
南城市国土強靭化地域計画　　　【別紙】 推進施策ごとの個別事業一覧

主な推
進施策

施策名称 担当課等 事業名 関連計画名 概要 時期 KPI R7目標値 単位 関連府省庁の支援等の対象
補助金【府省庁名】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（大里幼稚園改築事業）

南城市総合計画
南城市教育振興基本計画

学校施設等の耐震化・老朽化対策・防災機能強
化（大里幼稚園改築事業）

学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（大里中学校体育館改築事
業）

南城市総合計画
南城市教育振興基本計画

学校施設等の耐震化・老朽化対策・防災機能強
化
（大里中学校体育館改築事業）
（大里中学校屋外環境整備事業）

H31-R4 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業.
（馬天小学校改築事業）

南城市総合計画
南城市教育振興基本計画

学校施設等の耐震化・老朽化対策・防災機能強
化（馬天小学校改築事業）

R3-R4 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（久高幼稚園改修移転事
業）

南城市総合計画
南城市教育振興基本計画

学校施設等の耐震化・老朽化対策・防災機能強
化（久高幼稚園改修移転事業）

R4 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（知念中学校改築事業）

南城市総合計画
南城市教育振興基本計画

学校施設等の耐震化・老朽化対策・防災機能強
化（知念中学校改築事業）

R4-R8 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（知念小学校トイレ・大規模
改造）

公立学校施設整備事業長
期計画

学校施設におけるトイレ大規模改造（防災機能強
化）（知念小学校）

R5 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（知念中学校トイレ・大規模
改造）

公立学校施設整備事業長
期計画

学校施設におけるトイレ大規模改造（防災機能強
化）（知念中学校）

R5 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（玉城中学校トイレ・大規模
改造）

公立学校施設整備事業長
期計画

学校施設におけるトイレ大規模改造（防災機能強
化）（玉城中学校）

R5 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（佐敷小学校トイレ・大規模
改造）

公立学校施設整備事業長
期計画

学校施設におけるトイレ大規模改造（防災機能強
化）（佐敷小学校）

R6 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

教育施設課 学校施設整備事業
（佐敷中学校トイレ・大規模
改造）

公立学校施設整備事業長
期計画

学校施設におけるトイレ大規模改造（防災機能強
化）（小学校２、中学校３）

R6 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1-1-1 公共施設等における高効率型照
明器具・点滅・調光装置設置の推
進

教育施設課 学校施設整備事業
（市内小中学校LED化大規
模改造）

公立学校施設整備事業長
期計画

学校施設におけるLED照明設置大規模改造（防
災機能強化）（市内小中学校）

R4-R5 学校施設環境改善交付金
【文部科学省】

1/8



南城市国土強靭化地域計画　　　【別紙】 推進施策ごとの個別事業一覧

主な推
進施策

施策名称 担当課等 事業名 関連計画名 概要 時期 KPI R7目標値 単位 関連府省庁の支援等の対象
補助金【府省庁名】

1-1-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進

政策調整室 公共施設マネジメント 南城市公共施設等総合管
理計画
南城市公共施設適正配置
計画
南城市個別施設計画

所有又は管理する資産（土地、建物、構築物、設
備等）とその環境（ファシリティ）を、自治体経営に
とって最適な状態（最小な経費で最大の効果）で
保有・使用・運営・維持（マネジメント）するための
施策の実施する。

実施数 10 件

1-1-2 住宅・建築物等の耐震化・老朽化
対策の促進

都市整備課 公営住宅等長寿命化 南城市公営住宅等長寿命
化計画

耐久性の向上や躯体への影響の低減、維持管理
の容易性向上の観点から予防保全的な改善を図
る。

R5-R12

1-1-2 住宅・建築物等の耐震化・老朽化
対策の促進

まちづくり （空き家対策総合支援事
業）

空き家バンクの設立に向けて、空き家調査を実施
し、空き家の利活用及び移住定住の促進に向け
て具体的に取り組む。

R3-R7 空き家対策総合支援事業
【国土交通省】

1-1-3 市街地等の整備改善と避難地の
確保、避難道路・緊急輸送道路等
の確保

企画課 先導的都市拠点用地先行
取得事業

南城市先導的都市拠点創
出ビジョン

南城市先導的都市拠点地域まちづくり（つきしろ
IC周辺地区）における基礎調査等を実施する

H28- 農地、原野等から都市拠点へ
土地利用の転換面積

19 ha

1-1-3 市街地等の整備改善と避難地の
確保、避難道路・緊急輸送道路等
の確保

政策調整室 先導的都市拠点用地先行
取得事業

・南城市都市計画マスター
プラン
・南城市先導的都市拠点創
出ビジョン

南城佐敷・玉城IC周辺地区整備事業における現
況基礎調査等の実施、民間提案等による事業を
推進する

H28- 公共機能の集約、バスターミナ
ルの設置、まちに不足する機
能の誘致

1-1-3 市街地等の整備改善と避難地の
確保、避難道路・緊急輸送道路等
の確保

施設管理課 生活道路（排水設備）整備
事業

道路及び排水設備等を整備（機能改善）すること
により、生活環境の改善、地域交通の安全性確保
及び利便性の向上を図る

R3-R5 生活道路整備 3路線 550 m

1-1-3 市街地等の整備改善と避難地の
確保、避難道路・緊急輸送道路等
の確保

都市計画課 公園再整備事業 ・南城市公園・緑地再整備
計画

公園・緑地整備における防災機能の付加等によ
り、防災力強化を図る

1-1-3 市街地等の整備改善と避難地の
確保、避難道路・緊急輸送道路等
の確保

都市整備課 道路整備事業 ・南城市道路網整備計画
・南城市橋梁長寿命化修繕
計画

新設道路及び既設道路の更新、歩行者や通学路
の安全確保、既存施設（橋梁等）の長寿命化のた
め、市内道路網を整備する。

H20-R6 道路整備範囲（延長）（5年目
標値）

1300 m

1-1-3 市街地等の整備改善と避難地の
確保、避難道路・緊急輸送道路等
の確保

都市整備課 橋梁長寿命化点検調査・修
繕計画策定

・南城市道路網整備計画
・南城市橋梁長寿命化修繕
計画

橋梁の適正な維持管理・長寿命化を図るため、橋
梁点検調査を実施する。

R3-R4

1-1-3 市街地等の整備改善と避難地の
確保、避難道路・緊急輸送道路等
の確保

企画課 南城市産業立地エリア適正
化検討業務

新たな産業用地として確保する R2- 新たな産業用地として確保す
る面積（5年後）

5 ha 地方創生交付金【内閣府】

1-1-4 大規模災害対応力の強化 観光商工課 観光危機対応訓練 南城市観光危機管理計画 防災を担う人材の育成・訓練の充実 R4 観光施設等における避難訓練
避難訓練の実施

1 回数
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1-1-4 大規模災害対応力の強化 総務課 災害時相互応援協定 南城市地域防災計画 物資協定のみならず、荷役や場所などについて
の協定など拡大

R3-R7 新規協定締結数（２件） 27 件

1-1-5 地域防災組織の拡充、消防力の強
化

総務課 自主防災組織結成補助金
交付事業

南城市地域防災計画 自主防災組織の結成を促進し、地域における防
災力強化を図る

H27- 自主防災組織を設置する自治
会（累計）

35 自治会

1-1-6 緊急物資輸送機能の確保 総務課 総合防災訓練の実施 南城市地域防災計画 自衛隊をはじめとする関連機関等との連携訓練を
行う

1-1-7 離島における災害対策 総務課 津波避難タワー維持管理事
業

南城市地域防災計画 大津波による被害から、久高島の住民や観光客
等の避難場所として適正な維持管理に努める

実施中

1-2-1 津波対策 総務課 津波避難ビルの指定 南城市地域防災計画 低地帯における避難ビルの指定を行い、津波等
による被害の軽減を図る。

1-2-2 要配慮者等の安全確保 生きがい推進課
子育て支援課

避難行動要支援者避難支
援計画推進事業

避難行動要支援者避難支
援計画

個別避難計画の作成により、要配慮者の逃げ遅
れ等を防止する。

R3-

1-2-3 大規模災害対応力の強化 総務課 総合防災訓練の実施 南城市地域防災計画 大規模災害を想定した各防災機関との連携や住
民等と連携した防災訓練を実施する

毎年 総合防災訓練の実施（毎年） １ 回

1-2-4 地域防災組織の拡充（1-1-5再） 総務課 自主防災組織活動支援事
業

組織立上のみならず、組織設置後の訓練や研修
実施に対する支援強化に取り組む

1-2-6 水産基盤施設における防災対策
の強化

産業振興課 漁港施設整備事業 浜の活力再生広域プラン 水産施設を集約、再整備により、水産漁業から地
域全体の活性化を図る

R3-R7 漁獲高 3888 t 浜の活力再生・成長促進交
付金【農林水産省】

1-2-6 水産基盤施設における防災対策
の強化

産業振興課 漁港施設整備事業（地域水
産物供給基盤整備事業）

地域水産物供給基盤整備
事業　志喜屋漁港整備計画
書

地域特性を活かし、漁港及び漁場等の整備し水
産業の健全な発展を図る。
・志喜屋漁港

R6-R12 水産物供給基盤整備事業費
交付金【農林水産省】

1-2-6 水産基盤施設における防災対策
の強化

産業振興課 漁港漁村環境整備事業 漁港漁村環境整備事業計
画書　南城Ⅲ地区

漁業生産基盤及び漁村の生活環境施設の総合
的な整備を実施する
・南城Ⅲ地区

R3-R6 農山漁村地域整備交付金
【農林水産省】
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1-2-6 水産基盤施設における防災対策
の強化

産業振興課 漁港施設整備事業（水産物
供給基盤機能保全事業）

水産物供給基盤機能保全
事業計画　奥武漁港

機能保全計画に基づく漁港・漁場施設の保全工
事を実施する。
・奥武漁港

R3-R5 水産物供給基盤整備事業費
交付金【農林水産省】

1-2-6 水産基盤施設における防災対策
の強化

産業振興課 漁港施設整備事業（水産物
供給基盤機能保全事業）

水産物供給基盤機能保全
事業計画　奥武漁港

機能保全計画に基づく漁港・漁場施設の保全工
事を実施する。
・久高漁港

R3～R6 水産物供給基盤整備事業費
交付金【農林水産省】

1-2-7 離島における災害対策（1-1-7再
掲）

総務課 津波避難訓練の実施 南城市地域防災計画 大規模災害に備えた避難訓練を実施する R4

1-3-1 治水対策の推進 都市計画課
都市整備課
施設管理課
下水道課

雨水総合管理計画の策定 雨水管理総合計画の策定を検討する R5

1-3-2 都市の浸水対策の推進 総務課 防災システム機器更改事業
（機能強化）

南城市地域防災計画 過去の冠水被害のあった箇所における監視・表
示機能を追加し、浸水被害の未然防止を図る R4

1-4-1 土砂災害対策の推進 総務課 避難確保計画の作成の促
進 南城市地域防災計画

土砂災害警戒区域内にある要配慮者として位置
づけられた施設管理者等に対し、避難確保計画
の作成を促進し、避難訓練の実施等を通じ、逃げ
遅れを未然に防止する。

R４～

1-5-1 防災情報システム等の拡充 総務課 防災情報システム等整備事
業

南城市地域防災計画 物資協定のみならず、荷役や場所などについて
の協定など拡大

随時 災害発生（警戒）時における防
災システム使用割合

100 ％

1-5-1 防災情報システム等の拡充 ＤＸ推進課 防災情報システム等整備事
業（地デジGF施設）

情報化基本計画 設備の安定運用、移設、設備の老朽化対策等、
必要に応じて検討する。

未定 - GF施設 放送ネットワーク整備支援事
業費補助金【総務省】

1-5-1 防災情報システム等の拡充 企画部 地域イントラネット基盤整備
事業

第５次南城市情報化基本計
画

地域イントラネット基盤整備事業

1-5-1 防災情報システム等の拡充 総務課 防災システム機器更新事業 第５次南城市情報化基本計
画
南城市地域防災計画

既存防災システムの適正な維持管理により、災害
時のおける情報伝達手段を確保する。

1-5-2 要配慮者の安全確保 生きがい推進課 避難行動要支援者避難支
援計画推進事業

避難行動要支援者避難支
援計画

避難行動要支援者避難支援計画の推進 R3-R7 ５年間で、全関係機関と協定書
を締結する。

100 ％
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2-1-1 備蓄食糧・物資等の確保 総務課 備蓄食糧等購入事業 南城市備蓄計画 人口や観光客等入客数などから必要な備蓄食糧
及び飲料水、物資等の購入及び管理を行う

実施中 備蓄計画に基づく備蓄品等の
充足率

100 ％

2-1-4 水道施設の老朽化・耐震化対策の
推進

水道課 上水道整備事業

2-1-5 安定した水資源の確保と上水道の
整備

水道課 上水道整備事業 南城市水道事業基盤整備
計画

管路や施設は、老朽化による更新時期を迎えるこ
とから、適切な維持管理や更新工事で漏水防止
に繋げる。

H27-R11 有収率（年間有収率） 93 %以上

2-6-1 感染症対策の推進 総務課 避難所等における感染症対
策事業

南城市地域防災計画 避難所における感染症対策の実施（消毒液等の
衛生用品の整備等）

随時

3-3-1 公共施設等における耐震化・老朽
化対策・防災機能強化の推進（1-
1-1再掲）

財政課 庁舎等複合施設整備事業 災害時において耐震性や防災拠点としての機能
や避難所としてのライフラインの確保等を整備す
る。

完了

5-4-1 災害時における事業者等との連携
強化（2-1-2再掲）

総務課 災害時相互応援協定の締
結

南城市地域防災計画 随時

6-2-1 水道施設の耐震化対策 水道課 沖縄簡易水道等施設整備
事業
（上水道施設整備）

配水池の新設及び水道施設の整備 Ｈ27～R11

6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

下水道課 公共下水道事業 南城市流域関連公共下水
道事業計画

公共下水道設備の新設整備や老朽化施設の改
築により、認可区域における公共下水道整備を行
う。
・大里地区
・つきしろ地区

随時 下水道未整備地区への整備整
備率　（5年後）

45.2 ％ 沖縄振興公共投資交付金
（社会資本整備に関する事
業）【国土交通省】

6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

下水道課 公共下水道事業
（つきしろIC南土地区画整
理）

南城市流域関連公共下水
道事業計画

認可区域拡大に伴う新設整備や老朽化施設の改
築

R4

6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

下水道課 農業集落排水事業 南城市流域関連公共下水
道事業計画

未接続世帯への接続推進並びに浄化槽から下水
道切替えに係る接続補助（佐敷地区）

随時 下水道接続率（5年後） 79.2 ％

6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

下水道課 農業集落排水事業
（知念西部地区）

機能診断調査・最適整備構
想及び実施計画（各処理
場）

老朽化した処理場、ポンプ施設の機械類の機能
強化に係る更新及び、処理場統廃合や一部新設
管路の整備

随時 機能強化及び統合・再編整備
率（5年後）

44.7 ％
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6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

下水道課 農業集落排水事業
（知念西部第2地区）

機能診断調査・最適整備構
想及び実施計画（各処理
場）

老朽化した処理場、ポンプ施設の機械類の機能
強化に係る更新及び、処理場統廃合や一部新設
管路の整備

随時 機能強化及び統合・再編整備
率（5年後）

44.7 ％

6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

下水道課 農業集落排水事業
（知念東部地区）

機能診断調査・最適整備構
想及び実施計画（各処理
場）

老朽化した処理場、ポンプ施設の機械類の機能
強化に係る更新及び、処理場統廃合や一部新設
管路の整備

随時 機能強化及び統合・再編整備
率（5年後）

44.7 ％

6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

下水道課 公共下水道事業（地方創生
汚水処理整備事業）

地域再生計画（ハート型のま
ちのがんじゅう汚水施設性に
で地域活性化計画）

公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽設置補
助による３事業による一体した施設整備

R4-R8 ①農業算出額（耕種）
②社会増減数
③担い手への農地集積面積
④汚水処理人口普及率の向上

①35.95
②345
③110.0
④89.01

①億/年
②人/年
③ha/累計
④％

地方創生整備推進交付金
【内閣府】

6-3-1 下水道事業（長寿命化、地震対
策）

生活環境課 合併処理浄化槽設置整備
事業
（地方創生汚水処理整備事
業）

地域再生計画（ハート型のま
ちのがんじゅう汚水施設性に
で地域活性化計画）

公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽設置補
助による３事業による一体した施設整備

R4-R8 地方創生整備推進交付金
【内閣府】

7-5-4 治水施設の機能維持（長寿命化対
策）

田園整備課 農業農村多面的機能維持・
発揮事業

農業農村整備事業管理計
画

地域共同による農業施設の機能維持活動を支援
し、農業施設の適切な保全を図る。

R4-R8 4地区 4 地区 森林・山村多面的機能発揮
対策交付金【農林水産省】

7-3-1 治水施設の機能維持（長寿命化対
策）

田園整備課 農業農村整備事業
(農業用水路長寿命化・防
災減災事業）

農業農村整備事業管理計
画

排水施設等の防災減災対策を実施することで湛
水被害を防止し、安定した農業経営等を図る。

R3-R10 4地区 4 地区

7-3-1 治水施設の機能維持（長寿命化対
策）

田園整備課 緊急浚渫推進事業 緊急浚渫推進事業計画（河
川）

雄樋川内の堆積土砂を浚渫することで、河川の氾
濫等による人家及び農地の冠水被害の防止を図
る。

R3-R6 雄樋川 1 地区

7-3-2 ため池等の整備 田園整備課 農地防災事業
（ため池等整備事業）

農業農村整備事業管理計
画

かんがい用ため池の適正な維持管理を行い、機
能保全に努める。

随時 大城ため池
仲程ため池

2 箇所

7-3-2 ため池等の整備 田園整備課 農業農村整備事業(農業用
水路長寿命化・防災減災事
業）

農業農村整備事業管理計
画

土地改良区内の土砂崩壊を防止し、安定した農
業経営等を図る。

R4-R9 2地区 2 地区 農業水利施設保全管理整備
交付金【農林水産省】

7-3-3 農業用生産基盤の長寿命化・防災
減災対策

田園整備課 農業農村整備事業 農業農村整備事業管理計
画

市内の農業施設の維持補修を実施することで被
害の軽減を図るとともに、。

随時 市内の農業施設 1 市全域

7-3-3 農業用生産基盤の長寿命化・防災
減災対策

田園整備課 海岸保全施設整備事業（農
地海岸）

農業農村整備事業管理計
画

海岸漂着物等の堆積による農業用排水路閉塞や
農地の冠水被害等を防ぐ。
・農地海岸

Ｒ４ 農地海岸における漂着物等回
収の実施

5 地区
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7-3-3 治水施設の機能維持（長寿命化対
策）

産業振興課 農業農村整備事業 農業農村整備事業管理計
画
人・農地プラン

天候に左右されず定時・定量・定品質の農作物出
荷を行えるよう、ハウス導入を支援する。

R3-R7 ３年間の平均伸び率106％ 343 千万

7-5-2 農地及び農業用施設の保全 田園整備課 農業農村整備事業 農業農村整備事業管理計
画

農業水利施設等の整備を実施することで生産効
率の向上を図り、優良農地の保全に資する。

随時 6地区 6 地区

7-5-2 農地及び農業用施設の保全 田園整備課 農業農村整備事業 農業農村整備事業管理計
画

海岸漂着物等の堆積による農業用排水路閉塞や
農地の冠水被害等を防ぐ。
・農地海岸

R4 農地海岸(佐敷、知念、下田、
百名、志堅原)における漂着物
回収の実施

5 地区

7-5-3 耕作放棄地発生防止の対策 産業振興課 農業農村整備事業
（農業次世代人材投資事
業）

農業農村整備事業管理計
画
人・農地プラン

担い手への農地集積を促進し、生産性向上を図
る。

随時 担い手への農地集積面積
5ha（1年間）

105.8 ha

7-5-3 耕作放棄地発生防止の対策 産業振興課 農業農村整備事業 農業農村整備事業管理計
画

耕作放棄地の再生利用活動を支援する。 随時 担い手による荒廃農地の解消
面積6ha（1年間）

30 ha

7-5-3 耕作放棄地発生防止の対策 産業振興課 農業農村整備事業 農業農村整備事業管理計
画
人・農地プラン

飼料作物を自給できる体制づくりをし、飼料費の
軽減を図る。耕作放棄地の解消を図る。家畜糞尿
を施肥として利用することにより循環型農業のモ
デルとする家畜糞尿処理課題について新たな解
決策を検討する。

R2- ５年間で３農家 3 戸

7-5-3 耕作放棄地発生防止の対策 産業振興課 新規就農一貫支援事業 農業農村整備事業管理計
画
人・農地プラン

50歳未満の新規就農者に、経営が安定するまで
の支援を行う。

7-5-4 交流と共創による農山漁村の活性
化

産業振興課 農業農村整備事業 農業農村整備事業管理計
画
人・農地プラン

農業経営の効率化、営農希望者の受け皿となる
農業法人の設立を促進する。

随時 新たな農業生産法人の設立
５法人（５年間）

5 法人

8-3-1 地域コミュニティ力の強化（地域づ
くりを担う人材の育成）

企画課 三世代居住支援事業 三世代同近居により、地域コミュニティ強化の基
盤づくりを図る。

8-3-1 地域コミュニティ力の強化（地域づ
くりを担う人材の育成）

まちづくり推進課 自治会加入促進事業 自治会加入を促進し、広報やその他自治会に対
する支援を行い、地域コミュニティの強化を図る。

自治会加入率 70 ％以上

8-3-1 地域コミュニティ力の強化（地域づ
くりを担う人材の育成）

まちづくり推進課 ムラヤー支援事業 自治会加入を促進し、広報やその他自治会に対
する支援を行い、地域コミュニティ力の強化を図
る。

自治会助成事業 70 件以上
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8-3-3 交流と共創による農山漁村の活性
化

まちづくり推進課 ムラヤー支援事業 公民館等建設及び改修・改築後の自治会活動の
活性化状況を調査・検証し、さらなる施策や事業
効果を上げる施策の検討する。

8-6-1 重要文化財等の耐震化・老朽化対
策の推進

文化課 歴史活き活き！史跡総合活
用整備
（知念城跡保存修理事業）

知念城跡整備計画基本設
計（実施計画）

国の重要な文化財である史跡の保護並びに維持
を図るとともに、来訪者の安全のための整備を実
施する。

H14-R6 国宝重要文化財等保存・活
用事業費補助金【文部科学
省】

8-6-1 重要文化財等の耐震化・老朽化対
策の推進

文化課 歴史活き活き！史跡総合活
用整備
（糸数城跡保存修理事業、
石垣等修理調査事業）

糸数城跡保存活用計画 国の重要な文化財である史跡の保護並びに維持
を図るとともに、来訪者の安全のための整備を実
施する。

S61-R15 国宝重要文化財等保存・活
用事業費補助金【文部科学
省】

8-6-1 重要文化財等の耐震化・老朽化対
策の推進

文化課 歴史活き活き！史跡総合活
用整備
（斎場御嶽保存修理事業）

斎場御嶽保存活用計画 国の重要な文化財である史跡の保護並びに維持
を図るとともに、来訪者の安全のための整備を実
施する。

国宝重要文化財等保存・活
用事業費補助金【文部科学
省】
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