る。

観光サイト・アプリの拡充
ＩＴ人材育成講座の開催
　　　　　　　　　　　年36回定員10名
観光キャラクター製作
公衆wifiの整備

・観光サイト・アプリに掲載する店舗数の増
・観光アプリに附属しているポイント機能などを活
用したイベント等の開催
・ＩＴ人材育成講座の開催
　　　　　　　　　　　年36回定員10名
・観光キャラクター製作
・公衆wifiの整備

（今後の展開方針）
平成２７年度：委託料にて事業委
託

4
西原町平和推進プロジェクト
事業

Ｈ25
～

Ｈ29

　第二次世界大戦で唯一地上戦となった沖縄戦の
実情を風化させることなく後世へ継承し、平和思想
を世界に発信するため、西原町平和音楽祭を開催
する。

西原町平和音楽祭の開催 西原町平和音楽祭観客動員数1,660人
西原町平和音楽祭観客動員数：Ｈ
29年度：1,900人

5
子育て世代ゆいまーる支援
事業

H25
～

H33

5 ① 認可外保育施設支援事業
H25
～

H28

　認可外保育施設において安心して子どもを預けら
れるようにするため、支援員を派遣し、保育士の事
務負担を軽減し、もって保育士が保育業務に専念で
きる環境を整備するとともに、認可外保育施設の各
クラスの定員空き状況の集約や施設相互の情報交
換等の連携補助を支援員が行うことにより、町民へ
の迅速な情報提供体制の構築及び施設の質の向
上を図る。

・支援員配置数：1人
・町内認可外保育施設（10箇所）に対
し、支援員の巡回の実施

・役場窓口にて認可外保育施設の定員空き状況
リスト、保育料、保育方針等の情報提供の実施。
・定員空き状況の集約(月１回)

（今後の展開方針）
・私立保育連絡協議会の充実
・窓口にての認可外保育施設の情
報提供

5 ②
放課後児童クラブ障害児保
育支援事業

H26
～

H33

　西原町内にある学童クラブに対し、潜在的な障害
児童を把握しその児童に携わる支援員を配置する
ことで、障害児童の学童保育ニーズにこたえること
ができる放課後児童クラブの実現を目指す。

・支援員配置数：8人
・町内学童（8箇所）に支援員を派遣

・発達障害がある子どもの、学童受入れの支援
体制を整備するため支援員を配置し、サポートプ
ラン（個別指導計画）を作成し児童の全体像をと
らえながら、障害児童の学童保育ニーズに応え
ることができる学童クラブ実現を目指す。

・次世代を担う子どもの安心安全な
子育て環境の整備や共稼ぎ世帯
を中心とした子育て支援に寄与す
る。

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）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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 26　西原町

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】

西原町

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備考

5 ③ 世代間交流推進事業
H25
～

H28

　低所得県ゆえの共働き世代に対応した子育て施
策の拡充を図り、地域の高齢者から沖縄独特の伝
統芸能や文化を次世代に継承するため、幼児から
高齢者にいたる３・４世代が交流できる世代間交流
施設を整備する。

西原町三世代交流施設（仮称）の整
備検討

西原町三世代交流施設（仮称）の基本設計の完
了

（今後の展開方針）
・平成26年度：基本設計
・平成27年度：用地取得及び実施
設計
・平成28年度：工事
・平成29年度：供用開始

6 地域健康づくりモデル事業
H26
～

H28

　沖縄の健康課題である肥満を解決するために、
フードモデルを活用した体験型栄養教育を行い、住
民が自らの力で肥満を予防するための食を選択で
きるスキルの習得を目指す。

管理栄養士の配置：1名
食育SATシステムの導入
※食育SATシステムとは、ICタグが内蔵
された実物大フードモデルを活用した体
験型の栄養教育システム

・健康教育の実施：7回
・自分の適正体重を維持することのできる食事量
を理解できた人の増加
・自分の食生活に問題があると思う人のうち、改
善意欲がある人の増加

管理栄養士嘱託職員の配置、食育
SATシステムの購入、住民への事
業実施の周知等

7 農家経営安定支援事業
H26
～

H30

　栽培技術指導・農業経営相談のための営農指導
員を配置することにより、既存農家の栽培技術向上
による高品質農産物の安定生産と農業経営の改善
による農家経営の安定を図るとともに、新規就農者
や農業後継者の育成を図る。

指導員の配置 ２名 農家への経営指導及び技術支援の実施（50件）

（今後の展開方針）
耕作放棄地の解消を図る。
地域農業者の技術向上。
新規就農者・後継者の育成。

8 防災道路整備事業 H26
　災害時に車両や歩行者及び交通弱者、障がい者
が避難場所まで安全円滑に避難を行うために防災
道路整備を行う。

町道与那城４号線（全長170メート
ル）の舗装実施

町道与那城４号線（全長170メートル）の舗装完了
（車両や歩行者及び交通弱者の安全確保）

防災道路の維持管理を図る

9 スポーツ環境整備事業
Ｈ24
～

H26

西原町陸上競技場は、毎年プロサッカーチームの試
合や合宿等が行われている。今後、国内外トップ
チームの誘致をさらに進め観光資源としても活用す
るため、芝管理用トラクターやその他の備品を整備
し、機能強化に取り組む。

芝刈機、トラクター、目砂散布機等の
整備

芝刈機、トラクター、目砂散布機等の整備し、芝
管理の向上、機能強化を図る

国内外のトップチームの誘致を図
る

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）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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 27　与那原町

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 与那原町観光振興事業
H24
～

H33

1 ①
地域活性化イベント支援事
業

H24
～

H33

　商店街大通りにおいてイベントを開催して誘客活
動を活発に行うことにより商業・観光活性化につな
げていく。そのイベント実施に要する経費助成を行
い、観光振興と商業振興を図る。

・ちゃんぷる～市・軽便市を６回開催
・ちゃんぷる～市・軽便市を６回開催
・集客数　6,000人
（基準値：H24年　3,350人）

（今後の展開方針）
平成33年度までに　60，000人集客

1 ② 滞在型観光構築推進事業
H25
～

H33

　本町に滞在し集客できる仕組みを構築するため、
町内観光ガイドの育成等人材育成事業、地域特性
を生かした体験メニューの開発、民泊家庭の発掘を
行う。

・民泊家庭登録説明会開催
・町内観光ガイド養成講座開講
・町の事業者を活用した体験メニュー
の開発

・民泊受入家庭の発掘：５軒
・町内観光ガイド養成数：５人
・体験メニュー開発数：２メニュー

（今後の展開方針）
平成33年度までに
・民泊受入家庭の発掘：50軒
・町内観光観光ガイド養成数：50人
・体験メニュー開発数：20メニュー

1 ③
商工会青年部南北交流支援
事業

H24
～

H33

　若年交流を通して沖縄のＰＲを図るとともに将来の
リピーターを生み出すことで誘客と観光振興につな
げることを目的として、本町商工会青年部と北海道
浜中町商工会青年部が共同して行う「南北少年少
女体験交流」事業へ支援を実施する。

・交流派遣者数 ２４人
・浜中町交流団２５名受入

・交流事業以外で平成26年度中に浜中町から本
町を訪れる観光客数
３０名

（今後の展開方針）
・平成33年度までに240人派遣
・平成33年度までに250人受入

1 ④
地域特産品開発・販路開拓
支援事業

H26
～

H28

　本町の滞在型・体験型観光の推進を図るため、地
域資源を活用した特産品の開発と販売促進、販路
開拓を図る活動支援を行う。

・試作品開発支援　２品 ・特産品の開発　２品

（今後の展開方針）
・平成27年度
特産品２品のブラッシュアップ
一般向け試食会の開催　４回
専門家向け試食会の開催　２回
・平成28年度
開発商品の取り扱い店舗の開拓
10店舗
取扱い店舗の売り上げ２５年度比
５％アップ

1 ⑤
観光地美化・緑化きれいなま
ちづくり事業

Ｈ24
～

Ｈ29

　町内散策コースの美化・緑化を促進し、観光客が
安心・安全で気持ちよく町内を回遊できるように環境
美化・整備を行い観光振興を図る。

散策コース美化清掃の実施
沿岸線緑化工事実施（0.6km）

・散策コース（１０ｋｍ）を年２回以上美化清掃を行
い、美化を保つ。
・散策コース内の本年度緑化予定箇所の工事
(0.6km)を完了する。

（今後の展開方針）
美化清掃にて回遊箇所の緑化、及
び植栽工事を実施

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】

与那原町
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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 27　与那原町

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】

与那原町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2
軽便鉄道与那原駅跡公園整
備事業

Ｈ24
～

Ｈ26

　与那原駅跡を復元し、軽便鉄道の歴史を感じる与
那原町の新しい観光スポットとして公園及び道路の
整備を行う。
　平成26年度においては、平成25年度に建築した建
築物の内部の展示スペースの整備や映像記録作成
等を行う。

内部展示室の整備
展示品の制作、映像記録制作

内部展示室の完成及び施設の供用開始

（今後の展開方針）
施設を県内外にＰＲし、多くの観光
客が訪れる施設となるよう取り組
みを行う。

3 与那原町景観形成強化事業
Ｈ24
～

Ｈ27

　本町は、沖縄らしい風景を象徴する赤瓦の県内唯
一の生産地であることから、赤瓦を利用した与那原
町らしいまちづくりを形成し観光振興を図る為の景
観計画を策定する。

・平成24年度に策定した報告書に基
づき、景観サポーターを中心に勉強
会、説明会を行い、景観計画（案）を
策定
・景観行政団体へ移行の為の沖縄
県との協議を実施

・景観計画（案）の策定
（住民の合意形成を行い、良好な景観形成に関
する行為の制限に係る事項、良好な景観形成の
方針に係る事項を定める）
・景観行政団体への移行

（今後の展開方針）
・H27年度：与那原町景観計画の
策定
・景観条例（素案）の策定

4
与那原町親水性護岸修景施
設整備事業

Ｈ26
～

Ｈ27

　中城湾港マリンタウンプロジェクトにより造成され
た東浜地区と既成市街地との間には水路が創出さ
れ、新たな観光資源としての東浜水路を活かした観
光産業の育成を図るための拠点として、水路沿い親
水性護岸に修景施設（東屋）を整備する。

修景施設・便所の詳細設計及び土地
鑑定評価の実施

修景施設・便所の詳細設計及び土地鑑定評価の
完了

（今後の展開方針）
  H27：用地取得
　　　　修景施設・建築工事

5 次代を担う人材育成事業
H24
～

H29

①
学校ICT環境整備等による
学習意欲学力向上推進事業

H24
～

H29

　将来を担う児童生徒の学力向上及び人材育成を
図る為、デジタル教科書の活用の充実、ソフトを利
用するデジタルテレビ、共聴設備等を整備する。ま
た、各教職員や情報教育支援員が、ICTを活用し
た、きめ細かな教育が支援できるよう人員配置を行
う。

・情報教育支援員の配置　２人
・情報教育支援員の配置及びデジタ
ルテレビ・共聴設備等の整備

情報支援員配置による情報教育の推進
中学校におけるデジタルテレビ・共聴設備の導入
率
中学校　100％

（今後の展開方針）
・情報教育支援員の人員確保
・未充足分の整備
　（中学校普通教室のデジタルテレ
ビ・共聴設備）

②
きめ細かな児童生徒支援事
業

H24
～

H28

　特別な支援を要する児童生徒をはじめ、学習の遅
れ気味な児童生徒に対し、個に応じたきめ細かな支
援を行う為に、スクールカウンセラー・学習支援員・
特別支援員を配置する。

学習支援員の配置　２１人
スクールカウンセラーの配置　１人
特別支援教育支援員の配置　１１人

・全国学力調査等での、全国との学力差を縮小さ
せる。
・当該事業でサポートした児童生徒のうち、学校
復帰など改善目標　年間　１～２名減

（今後の展開方針）
・学習支援員、特別支援員、ｽｸｰﾙ
ｶｳﾝｾﾗｰの人員確保
・全国学力調査の平均正答率にお
いて、全国との差を年間0.2ポイント
縮める。
・不登校者数の人数減

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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 27　与那原町

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】

与那原町
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 国際理解人材育成事業
H24
～

H28

　沖縄振興の発展に重要な国際的感覚や視点を身
に付ける人材育成の為に、英語指導員(ALT)の他に
英語指導の補助員を配置し、外国語活動及び国際
理解教育を充実させる。

英語指導助手の配置２人
英語検定取得(１～４級）１35人(平成26年度中）
（参考年度実績　平成24年度116人）

（今後の展開方針）
・H24～28
英検前年度取得者数　年間10人
増
・英語指導助手の人員確保

④ 沖縄文化推進事業
H24
～

H28

　沖縄の特異文化である歌・三味線や、様々な音楽
文化を継承するため、地域人材を生かした音楽教
室を開催し、地域イベントへの積極的な参加をはか
る。

指導者派遣による講習会の実施　６
０回(延回数)
地域イベントでの成果発表 (与那原
大綱曳まつり等)

講習会参加人数520人（延人数）
地域イベントでの発表実施回数　4回

(今後の展開方針）
・楽器指導者　派遣

6 ほっとハート子育て応援事業
H24
～

H33

　0歳児童の待機児童対策を目的に、看護師を雇用
する認可保育所へ、その経費の一部を助成する。

認可保育園への看護師配置
5施設中5施設（各１名配置）

0歳児待機児童減
看護師を未設置の受入可能人数（５０名）
看護師を配置の受入可能人数（７５名）
対象保育園へ看護師を配置することで、２５名の
待機児童数減。

〈今後の展開方針〉
・年度途中より増える０歳児の受入
体制の強化
※看護師確保支援

7 災害時避難道整備事業
H26
～

H27

　想定される津波等の災害に対して、里道を活用し
て安全に高台まで避難できる災害時避難道の整備
に向けて実施設計を行う。

災害時避難道の実施設計（１箇所） 災害時避難道の実施設計完了

（今後の展開方針）
H27：整備工事（与那原町江口地
内（２箇所））

本事業を活用することにより、町営
江口団地避難者が海抜２５ｍ以上
に避難でき、かつ他の避難所へ避
難できる道路へ接続させる。

8 防災拠点機能強化事業
Ｈ26
～

Ｈ27

　町内の学校や公民館等の避難拠点を災害時にも
継続して使用できるよう調査し、さらに災害時の活
動拠点となるよう整備していく。平成26年度は継続
使用可能調査及び改修設計を行う。

・継続使用可能性調査の実施
・改修設計の実施

・継続使用可能性調査完了
・改修設計の実施完了

（今後の展開方針）
H27：整備工事（与那原町地内（14
箇所））

本事業を活用することにより、避難
収容者を３日間収容できる機能を
確保し、さらに減災機能も有する災
害拠点として整備を図る。

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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 27　与那原町

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】

与那原町
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
与那原町地域防災計画策定
事業

Ｈ25
～

Ｈ26

　本町は太平洋に面し、住宅街が低海抜に密集した
地勢にあるため、平成25年度末には南海トラフ地震
防災対策推進地域にも指定される予定である。大規
模地震・津波災害に備え、町民と来訪者の安心と安
全を確保するため、平成25年度事業で整備した避
難所台帳、地区別カルテ、避難計画等を踏まえ、町
地域防災計画を全面的に見直し、減災対策の充実
を図る。

・地域防災計画の見直し
（避難勧告指示基準の検討）
（総合防災マップの検討）
（災害対策本部運営マニュアルの検
討）
（避難所開設・運営マニュアルの検
討）
（職員災害時初動マニュアルの検
討）

・地域防災計画の策定完了
（避難勧告指示基準策定）
（総合防災マップ作成）
（災害対策本部運営マニュアル作成）
（避難所開設・運営マニュアル作成）
（職員災害時初動マニュアル作成）

病院、百貨店、学校、児童施設、保
育施設、社会福祉施設等の避難支
援者や不特定多数の者が出入り
する施設等について、施設ごとに
避難対策計画の策定を目指す。ま
た、沖縄県広域地震・津波避難訓
練の規模を拡大するとともに、ひざ
を交えた協議を重ねることで、町全
体として「計画策定⇒検証⇒見直
し」PDCAサイクルの確立を目指
す。

10 与那原町魅力発信事業 Ｈ26

　与那原町の魅力を県内外に発信するため、各種
事業を行う。
　平成26年度においては、沖縄県営鉄道の営業開
始から100年を迎える平成２６年度を記念の年として
位置付け、同年オープン予定となっている一括交付
金で整備する「軽便鉄道与那原駅」にて記念事業を
行うことで、県内外へ同施設と与那原町の魅力を発
信し、観光客の誘致を図る。

復元した軽便与那原駅舎をPRする
為の記念事業を実施

　記念事業に、より多くの観光客、町民に参加し
ていただき、与那原町の魅力を県内外へ発信す
る。
目標延来場者数：９５０名

(今後の展開方針）
継続して魅力を発信する事業を実
施し、与那原町の魅力を県内外に
発信し続けることで、与那原町に訪
れる観光客を増やす。

11
来訪者と町民の交流施設整
備事業

Ｈ24
～

Ｈ27

　来訪者と町民が親睦を深める交流会等の開催が
可能な施設を整備し、将来のリピーターを生み出し
持続可能な観光振興を図る。また、台風や地震と
いった災害時には来訪者の避難施設として活用し、
安全安心な観光受け入れ体制を整備し本町の観光
振興を図る。

観光交流施設の整備 観光交流施設の完成

(今後の展開方針）
平成27年度より備品整備を中心に
行い。平成28年度オープンを目指
す。
年間利用者目標延べ９万人（H２８
年度中利用者数）

12
与那原町東浜水路憩いの広
場整備事業

Ｈ25
～

Ｈ27

　中城湾港マリンタウンプロジェクトにより造成され
た東浜地区と既成市街地との間には水路が創出さ
れ、新たな観光資源としての東浜水路を活かした観
光産業の育成を図るための拠点として、東浜水路沿
いに憩いの広場とやんばる船の展示施設を整備す
る。

　東浜水路沿いに憩いの広場とやん
ばる船の展示施設を設計に基づき事
業認定申請及び用地取得を実施
・用地取得（裁決に係る土地を除く）
（2,088㎡）
・事業認定申請

・事業認定後、用地取得（裁決に係る土地を除
く、2,088㎡）
・裁決申請図書作成及び裁決申請

（今後の展開方針）
H27年度：収用裁決申請
             広場及び展示施設工事
H28年度：供用開始
・供用開始後は歴史の道等と併
せ、当町を通過する観光客を呼び
込むとともに、当該場所を活用し各
種イベント実施するなど事業展開
を図る。

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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 28　南風原町

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 南風原町人材育成事業
H24
～

H33

1 ① 青少年国際交流事業
H24
～

H33

　町内の青少年リーダーを海外(ハワイ）へ派遣し、
教育・文化・歴史産業などの視察研修、そして現地
の学校への体験入学、ホームステイを実施する。研
修を通して国際的視野を広め、国際化時代に対応し
うる青少年リーダーの育成を図る。また、参加した青
少年達に対して事後活動を定期的に行い、地域で
自主的な活動を行えるようサポートする。

交流事業派遣生徒数：10名
・研修後報告会の開催
・報告会の実施などを通した参加者の意識向上
を図る。

（今後の展開方針）
本研修および事後研修の充実
OB会による定期的な国際交流事
業の啓発活動や、地域でのイベン
ト企画

1 ②
小学校英語指導助手配置事
業

H24
～

H33

　小学生のうちから英会話に触れさせ、外国の言語
や文化について興味を持たせ英語力を向上させる
為に、外国語に精通した日本人を各小学校に配置
する。

小学校英語指導助手配置数：4人 英語を話す児童の割合60%以上（アンケート）

（今後の展開方針）
今後も引き続き小学校4校に英語
指導助手を配置する。進んで英語
が話すことができるよう、授業内容
を改善していく。

1 ③ 学力調査等事業
H24
～

H33

　学力が低い沖縄県において、本町を担う児童生徒
の学力向上推進のために、学力調査等を専門業者
に委託する。

標準学力調査の実施
小学校4校中4校
中学校2校中2校

標準学力調査結果正答率（国語・算数・数学）
0.1%増

（今後の展開方針）
H27以降も引き続き学力調査を実
施する。

1 ④ 学習支援員配置事業
H24
～

H33

　沖縄の学力の低さは、基礎学力の不足が原因と
言われている。そこで、基礎学力を定着させるため、
授業に遅れがちな児童生徒に対するきめ細かな指
導により基礎学力向上を図るため、学習支援員を配
置する。

・学習支援員配置数
　小学校：5人、中学校：4人

・標準学力調査結果正答率（国語・算数・数学）
　0.1%増

（今後の展開方針）
引き続き全小中学校に学習支援員
を配置し、基礎学力向上に努め
る。

1 ⑤
特別支援教育支援員配置事
業

H24
～

H33

　児童生徒の総合的な学力向上を目的として、教室
内で授業中に全体の指導についていけない子ども
（学習障害者や注意欠陥多動性障害者など学習や
生活面の特別な教育的補助を必要とする児童生
徒）の個別指導や授業外の補習、円滑に学習を行う
ためのサポート（介助や安全確保）などを教師と連
携して行う補助員を配置する。

・特別支援教育支援員配置数
　幼稚園：8人、小学校：31人
　中学校：6人

・標準学力調査結果正答率（国語・算数・数学）
　0.1%増

（今後の展開方針）
引き続き全小中学校に特別支援教
育補助員を配置し、基礎学力向上
に努める。

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】

南風原町
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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 28　南風原町

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】

南風原町
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 ⑥ 学校ICT推進事業
H24
～

H28

　 沖縄県は学力テスト結果が下位に位置し、低所
得者も多く、パソコン所有世帯数も全国的にみても
低い状況である。学校においてパソコン等機器を充
実させ、わかりやすい授業を行なうことで、教育の質
の向上を図り、学力向上やより良い人材の育成を行
うための環境を整備する。また、ICT機器を活用した
魅力ある授業を支援するため、ICT支援員を配置す
る。

・ICT機器の整備
・ICT支援員の配置

・標準学力調査結果正答率（国語・数学）0.1%増
・教職員に対するICT環境におけるアンケート

（今後の展開方針）
【電子黒板】H27～H28年度にかけ
て特別教室および特別クラスへの
整備を行う。
【デジタル教科書】小中学校の教科
書改訂年度に合わせて整備を行
う。
【その他】ICT機器や取組について
他市町村の良い例を参考に検討を
行っていく。

1 ⑦ 児童生徒健全育成事業
H24
～

H33

　怠学や問題行動･暴力行為等の不登校生徒の居
場所として自立支援教室を設置、専任の指導員を
配置し、よりきめ細やかな対応、均等な学習指導を
行う。また、怠学等の児童生徒の校外指導を行うた
め校外指導員を配置する。

・自立支援教室指導員（中学校）：2
人
・生徒校外指導員（中学校）：6人

・標準学力調査結果正答率（国語・数学）0.1%増

（今後の展開方針）
引き続き全小中学校に自立支援教
室指導員・生徒校外指導員を配置
し、基礎学力向上に努める。

1 ⑧ 教育相談支援事業
H24
～

H33

　不登校または不登校傾向にある児童生徒や、子ど
もへの対応に悩みを持つ保護者に対する支援を充
実させるため、教育相談支援員を小中学校に配置
する。

・教育相談員等の配置

・町教育相談員配置数：1人
・心の教室相談員配置数：4人
・発達支援心理士配置数：1人
・スクールカウンセラー配置数：1人

（今後の展開方針）
今後も生徒校外指導員、自立支援
教室指導員と連携を密にし支援体
制を強化していく。

1 ⑨
中学校外国人英語指導助手
配置事業

H24
～

H33

　中学校英語教育の充実と国際理解教育推進に資
するため、外国人英語指導員を中学校へ派遣する。

・外国人英語指導助手配置数：１人
・標準学力調査結果正答率（英語）
　0.1%増

（今後の展開方針）
今後も引き続き、外国人英語指導
助手を配置し、小学校英語指導助
手との連携を密にし、小学校英語
から中学校英語へ、抵抗なく移行
するようにし、生徒が英会話に対し
苦手意識を持たせないようにする。

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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 28　南風原町

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】

南風原町
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 ⑩ 南風原町青年海外派遣事業
H25
～

H33

　本町の青年達を、特に移民先の南米やハワイへ
派遣し、町人会や、移民の次世代の青年たちとの交
流を深める。言語、文化理解をはじめ、移民の歴史
や現在の状況、世界のあらゆる動きの中で同じ町
の人として励まし合い、助け合う繋がりを構築できる
人材を育成する。その成果を今後の町の将来を担う
リーダーとしての自覚を持って活動をしてもらう。

・ハワイへの青年派遣：２人

・研修後の報告会の開催・報告書の作成を通して
研修生の社会貢献、国際理解の意識向上を図
る。
・ハワイ南風原クラブ､海外移住者子弟研修生Ｏ
Ｂとのネットワークの構築

（今後の展開方針）
平成25年度～33年度：
各年度2人　累計18人

1 ⑪
南風原町各種大会派遣助成
事業

H25
～

H33

    小・中学校の児童生徒が、県外で開催される運
動競技大会又は文化関係大会に参加する際の派遣
費の補助をする

・児童・生徒大会派遣の補助 ・大会派遣児童・生徒数　31人
（今後の展開方針）
今後も児童生徒人材育成のため
県大会派遣を継続する。

1 ⑫
南風原町県外等派遣助成事
業

H25
～

H33

　将来の沖縄振興に資する人材育成のため、町内
に在住する小学生・中学生及び地域青年会等が運
動競技及び文化活動に対して必要な派遣費用の助
成を行う。

・児童・生徒等大会派遣の補助 派遣児童・生徒数（累計）：１４０人
（今後の展開方針）
最終年度（派遣児童・生徒数累
計）：１，２６０人

1 ⑬ 魅力的な体験学習事業
H25
～

H33

　沖縄振興に資する人材育成のため、机上の学習
だけではなく体験学習を取り入た授業を行うことで
児童生徒の探究心や想像力を育て学ぶことに対す
る「興味」「楽しさ」を実感してもらう。

小学生を対象に、サイエンスショーを
開催

サイエンスショー開催後にアンケートを実施し、理
科への興味・関心度の調査を行う。

理科への関心度　：　７０％

（今後の展開方針）
26年度～33年度
　・サイエンスショーの開催
　・来場者数各年度850人

1 ⑭
南風原町児童生徒県外交流
事業

H25
～

H33

　徳島県のサマーキャンプに南風原町の小学校高
学年及び中学生を派遣し、徳島県つるぎ町の半田
中学校での交流会、つるぎ町及び徳島市での自然・
文化体験プログラムで文化交流や自然学習等を体
験する派遣費の補助をする

徳島県つるぎ町立半田中学校へ中
学生10名、小学生12名を派遣

・派遣者にアンケートや報告書（感想文）を実施し
集　計結果や分析を報告。
「楽しかったこと・びっくりしたこと」の答えの５０％
以上に民泊交流・中学校交流が入るようにする。
「次回も継続して欲しいこと」の答えの５０％以上
に民泊交流・中学校交流が入るようにする。

（今後の展開方針）
徳島県との交流を継続し、平和教
育や、観光振興などの担い手とな
る人材を育成する。

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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 28　南風原町

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】

南風原町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 観光・産業振興事業
H24
～

H33

2 ①
南風原町観光景観美化整備
事業

H24
～

H33

　本県は亜熱帯性の固有な自然環境であり、年間を
通して植物の繁茂がある。町内の観光ルートの環境
美化を町内の求職者を雇用して実施し、クリーンな
南風原町を目指す。

景観美化作業員：4人
観光ル－ト延長L=12,600mの町道メンテナンス
（草木の伐採等による景観美化の管理）を実施

（今後の展開方針）
南部の交通網の拠点となっている
本町の道路をクリーンに保ち、景
観の長期的維持により観光立県沖
縄に寄与する。

2 ②
かすりの道景観活性化プロ
ジェクト

H24
～

H33

　魅力的な観光地、まちづくりを形成するため、地域
の観光資源である「かすりの道」に観光客誘客をね
らう。地域住民参加による色鮮やかな花の植栽等の
緑化活動、地域ガイド活動、道並などの整備を行い
滞在型観光客の受け入れ体制を整える。誘客策と
してイベントを開催するなどし、かすりの道の来訪者
（観光客・地元客）が安心・安全に散策できる散策体
験プログラムや地域住民と協働で整備を行う。

・イベント開催：6回
・かすりの道緑化活動：10回

・イベント参加者：180人
・かすりの道散策ツアー参加者３００人

(今後の展開方針)
【イベント参加者】H28年：360人
【緑化活動】H28年：10回

2 ③ やさしい観光地づくり事業
H24
～

H26

　滞在型ツアーなど観光客が求める情報提供を行う
ため、観光パンフレット等の紙媒体とスマートフォン
の連携をし、興味換起から現地の誘導までをワンス
トップで提供し、地域における滞在制の向上を目的
とし、スマートフォンが活用しやすいよう、野外ホット
スポット（ワイファイアンテナ）を建て、スムーズな情
報提供を行い、町独自の観光案内システム（アプリ
ケーション）制作を地域における滞在制の向上を目
的として実施する。

・観光プロモーション実施
・無線インフラ（公衆Wifi）設置：6ヶ所
・観光ポータルサイト及びAR運用

・Wi-Fi接続数　3500/月
・観光ポータルサイト接続数　9600/年
・観光アプリダウンロード数　600/年

（今後の展開方針）
H25で南風原町全域をWi-Fiエリア
としたが、場所によって不感地帯が
あり、その地域への対応。観光
ポータル、アプリの最終強化を行
い、観光基盤が整ったことで、更な
る観光プロモーションにおいて、観
光客を誘客する。

2 ④
デザイン・くくり担い手育成事
業

H24
～

H33

　本町の琉球絣は伝統工芸品として有名だが、現在
不足している「デザイン・くくり」の継承者を育成する
必要がある。デジタル方法で新しいデザインを生
み、管理できる新たな道を開く。若い担い手の活動
の場を提供し、かすりの伝統工芸の継承を促進しつ
つ、新しい分野での発展の可能性を向上させる。絣
の基礎知識、全行程も学びながら、デザインくくりの
技術を習得させ「デザインくくりの担い手」として、即
戦力になるまで3年間育成する。

・工房の即戦力となるデザインくくり
の技術者を育成する。
　→絣の基礎知識の学習
　→視察研修
　→パソコン公衆
　→デザイン作製
　→デザインくくり技術の実践
　→成果品作製

・デザインくくりの担い手技術者育成人数：6名

（今後の展開方針）
これまでデザイン・くくりの工程を一
通り学習し、実践を行ってきた。今
年度は、難易度の高い製品や質の
異なるものを実践することで、更な
る技術の向上及び応用力を身につ
ける。

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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 28　南風原町

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】

南風原町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ⑤ 担い手経営戦略事業
H24
～

H26

　琉球絣に携わる担い手が、生産をするだけではな
く、グローバルな視点をもち、全国、世界に対応でき
る人材を育成し、産業として成り立つよう経営戦略を
長期的に学ぶ。新たな絣工芸品の開発及び二次加
工製品の新技術との融合により付加価値のある製
品開発を行い、成果展を開催する。

・経営戦略についての知識・方法に
ついて学習する。
　→担い手・若手集会を設ける
　→勉強会開催
　→商品開発会議
　→試作品作製

・経営戦略学習者：6名

（今後の展開方針）
・担い手の集会、勉強会を開き、経
営的な知識を習得する。
・新商品開発に向けて、会議を行
い、試作品を作成する。

2 ⑥ 伝統工芸と観光戦略事業
H24
～

H33

　伝統工芸品である琉球絣は貴重で町民誰でも憧
れの品です。南風原町民だけではなく、町内外の
方々にも絣の良さを知ってもらうため、滞在型観光
につながる絣体験のコンテンツをプログラムを化し、
南風原町でしか経験できない体験をつくる。さらに、
絣事業の拠点でもあるかすり会館を観光客のニー
ズに対応したディスプレイのレイアウトづくりを行う事
で、町内外から観光客の増加を目的とする。

・かすり体験学習プログラム構築：4
本

・モニター参加者目標　10名/月

（今後の展開方針）
　伝統的な絣を知ってもらうため
に、新たな体験プログラムを作成
し、滞在型観光に繋げる。

2 ⑦
町独自の商品開発技術力強
化事業

H24
～

H26

　地域資源の活用や異業種連携による商品開発及
び企業と連携により消費者のニーズを踏まえたデザ
イン性・機能性に優れた南風原らしい、商品開発等
を行い、産業展開する。異業種があつまり、プロジェ
クトチームを組み、南風原らしい商品開発を行い、
生産、販路まで展開し、競争力を高める。H２４年度
はターゲットを２点に絞り、H２５年度は実際に商品を
作る。H２６年度は、開発した商品の販路を開拓、拡
大させる。

・加工品製造先の育成指導：３回
・町内外でのイベント等への出品に
よるPR：２回
・バイヤーとの商談：２箇所

販売先の確保：５箇所

（今後の展開方針）
事業終了後も、町の特産品として
積極的にイベントでの出品、PR等
を行う。

2 ⑧
南風原町地域農業活性化事
業

H24
～

H33

　野菜、花卉、果樹等の露地栽培では、本県特有の
気象条件（台風、長雨、干ばつ等）や病害虫、鳥獣
等による被害が後を絶たず安定供給の妨げになっ
ている。それらの被害、影響の軽減を図る為、耐候
性施設（強化型パイプハウス）を設置する経費に対
し補助を行う。

強化型パイプハウス施設整備への
補助金
戸数：１０戸
作物：スターフルーツ

スターフルーツ生産目標：１０t
（今後の展開方針）
スターフルーツでの拠点産地認定
に向け規模拡大を推進する。

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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 28　南風原町

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】

南風原町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ⑨ 南風原名人制度創設事業
H25
～

H27

　観光の国際化や多様な観光ニーズに対応するた
め、南風原町の地域人材を活用した地域発の観光
商品を事業化に向けた取組を推進する。南風原町
の体験ツールを増やす目的で、南風原町内の名人
(得意なこと)制度を創設する。具体的内容としては、
南風原町民対象に得意なことがあれば、その名人と
して認定委員会より認定し、認定書を発行。認定し
た後は、名人名簿に登録し、体験学習のプログラム
をつくり、滞在型観光を支援する。

・名人発掘活動（各種団体６回／年）
（HP掲載／通年）
・名人研修会４回

・体験学習プログラム数：7件
・名人登録者（累計）：15人

(今後の展開方針)
【プログラム数】H27年：6件
【名人登録数】H27年：45人

2 ⑩ 民泊啓発推進事業
H25
～

H33

　南風原町には宿泊施設がないため、滞在型観光
の振興の妨げとなっている。宿泊体験の推進を図
り、滞在型観光を促進するため、企画・運営職員を
配置し、宿泊体験家庭の開拓やシステムの構築な
どを行って、観光推進体制を強化していく。

・宿泊体験家庭数：５家庭 ・宿泊体験受入数：２５名
(今後の展開方針)
【民泊家庭登録者数】H27年：20件

2 ⑪ 南風原地域発信力強化事業
H24
～

H28

　ヘチマ生産日本一を誇る本町では、南風原産ヘチ
マの愛称を「はえばる美瓜（ビュウリー）」と名付け、
本町のブランド化を図るため、ビュウリーズダンスユ
ニットを結成した。そのビュウリーズダンスユニットを
活用し、物産展やイベント等で、販売促進活動を行
い、南風原産ヘチマ及び本町の観光PRを図り、本
町の魅力等情報発信を行う。

・町ＰＲ活動イベント出演：５回 ・南風原町物産展等の販売促進活動５回
（今後の展開方針）
ダンススクール受講者（累計）
H28年度：100名

2 ⑫ ヒーローのまちづくり事業
H25
～

H33

　全国的ヒーローである「ウルトラマン」の生みの親
である金城哲夫さんは本町出身者である。本町の
観光振興、地域活性化のため、金城哲夫さんにちな
んだまちづくりを行う。町民主体に誘致活動を行い、
金城哲夫さんのフォーラムやウルトラマン映画上
映、脚本コンペ、映像化を定期的に行い、地元客及
び観光客を本町へ誘導し、活性化を図る。

・イベント、フォーラムの開催：１回
・脚本賞：１回

・イベント、フォーラムの参加人数：1，000人
・脚本賞のイベント参加人数：1，000人

(今後の展開方針)
継続して脚本賞開催
町民による実写化（舞台や映画）
他ヒーローの検討

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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 28　南風原町

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】

南風原町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ⑬ シマじまガイド事業
H24
～

H33

　着地型観光メニューとして「シマじまガイド」（町内
ディープな名所案内巡り）を実施し、本町の観光まち
づくりを推進している南風原町観光協会に委託す
る。「シマじまガイド」では、訪問客に地元の魅力を
あますところなく伝えようと、これまでにない新しいま
ち歩きコースを策定し、参加しやすさ、定時出発を
キーワードに南風原町内に広く展開していく。

・ガイド養成10名
シマじまガイド事業
　利用者数：1,250人

(今後の展開方針)
事業利用者数：H28年：1,450人

2 ⑭ 南風原町観光PR促進事業
H25
～

H33

　南風原町のイメージキャラクターと伝統工芸の琉
球絣を観光PRツールとして有効活用し、各種イベン
トやマスメディアへのPRを始め、観光施設・町民交
流スポットなど、町内外においてPR活動をし、南風
原町の観光振興に繋げる。

・イメージキャラクターによる観光PR
活動
・物産展の開催

・イベント活動：40回
・物産展来場者：3,000人

(今後の展開方針)
物産展の定期的な開催

2 ⑮
黄金森公園スポーツ施設活
性化事業

H25
～

H26

　良好なスポーツ・トレーニング環境の提供により観
光と結びつけたスポーツコンベンションの誘致、開催
を図るため、「黄金森公園陸上競技場」のトレーニン
グ機器の整備を行う。

黄金森公園陸上競技場のトレーニン
グ機器整備

スポーツ合宿利用者人数：400人
（今後の展開方針）　　H28
スポーツ合宿利用者数：600人

3
環境にやさしいまちづくり事
業

H24
～

H28

3 ①
はえばるリサイクルループ事
業

H24
～

H28

　町内での食品廃棄物の循環を構築するため、町
内で発生する食品廃棄物(生ごみ、廃食用油含む)を
分別回収し、それらで養豚用飼料や堆肥、バイオ
ディーゼル燃料を生産する。

循環構築することによる生ごみ（家庭
系）の年間資源化の増

生ごみ（家庭系）の年間資源化量：60トン
（今後の展開方針）
生ごみ（家庭系）の年間資源化量
Ｈ２８年度：89トン

3 ② 環境学習支援事業
H24
～

H28

　児童館や学校、教育委員会等と連携し、小学４、５
年生を対象に、専門家による「体験型」の環境教育・
環境学習を実施する。

・町内４小学校の４年生を対象に環
境学習「買い物ゲーム」の実施。
・実施回数：１５回

環境学習「買い物ゲーム」体験者数：440人
（今後の展開方針）
環境学習「買い物ゲーム」体験者
数（累計）Ｈ２８年度：2,217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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 28　南風原町

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】

南風原町
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 ③ 草木リサイクル事業
H24
～

H28

　「循環のシステム」を構築するため、町内から出る
草木を堆肥化し、農地で活用する。

草木を堆肥化することで、草木のご
み減量及びリサイクル量の増

草木のリサイクル量：431トン

(今後の展開方針)
今後も町内から発生する草木をす
べて資源化していけるよう効率的
に事業をすすめていく

4 災害に強いまちづくり事業
H24
～

H33

4 ① 防災体制強化事業
H24
～

H28

　近年、全国的各地では地震や大雨、土砂災害など
による自然災害が発生しており、亜熱帯気候である
沖縄県でも毎年多くの台風が接近・襲来している。
そのため、島しょ県である沖縄は、大規模災害時に
は物資の補給が困難となり、独立してしまう恐れが
ある。そのことから、町独自で長期保存ができる食
糧等の備蓄を行い、防災体制の強化を図る。

・備蓄品の購入
(1)パン入り缶詰：13箱(312食)
(2)災害時用米：60箱(3,000食)
(3)保存水：150箱(1.5㍑　1,200本）
(4)粉ミルク：12缶、(5)防災毛布：50枚
(6)緊急対策用ﾄｲﾚ袋:150箱(3,000回分)
(7)災害時用トイレットペーパー：12セット(288個)
(8)災害時用保存食(ｶﾚｰﾙｰ)：73箱(1箱24食)
(9)発熱ｾｯﾄ(ｶﾚｰﾙｰの加熱材）：19箱(1箱24個)
(10)背負式飲料水袋(6㍑：12,000枚)
(11)ウォータータンク(2,000㍑：6個)
(12)応急給水栓(蛇口4個：12個)

・南風原町地域防災計画の「食料等備蓄計画」の
目標備蓄数16,200食(36,000人×1/20×3日分×
3食)に対する充足率：61.3%

(今後の展開方針)
食料等備蓄品充足率
H28年度：100%

4 ② 災害時等避難施設改修事業
H24
～

H28

　台風等の自然災害による被害が多発しているた
め、台風などの災害や不発弾処理等非常時の避難
施設である地域公民館や集会施設の整備を行う。

避難所（公民館等）の防水改修工事
（施設整備）補助

施設整備補助件数：5件
(今後の展開方針)
H28年度までに全19自治会を整備

4 ③
北丘小学校西側避難通路整
備事業

H26
～

H29

　築30年以上経過し、通路や法面の滑りがみられコ
ンクリート舗装や擁壁に亀裂などを起こしている。そ
のため避難通路、通学路として安全に活用するため
の整備を行う。本校西側集落の避難通路として整備
する。

設計前の調査・測量 避難路調査・測量完了：5,014㎡

(今後の展開方針)
H27年度：設計委託
H28年度：監理委託・工事
H29年度：監理委託・工事

4 ④
津嘉山小学校南側避難通路
整備事業

H26
～

H29

　災害時に避難所として指定されており、本校南側
集落よりの避難通路（道路）が未整備のために整備
を行う。

設計前の調査・測量 避難路調査・測量完了：149.1m

(今後の展開方針)
H27年度：設計委託
H28年度：用地・監理委託・工事
H29年度：監理委託・工事

4 ⑤ 災害時等避難施設整備事業 H26
　災害に強いまちづくりを推進するため、災害時、非
常時に地域住民の緊急避難所として、避難所の無
い地区へ施設を整備する。

避難所建設費（設計、建築）の補助 避難所建設費補助件数：１件

(今後の展開方針)
施設整備後は、防災活動と地域の
コミュニティの活動を組み合わせ、
地域の防災力強化を図る。

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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 28　南風原町

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】

南風原町
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 子育て世代支援事業
H24
～

H33

5 ①
放課後児童の居場所づくり
支援事業

H24
～

H33

　学童クラブの経営安定化を図ることを目的に、町
内の学童クラブ10園中、民間施設を借用し運営を
行っているクラブに対して一月50,000円の上限で家
賃補助を行う。

学童クラブ家賃補助実施学童：5件 児童の放課後の居場所を継続的に確保すること
により、児童の健全育成を図る。

(今後の展開方針)
24年度～33年度：各年度5学童クラブ
の家賃補助を行い、クラブの経営安
定化を図る。

5 ② 預かり保育事業
H25
～

H33

　幼稚園の教育時間修了後も引き続き園児の健や
かな成長を支えるため、預かり保育教諭を配置す
る。

・預かり保育教諭配置：1名
・預かり保育率（入園者に対する預かり保育申込
園児数）69.6％（前年度＋0.5％増）

(今後の展開方針)
今後も預かり保育充実のため1クラ
ス30人制を実施し、それに伴うクラ
ス増分の預かり保育教諭の配置を
行う。

5 ③
幼稚園保育充実支援員配置
事業

H25
～

H33

　平成25年度より町立幼稚園の保育時間を正午ま
でから午後2時まで延長し、併せて給食の提供を行
う。給食の提供は通常保育の担任と預かり保育教
諭の2名体制で対応する予定ですが、預かり保育は
保護者の選択制のため、クラス数が減る場合もあ
り、支援する職員を配置し安心・安全な給食時間を
提供する。

・充実支援員配置数：３名 ・幼稚園就園率72％(前年度+1％増）
(今後の展開方針)
安心・安全な給食時間を提供する
ため、給食支援員の配置を行う。

5 ④
認可外保育施設環境整備事
業

H25
～

H27

　子育て世代の人口増に伴い待機児童が増え続け
ていることから、待機児童の受け皿となっている認
可外保育園の施設整備に対して補助を行うことによ
り保育環境を向上させる。

認可外保育施設：2カ所
児童が安心・安全に過ごせるよう建物の安全性・
快適性を確保することにより、児童の健やかな成
長を促す。

(今後の展開方針)
子育て世代の人口増に伴い待機
児童が増え続けていることから、待
機児童の受け皿となっている認可
外保育施設１４カ所の内「指導監
督基準証明書」交付を受けていな
い１１カ所の施設整備を行い保育
環境を向上させる。

6
南風原文化・歴史・伝統継承
事業

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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 28　南風原町

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】

南風原町
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 ① 陸軍病院壕公開活用事業
H24
～

H33

　本町は沖縄戦で人口の４割以上が犠牲になった。
戦中は後方陣地として町全域に日本軍陣地が構築
され、沖縄陸軍病院も置かれた。町では悲しい歴史
を二度と繰り返してはいけないという強い決意をもっ
て、陸軍病院壕群20号を整備した。県内外から訪れ
る多くの人々に戦争と平和、命について考えてもらう
施設として公開活用の取り組みを行う。

開壕日数：310日 見学者数10,000人

(今後の展開方針)
戦中における壕内の臭気を再現し
て、壕内の追体験をより具体的な
ものにする。

6 ② 資料の公開活用事業
H24
～

H29

　南風原文化センターに収蔵されている貴重な歴史
資料をデータベース化して整理し、公開活用の幅を
広げつつ後世へ継承していく。

データベース化資料数（H26年度）
：50,000点

データベース化割合（H26年度）：100％

(今後の開方針)
収蔵資料総点数122,000点を分類
ごとにデータベース化して利活用を
推進する。
H24:3,500点　H25:50,000点
H26：50,000点　H27:2,500点
H28:5,000点　H29:11,000点

6 ③ 子ども平和学習交流事業
H24
～

H33

　町内の小学校４校から６年生を１２人選考し、事前
学習で、戦争と平和（太平洋戦争の歴史、沖縄戦の
状況や広島原爆の様子など）や差別・人権（ハンセ
ン病に関すること、被差別部落など）を学習し、歴史
の中での戦争や差別の問題を考える。
　平成26年度は学童疎開70周年にあたるため疎開
地へ赴き、学童疎開者たちの歴史を学ぶ予定であ
る。

･子ども平和学習交流事業参加者数
（12人）

・事前学習、本研修の後その報告会の開催や報
告書の作成を通して、学習したことのまとめ、各
自の考えを整理し、平和への意識向上、社会へ
の洞察力を高める。

(今後の展開方針)
・OB会との連携、事後学習の充実
・ネットワークづくりや課題を設定し
たイベントの開催など
平成２４年度～平成３３年度：各年
度１２人　　累計１２０人

6 ④ 伝統芸能保存育成事業
H24
～

H33

　町内には数多くの伝統芸能がある。各字・自治会
の伝統芸能の保存や継承への取組に必要な衣装
や獅子舞などの道具の補修や買い換えに対し助成
を行うことで伝統芸能継承を推進する。

・伝統芸能保存育成補助件数：6件
・年中行事等での伝統芸能上演等回数
　H26年度：67回

(今後の展開方針)
伝統芸能を後生に継承するために
保存会、自治会と連携し保存、育
成継承・記録していく予定。

6 ⑤
南風原町海外移住者子弟研
修生交付金事業

H24
～

H33

　文化交流を推進するため、南風原町出身の海外
移住者子弟を南風原町に研修生として受け入れ、
移民の歴史はもちろん、相互の歴史と文化を学習さ
せる。

･受け入れ国の数１カ国
　（ペルー）
・受け入れ研修生の数（２人）

・研修成果の報告会の開催を通して、関係者へ
のつながりの再認識と各自の役割を確認し移民
の歴史や国際貢献の意識向上を図る。
・自国の研修生ＯＢ会への加入

(今後の展開方針)
各国の研修生が研修後もネット
ワークを作り、南風原町の若者た
ちと交流を深める。

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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 28　南風原町

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】

南風原町
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 ⑥
伝統文化交流施設活性化事
業

H24
～

H26

　地域交流センターは、各地域に伝わる伝統芸能の
発表の場、本土の中高生の平和学習の講演会・演
奏会等に活用されているが、施設の備品の配置が
不十分であるため、備品の整備を行うことにより施
設の充実及び機能の強化を図り、今後の文化活動・
伝統芸能の継承や他の地域との文化・伝統交流
等、総合的な文化事業を展開し地域活性化に繋げ
る。

地域交流センター備品設備の整備
（黄金ホールの舞台演台、花台、司
会者台等）

利用来場者数
　研修会・大会・フォーラム等
　　H26　：12，000人　（H25見込：11，000人）
　伝統文化交流イベント等
　　H26　：　3，700人　（H25見込：　3，600人）

(今後の展開方針)
購入整備した設備・備品を活用し、
地域文化・伝統芸能の継承や発
表、交流の場として。また、平和学
習や各種講演会、フォーラムや演
奏会などの更なる充実強化を図
り、地域から発信する新たな文化
の拠点として、これからの地域交
流センターを展開していく。

6 ⑦
南風原町クサティ森等保全
事業

H25
～

H30

　南風原町の集落は首里の近郊にあり、王朝時代
の集落形態を今に残している。集落のクサティ森に
は遺跡や御嶽（ｳﾀｷ）、殿（ﾄｩﾝ）、拝所などの史跡が
多数ある。字津嘉山のクサティ森は沖縄戦で軍司令
部壕が建設され戦跡としても重要である。
　これらの歴史文化の保全継承及び文化資源を活
用した観光振興を図るため、旧軍司令部壕の一部
復元、説明板・散策道・休養施設整備等を行う。平
成26年度は、整地等の工事と便益施設(ﾄｲﾚ)の設計
を行う。

・津嘉山の殿(ﾄｩﾝ）周辺の整地等の
工事
・便益施設（ﾄｲﾚ）の設計

・整地工事の完了
・便益施設（ﾄｲﾚ）の設計の完了

（今後の展開方針）
H27：クサティ森等の実施設計
H27：津嘉山の殿(ﾄｩﾝ）周辺の整備
を完了し、歴史学習及び観光施設
として共用する。

6 ⑧
南風原町民俗芸能交流会開
催事業

H26
～

H33

　平成15年度までに25年間継続し、一旦終了した事
業であるが、伝統芸能が各地で盛んになり、復活を
期待されている演目も多々ある。これまでの実績を
踏まえ、新たな世代に地域の伝統芸能を継承するこ
とを願い、また地域の伝統芸能を創造する。他地域
との出会い・交流は喜びと知恵を生み、日常生活の
生きる糧として地域の活性化を図る。

・休止している伝統芸能の復活
・参加字の数：町内外から５箇所 ・芸能交流会参加者４５０人以上

(今後の展開方針)
各字の伝統芸能の情報収集、記録
保存に力を入れ、各地との交流の
中で後継者の育成に力を入れる。

6 ⑨ プロジェクトヒュート補助事業
H26
～

H33

　平成２４年度に､南風原町のローカルヒーロー「か
ぼっちゃマン」を引き継ぐ形で､新しいキャラクター
「南風原新伝説飛勇人(ひゅーと)」が誕生し「チーム
THE飛勇人(ひゅーと)」として活動している。南風原
町の伝説、課題や話題などをモチーフにしたショー
を通して､多くの人々に町の伝承文化や行事などの
普及に努めている。その活動意義は大きく、新たな
地域活性化、人と人との交流を生み出すためにそ
の活動に対して支援を行う。

・学校等公演の充実と強化
・年間公演回数：５回

・地域の伝説や民話の理解を深めた：60％
・新しいキャラクターに楽しさや親しみを覚えた：
60％
（イベント開催時に実施するアンケート回収結果）

・町内各字の伝承文化の啓発を図る

(今後の展開方針)
プロジェクトヒュートとしての仲間づ
くりを基本とし、地域の課題や伝
説、話題を取り上げたショーを展開
し、親しみやすいローカルヒーロー
として南風原町をアピールする。

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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 28　南風原町

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】

南風原町
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 ⑩
戦争証言資料管理システム
導入事業

H26
～

H27

　国内で唯一住民を巻き込んだ地上戦が行われた
沖縄においては多くの住民が火の海、銃砲弾の雨
にさらされ悲惨な状況の中で傷病を受け、また死亡
し、戦闘参加者となった。そういう過去を風化させず
後世に語り継ぐことができるよう、援護業務で得られ
た戦時中の生の証言資料を整理し、平和事業や平
和学習に活用する。そのため、南風原町で保管する
紙ベースの戦没者台帳をデータベース化し戦没者
遺族等から得られた戦没時の悲惨な実態証言を加
えたシステムを構築し管理する。

・戦争証言資料管理システム基礎
データの整備
（戦没者約４，７００名分のデータ）

・戦争証言資料管理システム基礎データ整備率：
１００％

(今後の展開方針)
H27:戦争証言資料管理システムへ
の証言資料の整備

戦争証言資料管理システムの整備
後は、文化センター等において平
和事業や平和学習に活用する。

7 健康長寿復活事業
H25
～

H26

7 ① 長寿県復活食の応援事業
H25
～

H26

　「健康長寿おきなわ」の復活に向けて、町民へ沖
縄県や南風原町の食習慣の実態や課題を伝え、生
活習慣病の発症や重症化を予防するために食習慣
の改善方法を提供する。ライフサイクルに応じたバ
ランス食の啓発や広報等の取り組みを行うことによ
り、日常の食生活の改善及び生活習慣を再構築す
るための支援を行う。

・健康長寿復活講演会の実施：1回
・健康レシピの作成：12,000部→各世
帯配布
・公用車のラッピング：5台→年間を
通し、公用車で広報
・横断幕の作成：12枚→年間を通し
小･中学校周辺に掲示
・マグネット作成：700枚→200枚配布

・講演会参加者数　：　１００人
・野菜の必要性、野菜の基準量、野菜を多く摂取
する方法等の認知度　：　30%（各保健事業参加
者に調査を行う）

(今後の展開方針)
ラッピングされた公用車による広報
活動、横断幕の掲示、マグネットの
配布を行う。
健康レシピ等を保健指導、栄養指
導へ活用する。

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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 29　渡嘉敷村

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 渡嘉敷村観光推進事業
Ｈ24
～

Ｈ33

1 ①
渡嘉敷村観光客誘致促進及
びＰＲ促進事業

Ｈ24
～

Ｈ26

　継続的な観光振興を推進するため、県外からの修
学旅行受け入れ活動の強化、県内外で開催される
観光イベント等でのＰＲ活動、広告媒体を活用した
管区情報の発信及び外国人観光客に対応するため
観光パンフレットを刷新し多 他言語版を制作する。

・修学旅行PR事業展開（県外）
・離島フェアー等各種イベントで島の
PR活動展開（県内外）
・観光パンフレット(４ヶ国語)作成
・観光情報誌への広告掲載

・県外高校修学旅行受け入数
　H26年度　20校（H25年度15校）
・離島フェアーブース来場者数　3,000人
・アイランタブース来場者数　　2,000人
・観光パンフレット作成40,000部（4言語各10,000部）
・観光情報誌への広告掲載　１誌

（今後の展開方針）
　県内外で行われるイベント会場に
おいて、イベントPRうちわやポスト
カード、観光パンフレットの配布し
PRすることで観光入域客数の増加
を図る。

1 ② 渡嘉敷村美化清掃事業
Ｈ24
～

Ｈ26

　観光地としてのイメージアップを図るため、海浜、
道路、公園など観光客が利用する公共施設の景観
浄化を図る。

　観光地及びその周辺の公衆トイレ
清掃、除草等の清掃作業　８箇所

　渡嘉敷港旅客待合所､渡嘉志久海岸公園､照山
園地､阿波連漁港､阿波連園地の公衆ﾄｲﾚの清掃
や、観光施設の除草及び清掃作業を周年実施。

（今後の展開方針）
　村内観光地の美化事業の継続実
施

1 ③
渡嘉敷村観光受入体制整備
事業

Ｈ26

　観光客の受け入れ態勢整備のため、慶良間諸島
間内航路運航を実施し交通手段を確保する。また、
修学旅行誘致のため村営キャンプ場の備品を整備
し、観光振興を図る。ホームページ多言語案内シス
テムを構築し、外国人観光客への情報発信の充実
を図る。

・渡嘉敷～座間味内航船運航開始
・バーベキュー機材購入
・ホームページ多言語案内システム
構築

・内航船運航開始により慶良間諸島周遊観光の
利用者数
　H26年度3,000人　(H25年度2,450人)
・バーベキュー機材購入完了及び貸出開始
　大セット(10台)　小セット(10台)　イス(60脚)
・ホームページ7ヶ国語構築完了及びｼｽﾃﾑ開始
(日本語･英語･中国語(簡体･繁体)韓国語･ｽﾍﾟｲﾝ
語･ﾄﾞｲﾂ語)

（今後の展開方針）
 内航船運航を広くPRし、慶良間諸
島観光の利用増を図る。
 また、利用客のニーズに合った利
用形態及び質の高いサービスの提
供、外国人観光客の入域増につな
げる。
・バーべキュー機材利用者数
　H27年度 ２，２５０人目標

1 ④
渡嘉敷村交通コスト負担軽
減事業

Ｈ25
～

Ｈ33

　渡嘉敷村営定期船の欠航、または予定運行時刻
に変更が生じた場合の補完的移動手段として、那覇
空港～渡嘉敷ヘリポート間のヘリコプターチャーター
便の利用者に対し、料金の半額を補助する。

利用フライト回数：１１０回
・運航回数及び搭乗人数
　110回、385人
　(H25年度実績(6月～12月)　79回、303人)

（今後の展開方針）
　宿泊施設やHP、船舶予約窓口で
のＰＲにより利用人数の増加を図
る。

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】

渡嘉敷村
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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 29　渡嘉敷村

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】

渡嘉敷村
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 ⑤ 渡嘉敷村観光施設整備事業 Ｈ26

　渡嘉敷村青少年旅行村施設案内板の設置、キャ
ンプ場に隣接する老朽化したトイレ、炊事棟、シャ
ワー棟の撤去及び、渡嘉志久海岸公園内の木製人
道橋の改修を行い、利用客の安全確保及び景観の
美化を図る。

・旅行村施設案内板制作設置
・老朽化施設(ﾄｲﾚ、ｼｬﾜｰ、炊事棟)
　撤去工事
・木製人道橋改修工事
・バス停留所設置
・島の模型制作
・渡嘉志久ﾋﾞｰﾁ水難監視員配置
・木製長いす制作

・村青少年旅行村施設案内板制作設置完了
・老朽化施設の撤去工事完了
・木製人道橋改修工事完了
・バス停留所設置完了(２箇所)
・島の模型制作完了
・渡嘉志久ﾋﾞｰﾁ水難監視員３名(常時２名）配置
・木製長いす制作完了(40脚作成)

（今後の展開方針）
  老朽化した観光関連施設の撤去
改善を進め、ビーチ監視員を継続
配置や、観光客の送迎環境を整備
することにより、利用者の安全及び
利便性の向上を図る。

2 渡嘉敷村農地保全事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　農作物のイノシシによる被害拡大を防ぎ、農家に
安心して農産物を生産させ、農業振興を図るため、
イノシシの捕獲駆除を行う。

 イノシシの捕獲駆除実施
 箱罠の設置により、年間１００頭前後のイノシシ
を捕獲している。２６年度の捕獲頭数を１２０頭と
する。

（今後の展開方針）
  害獣による農作物被害の減少

3 渡嘉敷村教育振興事業
Ｈ24
～

Ｈ33

3 ① 小学校学習支援員配置事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　村内２校の小学校は、児童数の減少により複式学
級となっているが、子ども達の学力向上の推進及び
教職員の負担を軽減するため、小学校教諭の資格
を有する学習支援員を配置する。

 学習支援員配置校
　・渡嘉敷小学校　１名
　・阿波連小学校　１名

　村内小学校への支援者派遣率：１００％
（今後の展開方針）
　児童の学力向上及び教職員の負
担軽減を図る。

3 ② 児童・生徒派遣支援事業
Ｈ25
～

Ｈ33

　村外で実施されるスポーツ大会や、文化事業発表
会などの各種教育活動に参加し、小規模校では体
験出来ない貴重な体験を積むことにより、離島の教
育的なハンディを克服する。

　各種スポーツ大会及び文化活動派
遣（小学校２校・中学校１校）

 派遣児童・生徒数（累計）：１８５人
（今後の展開方針）
　離島の教育的ハンディの克服及
び教育意欲の向上を図る。

3 ③ 幼稚園預かり保育事業
Ｈ25
～

Ｈ33

　保育環境を充実させ、親子が健やかで安心した日
常生活が送れるよう、幼稚園において預かり保育を
実施する。

 預かり保育（職員雇用）　１名
 入園児全員の預かり保育が可能となる。
 保護者のニーズに合った対応が可能となる。
  ・預かり保育利用児童数　２０人

（今後の展開方針）
 保育環境の充実による定住促進
の向上を図る。

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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 29　渡嘉敷村

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】

渡嘉敷村
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 ④ 小学校学習補助員配置事業 Ｈ26

　渡嘉敷小学校１学年入学児に多動性障害児が在
籍しており、教科学習の支援や集団行動支援、及び
他児童との平穏な活動体制を維持していくため学習
補助員を配置する。

 学習補助員（賃金職員雇用）１名
 当該児童及び他児童の健全な学習環境の維
持。
 ・支援サポートした児童数　６人

（今後の展開方針）
 新入学児童の健全な教育環境及
び学校活動の維持を図る。

4
渡嘉敷村安心安全な観光地
づくり事業

Ｈ26
～

Ｈ32

4 ① 避難道整備事業 Ｈ26

 本村は年間１０万人を越える観光客が来島するた
め、災害発生時における地理的条件等を把握して
ない観光客を安全に避難場所まで誘導するため
に、避難道の整備を行う。

 災害発生時に安全安心に避難でき
るよう避難場所までの避難道を整備
する。

・避難道整備完了

（今後の展開方針）
 災害発生時に村民及び観光客が
安全安心に避難が出来るよう、災
害発生時の避難誘導体制の確立
を図る。

4 ② 避難場所案内版設置事業 Ｈ26
 災害発生時における避難場所への誘導経路を観
光客等でも対応出来るよう避難場所、避難経路の
案内板を設置する。

 災害発生時に安全安心に避難場所
まで避難が出来るよう案内板を設置
する。

・「避難場所案内板の設置完了(６箇所)」

（今後の展開方針）
 初めて訪れる観光客等へも災害
時に対応出来る安心安全な観光
地としてＰＲを図り、災害発生時の
避難誘導体制を確立する。

4 ③ 集落内衛生環境保全事業
Ｈ26
～

H32

 観光客や地域住民に快適な衛生環境の提供と、集
落内の環境保全を図るため、蚊の発生を防ぐ防虫
剤を定期的に散布する。

 通常月１回程度の散布と夏場は月２
回程度の散布を行うことにより、蚊の
発生を抑える。

・１２回散布完了
（今後の展開方針）
 定期的な散布による衛生環境の
改善を図り、観光地としてのホスピ
タリティー向上に繋げる。

5 渡嘉敷村保育所整備事業 Ｈ26

 本村のへき地保育所は築３０年以上経過しており、
老朽化が進行している。幼児が安心・安全で快適に
過ごすことが出来る、新しい耐震基準を満たす保育
所を整備し、多様化した保育ニーズに対応出来る保
育環境を確保し、保護者の子育てと就労が両立でき
る環境を促進する。

・設計業務委託
・磁気探査業務
・工事請負業務
・現場監理委託業務

 渡嘉敷村保育所の完成

（今後の展開方針）
 H27年度供用開始
  保育環境の整備充実により、子
育て世代の定住促進に繋げてい
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。

 211 



 29　渡嘉敷村

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】

渡嘉敷村
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 渡嘉敷村福祉対策事業 Ｈ26

 渡嘉敷村高齢者福祉センターを一部増改築し、地
域の高齢者福祉介護事業を総合的、包括的に支援
する体制の強化を図る。老人クラブ活動、自治区活
動、諸会議等の拠点づくりによる活動促進を図る。
災害時や台風時の一時避難所及び福祉避難所とし
ての場所を確保することにより、障害者、高齢者等
が安心して生活できるよう整備する。

・増改築工事設計委託業務
・工事着工

 増改築工事完了(１２２㎡)
（今後の展開方針）
　高齢者福祉事業の包括的な運営
の推進を図っていく。

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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 30 座間味村

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
座間味村観光産業活性化事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

1 ① 座間味村海域安全隊事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　村内指定の3ビーチにおいて、観光トップシーズン
から修学旅行受入期間中、海洋事故防止及び安全
確保並びに自然環境の保全活動を図るためライフ
セーバー員を配置する（4月～10月）

ライフセイバーの配置および増員。
ビーチの安全管理、自然保護管理。

村内3ビーチへのライフセイバー配置
4月から10月
ビーチでの遊泳無事故

村内各ビーチでの安全管理を徹底
する。

1 ②
座間味村がんばる観光支援
事業

Ｈ24
～

Ｈ33

　観光客誘致とリピーター確保のため、既存イベント
の強化拡充や、新規イベント開催及び観光大使によ
る県内外周知活動、県外アミューズメント施設での
誘致活動等を実施し、県内外へ広くＰＲする情報発
信をおこない誘客促進を図る。

・ホエールウォッチングフェスタ実施
（12000人）
・ヨットレース実施（350人）
・座間味島祭り実施（500人）
・阿嘉慶留間祭り実施（300人）
・サバニレース実施（700人）
・県外水族館・空港でのＰＲ活動実施
（4回）
・電車、路線バスへの広告（4件）
・メディア村取材放送（2番組　20回）
・クオリティーの高いＰＲＰＶの作成配
布（作成映像３分５分１０分　３パター
ン）

座間味村観光客入域数
目標：85000人
【基準年度】
Ｈ２４年：約７万人

座間味村観光客入域数
H33年：目標：１０万人
【基準年度】
Ｈ２４年：約７万人

1 ③ 座間味村観光受入拠点事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　365日対応の観光案内業務とタイムリーな観光情
報発信及びダイビングや民宿事業者への取次案内
をスムーズに行い、外国人を含めた観光誘客に向
け、企画立案と事業展開を実施する観光協会へ補
助を行い、観光客の誘致と満足度向上を図る。

村の案内所業務、閑散期（冬場）の
観光客誘致のため、メニューの開発
および村内事業者の質の向上を目
的に各種講習会等の実施

・観光メニュー開発：３本
・観光客満足度：アンケートの実施
　　　　　　　　　　　宿の食の資質の向上（講習会）
　　　　　　　　　　　インバウンド講習会の実施

メニューの開発により、ツアーの企
画立案や実施
・ノルディックウォーキング
・しままーい
・自然観察ツアー
・各種講習会

1 ④
座間味村歴史文化・健康づく
り拠点整備事業

H24
～

H28

　　観光客の受け入れ態勢の整備と満足度向上を
図るため既存港公園内へ拡張整備を行う。本年度
は次年度に引き続きグランド整備を始め、ビジタセン
ター設計及びビジタセンター建設に伴う用地購入を
行う。

公園整備の機能強化の実施
ビジターセンター実施設計の完了
ビジターセンター土地購入

・公園整備
（東屋・ベンチ・3ｏｎ3コート・健康器具等の設置）
・ビジターセンター実施設計書
　（ＰＣ又はＲＣ造り地上３階建見込み）
・ビジターセンター土地購入　（3,750㎡）

・観光振興拠点として活用
・プロ・アマ選手合宿先として誘致
活動
・住民福祉向上にむけた各種健康
づくり大会の実施

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】

座間味村
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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 30 座間味村

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】

座間味村
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 ⑤
座間味村美ら島づくり花の森
整備事業

H24
～

H28

　観光誘致と受入体制の整備のため特定公園であ
る本村の自然を生かした魅力ある景観形成促進の
ため、フラワーパークの構築や、玄関口でのウェル
カムフラワーを設置し、年間をとおして花と緑で観光
客を迎え入れる。

　阿嘉・慶留間島の実施計画の策定
　座間味区及び阿佐区の植栽工事
着手

座間味区の港周辺の植栽工事着手
（コンテナ（ブ－ゲンビレア20個・ブッソウゲ18個ク
ロト　ン17個）設置）
座間味区の高月山の植栽工事着工
（土壌改良49㎡・シャリンバイ植栽100本）
阿佐区の避難道及び集落周辺の植栽工事着工
（コンテナ（ブ－ゲンビレア3個・ブッソウゲ3個クロ
ト　ン1個）設置）土壌改良165㎡・その他植栽
1224本
阿嘉・慶留間島の実施計画の策定

平成２７年度
座間味区・阿佐区植栽工事
高月山植栽（ブッソウゲ122本・ツツ
ジ109本・）
座間味港植栽（ビロウ5本・フクギ3
本）
阿佐ウハマコテ－ジ植栽（ブッソウ
ゲ408本・ビロウ11本・コバテイシ13
本・シャリンバイ80本）

1 ⑥
座間味村ホェールネット
NEXT事業

H25
～

H26

　観光地として観光客の安心と安全の確保と災害時
におけるいち早い対応を構築するためIP網を屈指し
た防災無線の取付と、離島の離島である阿嘉・慶留
間及び隣村の渡嘉敷村を結ぶ高速無線LAN設備を
増強し、質の高い情報網の構築を図る。

村内Wi-Fi化増築及び個宅防災タブ
レットの整備。

村内Wi-Fiサービスの強化。防災SNSのサービス
提供。

構築したシステムの基盤を活用し
たアプリの開発やサービスの提供
による防災体制の強化

1 ⑦ 阿嘉地区観光道路整備事業
H26
～

Ｈ27

　観光客の国際化や多様なニ－ズに対応するため
ハブが生息していない、国指定天然記念物ケラマジ
カが生息している地域特性を活用した昼夜問わず
安心で魅力ある癒しの観光メニュ－開発を目的とし
た山林観光道路を整備する。

観光関連事業者や、住民の意見を
踏まえ地域のニーズに合った観光道
路設備設計委託業務の実施

阿嘉地区観光道路の整備設計委託業務完了
H26　設計委託業務
H27　請負工事
H28 供用開始

1 ⑧
ダイバーズ・エッグ・プロジェ
クト

Ｈ26
～

H28

ダイビング観光客誘客のため、閑散期に（10月～2
月の間3カ月程度）トライアルプログラム実証調査事
業（体験ダイビング）としてダイバーのタマゴを育て
るため、調査を効果的に行うことにより、観光産業の
活性化につなげる。

・体験ダイビング利用者への実証調
査。
・メディア活用での情報発信、募集。
・体験ダイビング利用者へのケア体
制構築。

・体験ダイビング（定員５００名）を実施し、各種調
査、実証検証、課題作成等をおこない、閑散期の
ダイビング観光客の増加およびリピーターの増
加、産業の活性化。

若年層のダイビング予備軍に対
し、ダイビングに触れる「きっか
け」、「機会」を与え、座間味村での
ダイビングの魅力を感じてもらい、
今後のダイビング観光における戦
略を練り、ダイビング観光客の増
加を目指す。

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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 30 座間味村

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】

座間味村
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2
座間味村農林水産業振興事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

2 ① 座間味村鮮魚美食事業
H24
～

H29

地元で採れる新鮮な水産物の食材を観光客や宿泊
施設へ提供と流通を図る。また、阿嘉島に直売所を
開設し、離島の特色を生かした観光・産業振興を推
進するとともに村ブランドの確立等に取り組み地産
地消を推進する。

地産地消の推進と直売所の強化
①加工食品の開発
  ・海鮮ソーセージ、魚ナゲット、刺身
盛り合わせ、魚天ぷら
②備品の発注
  　・対面ショーケース
　　・テーブル型恒温高湿庫
　　・電子レジスター等

・今まで、阿嘉島には無い加工食品直売所の施
設整備と機能強化による観光環境の充実
・安定的な生産と供給体制の確立、地産地消の
推進

水産物の安定生産供給体制を構
築し、観光産業と融合した産業を
創出し、地域の魅力向上を図る。

2 ②
座間味村サンゴ（海の花）育
成・植付事業

H24
～

H33

白化現象やオニヒトデの異常発生の影響により、失
われたサンゴ礁海域の回復に向け、地元漁協職員
及び海洋研究所とタイアップのもと、サンゴの種の
養殖と育成及び海への植付に係る生育活動のノウ
ハウを学び、人材支援活動事業費の補助を行う。

・サンゴの採卵、人口基盤への付着
・海上イケスでの育成管理
・海洋への種苗の植付、管理

・サンゴが減少、少ない海域への植付２回
・種苗の生産の拡大　2,000本

・年度毎の植付の回数増
・種苗の生産の拡大

3 座間味村定住条件整備事業
Ｈ24
～

Ｈ34

3 ①
座間味村島ちゃび解消移動
手段安定化対策事業

Ｈ24
～

Ｈ33

　離島交通ネットワーク手段の確保として、船の欠
航時やダイヤ変更時に、チャータヘリコプターを利用
した場合、運賃の一部補助を行う。

航路欠航等によるヘリコプターチャー
ターに対する支援

慶良間空港～那覇空港間フライト数：290回
慶良間空港～那覇空港間フライト
数：290回

3 ②
座間味村村内運航に係る対
策事業

H24
～

H33

　離島と離島を結ぶ海上交通手段として、小型船舶
の資格を有する賃金職員２名を採用し、座間味島と
阿嘉島間を定時運航、渡嘉敷村と座間味村の諸島
間新規運航を実施し、離島交通の足の確保と観光
振興を図る。

渡嘉敷村及び阿嘉島へ定期船運行
の実施

定期船運航
　座間味～阿　嘉：1日４便(目標運航1300回）
　座間味～渡嘉敷：１日２便（目標運航590回）

（今後の展開方針）
定期便運航：１日４便
渡嘉敷運航：予約運行/年間

3 ③
座間味村慶留間・阿嘉地区
避難路整備事業

H25
～

H27

　地震・津波発生時において村内で孤立する集落及
び観光客の安全確保を図るため、山頂へ通じる旧
道を活用した避難路整備を行い災害に強い村づくり
を図る。

慶留間地区避難道路請負工事１工
区（Ｌ＝270ｍ）
阿嘉地区避難道路請負工事（Ｌ＝70
ｍ）

慶留間地区避難道路の整備（１工区）
阿嘉地区避難道路に関しては、Ｈ２共用開始を
目指す。

H26　請負工事１工区
H27　請負工事２工区（Ｌ＝510ｍ）
H28　供用開始

3 ④
座間味村自動車航送運賃低
減化事業

H25
～

H33

　離島住民の利便性向上を確保するため、高額であ
る本島⇔座間味村間のフェリー車両航送に係る運
賃補助を実施し、高い交通コストの改善を図る。

自動車航送運賃の低減支援 自動車航送運賃の低減：年間約60台
自動車航送運賃の低減：年間約60
台

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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 30 座間味村

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】

座間味村
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 ⑤
座間味村救急対応車両整備
事業

H26
安全安心な村、観光地づくりを推進するため、急患
が発生した際の対応のため救急搬送車両を購入す
る。

救急対応車両購入 急患発生時の患者の搬送
急患発生時にスムーズな急患の搬
送及び適切な処置の実施

4 座間味村環境保全整備事業
Ｈ24
～

Ｈ33

4 ① 座間味村外来植物討伐事業
H24
～

H33

自然環境保全と観光地である本村の景観保持のた
め、村内至る所で野生化した外来植物「モクマオウ
木、ギンネム木」繁殖の抑制を図るため討伐事業を
実施する。

外来植物の討伐（村内一円）
外来植物の討伐（村内一円）
討伐本数年間６００本（モクマオウ木、ギンネム
木）

毎年６００本程度の討伐

4 ② 座間味村環境衛生処理事業
H26
～

H27

本村では、可燃ごみと生ごみを別々に分けて収集し
ており、生ごみについては堆肥化を図り循環型社会
の形成を図ってきました。しかし処理中に発生する
臭気やそ族昆虫の発生により衛生面の問題が指摘
され、併せて、クリーンセンターが遊泳ビーチや道路
と隣接していることから観光客へ与えるマイナスイ
メージは避けられず、また、可燃ゴミとして処理した
場合処理コストが高くなり、環境へ与える負荷も大き
くなるため、これらを解決するため処理機導入を図
る必要がある。

生ゴミ処理機の設置、稼働
平成27年１月末までに設置
平成27年２月～３月稼働

観光地として景観上の改善が図られる。座間味
島に生ごみ処理機の設置及び稼働

生ゴミの堆肥により農業従事者へ
配布
・平成26年度　１１世帯
・平成27年度　２０世帯
（農業委員会協力のもと従事者育
成等も行う。）

5 -
座間味村沖縄戸籍電算化事
業

Ｈ26
　米軍施政権下で県独自の戸籍関係書類（仮戸籍、
福岡戸籍）において、現在保管の老朽化した紙ベー
スから電子データ化を行う。

・仮戸籍電算化約5000枚
・福岡戸籍電算化約1500枚

沖縄関係戸籍の電子化率１００％、情報資産の
劣化、滅失防止

　平成２７年度：システム稼動

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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 31  粟国村

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 観光受入支援・整備事業
Ｈ24
～

H28

1 ① 環境美化促進事業
Ｈ24
～

H33

観光地の景観を維持していくために観光地及び観
光地へのアクセス道路などの美化・緑化活動を重点
的に実施する。

観光地及びアクセス道路の美化　２０
カ所

観光地及びアクセス道路の美化　２０カ所
植栽により、粟国の玄関口である港や空港等に
て彩りのもてなしを行い、景観整備を図る。

(今後の目標）
粟国村観光振興計画で設定してい
る平成３２年度の観光入域客数１
万人を目指して、継続的な環境美
化活動を実施する。

②
東ヤマトガー周辺環境整備
事業

Ｈ25
～

H26

パワースポット的な観光地の「東ヤマトガー」周辺で
の東屋、安全防止柵及び駐車場の整備を行う。

東屋、安全防止柵の機能強化、駐車
場等工事一式

東屋、安全防止柵の機能強化、駐車場等工事の
完了
安全柵設置等により、安全面が改善され、観光ス
ポットとしての定着を図る。

(今後の展開方針）
Ｈ２７年度：供用開始
観光入域客数の半数が施設を利
用することを目標とする。
（参考：H２４観光入域客数２９０９
人）

③
あぐにデジタルアーカイブ化
事業

Ｈ25
～

H26

島の豊かな自然や伝統文化等、島にまつわる多種
多様な資料をデジタル化し、それらを管理システム
に集約・管理し、利便性を向上させることで、村民及
び観光客の郷土学習に付加価値をつけ、粟国観光
の質を高める。

島の歴史資料、有形・無形文化財な
どを収集し、各種資源をコンテンツ化
する。

島の歴史資料、有形・無形文化財などを収集し、
各種資源のデータベースの完成

(今後の展開方法）
　Ｈ２７年度　供用開始
タブレット端末等にて、ＧＰＳ機能を
使い、その場所に関連する情報を
提供できるよう基盤整備を行う。

④
粟国村「ア」のくにづくり推進
事業

Ｈ26
～

H28

島の自然や伝統文化などの地域資源として広めて
いくため、マスコミやマスメディアを活用し、イベント
等への誘客を図り、イベントの開催、観光ツアーを
実施する。

イベント開催１回
観光ツアー１回

イベント来場者数：３００人
観光ツアー参加者：１０人
観光ツアー参加者満足度調査：満足と答えた人７
０％

（今後の展開方針）
・粟国村観光振興計画で設定して
いる平成３２年度の観光入域客数
１万人を目指して、県内外へ情報
発信をし、観光客数の入客数の増
加に取り組んでいく。
・観光イベント参加者９００名
（Ｈ２６～Ｈ２８累計）

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

粟国村
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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 31  粟国村

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

粟国村
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
ヤヒジャ海岸周辺環境整備
事業

Ｈ25
～

H26

粟国島形成の際の火山活動の痕跡が残る様々な
地質が存在している西ヤマトガー海岸からマハナ崎
にかけてのヤヒジャ海岸周辺を散策できるよう周辺
環境整備工事を行う。

階段、駐車場、トイレ工事の実施
階段、駐車場、トイレ工事の完了
階段設置により安全に海岸散策を行うことがで
き、観光スポットとしての定着を図る。

(今後の展開方針）
Ｈ２７年度：供用開始
観光入域客数の半数が施設を利
用することを目標とする。
（参考：H２４観光入域客数２，９０９
人）

2 ① 定住促進住宅整備事業
Ｈ25
～

H26

産業振興に向けた担い手確保を目的に、若者のＩ
ターン、Ｕターン者の定住施設を充実するため、集
合住宅を整備する。

集合住宅の（６世帯）の工事の実施 集合住宅（６）世帯）整備率１００％
（今後の展開方針）
Ｈ２６年度：入居者募集（６世帯）
H２７年度：供用開始

3 ① 和牛改良支援事業
Ｈ25
～

H28

本村の畜産業の支援のため、付加価値の高い仔牛
が生産できるよう県内外からの優良仔牛（母牛にな
る素牛）の導入を支援し、仔牛の付加価値を高めて
いくことで、畜産業の振興を図る。

和牛購入助成頭数　１０頭
優良仔牛（母牛になる素牛）導入率６０％
（Ｈ２５～Ｈ２６累計）

（今後の展開方針等）
・優良仔牛（母牛になる素牛）５０頭
導入（Ｈ２５～Ｈ２８　累計）
・地域内母牛の更新及び改良を行
い、付加価値の高い仔牛の出荷の
拡大を図る。
仔牛の島外出荷数
Ｈ２８年度見込１５０頭
（H２４年度実績１１３頭）

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。

 218 



 32　渡名喜村

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 ① 環境保全・美化推進事業
H24
～

H33

　島の自然と人文の調和を基調とした魅力的な観光
地づくりを推進するため、集落内や観光スポット周
辺等の緑化及び美化活動を実施するとともに、外来
植物（ギンネム等）の駆除及び在来植物の保全育成
を図る。

緑化及び美化活動
外来植物駆除
在来植物保全育成

緑化及び美化活動実施箇所：28箇所
外来植物駆除実施箇所：8箇所
在来植物保全育成実施箇所：14箇所

（今後の展開方針）
安全・安心・快適な観光づくりを推
進するため、集落内や観光スポット
周辺等の緑化及び美化活動を継
続的に実施していく。

2 ①
離島苦解消移動手段安定化
対策事業

H25
～

H33

　離島観光の利便性及び離島住民の交通基盤の向
上を図るため、フェリーが悪天候などにより欠航し沖
縄本島と本村間におけるチャーターヘリを利用した
場合、事業所に対し利用者の運賃の一部を補助す
る。

悪天候における船舶航路が欠航と
なった場合のチャーターヘリ利用者
に対する運賃の支援

渡名喜村ヘリポート～那覇空港間フライト回数：
50回

（今後の展開方針）
事業の周知徹底を図り、利用者の
利便性向上拡大に努める。毎年50
回程度を想定し月別実績も考慮に
入れ事業を継続していく。

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】

渡名喜村
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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 33　南大東村

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 南大東村定住促進事業
H24
～

H33

1 ① 健康診査用機材搬送事業
Ｈ24
～

Ｈ33

特定健診等集団健診に使用する健診機材及び胸部
レントゲン車の海上移送船運賃・荷役料、検査技師
等スタッフの来島渡航費の負担軽減を図り、住民健
診が安定的に実施できる環境を整える事により定住
促進を図る。

1. 集団健診機材の海上輸送運賃の
補助
2. 検査技師等スタッフ来島渡航費の
補助

集団健診受診者数：360人（41.0％）
（今後の展開方針）
・平成27年度
　　受診率を維持する。

1 ②
専門病院受診渡航費助成事
業

Ｈ25
～

Ｈ33

沖縄本島での専門的な治療を要する住民の経済的
負担を軽減するため、渡航費を助成する。

専門病院受診渡航費助成の実施
専門病院受診渡航費助成の実施
　専門病院受診者　１１５人
　付添人　　　　　　　　５５人

（今後の展開方針）
・平成25年度以降継続的に渡航費
の負担軽減を行う。

1 ③
南大東村多目的交流拠点整
備事業

H25
～

H28

村民交流、伝統文化継承や人材育成、農漁村を中
心とした各種研修をはじめ、観光客との交流を図る
とともに、災害時には、村民及び観光客の避難施設
として活用するため、村の多目的拠点施設を整備す
る。今年度は既存施設の解体整地を実施する。

既存施設取壊解体 危険既存施設の除去、整地
(今後の展開方針等)
・H26～28年度：建設工事
・H29年度：供用開始

2 南大東村観光振興事業
H24
～

H33

2 ①
花いっぱいクリーン環境整備
事業

H25
～

H33

観光地としての景観整備を図るため、観光客が訪れ
る観光地や施設、観光地へのアクセス道路等の植
栽・美化清掃を行う。

・観光地及び観光地へのアクセス道
路の植栽・美化清掃（観光地　５箇
所、アクセス道路　1,500ｍ）

・観光地へのアクセス道路の植栽による景観の
向上
・観光施設の清掃による利用度の向上

（今後の展開方針）
・H25年度以降継続的に美化清
掃、植栽を行う。

2 ② 大池地区水辺環境保全事業
H24
～

H28

本村最大規模のカルスト湖である大池は、水草が繁
茂し景観を損なうだけでなく、生態系への影響が懸
念されるなど、観光分野や環境保全の点から課題と
なっている。その課題を解決するために、水草除
去、水路浚渫、危険防止の橋梁を新設し、大池にカ
ヌー体験プログラムを導入するなどして、新たな観
光資源の開発を図る。

大池地区水辺環境の保全・再生
①水草の除去
②水路汚泥浚渫

①水草の除去によるカヌ－の安全航路の確保
②水路汚泥浚渫による水流の再生
③水路の一部供用開始

（今後の展開方針）
・H29年度：全面供用開始

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】

南大東村
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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 33　南大東村

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】

南大東村
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ③
南大東村観光振興計画策定
事業

H26
南大東村観光振興発展の為、専門家及び関係機関
の意見を反映した中期・長期的な観光推進計画書
を作成する。

観光振興計画書の策定の取り組み
①講演会、意見交換会
②観光振興計画書の作成

①講演会、意見交換会による地域資源等の再発
掘
②観光振興計画書の作成により今後の振興に繋
げる

（今後の展開方針）
・H27年度以降：推進計画の実行

2 ④
観光誘致強化人材育成ﾌﾟﾛﾓ
-ｼｮﾝ事業

H26
観光関連専門家による観光産業の人材育成及びプ
ロモーション活動等を実施し、観光産業振興発展に
寄与する。

観光人材育成
①専門員の配置
②観光産業への指導、助言
③観光客誘致活動(ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞ作成）

①専門員の指導により資質の向上
②観光産業への指導、助言よる接客・接遇等の
改善
③ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞ作成により村の魅力を発信し誘客を
図る

（今後の展開方針）
・H27年度以降：推進計画の実行

2 ⑤ 星野洞楽々歩道整備事業
H25
～

H26

観光施設として人気の高い星野洞は、入洞帰路が
急勾配なため、入洞者に不便を来たしている。高齢
者等利用者が楽に入洞し神秘的な空間の広がる星
野洞を堪能することができる移動式歩道及び音声ｶﾞ
ｲﾄﾞ・照明器具等を整備をする。

・移動式歩道整備
・音声ｶﾞｲﾄﾞ・照明器具整備
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成

・年間利用者の増加
・利用者の満足度の向上
・施設のPR、観光客誘致

(今後の展開方針等)
・Ｈ27年度から運用開始
・施設のPRによる誘客に繋げる

3 ①
生きがいづくり安心安全強化
対策事業

H26

介護・福祉サービスの拠点である高齢者福祉セン
ターのバリヤフリー化と緊急災害時の避難誘導路を
整備して高齢者、要介護者の安心安全と福祉ｻｰﾋﾞ
ｽの充実を確保し、生きがいある社会福祉づくりをめ
ざす。

高齢者福祉センタ－内のバリヤフリ
－工事
避難通路の設置工事

高齢者福祉センタ－内のバリヤフリ－による安心
安全の確保
避難通路の設置による安心安全の確保

（今後の展開方針）
・H26年度施設改修により安全安
心が確保され、介助等の負担軽減

4 南大東村人材育成事業
H25
～

H33

4 ① 人材育成派遣事業
H25
～

H33

子供達の多様な能力と心身の発達や育成を図るた
め、島外で開催される各種大会の派遣費を助成す
る。

吹奏楽コンクール10名
童話・お話大会2名
アンサンブル・リコーダー5名
英語関係派遣6名
地区夏季・県中体連46名
地区陸上・駅伝大会23名

・各大会等をとうして多くの生徒と交流を図り文武
両道の精神を養う
・各大会において練習の成果を発揮する。

（今後の展開方針）
・H25年度以降：学校教育から派遣
申請のある児童生徒の派遣費を補
助し人材育成を推進する。

4 ② 人材育成環境強化事業
H26
～

H33

村営学習支援塾に講師を配置して、パソコンを導入
しての細かな学習支援を行い、質の高い確かな学
習を習得させて、情報化社会に対応できる人材育成
と学ぶ環境を整備する。

講師の配置
パソコン等機器の設置

講師の配置による学力向上
パソコン等機器を活用して学ぶ環境・勉学意欲を
高める

（今後の展開方針）
・H26年度より講師を継続的に配置
し学力向上を目指す。

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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 33　南大東村

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】

南大東村
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 ①
南大東村安らぎ空間整備事
業

H24
～

H26

墓地管理の利便性を高めるとともに、参拝者や墓地
利用者の安らぎの空間づくりに繋げるため、墓地整
備計画に基づき、墓地内進入路と駐車場を整備す
る。また、区画整理を実施する墓地の霊園化に向け
た基礎づくりとする。

墓地区画全体面積810㎡
墓地区画（9.1坪タイプ）300.0㎡
墓地区画（4.5坪タイプ）300.0㎡
墓地区画（1.8坪タイプ）180.0㎡
合葬墓地（9.1坪タイプ）　30.0㎡
進入車路　　　　　　　　503.0㎡
トイレ・広場　　　　　　　　91.0㎡
墓通路　　　　　　　　　　430.0㎡
緑地広場の整備　　　　782.0㎡

墓地区画（9.1坪タイプ）300.0㎡の完了
墓地区画（4.5坪タイプ）300.0㎡の完了
墓地区画（1.8坪タイプ）180.0㎡の完了
合葬墓地（9.1坪タイプ）　30.0㎡の完了
進入車路　　　　　　　　503.0㎡の完了
トイレ・広場　　　　　　　　91.0㎡の完了
墓通路　　　　　　　　　　430.0㎡の完了
緑地広場の整備　　　　782.0㎡ の完了

（今後の展開方針）
・H26年度より運用開始。また、墓
地条例や規則等の基準を作成す
る。

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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 34　北大東村

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
魅力的な観光地づくり促進
事業

H24
～

H33

1 ①
地域の観光文化資源の担い
手育成事業

H24
～

H33

　島の文化資源である『八丈太鼓』の担い手を育成
すると共に、県外等での交流発表を開催し、観光誘
客を促進する。

・大東太鼓担い手育成数：1人
・文化交流イベントの開催：5回

・文化資源の担い手育成数：1人
・文化交流のイベント参加者数：40人

（今後の展開方針）
文化資源の担い手育成と他団体と
の文化交流事業を継続

1 ②
観光アクセス道路美化緑化
推進事業

H24
～

H33

　島の観光に重要なアクセス道路や周回道路等の
修景及び美化の重点的な実施を行い、魅力的な観
光地づくりを促進する。

　
・アクセス道路及び周回道路の美化
実施：清掃員2名

　
・アクセス道路及び周回道路の美化実施：2,500m

（今後の展開方針）
・修景及び美化の実施雇用を最終
年度まで継続

2 ①
オンライン双方向授業支援
モデル事業

H25
～

H33

　地理的条件によって、遠隔地である離島において
教育環境格差は、大きな課題である。そこで、都市
部と同様の学びを受ける事が可能なオンライン双方
向授業を行う。

・オンライン双方向授業講師：4人
・オンライン双方向授業受講生徒：35
人

・学力向上率を7～10ポイント伸ばし全国平均レ
ベルまで設定

（今後の展開方針）
学力向上と教育環境格差の解消を
継続

3 定住条件特別対策事業
H24
～

H33

3 ①
離島の定住促進に向けた子
育て基盤構築事業

H24
～

H33

　待機児童を解消する為、2歳児を含む未就学園児
に対する幼稚園の預かり保育を強化する。又、特別
支援教育を充実させる為、学習支援員を配置する。

・幼稚園児の預かり保育の実施のた
めの支援員の配置：2人
・学習支援員の配置：1人

・預かり保育を利用する園児数：10人
・村営塾受講者数：50人

（今後の展開方針）
預かり保育・特別支援・学習支援
配置を継続

3 ② 離島の児童の交流促進事業
H24
～

H33

　離島の不利益を克服し、児童生徒の島外・県外交
流を促進する為、スポーツや交流学習における渡航
費の一部を負担する。

・渡航助成の実施
・スポーツや交流学習等の為に派遣する児童生
徒数（延べ数） ：30人

（今後の展開方針）
スポーツや交流学習派遣を継続

3 ③
離島特別医療質確保推進事
業

H24
～

H33

　離島の不利益を克服し、妊婦等の健康を守る為、
妊婦検診等、島内で対応できない医療サービスを受
ける際の渡航費の一部を助成する。

・妊婦検診助成の実施
・妊婦検診助成回数（延べ数）：30回
H25年度：5回/1人

（今後の展開方針）
妊婦検診の際の渡航費・滞在費助
成を継続

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】

北大東村
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）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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 34　北大東村

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】

北大東村
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 ①
北大東村複合型福祉施設整
備事業

H25
～

H26

　本村は、地理的条件や小規模人口の自治体という
社会的条件等が相まって、福祉サービスの基盤整
備が立ち遅れ、高齢者の福祉サービス等を村外に
依存せざるを得ず、島を離れる状況が増加してい
る。そこで、住み慣れた地域の中で安心して暮らし
ていく事が出来るように、複合型福祉施設を整備す
る。

・福祉施設設計監理・工事の実施 ・福祉施設設計監理・工事の完了

（今後の展開方針）
・H26年度以降、施設雇用者5人、
施設入居・サービス利用者8～10
人)を目標

・福祉・介護サービスや高齢者自
立生活支援に必要な福祉活動・人
材育成を支え、地域の福祉力向上
に資する。

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）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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 　35　伊平屋村　　　　　　

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
伊平屋島観光商工業活性化
事業

H24
～

H33

1 ① 商工観光産業支援事業
H24
～

H28

伊平屋島の安住を支える重要な産業である観光を
振興するため、島内サービス産業の支援強化や、
各種イベントの開発能力の向上を図る。それによ
り、リピーター及び新規顧客の獲得による観光消費
額の増大を目指す。

・観光推進委員会設立
・観光推進委員会職員の雇用
・視察研修
・業務調整
・人材育成講座

・観光推進委員会設立
・観光推進委員会職員の雇用
・視察研修
・業務調整
・人材育成講座
観光協会設立までの基盤の強化を図る。

(今後の展開方針)
伊平屋村観光協会設立

1 ②
観光地イメージアップ推進事
業

H24
～

H33

魅力的な観光地づくりの推進を目的とし、海浜、道
路、公園など観光客が利用する公共施設等の美
化、清掃や花木の植栽などを実施する。

環境美化作業員16名
観光アクセス道路の美化清掃：29.5ｋｍ
観光関連施設の美化作業　　　5カ所

(今後の展開方針)
H33年度：観光客数3万人

1 ③ 誘客イベント推進事業
H24
～

H28

村のメインイベントである「いへやまつり」「伊平屋
ムーンライトマラソン」や村の自然資源等を活用し
た、イベント並びに、島外において「伊平屋村」をPR
するイベントを開催することにより、伊平屋村の認知
度を高め、入域観光客数の増加を目指す。

①ウェルカムイベント
②特産品フェア
③キャンプツアー
④沖釣り大会
⑤登山ツアー
⑥イルミネーション
⑦離島フェア芸能団派遣
⑧サッカー交流事業
⑨いへやまつり
⑩ﾑｰﾝﾗｲﾄﾏﾗｿﾝ
⑪三村交流
の実施

①ウェルカムイベント
②特産品フェア
③キャンプツアー
④沖釣り大会
⑤登山ツアー
⑥イルミネーション
⑦離島フェア芸能団派遣
⑧サッカー交流事業
⑨いへやまつり
⑩ﾑｰﾝﾗｲﾄﾏﾗｿﾝ
⑪三村交流
実施によるイベントに係る入域観光客数の増
H25年度4000人→H26年度4500人程度

(今後の展開方針)
実施による入域観光客数の増
H33年度：観光客数3万人

1 ④
伊平屋村ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ開発
事業

H26
村内の小学生を対象に制作企画をして頂き、現役
芸大生、教授と共同で村マスコットキャラクターを制
作する。

・予備調査
・調査・村内生徒との顔合わせ
・レイアウト
・審査決定、企画
・専門業者にて制作

・イメージキャラクター完成
(今後の展開方針)
各種イベントでの活用

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】

伊平屋村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 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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 　35　伊平屋村　　　　　　

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】

伊平屋村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

1 ⑤ 海浜公園植栽等整備事業
H24
～

H28

　沖縄らしい原風景の創出と安心、安全で利便性、
快適性の高い観光地づくりを目指し、台風や塩害に
強く、緑陰機能に優れた在来樹種への植栽転換を
実施する。また、ハブ対策として防蛇網の整備を行
う。

緑陰植物植栽整備（南側） 緑陰植物植栽整備（南側）の完了

(今後の展開方針)
平成２４年度：緑陰植物植栽整備
（東側）
平成２６年度：緑陰植物植栽整備
（南側）
平成２７年度：緑陰植物植栽整備
（西側）
平成２８年度：供用開始
H33年度：観光客数3万人

2
伊平屋島農林水産業振興事
業

H24
～

H30

2 ① 堆肥利用促進事業
H25
～

H26

堆肥の利用促進による地力向上と減農薬化による
農産物のブランド化を目指し、既存の堆肥生産施設
の機能強化を実施する。

堆肥センターの機能強化及び製造
機械の更新等

堆肥センター機能強化及び更新等の完了

(今後の展開方針)
さとうきび反収量
目標値（H33年度）：4.0ｔ
基準値（H23年度）：2,2ｔ

2 ② 病害虫防除事業
H24
～

H27

作物の生産性の向上と農家所得の向上を目指し、
さとうきびの収量低下の原因となっている病害虫の
被害を防ぐため防除駆除を実施する。

防虫剤（フェロモン剤）散布：150ha
・病害虫の防除等によるサトウキビ生産量の安
定化
H23年度　1,758t　→ H26年度 2,700t

(今後の展開方針)
さとうきび反収量
目標値（H33年度）：4.0ｔ
基準値（H23年度）：2,2ｔ

2 ③ 干ばつ対策事業
H24
～

H26

　夏場や作付け時期となる秋期・春期の水不足に対
応するため、作業効率の高いマリンタンクの設置と
送水ポンプを設置し、生産性の効率化と農家所得
の向上を目指す。また、近年、慢性化する干ばつに
対応するため、小規模ため池等、水源確保を図る。

マリンタンク設置及び配管工事（Ｌ＝
２０００ｍ）送水ポンプ一式

マリンタンク設置及び配管工事（Ｌ＝２０００ｍ）送
水ポンプ一式の完成

(今後の展開方針)
H26年度：畑管施設一式
H27年度：供用開始

2 ④ 特産品等販路拡大推進事業
H24
～

H26

島で生産されるモズクや黒糖関連商品、魚類燻製
商品やその他加工品の販路拡大を目指し、島外で
の販売促進やイベント等への出店を支援する。

島外（県外）イベント参加：3回 島外イベントによる商談等　3回
（今後の展開方針）
H26年度以降は各販路拡大等効果
検証を行う。

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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 　35　伊平屋村　　　　　　

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】

伊平屋村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

2 ⑤
輪作・転作等促進農業用排
水施設整備事業

H25
～

H26

台風等の風災害により、減少した２期作農家を支援
するため、輪作・転作が可能な水田排水施設の整
備を行う。また、輪作・転作による農家主体の集団
営農化を目指し課題の抽出と行動計画を定めた事
業推進計画を策定する。

水田の輪作・転作対応工事設計
輪作・転作対応配水工事（2ha)

水田の輪作・転作対応工事設計の完了
輪作・転作対応配水工事（2ha)の完了

（今後の展開方針）
計画策定に基づく作物生産の安定
化及び営農組織立上等の推進

・農業従事者数
目標値（H33年度）：180人
基準値（H23年度）：140人

2 ⑥
伊平屋村優良繁殖牛導入事
業

H26
～

H30

本村の畜産業の振興を図る為、計画的に優良繁殖
雌牛を導入し、肉用牛繁殖農家へ導入費用の一部
を助成することで肉用牛の増頭と飼育農家の経営
の安定化を取り組み推進する。

優良繁殖雌牛導入頭数　１５頭
優良繁殖雌牛の飼育頭数の増
H26年度　169頭　→　184頭

(今後の展開方針)
H26年度：15頭
H27年度：10頭
H28年度：10頭
H29年度：10頭
H30年度：10頭
を年次的に導入する。

3 伊平屋島人材育成強化事業
H24
～

H33

3 ① 伝統文化継承支援事業
H24
～

H28

島への誇りと愛着を醸成し、次世代を担う健全な人
材を育成するため、社会教育の一環として伝統文
化、伝統芸能について、老人会等との連携による課
外講座を実施する。

伝統文化教室の開催：11教室/11回
島内における伝統芸能祭の実施
伝統芸能保存活動

伝統文化教室の参加者数：100名
伝統芸能際等開催　　H26年度島内　1回

（今後の展開方針）
伝統文化教室開講数
目標値(H28年度)： 14教室
基準値(H24年度）：11教室

3 ②
特別支援教育支援員配置事
業

H25
～

H33

本事業は、各小中学校にある特別支援学級に支援
員を配置し、個々にあったきめ細かい学習支援を図
る。

特別支援員：３名 児童生徒への支援　（6名）
（今後の展開方針）
H25年度～H29年度
安定的に2名程度配置する

3 ③ 英語学習支援事業
H25
～

H33

グローバルな時代に適応できる国際性豊かな人材
を育成をするため、小中学生を対象としたイングリッ
シュキャンプの開催による動機付けや、本村の中学
生を海外に派遣し、異文化体験する機会を与え、将
来の本村及び地域社会へ貢献できる人材の育成を
図る。

・海外短期留学（アメリカ）　：　3名
・夏休みイングリッシュキャンプ　：
40名

・留学終了後　ムーンライトマラソン等のボラン
ティア協力及び実践発表会開催
・実践発表会などを通じた参加者の意識向上

（今後の展開方針）
H25年度～H29年度
海外短期留学　3名
ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ　40名

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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 　35　伊平屋村　　　　　　

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】

伊平屋村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

3 ④ 島発ち教育支援事業
H26
～

H33

15歳にして島を離れ高校へ進学する生徒への島発
ち教育の一環として、自立心や社会規範の習得を
目指し、職場体験学習を行う。対象は村内小学校6
年生から中学3年生までとし、研修先は接遇や協調
性、顧客サービス向上関連で学生向けプログラムを
実施して評価の高い東京ディズニーランドとする。

ディズニーアカデミーでの学生向け
研修参加の実施
小学校6年生～中学校3年生　82名

研修参加による生徒の自立心などの意識向上

（今後の展開方針）
H26年度～H33年度
いずれ島発ちを向かえる子供達の
意識の向上を図る

3 ⑤
伊平屋島起業家人材育成事
業

H26
～

H30

本村は離島村という地理的条件下、中学を卒業す
ると高校進学等のため、子供達は村外へと巣立って
いくという必然的な状況がある。また、島の将来を担
う子供達の多数は帰郷すること無く島外、県外での
就職等で島の産業等を活性化させる人材が少ない
状況となっている。そのため、島の活性化に欠かせ
ない人材育成を中学卒業までの間に実践及び経験
等を交え島での産業発掘をテーマに起業する力を
身につけさせる必要がある。

・予備調査
・調査・村内生徒との顔合わせ
・調査調整
・商品のブラッシュアップ
・企画展示及び発表

3種類程度の特産品開発
(今後の展開方針)
・毎年1品程度特産品を開発
・商品化可能であれば商品化へ

3 ⑥
伊平屋島児童・生徒島外派
遣等支援事業

H26
～

H33

　村外で実施されるスポーツ大会及び交流や文化
交流等各種教育活動に積極的に参加し、離島の小
規模校では経験できない他地域校の児童生徒等と
の交流や各種スポーツ大会、交流等による児童生
徒の意識の向上やスポーツの技術向上等様々な面
で離島の抱える教育的なハンディを克服する。

島外開催イベント及びスポーツ大
会、文化交流等への参加
小学校　：　3回
中学校　：　6回

村内3校児童・生徒の島外での教育的交流
村外で行われるスポーツ大会及び技術向上を目
的としたイベントへの参加することによる児童・生
徒の心身等の向上
小学校　：　児童107名
中学校　：　生徒58名

(今後の展開方針)
毎年9回程度の派遣助成をする。
また、実績に応じた助成等も行って
いく

4 伊平屋島定住条件整備事業
H24
～

H33

4 ① 幼稚園預かり保育支援事業
H24
～

H28

伊平屋島の定住条件を整備するため、幼稚園預か
り保育強化として嘱託保育士を配置する。

嘱託保育士の配置：1名 預かり保育対象児童数　　６名程度

（今後の展開方針）
定住人口
目標値（H33年度）：1,500人
基準値（H23年度）：1,290人

4 ② 妊婦健診渡航費助成事業
H24
～

H33

妊婦健診の受診促進として、通院に要する船賃、宿
泊費等を助成する。

妊婦健診に係る渡航費助成の実施 妊婦健診に係る渡航費助成：12名

（今後の展開方針）
定住人口
目標値（H33年度）：1,500人
基準値（H23年度）：1,290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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 　35　伊平屋村　　　　　　

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】

伊平屋村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

4 ③
慢性疾患児童等通院時渡航
費助成事業

H25
～

H33

専門医療健診の受診促進のため、通院に要する船
賃、宿泊費等を助成する。

慢性疾患児童等通院時渡航助成の
実施

慢性疾患児童等通院時渡航助成
：8名（親同伴）×12回

（今後の展開方針）
定住人口
目標値（H33年度）：1,500人
基準値（H23年度）：1,290人

4 ④ 地域自立支援推進事業
H24
～

H26

行政と住民が協働して行う島づくりの体制を構築す
るため、住民主導型のワークショップの開催や、課
題抽出・解決策の検討、行動計画の策定を行う。

地域自立成功先進地視察
（課題抽出・解決策の検討・行動計
画評価）

地域自立推進実施計画策定

（今後の展開方針）
計画策定内容に基づく計画的な地
域運営を目指す。

定住人口
目標値（H33年度）：1,500人
基準値（H23年度）：1,290人

4 ⑤ 集落環境整備事業
H25
～

H29

地域住民による自助、共助、公助の仕組みづくりを
推進するため、集落環境整備計画の策定と協働に
よる主体的な取り組みについて助成を行う。

集落環境整備計画調査（５集落）
集落環境整備（５集落）

集落環境整備計画調査（５集落）の完了
集落環境整備（５集落）の完了

（今後の展開方針）
計画に基づき計画的な地域環境等
の整備を行う。

・定住人口
目標値（H33年度）：1,500人
基準値（H23年度）：1,290人
　
・住民の幸福感の向上（アンケート
調査）
H23 : 68.1%  ⇒ H29 : 75%

4 ⑥
自動車航送コスト負担軽減
事業

H24
～

H33

島と島外を結ぶ唯一の交通手段である村営フェリー
において、特に移動の大きな支障及び住民生活を
圧迫する要因となっている自動車航送運賃コストを
軽減するため、その一部を助成する。

自動車航送運賃の低減
自動車航送運賃の低減：Ｈ２６年度 月２４５台
（H24年度実績値　 １０６台）

（今後の展開方針）
自動車航走費運賃の低減による交
流人口等の増加
H33年度目標　年間　３，０００台

4 ⑦ 障がい者自立支援事業
H25
～

H29

本村の社会福祉法人によるサービス管理者等の人
材育成について助成することにより、島内での人材
育成、人材確保を推進する。それにより、障害者等
の雇用環境や生活環境の充実を図る。

サービス管理者の育成（村内社会福
祉法人にて人材育成）　１名
施設設計委託業務　一式

サービス管理者資格取得　１名
施設設計委託業務　一式　完了

（今後の展開方針）
H27 :　施設建設工事

4 ⑧ 高齢者福祉施設整備事業
H24
～

H26

島内に一箇所しかない高齢者福祉施設の需要増加
によるデイサ－ビス時のトイレや洗面等の待ち時間
を解消するため既存施設の改修を行う。また、ショ
－トステイや緊急避難時の在宅介護者の受入に対
応するため、既存事務所や倉庫の増改築により、８
名分の増床を行うとともに事務所及び相談室を新た
に増設する。

施設機能強化工事 施設機能強化工事の完了

（今後の展開方針）
定住人口
目標値（H33年度）：1,500人
基準値（H23年度）：1,290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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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】

伊平屋村

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

4 ⑨
スポーツコンベンション推進
事業

H26
～

H28

村民の健康増進や生涯スポーツの拠点のみなら
ず、ムーンライトマラソンのメイン会場や県内アマ
チュア団体の合宿、各プロスポーツ団体との交流イ
ベント、講習会の開催場所として活用している友愛
と健康の広場を本村のスポーツコンベンション推進
拠点施設と位置づけ、さらに取り組みを強化するた
め、施設の機能強化を行う。

村営グランドの風雨対策及び付属施
設強風対策整備工事設計等一式
夜間照明施設の強風対策及び運営
コスト縮減工事　一式

・ムーンライトマラソン参加者の増加
参加者1,200名→1,400名
・ナイター施設を活用したスポーツイベントの開催
H25：0回→H26：2回

（今後の展開方針）
H26：設計業務一式
施設整備工事（夜間照明施設）
H27：グランド整備
H28：その他スポーツ施設整備
整備後各種スポーツ交流及び村民
の健康づくりイベント等の開催

5
伊平屋島「災害に強い村づく
り」推進事業

H25
～

H28

5 ① 伊平屋村救急対応整備事業
H25
～

H26

緊急時の医療機関（診療所）への緊急搬送を迅
速に行うため、緊急搬送車両等を整備する。ま
た、台風や季節風の塩害による腐食防止、飛来
物等にる車両の破損から車両を守るため、保管
庫を整備する。

設計委託業務一式
緊急搬送者用保管庫整備工事　一
式

設計委託業務の完了
緊急搬送者用保管庫整備工事の完了

(今後の展開方針)
緊急搬送車導入により、診療所ま
での、簡易的な手当や、心肺蘇生
法等の救命救急措置がスムーズ
に行える。また、風害や塩害の被
害軽減で施設の長寿命化が図ら
れる。

5 ②
伊平屋島災害時避難施設整
備事業

H26
～

H28

　地震や津波、台風などの自然災害に強いむらづく
りを推進するため、災害時に住民・観光客等が避難
する避難指定場所のライフライン等の機能強化によ
り、避難者が安全に安心して避難できる施設の整備
を図る。

村内各避難施設の機能強化工事設
計
施設強化工事　　5カ所
非常用電源施設整備　2カ所

村内各避難施設の機能強化工事設計の完了
施設強化工事　　5カ所の完了
非常用電源施設整備　2カ所の完了

(今後の展開方針)
台風等自然災害に強い避難施設
の整備
H26 ：施設機能強化工事　5カ所
非常用電源施設整備　2カ所
H27：非常用電源施設整備　3カ所
H28：非常用電源施設整備　2カ所

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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 36　伊是名村

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 伊是名島観光振興事業
H24
～

H33

① 観光地等クリーンアップ事業
H24
～

H33

　本村には、数多くの史跡や文化財があることから、
各種イベントで使用する会場周辺や観光施設、観光
ルートの清掃や花木の植栽等の美化・緑化活動を
強化し、島全体を一つの観光地として整備する。

・観光ルート等の雑草の除去及び花
木の植栽
・植栽後の定期的な肥培管理の実施

美化緑化箇所：１５カ所
内訳：まつり会場（１カ所）、フットパスコース（１カ
所）、集落内外（５カ所）、フラワーロード（４カ
所）、観光施設等（４カ所）

成果目標を達成すべく、美化緑化
活動を推進する。

②
いぜな尚円王まつり支援事
業

H24
～

H33

　いぜな尚円王まつりにおいて各字・島外文化交
流、マリンレジャー、スポーツ交流、各種体験プログ
ラムを実施し観光客の誘致を図る。

いぜな尚円王まつりの開催支援 いぜな尚円王まつりの来場者数：約２０００名
(今後の展開方針）
まつり来場者数
H33年度：延べ2,500人

③
いぜな８８トライアスロン大会
支援事業

H24
～

H33

毎年日本全国から選手６００名・家族や関係者２００
名ほどが来島し、トライアスロン大会を盛り上げ本村
の活性化に寄与しているが、大会のＰＲ活動や受入
体制強化など更なる観光振興を図ることを目的にト
ライアスロン大会開催に伴う運営費の一部を支援す
る。

いぜな８８トライアスロン大会の支援
・トライアスロン参加選手：６００名
・ボランティア・関係者及び観戦者：４００名

（今後の展開方針）
コースの安全面の確認や選手誘導
看板の設置による受入体制の強化

④
「尚円王（金丸）生誕の村」整
備事業

H24
～

H28

　本村は、第一尚氏王統の元祖及び第二尚氏王統
の始祖尚円王生誕の地であり、数々の王家ゆかり
の史跡・文化遺産が多く残されている。平成27年度
に尚円王生誕600年を迎えるため、尚円王に関する
史跡等の整備・復元や関連行事を行う。本村から琉
球の歴史を県内外へ発信することで更なる誘客によ
る観光振興を図る。

平成27年度のプレイベントとして史劇
「尚円～松金がゆく～」の取り組み、
通水節公園整備、観光ガイド等養成
講座の実施、伊是名村PR活動。

観光ガイド、インストラクター等養成講座実施によ
る人材育成（１５人）。

平成27年度：
尚円王生誕600年祭の開催

⑤
伊是名モータースポーツ支
援事業

H26
～

H33

　場外離着陸場を活用した新たなイベント事業とし
て、モータースポーツ大会を誘致し、選手をはじめそ
のサポーターや観光客の誘致を促進するため、モー
タースポーツ大会開催に伴うレースカーの輸送費な
ど運営費の一部を支援する。

・ドラックレース大会の開催支援
・スーパードリフト大会の開催支援

・ドラックレース大会（2回）
・スーパードリフト大会（2回）

規模を徐々に拡大していき、モー
タースポーツのメッカとしての地位
を築くことで観光誘客につなげてい
く。

2 伊是名島定住条件整備事業
H24
～

H33

①
伊是名村自動車航送コスト
負担軽減事業

H24
～

H33

離島の定住条件の向上を図るため、沖縄本島の今
帰仁村運天港を結ぶフェリーの自動車航送運賃を
軽減する。

伊是名発自動車航送往復運賃の負
担軽減

自動車航送コストの負担軽減：5,000台
(今後の展開方針）
自動車航送コスト負担軽減数
H33年度：6,000台

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】

伊是名村
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。

 231 



 36　伊是名村

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】

伊是名村
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

② 妊婦健診渡航費助成事業
H24
～

H33

　村内には専門医がなく本島の医療機関の利用を
余儀なくされている。加えて１泊２日の日数と経済的
負担も大きい。そのような妊婦の保健指導の充実と
安心で安全な出産を支援することを目指し、通院に
要する渡航費・交通費及び滞在費を助成する。

妊婦健診に要する渡航費・交通費及
び宿泊費の助成

妊婦健診に要する渡航費・交通費及び宿泊費の
助成：
渡航費・交通費・・・168件　　滞在費・・・2人

１）産後の健診時の助成①１ヶ月健
診時の渡航費及び宿泊費の助成
②一ケ月健診までの滞在費の助
成　２）配偶者同行時の配偶者へ
の助成

③
人工透析医療受給者助成事
業

H24
～

H33

　人工透析医療を受ける患者の通院の環境整備を
図るため、通院に係る交通費及び宿泊費を助成す
る。

人工透析に係る交通費・宿泊費の助
成

人工透析に係る交通費・宿泊費の助成件数：４人

2日に1回の透析通院は高齢者に
とって非常に負担となっており、少
しでも軽減できるよう対策を検討す
る。

④
伊是名らしい古民家修復・復
元事業

H25
～

H29

　本村における貴重な資源である古民家の修復や、
古民家が消失し空き屋敷となっている敷地に古民家
（赤瓦屋根・サンゴ石垣・屋敷林）を復元し、Ｕター
ン・Ｉターン者向け定住住宅として定住促進を図ると
ともに観光地としてのイメージアップを図る。

・用地購入
・古民家改修(1棟）
・古民家復元(1棟）
・改修・復元設計業務

古民家改修と復元をおこない、Uターン・Iターン者
向け定住住宅2世帯の供給と同時に伊是名らし
い景観形成の創出。

（今後の展開方針）
平成26年度以降については、改修
１棟、復元１棟ずつを予定。U・Iター
ン世帯数は2世帯。

3 尚円王の里人材育成事業
H24
～

H33

① 伊是名村人材育成推進事業
H24
～

H33

　幼稚園、小学校、中学校の教育の質を高め学校
教育を充実発展させるために教育指導コーディネー
ターを配置し、時代を担う児童生徒の人材育成に努
める。

教育コーディネーターの配置 教育コーディネーターの配置：1人

本事業で整備したパソコン等を活
用した質の高い教育環境を実現す
るためＩＣＴ教育に特化したコーディ
ネーターを配置し、個別学習から
共同学習への展開を行う。

②
人材育成事業（日高小との
交流事業）

H24
～

H33

　生まれ育った島の良さを再発見させ島への思いを
醸成するため、日頃体験することのない厳しい環境
のもとでの日高小学校との交流やスキー体験などを
実施する。

日高小学校との交流会参加
日高小学校との交流会参加
児童：19人・引率6人

当初の目的・ねらいに沿った形で
今後も取り組んでいく。

③
児童生徒島外諸教育活動支
援事業

H24
～

H33

　離島である本村の児童生徒の島外での諸教育活
動への派遣費を支援し、本村から島外への移動を
スムーズに行えるよう実施する。

島外教育活動への派遣 島外教育活動への派遣
児童生徒数：86名

スポーツ分野だけでなく文化活動
分野への助成も推進する。

④ 学習支援員配置事業
H24
～

H33

　学校の教育活動支援及び学習に遅れのある児童
生徒の学習支援を行う。

学習支援員の配置 学習支援員の配置数：1人
現在、小学校のみの配置であるが
中学校への配置要望もあることか
ら増員に向け検討していく。

⑤ 幼稚園預かり保育支援事業
H24
～

H33

　離島である本村では、学童保育所がないため保護
者が安心して仕事ができる環境整備として教育課程
に係る教育時間終了後に幼稚園預かり保育の強化
として嘱託保育士を配置する。

保育士の雇用 預かり保育を利用する幼児数：H26年度：15人
夫婦共働き世帯が多く、保護者か
ら時間延長の要望があることから
保育士を増員に向け検討していく。

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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 36　伊是名村

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】

伊是名村
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 学校外学習支援事業
H25
～

H33

　高校受験対策の一環として、生徒の学校外での学
習を支援することにより、学校の授業でカバーでき
ないきめ細かい学習を支援するため、村営の学習
塾を開設する。

学習塾の設置及び講師の雇用 学習塾利用生徒数：62人

これまで、学年毎に１グループで支
援を行っていたが、生徒個々の学
力に応じたグループ分けを行い、よ
りきめの細かい支援を行う。

4 伊是名村農林水産振興事業
H24
～

H33

① 伊是名村土づくり支援事業
H24
～

H33

　肉用繁殖牛の減少に伴う堆肥の原料不足を補う
ため、沖縄本島からの堆肥原料購入費用及び輸送
費用を助成することにより、安定的な有機肥料の供
給による土づくりの促進及び農作物の生産性の向
上を目指す。

農家補助用堆肥の確保 堆肥導入数量：2,000t

堆肥散布することで地力増強につ
ながることを農家へ周知し、土づく
りを促進することによる生産性の向
上を図る。

②
伊是名村優良繁殖雌牛導入
促進事業

H25
～

H29

　本村における畜産業の振興を図るため、計画的に
優良繁殖雌牛を導入する肉用牛繁殖農家等に対
し、導入費用の一部を助成することにより、肉用牛
の飼育頭数増加と農家経営の安定化に向けた取組
を推進する。

優良繁殖雌牛導入 優良繁殖雌牛導入頭数：50頭

計画的に繁殖牛を導入すること
で、村内の飼養頭数が増加し、現
在不足している堆肥原料を確保す
る。

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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 37　久米島町

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
久米島農林水産業活性化推
進事業

H24
～

H33

①
海洋深層水冷熱利用野菜栽
培実証事業

H24
～

H29

　久米島の地域資源である海洋深層水の冷熱利用
により、既に確立された夏場の野菜栽培技術の商
用化に向けた実証実験を行う。

・実証施設の整備
・実証実験

10アール当たりの収穫量把握
生産コスト等の課題抽出

平成27年度実用化開始
平成27年度からは新たな方式によ
る実証事業を行う。

② 漁港施設機能強化事業
H25
～

H27

  本町の基幹産業である水産業の振興を図るため、
主要３漁港にセルフ式給油施設ＰＯＳシステム導入
を行う団体へ支援を行う。

給油施設POSシステム（3基）の導入 給油施設POSシステム利用者船数：５０隻 平成27年度供用開始

③ モズク加工場機能強化事業
H24
～

H26

　本町水産業の主要品目であるモズクの加工施設
の強化を図り生産性の向上につなげるため、モズク
の品質向上と適正な衛生管理に必要な洗浄機の整
備を行う団体へ支援を行う。

モズクカゴ洗浄機（1基）の導入 モズクカゴ洗浄機利用組合員数：２４名 平成27年度供用開始

④
久米島町循環型農業促進事
業

H25
～

H27

  本町の地域資源を有効活用した循環型農業の構
築するため、町営堆肥センターの生産性の向上を図
り、堆肥活用促進の機能強化を行う。

・自走式破砕機（１台）の導入
・自走式破砕機による副資材の割合：１０％
（基準年：H25年度　０％）

（今後の展開方針）
H27年度
運搬車両の導入
自走式ふるい機の導入
堆肥筋播き機の導入

⑤ 優良雌牛導入事業
H26
～

H33

　本町の繁殖雌牛の生産基盤の拡充・改良を促進
し「くめじま牛」のブランド化を図り畜産業の振興に
つなげるため、優良遺伝繁殖雌牛の導入事業を行
う団体へ支援を行う。

・優良雌牛導入　３０頭
・優良雌牛導入率：１３％
（導入予定：２４０頭）

(今後の展開方針)
助成件数（累計）
　H33年度：240頭

⑥ 小規模農家生産対策事業
H26
～

H28

　本町の小規模野菜農家の生産意欲の向上を図り
農業の振興に繋げるため、台風等の自然災害に強
く、初期投資を抑える小型ハウスのリース事業を行
う団体へ支援を行う。

小型ハウス16区画の整備
小型ハウス整備率：３３％
（整備予定：４８区画）

（今後の展開方針）
H27年度　小型ハウス16区画
H28年度　小型ハウス16区画

⑦
農産物出荷貯蔵施設整備事
業

H26

　本町の輪ギクは拠点産地として認定され振興を
図っているが、出荷商品の品質保持のため花卉園
芸用冷凍庫ユニットの機能強化する。また、露地野
菜の生産体制強化を図るためプレハブ冷凍庫の設
置を行う。

・花卉用冷蔵庫の整備
・野菜用プレハブ冷蔵庫の整備

・花卉用冷蔵庫ユニット整備：３基
・野菜用プレハブ冷蔵庫整備：１基

平成27年度供用開始

⑧ 農産物直売所整備事業 H26
　本町の農産物の地産地消を推進し農業の振興に
繋げるため、余剰農産物・規格外農産物を集約し供
給する直売所の整備を行う団体へ支援を行う。

農産物直売所の整備 農産物直売所利用農家数：８戸

（今後の展開方針）
H27年度　供用開始
利用農家を増やし地産地消及び農
家所得向上に繋げる。

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】

久米島町
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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 37　久米島町

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】

久米島町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2
久米島特産品開発・販路開
拓事業

H24
～

H33

① 久米島紬販売促進事業
H24
～

H33

　久米島紬の付加価値を高め販路拡大を図るた
め、消費者ニーズに即した商品開発や新商品の展
示会やファッションショーの開催、問屋呉服店への
販即訪問等を支援する。

島外での展示会開催数　　　　６回
商品開発試作品製作数　　　　５反
商品開発試作品製作数(ウエア）　４
点

・反物売り上げ額　　7,000万円
・小物売り上げ額　　1,000万円

久米島紬の伝統技能を保持しつつ
現代のニーズにあった商品を開発
販売することにより、伝統工芸品と
しての久米島紬を受け継いでいく。

② 海洋深層水全国展開事業
H24
～

H28

　海洋深層水関連商品の販路拡大を図るため、首
都圏において開催される商談会への参加及びPR用
パンフレットの作成を行う。

・商談会への参加社数 2社
・パンフレットの配布数　500部
・商談会面談者数　200名

・商談会面談者数　200人
・商談（取引）成立数　３件

県外の販路開拓を行える体制を構
築する。

③ 久米島特産品販路開拓事業
H24
～

H27

　本町特産品の販路拡大及び若手後継者の育成を
図るため、流通・商品開発専門の外部アドバイザー
やコーディネーターを配置し新商品の開発や既存商
品のデザイン等の改良等を行う他、知名度向上の
ため県内・県外での開催される物産展への定期的
な出店やビジネス戦略等の研修会等を実施する。

・アドバイザー・専門家等の派遣　延
べ35回
・講習会・勉強会の開催　14回
・新商品開発　11品、既存商品の改
良9品
・物産展の開催又は参加　5回

・特産品の新商品開発　9品
・乳酸菌を有効活用した新商品の開発　2品
・物産展等における販売額　20，000千円

・３年計画で、久米島の製造事業
所の支援を行う。
・本事業で開発された商品のブラン
ド化に繋げる。

3 久米島観光誘客促進事業
H24
～

H33

① 久米島観光誘客支援事業
H24
～

H33

　久米島の良さを効果的に伝え観光客の誘客を促
進するため、島の魅力を活かした旅行商品の企画、
各種イベントの開催や広報活動等を実施し、観光産
業の振興を図る。

イベント開催（5件）　参加人数2,500
名
広報推進事業　広報活動　7件
修学旅行営業　10校

イベント開催（5件）　参加人数2,500名
広報推進事業　広報活動　7件
修学旅行誘致　4校

イベント開催
Ｈ28年度（中間年）参加者　2,700
名
Ｈ33年度（最終年）参加者　3,000
名
修学旅行
Ｈ28年度（中間年）誘致目標　10校

②
久米島観光プロモーション事
業

H25
～

H33

本町の観光誘客の課題である知名度不足の解消を
図るため、観光ビデオ制作や大手IT企業を活用した
観光プロモーションを実施する。

・国内大手の旅行及び宿泊予約サイ
トを活用した誘客促進
・観光PR映像を活用した誘客促進

・情報発信件数：４件
・PR映像製作件数：２件

国内大手ののWEBエージェントに
て久米島の春夏秋冬の情報を４回
発信し、情報の拡散効果を図るた
めFacebookも活用する。

③
体験交流型観光商品開発販
売促進事業

H26
～

H28

本町の観光入域客数を増加させ観光産業の振興を
図るため、修学旅行受入促進のための旅行商品の
開発、販売促進事業を実施する団体へ支援を行う。

・民泊の営業許可の取得件数 30件
・体験プログラム・開発・改良件数
20件

・修学旅行入域者数  400人
・体験プログラム利用者数　1,200人

修学旅行
Ｈ28年度（中間年）入域目標
2,600名
Ｈ33年度（最終年）入域目標
8,000名

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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 37　久米島町

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】

久米島町
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
久米島観光客受入体制整備
事業

H24
～

H28

①
スポーツコンベンション施設
機能強化事業

H24
～

H26

　プロスポーツ等のキャンプ誘致を促進し観光産業
の振興を図るため、現在、受入施設として使用して
いる、久米島多目的グラウンド及び仲里野球場関連
施設の整備を実施する。

仲里野球場ネット改修工事
久米島多目的グラウンド改修工事
バッティングマシン購入（4台）

仲里野球場施設使用→4団体
久米島多目的グラウンド→2団体
バッティングマシン→4団体

Ｈ26年度供用開始

②
安心安全な観光まちづくり事
業

H25
～

H28

　安心安全な観光まちづくりを目指し、津波被害対
策として緊急避難階段等の整備を行う。

避難階段工事L=70ｍの実施 避難階段を設置し、避難経路を確保する。

（今後の展開方針）
H27年度：避難所及び避難道の測
量設計調査
H28年度：避難所及び避難道の整
備

③ バス停上屋整備事業
H26
～

H28

　快適な観光地づくりを目指し、観光施設周辺のバ
ス停の雨天及び直射日光の強い日差し対策として
バス停上屋の整備を行う。

バス停上屋を2カ所整備
バス停上屋整備率：３３％
（整備予定：６カ所）

（今後の展開方針）
H27年度：２カ所
H28年度：２カ所

④ ビーチクリーナー整備事業 H26
　本町の自然景観を代表し日本の渚百選に選定さ
れているイーフビーチ等の環境美化を促進し観光産
業の振興を図るため、ビーチクリーナーを導入する。

・ビーチクリーナーの導入
・ビーチクリーナー導入：１台
・ビーチ清掃回数：10回

Ｈ26年度供用開始

⑤
自動運転実証フィールド支援
事業

H26
～

H28

人が運転せずとも自動車（モビリティ）の走行を制御
できる自動走行技術の実証フィールドを整備し、観
光産業などに活用するため、関連施設の整備を行
う。

走行用道路の測量・設計
走行用道路の改良工事

走行用道路の整備：L=510m H27年自動走行実証事業開始

⑥ Wi-Fiアンテナ設備導入事業 H26

ＩＣＴによる観光客の受け入れ態勢の構築、産業観
光への取組、安心・安全な街づくりによりを図るた
め、全島WI-FIシステムを構築した。このシステムを
継続活用するためWI-FIアンテナを購入する。

Wi-Fiアンテナ購入：２１基 スポットアクセス数：2,000件
ICTを活用し情報格差を埋め、島の
魅力発信を図る。

5
久米島環境保全・美化推進
事業

H24
～

H33

① 赤土等流出防止対策事業
H24
～

H28

　農地保全はもとより観光資源である海岸の保全を
図るため、裸地状態の畑へグリーンベルト（ベチ
バー）の植栽や増殖を行うとともに、排水路に堆積し
た赤土のしゅんせつ等を実施する。

ベチバーの植栽を行い赤土流出防
止を図る。

ベチバー植栽：1,000ｍ
H27年度　：　1,500ｍ
H28年度　：　1,500ｍ

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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 37　久米島町

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】

久米島町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

②
球美の島エコアイランド化推
進事業

H24
～

H28

　低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配
慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置され
ている水銀街灯のLED化事業等を実施する。

　約230灯のLED防犯灯を整備・設置 約230灯のLED防犯灯を設置
H27年度：400灯設置
H28年度：400灯設置

③ 球美の島緑化推進事業
H24
～

H27

　久米島に自生している花や花木（クメノサクラ、ツ
ツジ、椿、ショウキズイセン等）の保全を図るため
に、島の在来花木を年中楽しむことができる公園整
備を実施する。

・サクラゾーン造成及び植栽工事の
実施
・ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工
事の実施

サクラゾーンの完成及び一部供用開始
ツツジゾーン、ツバキゾーン造成工事の完了

平成２７年度ツツジソーン、ツバキ
ゾーンの完成
平成２８年４月全面供用開始

6
久米島地域資源発掘・活用
促進事業

H24
～

H33

①
沖縄らしい風景づくり推進事
業

H24
～

H33

　本町の優れた景観を次世代に受け継ぎ独自の景
観形成を推進するため、行政担当者のスキルアップ
を図り、町景観条例に基づく景観形成に取り組む団
体及び個人が実施する屋根等の外観の景観形成に
有効な部分の新設及び改良に要する経費の一部を
助成する。

・県内研修2回、県外研修2回
・景観活動団体助成2団体
・景観形成助成2戸

・行政担当者の育成
・景観活動団体の育成
・景観形成の推進

(今後の展開方針)
助成件数（累計）：H33年度
・景観活動団体助成　18団体
・景観形成助成　18戸

② 個性豊かな文化の振興事業
H24
～

H33

　伝統芸能の保存及び後継者育成を推進し地域伝
統文化の振興を図るため、文化振興の活動を行
なっている団体の行う保存継承イベント開催を支援
する。

・民俗芸能の保存・継承・後継者育
成
・民俗芸能発表会の開催
・民俗芸能団体の派遣

・３団体（具志川、大田、真謝）の強化
・出演者130名、来場者600名
・団体の島外派遣（兼城）24名

◎団体の掘りおこし
・Ｈ２８年度　育成団体　累計２２
・Ｈ３３年度　育成団体　累計２７
◎発表会出演団体数
・Ｈ２８年度　累計４１
・Ｈ３３年度　累計８１

③ 文化遺産保存活用事業
H24
～

H33

豊かな自然とともに、数多く残されている地域色豊
かな歴史文化等の文化遺産を活かした観光振興を
図るため古文書（博物館資料）の修復及び貴重生物
のはく製の制作を行う。

・古文書の修復、翻刻、口語訳した
件数：110件
・鳥類剥製資料制作　50体

・古文書の修復、翻刻、口語訳した割合14％
　　（1625件中232件（累計）の修復）
・鳥類剥製資料制作　50体

H28年度（中間年）
修復、翻刻、口語訳した割合40％
H33年度（最終年）
修復、翻刻、口語訳した割合100％

④
久米島現代版組踊り創作事
業

H24
～

H28

　若い世代の地域づくりへの積極的な参画を促進し
魅力ある観光地形成を図るため、久米島の歴史的
遺産にスポットをあてた創作現代版組踊りを実演す
る。

若い世代による創作現代版の組踊り
作成
４０名～５０名参加

・ふるさとの歴史や文化を地域の人々が再発見
し、その誇りと魅力を自発的に発信していく新た
な歴史的文化観光資源を創出する。

　久米島でのイベント等での公演
や島外での公演を行なうことで久
米島の魅力のアピールを行なう。
中高校生が文化の担い手として文
化歴史を紹介するガイドの育成に
繋げる。

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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 37　久米島町

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】

久米島町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

7
久米島教育環境の充実・整
備事業

H24
～

H33

① 英語指導員配置事業
H24
～

H33

　小学校における外国語活動及び国際理解教育を
充実させるために英語指導員を配置する。

英語指導員配置数：小学校１名
小学校３年生から６年生（３、４年生１
２０時間、５、６年生２１０時間）で実施
する。

英語指導員の配置　　小学校：１名　　町内全６小
学校の児童が英語を活用してコミュニケーション
力を図る。

中学校の外国語教諭と連携を密に
し授業改善（内容・単語・センテン
ス等）について検討する。

②
基礎学力向上学習支援員配
置事業

H26
～

H33

　確かな学力を身につける教育の推進を図るため、
学習未定着率の高い小学校へ補助指導員を配置
し、国語・算数を中心とした基礎学力向上支援を行
う。

基礎学力向上学習支援員配置数：
小学校２校に各１名。

基礎学力向上学習支援員を小学校へ２名配置
し、県到達度調査や全国学力学習状況調査等、
正答率３０％未満の児童生徒の数を減少させる。

担任と学習支援員が連携を密に
し、授業改善（内容、発展等）につ
いて検討する。

③
特別支援教育支援員配置事
業

H26
～

H33

　特別に支援を要する児童に対し個別指導や放課
後の補習、介助や安全確保等教師と連携した支援
体制の充実を図るため、特別支援員を各学校へ派
遣する。

特別支援教育支援員配置数：小学
校１０名、中学校２名

児童生徒の総合的な学力向上に繋げる。県到達
度調査や全国学力学習状況調査等、正答率３
０％未満の児童生徒の数を減少させる。

担任と特別支援教育支援員が連
携を密にし、授業改善（内容、基礎
力徹底等）について検討する。

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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 38　八重瀬町

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 八重瀬町人材育成事業
Ｈ24
～

Ｈ33

1 ①
八重瀬町外国語指導強化事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

　小学校・幼稚園において国際化に柔軟に対応でき
る力を養うため、通常の授業とは別に、夏休みや冬
休みを利用した特別英語教室を開催する。

・外国語指導助手
　　4園4小（3人は園・小兼務）
・英語指導助手：2人
　　2中へそれぞれ配置

・Ｈ26年度受講者数
　4幼稚園269人、4小学校（5・6年生）646人、及び
2中学校938人受講。
・英語検定受験者中8割合格目標

(今後の展開方針)
H33年までに幼稚園3,271人、小学
校5，964人（5・6年対象）、中学校
8，589人計17，824人の児童生徒
に外国語をふれ合う機会を与え
る。

1 ②
八重瀬町パソコン指導強化
事業

Ｈ24
～

Ｈ33

迅速に進むIT社会へのﾆｰｽﾞに伴うべく、ﾊﾟｿｺﾝ操作
の能力向上を義務教育で強化するため、ITに特化し
た指導員を町内の小中学校に配置する。

ﾊﾟｿｺﾝ指導員配置数
小学校に2人配置（2名兼務）
中学校に2人配置

・Ｈ26年度受講者数
　4小学校1,940人、2中学校938人受講。
・ワープロ検定等、受験者中８割合格を目標

(今後の展開方針)
H33年までに幼稚園3,271人、小学
校17,483人、中学校8，589人計29，
343人の児童生徒に情報の基本操
作及び情報活用能力を養う。

1 ③ 八重瀬町学力向上支援事業
Ｈ25
～

Ｈ33

小・中学校に児童生徒の学力向上のために、学習
支援員を配置し、授業にあたる教師と連携を図りな
がら児童生徒の支援を行うことで学校及び学級の
運営を円滑に行い教育環境の充実を図る。

学習支援員配置数
　　小学校：10人　中学校6人

・各小学校：年間の授業及び補習時間：９８０時間
（年間平均値）
・各中学校：年間の授業及び補習時間：1,077時
間（年間平均値）

(今後の展開方針)
今後も同様な人数の確保及び増員
をさせて、学習意欲の向上に努め
る。

1 ④
八重瀬町伝統芸能文化の継
承事業

Ｈ24
～

Ｈ33

　中学校において、伝統芸能の特別授業を行い八
重瀬町の伝統文化の継承を図るため、組踊、三線、
エイサー等の講演会を開催する。

中学校への講師招聘：30人 特別授業終了後の発表会参加生徒数：642人

(今後の展開方針)
Ｈ３３までに中学校6，392人の生徒
に地域の伝統文化の継承と地域の
方達との交流を学ぶ。

1 ⑤
八重瀬町国際交流人材育成
事業

Ｈ24
～

Ｈ33

　教育・文化・歴史・産業などの視察研修や青少年
団体との交流及びホームステイ等の活動を通して、
国際的視野を広め、友情を深め、国際化時代に対
応しうる青少年の育成を図るため、青少年リーダー
を海外に派遣する。

海外短期派遣生徒数：１２人

・現地での研修を体験することにより、国際的視
野を広めると共に、コミュニケーション能力の向上
と国際化意識の醸成、国際性豊かな人材の育
成。
・事後報告書：英文・日本文での感想等を掲載し
た冊子（50冊）

（今後の展開方針）
海外短期派遣生徒数（累計）
Ｈ３３年度：１２０人

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】

八重瀬町
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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 38　八重瀬町

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】

八重瀬町
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 ⑥
謝花昇紙芝居事業作成委託
事業

Ｈ26

「自由民権運動の父」とよばれ、明治時代に沖縄で
参政権運動を獲得するために活動した八重瀬町出
身の謝花昇の生涯を紙芝居・絵本にし、町内の小中
学校、県内の教育機関へ配布する。

紙芝居・絵本作成　200セット

・町内各小中学校　6校×10セット＝60セット
・県内公立図書館等　　70セット
・八重瀬町各自治会　　33セット
・八重瀬町　　37セット

(今後の展開方針）
町内外の教育機関に配布し、謝花
昇の生涯を理解することによって、
人を思いやる気持ちを育てる。

1 ⑦ ＩＣＴ教育強化事業 Ｈ26
児童生徒の情報教育及び学力向上を図るため、小
中学校の各普通教室に電子黒板等のICT環境を整
備し魅力的な学習環境を整える。

電子黒板整備　：　小・中学校普通教
室

町内小中学校普通教室の電子黒板導入率
（小学校100％　中学校100％）

(今後の展開方針)
Ｈ27年以降に特別教室にも電子黒
板を整備し、デジタル教科書を導入
する。

1 ⑧
八重瀬町少年少女人材育成
交流事業

Ｈ26
～

Ｈ33

風土、文化の違う他県の子どもたちと交流すること
により、幅広い視野を育み、自然の中での体験活動
や集団生活を通して、規律・協調・友愛・奉仕等の精
神を身につけ、心身ともに健やかな少年少女の健
全育成を図る。

生徒受入数　１０人
生徒派遣者数　４３人

生徒受入数　１０人
生徒派遣者数　４３人

事後報告会を開催し、報告書を作成する。

(今後の展開方針)
Ｈ２６～Ｈ３３　延派遣者数　３９２人

1 ⑨
切磋琢磨学力パワーアップ
事業

H26
～

H28

県教育委員会の学力向上の主要施策「にぬふぁ星
プランⅢ」のもと推進されてきたが、未だ全国学力・
学習状況調査では全国と大きな差がある。そこで教
育委員会は学力向上の下支えとなる中学生の補習
補中心に本事業を行い学力向上を図る。

土曜講座
（平成26年6月～平成27年2月末ま
で）　　　　　　　　　　　　　　　　　長期
休業中　20日間
定期ﾃｽﾄ前対策　2週間前　4回

土曜講座　東風平地区120人　具志頭地区40人
長期休業中　東風平地区120人　具志頭地区40
人
定期テスト前対策　東風平地区120人　具志頭地
区40人

(今後の展開方針)
基礎的・基本的な事項の定着を図
り、学習意欲を向上させる。
全国テストが全国平均のマイナス
10ポイント以上の差があるため、そ
の差をできるだけ無くす事を目指
す。

1 ⑩ 渡嘉敷リーダー研修事業
H26
～

H33

風土、文化の異なる、多文化圏での活動を通し、幅
広い視野を育み、自然の中での体験活動や集団生
活により規律・協調・友愛・奉仕等の精神を養い、心
身ともにすこやかな少年少女の健全育成を図る。

渡嘉敷リーダー研修　１回実施
研修を通し、親元を離れ自立を促し、これからの
沖縄を牽引する人材育成に寄与する。

(今後の展開方針)
研修を継続して行う事で、毎年100
人以上（4人×34支部＝136人）の
リーダーを輩出し、人材育成に寄
与する。

2
八重瀬町観光資源活性化事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

2 ① 八重瀬町イベント事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　観光客誘客を図るため、町特有の地域資源を活
用したイベントを行い、国内外へ情報を発信すること
で観光地の集客を図り、地域特産物等のPR等を実
施する。

・八重瀬桜まつり開催支援
・こいのぼりあしび開催支援

・八重瀬桜祭り来場者数　5,000人
・こいのぼりあしび来場者数　2,500人

(今後の展開方針)
Ｈ26～33年度：八重瀬桜祭り開催
                   こいのぼりあしび開催
Ｈ29・Ｈ33年度：八重瀬祭り開催

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。

 240 



 38　八重瀬町

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】

八重瀬町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ②
八重瀬町観光地美化作業事
業

Ｈ24
～

Ｈ33

　観光地としての魅力向上を図るため、観光客が訪
れる観光地や施設及び観光地へのアクセス道路等
の美化清掃を行う。

　観光地や施設及びアクセス道路の
美化作業を行う。

　・ 観　　光　　地　 ：　　８箇所
　・ アクセス道路　 ：　４０路線

(今後の展開方針)
Ｈ26～33年度：美化作業
Ｈ27年度以降：美化作業・緑化作
業

2 ③ 八重瀬さくらのまち整備事業
Ｈ25
～

Ｈ33

　八重瀬公園を主として、町内各施設のさくらの整
備、重点的な維持管理を行い、南部のさくらの名所
としてアピールすることで地域の知名度向上と観光
地としての魅力向上をはかる。

八重瀬公園内一円のさくらの育生保
全を行う。

八重瀬公園内傾斜地に生育しているさくらの、根
本土流出保護のため、土留め壁工事を行う。ま
た、それと平行して全体の施肥・枝打ち等の育生
保全を進める。

（今後の展開方針）
枯れて倒木しているさくらの撤去及
び新木の植樹を行う。

2 ④ 玻名城の郷整備事業
H24
～

H28

　玻名城の浜を整備することにより、観光施設の充
実を図り、町のイベントや浜での自然体験等を行う
ことにより観光振興につなげるため、アクセス道路
や遊歩道及び海浜公園等の整備を行う。

遊歩道、駐車場、用地取得
遊歩道の整備　L=610m
駐車場の整備
用地取得

（今後の展開方針）
H27年度　遊歩道、展望台等の整備
H28年度　管理棟、倉庫等の整備

2 ⑤
八重瀬まちあるきブック作成
委託事業

Ｈ26

八重瀬町には旧石器時代の人骨「港川人」の出土
地「港川フィッシャー遺跡」、県内の村落獅子として
最大最古の「富盛の石彫大獅子」をはじめ、100種
類を超える植物が生息する「具志頭遊歩道」など多
くの観光資源を有している。町の魅力をアピールし
観光客の誘致を図ることを目的に「まちあるきマッ
プ」を作成し配布する。

まちあるきマップ作成

まち歩きマップ配布
県内公共機関等　1,000部
町内観光施設・飲食店　9,000部
町内でまち歩きする観光客　　10,000部

（今後の展開方針）
観光客へ配布し、ガイドとともに歩
いて町内観光が楽しめる体験型観
光を行う。

2 ⑥
八重瀬町コンビニＡＥＤ設置
事業

Ｈ26

災害時等において、住民や本町を訪れる観光客等
に重篤な傷病者が発生した場合に、その場に居合
わせた方がAEDを利用して救急措置が行えるように
するため、町内で24時間営業しているコンビニエン
スストアへAEDを設置する。

町内のコンビニへAED設置を行う 町内のコンビニ　：　10箇所
(今後の展開方針等)
コンビニへのAED設置を広報誌、
ホームページを通して周知する。

2 ⑦ 八重瀬町戦跡整備事業
H25
～

H27

八重瀬町の地域資源を活用するため、町内で確認
されている戦争遺跡を整備し歴史・平和学習等へ活
用する。

駐車場、トイレの整備工事
駐車場の整備　（大型バス４台、普通乗用車４
台、障がい者用1台）
手洗い場及びトイレ設置

（今後の展開方針）
H27年度　遊歩道、休憩所等の整
備
供用開始後の年間施設利用者数：
（目標）2万人

3 八重瀬町ブランド創造事業
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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 38　八重瀬町

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】

八重瀬町
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 ①
八重瀬町観光資源ブランド
開発に関する事業

H24
～

H33

　本町の地域資源を魅力ある観光資源として提供す
るために、地域資源の調査・掘り起こし、そして魅力
を伝えるための観光資源の安心・安全なプログラム
化、ガイドの育成を図る。さらに八重瀬観光ブランド
の戦略構想を計画しその集大成として観光イベント
を実施する。

　観光先進地リーダーの招聘　3回
　県外観光プロモーション　2回
　体験フェスティバル　1回

講演会：3回
安全マニュアル作成

(今後の展開方針)
教育旅行の受入や体験プログラム
の充実により、リピーターの創出を
図り体験滞在型の観光を構築す
る。

3 ②
八重瀬カラベジブランド構築
に関する事業

H24
～

H33

カラベジ製品を初めとする町の特産品の開発とブ
ラッシュアップ及び販路開拓を支援する。同時に、カ
ラベジブランド向上のためのイベントを開催し、顧客
との接点作りを強化する。また、アンテナショップで
の試験販売も実施する。

・カラベジ製品等の開発
・物産展、商談会等への参加
・カラベジフェアーの開催
・カラベジスタンプラリーの開催
・WEBを活用したプロモーション（販
促、ブランドの顧客形成）
・アンテナショップの試験販売の実施

・新規カラベジ製品等の開発　３品
・物産展等参加（町内、那覇市、東京各１回）
・デパートリウボウでのカラベジフェアー　１回
・カラベジスタンプラリー　１回
・ブランド作りのためのイベント　１回
・販促用媒体制作　12,000部

(今後の展開方針)
八重瀬町内の小規模事業者の販
路開拓、支援を行える体制を構築
する。

3 ③
八重瀬町観光プロモーション
事業

H26
～

H33

八重瀬町の観光振興を推進するにあたり、観光施
策を構築し積極的な観光プロモーションを実施する
ため、観光プロモーションの管理業務委託、発地へ
の観光プロモーション等の旅費及び営業車両の購
入を行う。

・八重瀬の観光キャラクターのＰＲ
・八重瀬の観光情報の発信業務
・各種イベントにおける観光ＰＲ
・各種イベントの管理及びサポート

・イベントへの観光ＰＲ出展　２回
・各種観光イベントへのＰＲ　随時

(今後の展開方針)
八重瀬町のＰＲを随時発信できる
体制を構築することで、観光産業
の創出へ結びつける施策を創りあ
げる。

4 ① 八重瀬町和牛改良支援事業
Ｈ26
～

Ｈ30

農家の経営の安定化・質の高い食用牛の改良を進
めるため、優良母牛導入に向けて支援を行う。

種雄牛の育種価の脂肪交雑がＡラン
ク以上の産肉能力があり、導入時の
体高が平均値以上または登録審査
時の審査特典が80点以上を見込め
る雌牛の導入の実施。

優良母牛導入頭数30頭
(今後の展開方針)
H26～H30
優良母牛150頭導入（累計）

5 ① 教育施設省エネ化推進事業
Ｈ25
～

Ｈ27

環境にやさしい教育施設を推進するため、照明設
備をＬＥＤ化し省エネ化を推進する。
　公立学校施設の照明設備ＬＥＤ取替工事を行う。

公立学校施設　2校
実施設計・取替工事の実施

小学校施設　1校　中学校施設　1校
実施設計・取替工事の実施
取り替え工事により、消費電力の削減率が約
59％となる。

（今後の展開方針）
環境にやさしい教育施設を推進す
る
ため、学校施設の照明設備ＬＥＤ化
を継続して行っていく。

6 ①
やえせの民俗芸能啓発資料
作成事業

Ｈ26

　地域の民俗芸能が楽しめる態勢を構築し、お互い
の芸能を共に励ましあい継承と発展にこれまで取り
組んできた。地域と地域、人と人を結ぶ文化のあり
方についてこれからも地域コミュニティの繋がりを醸
成させ、経済活用、地域振興としてますます八重瀬
町の発展、沖縄県の発展に寄与する。地域力であ
る民俗芸能にスポットをあて、地域民俗芸能を次世
代に「つなぐ側」と「継承する側」の双方の姿を取り
上げ啓発資料を作成し配布普及啓発を図る。

  町民用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ：15,000部
　県内外へのPR用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ：12,000
部
　ｶﾚﾝﾀﾞｰ2,000部

  町民用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ：15,000部
　県内外へのPR用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ：12,000部
　ｶﾚﾝﾀﾞｰ2,000部

（今後の展開方針）
啓発資料にて、町民の文化意識の
高揚を図る。文化資源を活用した
八重瀬町をPRする。

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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 38　八重瀬町

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】

八重瀬町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

7 ①
八重瀬の歴史（町史概要版）
作成事業

Ｈ26

 八重瀬町史が今後作成されるにあたり、新たな取り
組みとして八重瀬町の歴史をダイジェストで取り上
げた概要版を作成し、町史を広く普及させることによ
り地域に対する意識の高揚を図る。

12,000部発刊
　八重瀬町内世帯　10,500世帯配布
　町外または官公庁等　1,500部配布

　12,000部発刊
　八重瀬町内世帯　10,500世帯配布
　町外または官公庁等　1,500部配布

（今後の展開方針）
新たな町史概要版により町民に町
史への関心を高める。今後の町史
編集における資料の提供や保存す
るころの重要性を周知する。

8 八重瀬町防災基盤整備事業
H26
～

H28

8 ① 水難救助車整備事業 Ｈ26

水難救助車は海や川などの水に関する事故や災害
に対応するための車両で、今回の計画車両は各種
水難救助用の資機材を装備し、車内でウエットスー
ツに着替えるスペースを確保することで、出動指令
で潜水士免許既得者や水難救助訓練を積んだ隊員
が躊躇することなく車両に乗り込み出動できる車両
である。当消防の出動体制は、出動車両や資機材
の選定・ウエットスーツの着替え等でかなりの時間
を要している。水難救助車を整備することにより迅
速・確実な水難救助活動が可能となる。

水難救助車両　1両　購入 水難救助車両　1両　配備

（今後の展開方針）
市町民や県内外及び国外からの海
等のレジャーを楽しむために訪れ
る人々に安全・安心を与える地域と
する。

8 ②
八重瀬町地域防災計画策定
事業

Ｈ26
～

Ｈ27

本町には海岸、河川沿いに面した集落があるが、本
町地域防災計画において津波に対する考えが十分
ではなく、想定外の被害をもたらした東日本大震災
のような大規模災害に備え、住民と本町を訪れる観
光客の安心・安全を確保するため、国の防災基本計
画や沖縄県地域防災計画を踏まえ、指定避難所の
見直しや避難計画の策定を含めた地域防災計画の
強化を図る。

八重瀬町地域防災計画の策定 八重瀬町地域防災計画の策定
（今後の展開方針）
平成27年度：初動マニュアル作成

8 ③ 防災備蓄品整備事業
Ｈ26
～

Ｈ28

　亜熱帯気候である沖縄県では毎年多くの台風が
接近・襲来しており、平成２４年度にいたっては、大
型で猛烈な台風が何度も接近、襲来している。また
島しょ県である沖縄は、大規模災害時には物資の
補給が困難となり、孤立してしまう恐れがあります。
そのため、町独自で災害に備え、避難所に避難して
きた住民に対し食糧や飲料水、応急給水袋、毛布
等の備蓄品を供給できるようにする。

防災備蓄品の購入
①カンパン：4,000食
②保存水：4,000本
③飲料水袋：8,900枚
④災害用トイレ袋：4,000枚
⑤トイレットペーパー：432個
⑥ウォーターバルーン：6台
⑦連結給水栓：12台
⑧毛布：450枚

目標備蓄数に対する達成率（平成26年度）
①カンパン：100％
②保存水：100％
③飲料水袋100％
④災害用トイレ袋：33％
⑤トイレットペーパー：36％
⑥ウォーターバルーン：100％
⑦連結給水栓：100％
⑧毛布：33％

（今後の展開方針）
平成28年度100％

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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 38　八重瀬町

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】

八重瀬町
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
文化資源活用地域活性化事
業

H26

9 ① やえせの民俗芸能公演 H26

伝統の年中行事にある民俗芸能の連絡協議会が平
成26年3月に発足した。その協議会を主体とした民
俗芸能の事業を展開する。各地域で継承されている
民俗芸能が一堂に会し発表の機会を企画すること
により八重瀬町の特色ある民俗芸能を町内外へ発
信する。

・町内民俗芸能による八重瀬PR
（出演約300名予定）

・民俗芸能団体の交流、活性化、資
質向上（33ヶ字内/15団体出演）

やえせ民俗芸能公演来客数：８００名

（今後の展開方針）
・文化資源を活用した地域特性の
組織強化、コミュニティーの拡大、
「守り育てる文化」としての文化産
業の充実を図る。
・新興自治会等への文化活用の企
画提案、町外からの移住者との文
化交流事業の展開を図る。

9 ② やえせの物産展　民の賑い H26

特産品や八重瀬ブランドの発信を民俗芸能と同様
に、地域特有のものである。その物産展と民俗芸能
の共同実施により「見て、味わい、八重瀬を感じる」
といった町のPR事業を展開する。

・八重瀬町特有の特産品と民俗芸能
による八重瀬町のPR
・CM等周知強化による、集客増員
・民俗芸能（屋外演舞）と物産のコラ
ボにより民俗芸能にちなんだ新たな
商品の開発

物産展来客数：５００名

（今後の展開方針）
・地域特有の企画をするマネジメン
トの強化、文化産業の充実による
地域コミュニティーの発展を図る。
・商工、産業、文化と「まちの薫り」
づくりの企画、発信を行う。

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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 39　多良間村

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
多良間村災害に強い観光ま
ちづくり推進事業

H24
～

H26

1 ①
多良間多目的拠点施設整備
事業

H24
～

H26

　島の定住を支える重要な産業である観光振興を
図る為、災害時における観光客等への安全安心を
確保するための避難場所や住民と観光客の交流拠
点、離島の人材育成拠点として活用できる複合施設
を整備する。

避難及び交流等のための多目的拠
点施設の整備

多目的拠点施設の整備による地域の交流拠点
施設として活用する。

（今後の展開方針）
住民・観光客が身近に利用できる
地域の拠点施設として取り組みを
行うことで地域振興を図る。また、
災害時の避難施設として活用す
る。

1 ②
水納島津波避難施設整備事
業

H24
～

H26

　海抜が非常に低い水納島に、住民や観光客の安
全安心を確保するための津波避難施設を整備する
ことで、災害に強い観光地として本村のブランド力向
上を図る。

水納島津波避難施設の整備
施設の整備による地域の避難施設及び観光ス
ポットとして活用する。

（今後の展開方針）
住民・観光客の憩いの場（名所）と
して活用し、災害時には避難施設
として活用する。

2
多良間村観光関連施設整備
事業

H25
～

H33

2 ①
観光関連施設整備事業（東
屋等）

H25
～

H26

　本村の地域資源を活かした観光産業の振興を図
るため、観光関連施設等に東屋等を整備し快適な
環境づくりによる観光地形成を推進する。

観光関連施設への東屋、シャワー施
設、公衆トイレの設置

観光関連施設の東屋、シャワー施設、公衆トイレ
の供用開始

（今後の展開方針）
快適な環境づくりによる観光地形
成に取り組む。

2 ② 美化緑化推進事業
H25
～

H33

　観光地形成に向け、公園、道路等の主要施設の
環境美化を行い、観光関連施設の緑化推進を図
る。

観光関連施設及びアクセス道路の美
化・緑化の実施：８ヶ所

観光関連施設及びアクセス道路の美化・緑化：必
要箇所１００％

（今後の展開方針）
公園、道路等の主要施設の環境美
化を行い、観光関連施設の緑化推
進を図り、観光地形成に取り組む。

3
多良間村農業生産基盤安定
化事業

H25
～

H33

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】

多良間村
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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 39　多良間村

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】

多良間村
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 ①
イネヨトウかく乱法防除事業
（フェロモンチュウブ）

H25
～

H30

　さとうきびの生産安定と品質向上を図るため、フェ
ロモンチュウブを設置し、雌を探す雄の行動を阻害
し、交尾率を低下させることにより、イネヨトウの次世
代密度低下を図る。

さとうきびのイネヨトウ被害を防ぐた
めフェロモンチュウブ設置による防除
を行う。
フェロモンチュウブ設置対象面積
Ａ＝２９０．８ha

イネヨトウを防除することで、さとうきびの生産安
定と品質の向上を図ることで、地域の農業振興
の発展に繋がる。

（今後の展開の方針）
イネヨトウの繁殖、被害状況等を調
査しながら今後も実施していく。

3 ② さとうきび農薬購入補助事業
H25
～

H33

　さとうきびの植え付け時、これまで使用していた農
薬が害虫への効力が少なく、さとうきび苗の発芽が
悪いため、害虫への効力が強い農薬（プリンスベイ
ト）の購入費に補助し、さとうきびの収量及び品質の
向上に努める。

さとうきび安定生産のため農薬購入
の補助を行う。
・必要量：１ha当たり３０袋
・２９０．８ha

さとうきびの害虫に効力のある農薬を使用するこ
とで、収量、品質向上につながり地域の農業振興
が図られる。

（今後の展開の方針）
さとうきびの増産につなげる。
Ｈ２５：２１,０００ｔ　→　Ｈ２６：２３,００
０ｔ

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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 40　竹富町

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 福祉プラン
H24
～

H33

1 ① 子育て支援事業
H24
～

H26

　保育サポーターの養成講座を開催し、各地域にお
いて育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者
の会員制相互援助活動を支援し、地域の中で安心
安全に子どもを生み育てることができる環境を整備
する。

・育児サポーター養成講座の開催：1回
・スキルアップ研修の実施：1回

・育児サポーター養成講座終了者数：6名
　（竹富町ファミリーサポートセンターおたすけ会員
　　（子どもを預かる人）登録）
・保育依頼件数 550件

（今後の展開方針）
　H３３年度末のおたすけ会員数 25名
　基準年：平成24年度10名

1 ② 妊婦支援事業
H24
～

H33

　妊婦が安心して出産が迎えられるよう妊娠出産に
かかる経済的負担軽減を図るため、妊婦が船舶及
び航空機を利用した場合における運賃並びに出産
待機宿泊費について助成する。

・妊婦旅費助成件数
　基準値（Ｈ２３）　59件
　目標値（Ｈ２６）　60件（200回）
・妊婦宿泊助成件数
　基準値（Ｈ２３）　22件
　目標値（Ｈ２６）　25件（350日）

妊婦助成件数：６０件
（今後の展開方針）
　妊婦支援による定住促進を図る

1 ③ 健康診査用機材搬送事業
H26
～

H33

　健康増進法における検診「住民健診・胃がん検
診・婦人がん検診」を行う際に発生する、検診車の
海上輸送運賃等の負担軽減を行い、島嶼における
定住促進を図る。

・検診機材搬送年3回実施
　（検診3回×６島＝計18件）

・検診機材搬送年3回
　（検診3回×６島＝計18件）
・総受診者数 1,700名

（今後の展開方針）
　健康診査受診の促進を図る

2 観光整備プラン
Ｈ24
～

Ｈ29

2 ① うなり崎公園整備事業
Ｈ24
～

Ｈ27

　旧太陽の村（観光施設）跡地の公園等整備を図
り、優れた景観を活かした新たな観光スポットとして
利活用を図る。

公園等整備工事の実施
H２６年度:２工区 （工事内容）
　野外ステージ、トイレ、東屋、
　コンビネーション遊具、芝広場、
　遊歩道、浸透井戸、ﾎﾞｰﾄﾞｳｵｰｸ、
　縁台、外柵等の整備

公園等整備工事の実施　整備率６９％
H２６年度:２工区（工事内容）
　野外ステージ、トイレ、東屋、コンビネーション遊
　具、芝広場、遊歩道、浸透井戸、ﾎﾞｰﾄﾞｳｵｰｸ、
　縁台、外柵等の整備

（今後の展開方針等）
公園等整備計画期間：
 Ｈ２５年度～２７年度までの間
 Ｈ２８年度：共用開始予定

2 ② 西表浦内観光関連事業
H24
～

H27

　日本の滝１００選に選ばれているマリユドゥの滝や
カンピレーの滝などに通じる浦内川について、H24
～H25は駐車場整備を行ってきた。H26からは悪路
だった上流の遊歩道を整備することで、安全性向上
を図る。
　遊歩道　Ｌ＝2,312ｍ

・浦内川上流～マリユドゥ、カンピ
  レーの滝に通じる遊歩道の整備
・トイレ整備

・浦内川上流～マリユドゥ、カンピレーの滝に
  じる遊歩道の整備完了
・トイレ整備完了

（今後の展開方針等）
 H26～27年度遊歩道整備

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】

竹富町
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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 40　竹富町

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】

竹富町
事業
番号

事業名
計画
期間

事業概要
H26成果目標（指標）

備   考

2 ③ 黒島観光関連事業
H25
～

H26

　黒島の観光地である伊古桟橋へ通じる路線は降
雨後は通れない状況にあり、支障をきたしている。
また日陰等の休憩所もないことから、本事業により
道路と東屋の整備を行い、より良い観光名所を目指
す。H25年度に作成した設計をもとに今年度着工す
る。

 道路整備及び東屋整備  道路整備及び東屋整備完了

（今後の展開方針等）
 完了後、供用開始
 町の滞在型観光の推進のために
 積極的に紹介していく。

2 ④ 竹富島観光関連事業
H26
～

H27

　カイジ浜に訪れる観光客の増加に伴い、観光地の
トイレが不足のため、トイレの整備を行う。
用地買収50㎡　委託設計　一式

 ・トイレの設計の実施
 ・用地買収

 ・トイレの設計の実施完了
 ・用地買収完了

（今後の展開方針等）
 H27年度：トイレ整備

2 ⑤ 観光誘客・受入対策事業 H26
　本町の滞在型観光を促進することを目的とした誘
客宣伝活動及び受け入れ体制強化・整備を行う。

・宿泊システムの導入３０箇所
・滞在型観光関連５講義×４＝２０回
・誘客宣伝８会場（国内）

・宿泊ｼｽﾃﾑの導入完了
・観光客誘致活動各会場の総来場動員数10万人
　【参考指標】
　竹富町入域観光客数100万人
　（平成24年度８８万人）

（今後の展開方針等）
 H26年度の活動実績を基に、今後３
年間の間に平均滞在日数を現在の
0.7泊から+0.3泊（=1.0泊）に延伸

2 ⑥ 鳩間島音楽祭会場整備事業 H26

　鳩間島で毎年開催されている「鳩間島音楽祭」で
使用する舞台及び客席会場の整備を行い、出演
者、来場者の利便性向上と更なる島の活性化を図
る。

 既存施設解体、会場整地及び舞台
施設整備

 会場整地及び舞台施設整備完了
 （出演者及び来場者の利便性向上）

（今後の展開方針等）
 H27年度：供用開始
音楽祭をはじめその他地域イベン
ト等での有効活用を図る

2 ⑦ 文化財説明板整備事業
H26
～

H29

　国内外から訪れる観光客等に町内に所在する指
定文化財を分かりやすく説明するため、多言語（日
本語、英語、中国語）による説明板を整備し、観光
振興を図る。

 文化財説明版の設置
 文化財説明版設置完了
 町指定文化財：４箇所

(今後の展開方針)
各年度4箇所づつ整備予定

2 ⑧ 忘勿石進入道路等整備事業
H26
～

H27

　「忘勿石之碑」への最短道路及び、駐車場等の整
備のための測量・調査委託を行い、必要とされる周
辺土地等の取得を行う。

・用地の確保
　道路工事用（1.5m×75m）
　駐車場用（1200㎡）
　遊歩道用（3.0m×40m）
・調査測量の実施

 用地取得及び測量・調査の実施完了
（今後の展開方針等）
 H27年度：進入道路等の工事開始及
び供用開始

2 ⑨
やいまぴとぅ人材ネットワー
ク事業

H26

　日本全国の八重山出身者が、会員相互の親睦・
共栄や故郷八重山の発展に寄与する  ことを目的と
した組織化作業やそれらを結びつける人材ネット
ワークづくりを実施する。

①人材ネットワーク構築基本構想策定
②郷友等諸団体のリサーチ
③郷友等諸団体の組織化
④人材情報ネットワークシステムの構築

①人材ネットワーク構築基本構想策定
②郷友等諸団体のリサーチ（50団体）
③郷友等諸団体の組織化（7団体）
④人材情報ネットワークシステムの構築

（今後の展開方針等）
  やいまぴとぅ人材ネットワークを通し
て、郷友よりのふるさとへの助言・提
言や圏域のPR、特産品の販売、文化
交流、人材交流につなげたい。

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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 40　竹富町

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】

竹富町
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 景観形成プラン
Ｈ24
～

Ｈ33

3 ① 観光道路美化推進事業
H24
～

H33

　町内の歩道と植樹帯を有する観光路線を美化し、
散策に訪れる人の満足度を向上させ、竹富町の観
光基盤水準を高める。

観光道路の美化および植栽整備

観光道路(４路線)の美化および植栽整備完了
　竹富一周線：3,285ｍ、細崎線：3,033ｍ
　住吉１号線：2,512ｍ、波照間海岸線：4,078ｍ
　・植栽本数8,700本

(今後の展開方針等)
 年度までの事業効果を基に、美化
路線の選択を検討する。

3 ② 観光地文化財美化保全事業
H24
～

H33

　本町が有する文化財の美化保全を推進し、本町
の特有の歴史文化や景観を観光資源として利活用
し観光産業の振興を図る。

観光景観地・指定文化財美化保全
実施箇所数
 国指定文化財：４箇所
 県指定文化財：１箇所
 町指定文化財：８箇所

観光景観地・指定文化財美化保全完了
 国指定文化財：４箇所
 県指定文化財：１箇所
 町指定文化財：８箇所

(今後の展開方針等)
 観光資源としての活用を住民に促
す。

3 ③ 黒島主要路線ギ木化事業
H24
～

H26

黒島の主な産業は肉用牛生産と観光産業となって
おり、ギ木とその背景の牧場風景を活かした県道２
１３号線は「日本の道１００選」にも選定され観光道
路となっていることから、島全体を観光地として魅力
向上を図る為、県道以外の主要道路にもギ木柵を
設置する。

 町道黒島1周線及び農道線ギ木柵設置
 設置延長　780m

 町道黒島1周線及び農道線ギ木柵設置完了
 設置延長　780m

（今後の展開方針等）
 H26年度において黒島港～仲本海岸にか
けてのギ木設置工事が完了することから、
3年間の事業成果を基にギ木設置路線の
見直しを図る。

3 ④ 墓地景観形成事業
H25
～

H26

　沖縄特有の文化により、墓地が散在化してる状況
であることから、墓地計画の策定により墓地集約化
や観光地としてのまちなみや優れた自然景観を保
全する。

 住民意向調査（アンケート調査）、策
定委員会を経て、竹富町墓地整備基
本計画の策定

 竹富町墓地整備基本計画の策定

（今後の展開方針等）
 竹富町墓地整備基本計画に基づ
き地域住民への説明会を開催す
る。

4 自然保護プラン
Ｈ24
～

Ｈ33

4 ① ペット適正飼養推進事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　本事業は西表島の貴重な生態系の保全、特に絶
滅危惧種であるイリオモテヤマネコの生息・生育を
保全するため、西表島におけるペット適正飼養を推
進する。

①ペット適正飼養推進会議の開催
②逸出ペットの保護収容
③収容個体の処置
④普及啓発講演会等の開催

①ペット適正飼養推進会議を年１回開催
②逸出ペット保護収容を10頭以内
③普及啓発講演会等を４回開催

・捕獲目標数
　平成28年度:5頭以内
　(基準年度)
　平成23年度：15頭

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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 40　竹富町

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】

竹富町
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 産業振興プラン
Ｈ24
～

Ｈ33

5 ① 和牛生産推進事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　優良母牛の導入助成(購入費の1/2以内、上限30
万円）及び口蹄疫の進入防止対策を実施し、本町の
基幹産業である農業畜産の生産基盤整備、環境整
備を強化し、産業の振興を図る。

・離島港湾靴底消毒用マット設置
・優良遺伝繁殖雌牛導入助成

・離島港湾靴底消毒用マット設置完了
・優良遺伝繁殖雌牛導入助成頭数：60頭

（今後の展開方針）
 Ｈ３３年度：
子牛平均価格380,000円
 基準年度（H23年度：327,000円）

5 ②
水産物流通条件不利性
解消事業

H26
～

H33

　生産量の増加に向け、石垣島から沖縄本島への
水産物輸送費の支援を行い、負担軽減による生産
量増加や流通体制の促進向上を図る。

 水産物の輸送費補助の実施  水産物輸送費補助：水産物40ｔ　実施完了

（今後の展開方針等）
水産物流通条件不利性解消事業：
 H26～H33まで実施
 本事業の目標：漁協水揚量
98t(H23)から100t(H33)までの向上
に資する。

6 教育促進プラン
Ｈ24
～

Ｈ33

6 ① 読書支援事業
Ｈ24
～

Ｈ33

　図書館設置が困難な地理的条件にある本町の幼
児、児童生徒を含む地域住民への生涯学習支援と
して学校図書室を地域へ開放する取り組みとして、
学校図書室へ人員を配置し活発な読書支援を図
る。

 図書支援員の巡回日数各１５回/月
 （黒島校・小浜校）
 基準年度（平成２４年度各８回/月）

・図書支援員２名配置
・黒島学校図書室利用人数（地域住民）　７５人/年
  基準年度（平成２４年度　３１人/年）
・小浜学校図書室利用人数（地域住民）　１００人/年
  基準年度（平成２４年度　８０人/年）

（今後の展開方針等）
 図書室利用率の向上を図る

6 ② 児童生徒派遣事業
Ｈ24
～

Ｈ33

 児童生徒のスポーツ等の各種大会等への派遣費
を助成し、保護者の負担軽減や各種大会等での貴
重な体験経験を活かした人材育成、また沖縄本島
等と離島の格差是正を図る。

 児童生徒選手等派遣実施  児童生徒選手等派遣人数：４７０人

（今後の展開方針等）
Ｈ２７年度：
 児童生徒選手等派遣人数470人
 基準年度（H２４年度：４７６人）

6 ③ 学校ICT支援員派遣事業
H26
～

H30

　極小規模校というハンディを乗り越え、児童生徒の
ICT機器活用能力及び学力の向上を目指す。その
ため教育用PC・電子黒板・タブレットPC等のICT機
器を授業で効果的に活用するため、ICT支援員派遣
業務を行う。

・ICT支援員の派遣
　小中学校13校

・ICT支援員１名の全小中学校巡回
　小中学校13校

（今後の展開方針）
 Ｈ２６年度～Ｈ３０年度
　各年度１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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 40　竹富町

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】

竹富町
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 ④
学校ICT環境整備事業(ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀｰ整備)

H26

　情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習
得させるさせるとともに、情報に関する技術が社会
や環境に果たす役割と影響等について、理解を深
めるための授業に使用するコンピュータの整備を行
う。

・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの導入
　小学校61台、中学校76台

・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの導入完了
（授業でのｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ充足率１００％）

(今後の展開方針）
 授業でのPC活用促進

7 防災プラン Ｈ26

7 ① 防災無線整備事業 H26

　本町区域内において、災害時の通信連絡を確保し
災害情報伝達を敏速かつ適確に行うため、無線エリ
ア外であった観光地に防災行政無線屋外拡声子局
の整備を図る。

 防災行政無線屋外拡声子局整備  防災行政無線屋外拡声子局　２基 整備完了

（今後の展開方針等）
 屋外スピーカーのエリア拡大を図
り、事故の多い地域の防災意識を
高める。

7 ② 防災マップ整備事業 H26
　竹富町民や観光客の生命・財産・安全を確保する
ために、防災マップを作成・配布し、防災意識の高
い町づくりを図る。

 防災マップの作成・配布
・防災マップ作成 4,200部
　町民・学校・観光事業者へ配布完了

（今後の展開方針等）
 防災マップを活用した訓練等、防
災対策を行う。

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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 41　与那国町

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
観光客等誘致促進・受入体
制強化事業

H24
～

H29

1 ① 地域振興対策事業
H24
～

H28

　既存の観光イベントの参加促進と、他の体験型観
光メニューとの連携を図り、かつ、各種広報媒体等
による「情報発信」体制を構築し、観光客のニーズを
十分に考慮した滞在型観光地であることの周知によ
り観光客等の誘客と滞在時間の長期化を促進す
る。

カジキ釣り大会の実施
一周マラソン大会の実施

イベント開催月入域観光客数
H25年度　3,000人
基準年度（平成23年：2,300人）

（今後の展開方針）
イベント開催月入域観光客数
H28年度：3,600人

1 ②
ｳﾌﾞﾄﾞｩﾏｲ浜観光地遊歩道整
備事業

H26

　利便性と安全性が確保された観光地を提供し観光
客等が安心して利用できる環境を整備するため、現
在、未整備ままであるウブドゥマイ浜へのアクセス遊
歩道の整備を実施する。

ｳﾌﾞﾄﾞｩﾏｲ浜観光地遊歩道の整備 ｳﾌﾞﾄﾞｩﾏｲ浜観光地遊歩道整備工事の完了

（今後の展開方針）
H27年度に供用開始行い、観光地
として利便性と安全性が確保され
たｳﾌﾞﾄﾞｩﾏｲ浜の提供を図る。

1 ③
与那国島特産品アピール力
強化事業

H25
～

H29

　離島地区であり、日頃より触れる機会の少ない与
那国町の特産品の良さを知ってもらう為に、県内及
び県外の物産展などの集客力を利用し出展を行
い、特産品のPRを行って県内及び県外への販路開
拓を図る。また、前年度に引き続き参加事業所には
更なるレベルアップした店舗レイアウトや陳列方法、
ＰＯＰの作成方法などの専門家による事前講習を行
い、より魅力を伝える事の出来る特産品のアピール
を実施する。

特産品の県内及び県外の物産展へ
の出展の実施

特産品の県内及び県外の物産展への出展の実
施
物産展へ出店：５事業者

（今後の展開方針）
H29年度：離島フェア等の出店数：
15業者
H29年度：物産展出展数：15業者

1 ④
やいまぴとぅ人材ネットワー
ク事業

H26

　　日本全国の八重山出身者が、会員相互の親睦・
共栄や故郷八重山の発展に寄与することを目的とし
た。組織化作業やそれらを結びつける人材ネット
ワークづくりを実施する。

①人材ネットワーク構築基本構想策
定
②郷友等諸団体のリサーチ
③郷友等諸団体の組織化
④人材情報ネットワークシステムの
構築

①人材ネットワーク構築基本構想策定
②郷友等諸団体のリサーチ（50団体）
③郷友等諸団体の組織化（7団体）
④人材情報ネットワークシステムの構築

（今後の展開方針等）
やいまぴとぅ人材ネットワークを通
して、郷友よりのふるさとへの助
言・提言や圏域のPR、特産品の販
売、文化交流、人材交流につなげ
たい。

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】

与那国町

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 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）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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 41　与那国町

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】

与那国町

事業名

事業
番号

H26成果目標（指標）
計画
期間

事業概要 備　　考

2 農水産業活性化事業
H24
～

H29

2 ① 与那国町農業用水対策事業
H24
～

H26

　安定した農業生産基盤を構築するため、農業用水
を年間を通して確保するためかんがい排水施設の
整備、生産効率を向上させる近代生産施設の導
入、輸送時の品質低下を防ぐ簡易農道（石粉道路）
の表層舗装と町道・農道の雑木伐採を実施する。

かんがい施設整備の実施 かんがい施設整備箇所数：2箇所
（今後の展開方針）
基準年(H23)：玄米生産高　93ｔ
Ｈ28年度：玄米生産高　120ｔ

2 ②
与那国町さとうきびイネヨトウ
防除事業

H25
～

H29

　さとうきびの安定生産を図ることを目的に、夏植え
７０ｈａ、春植え２０ｈａ、株出し３０ｈａを対象に農薬購
入に対し、購入費補助を実施する。

農薬購入費の補助の実施

農薬購入費の補助の実施
基準年（H24）平均単収：4ｔ
補助件数：90農家
平均単収：5ｔ

（今後の展開方針）
基準年（H24）平均単収：4ｔ
さとうきび収穫反収向上
H29年度　1haあたり：平均反収６ト
ン

2 ③ 優良牛繁殖雌牛導入事業
H25
～

H29

　与那国町の和牛生産を推進すると共に、繁殖雌牛
の生産基盤の拡充・強化を図り、改良を促進し、肉
用牛の資質向上を図るために、町が農業者、農業
組合法人を含む農業生産法人に対して優良繁殖雌
牛購入費用の一部を助成し、購入費用の１／３以
内、１頭当たり２００千円を上限として助成を実施す
る。

優良牛繁殖雌牛導入の実施 優良牛繁殖雌牛導入：年間１６頭

（今後の展開方針）
基準年(H23)：牛平均価格300,000
円
Ｈ27年度：子牛平均価格350,000円

2 ④
水産物輸送コスト負担軽減
事業

H25
～

H29

水産物の県内輸送にたいして、流通条件の不利益
を解消するため与那国町漁業協同組合に、県内出
荷の輸送費相当額を補助する。

生鮮水産物の空路輸送費補助の実
施

生鮮水産物の出荷量増：前年度比5パーセント増

（今後の展開方針）
基準年(H25)：平均漁獲高：
2,500,000円
Ｈ28年度：平均漁獲高：3,000,000
円

3 教育環境充実事業
H24
～

H28

3 ① 家庭学習支援モデル事業
H24
～

H28

　Ｕ・Ｉターンを阻害する要因である中央との教育環
境の格差を解消し、人口の増加と地域の活性化を
担う人材の育成を図るため、小中学生を対象とした
家庭学習支援としてＷｅｂ会議システムを用いたオ
ンライン双方向授業を実施する。

町営学習塾の実施

・学習塾受講率（中学生）　H26年度　50％
（基準年(H23)：40％）
・学習塾受講率（小学生）　H26年度　45％
基準年(H23)：0％

（今後の展開方針）
学習塾受講率
H28年度：80％
基準年(H23)：40％

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）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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3 ② 教育諸活動助成事業
H24
～

H28

　本事業は、町内の児童生徒の各種大会派遣費
（航空運賃等）を助成することにより、与那国に住む
子供たちが持つ多様な能力・才能を発揮する機会を
提供する。この住民負担の軽減により、貴重な経験
を得ることができる機会をより多く提供し、本町の未
来を拓く子供たちの能力向上を図る。

各種大会派遣の実施 各種大会派遣人数：H26年度　350人

（今後の展開方針）
各種大会派遣人数
H27年度：350人
H28年度：350人

3 ③ 地域国際交流事業
H24
～

H28

　本事業では、本町の姉妹都市である台湾・花蓮市
への小学生のホームステイを行い、島の次世代を
担う少年少女に異文化交流と体験学習を深めること
により、国際的な広い視野と高い語学力を持つ人材
を育成を図る。

台湾「花蓮市」へﾎｰﾑｽﾃｲの実施

・台湾「花蓮市」へﾎｰﾑｽﾃｲ生徒数：10人
・学力向上推進実践報告会：ﾎｰﾑｽﾃｲ報告
・異文化に対する理解力、適応力、外国人とのコ
ミニュケーション能力を備えた人材の育成

（今後の展開方針）
ﾎｰﾑｽﾃｲ派遣生徒数（累計）
H28年度：60人

3 ④
与那国町ジュニア海外語学
研修派遣事業

H24
～

H28

　本事業は、町内の中学生を対象として、ジュニア
期の早い時期に欧米への語学研修（短期ホームス
テイ）の支援を行う。ジュニア期の語学研修は、海外
での生活体験を通して外国語への学習意欲を喚起
する。また、国際交流を通して地域文化を見つめ直
す機会を提供することになり、豊かな国際感覚を身
につけた人材の育成、及び町の将来を担う人材の
育成を図る。

海外語学研修派遣事業の実施

・海外語学研修派遣事業
アメリカ：2人
イギリス：2人
・異文化に対する理解力、適応力、外国人とのコ
ミニュケーション能力を備えた人材の育成

（今後の展開方針）
帰国後の体験発表会を通して英語
学習の意欲向上、異文化への関心
等について町内中学生への波及を
図る。

4 ①
地域文化の継承と生涯学習
支援事業

H24
～

H28

　これまで「地名と風土」と「民族編」に続いて歴史編
を発刊しており、2009年にユネスコによる与那国語
（方言）の消滅危惧種に認定されたことから、先人の
残した島固有の言葉と伝統文化の保全継承の重要
性、与那国語（方言）のすばらしさの再認識と次世代
継承を目的に「与那国語（方言）辞典」の発刊に向け
関連イベントを実施する。

与那国語（方言）講演会等の実施
与那国語（方言）講演会等の実施
方言大会実施：/参加者数20名
スンカニ大会実施：参加者数/25名

（今後の展開方針）
カルタ、ラジオ体操など精査した方
言資料を活用し、方言を身近に感
じられる環境づくりを促進する。

5 ①
安心・安全のまちづくり支援
事業

H25
～

H28

　就学前児童を対象として、教育課程に係る教育時
間終了後に公共施設の一室を利用して、子どもに
とって安心・安全な場所を設け、遊びの場を提供し、
保護者の子育て支援する。

子育支援臨時職員の雇用
子育支援臨時職員雇用：２人
支援人数（利用者数）：24人

（今後の展開方針）
継続的に子供にとって安心・安全
な居場所を確保し、保護者の子育
を支援し定住促進を図る。

6 ① 少子高齢化対策事業
H24
～

H28

　本町の医療機関には、産婦人科を含めた各専門
医がいない。本事業では、妊娠から出産までに島外
診療を受けるために必要な渡航費等の費用の補助
を実施する。

妊産婦定期健診の実施 妊産婦一人当たり受診回数：10回/人

（今後の展開方針）
引き続き渡航者等の費用の補助を
実施し、一人でも多い子供を産み
育てる環境を整える。

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）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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7 離島定住条件基盤整備事業
H24
～

H28

7 ① 公共交通路線支援事業
H24
～

H28

　本事業は、地方バス運営に必要な費用を支援する
ことにより、生活路線バスの安定的な運営を維持
し、定住するための必要な条件整備すると共に、来
島者の利便性向上を図る。

公共交通路線バス運行費用への支
援

公共交通路線バス運行便数：2,500便/年

（今後の展開方針）
安定的な運営を維持し、住民並び
に来島者（観光客等）への利便性
向上を図る。

7 ② ドゥナン・ファンド推進事業
H24
～

H28

　ばんたドゥナン島基金の資金を提供している、ふる
さと納税者への情報公開とＰＲ活動、ファンド運用に
あたっての、監査・事業審査を適正に実施する体制
づくりと同ファンドの運用・管理事業に必要な、『ドゥ
ナンファンド』の情報発信の仕組みづくり・運営体制
づくりを行う

どぅなん町民活動支援ファンド計画の
策定

どぅなん町民活動支援事業者ファンドのスタート

（今後の展開方針）
起業のノウハウを取得させ、町内
において同ファンドをテコ入れし、
手始めに観光に関連する起業者
の育成、起業支援と同時に実際の
起業を目指していく。

7 ③ 与那国町情報推進事業
H26
～

H27

　沖縄県による離島地区における情報格差是正を
図るため、未整備の与那国島を含む全県地域への
海底光ファイバーケーブルの整備決定に伴い、本町
内の光ファイバーによるブロードバンド網による情報
通信基盤の基本計画を策定する。

与那国町情報推進基本計画の策定
与那国町情報推進実施計画の策定

与那国町情報推進基本計画の策定完了
与那国町情報推進実施設計の策定完了

（今後の展開方針）
基本計画にのっとり、町内における
ICTを利活用した事業の導入や基
盤を整備を図る。

8 防災安全基盤強化事業
H25
～

H26

8 ① 与那国町安全基盤対策事業
H25
～

H26

　現在設置されている防犯灯（258基）は、毎年襲来
する台風により塩害や強風等で損傷が激しいため、
長寿命で経済性に優れたＬＥＤ防犯灯に取り替えを
実施する。

防犯灯設置：258基 防犯灯設置：町内3集落内　258基

（今後の展開方針）
防犯灯の整備を実施することによ
り安心、安全の地域づくりに繋げて
る。

8 ②
与那国町地域防災計画（津
波編）策定事業

H25
～

H26

　平成２３年度に策定された「与那国町地域防災計
画」を補完するため、与那国町地域防災計画（津波
編）を追加作成する。現在計画では、津波被害想定
及び予防対策を記載しているがＨ25年3月新たに津
波浸水予測が発表されたことと、集落ごとの実情に
即した避難計画と具体案が示されていないため、新
ためて検討委員会により必要事項を検討する。

与那国町地域防災計画の策定 与那国町地域防災計画の策定の完了

（今後の展開方針）
H267より策定した防災計画を活用
し、与那国町防災避難訓練の実施
年1回／年に実施

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）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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