
 11 南城市

パ 細 H24事業内容 H24活動目標（指標）

1

観光客等誘客促進・受入体

制強化事業

H24～

H27

1 ① 観光物産拠点整備強化事業

H24～

H25

　魅力的な観光地づくりを図るため、Webサイトや各種

広報媒体等を活用した観光客への情報発信拠点及び

観光案内所を含めた、地域観光物産館を整備する。

地域物産館の実施設計及び整備工事 地域物産館の建設着手

(今後の展開方針)

H25年度：駐車場の整備、供用開始

1 ② 市域景観形成強化事業

H24～

H26

　魅力的な観光地、まちづくりを形成するため、市域内

の道路・歩道のカラー舗装、コンクリート吹付等の工法

用いて、市道の景観形成を行う。また周辺の空きス

ペース等には地域住民による色彩豊かな花の植栽等

の緑化活動を実施する。

市道植栽帯防草工事実施

　整備路線数　1箇所

　整備延長　L=0.8km

市道植栽帯防草工事実施

　整備路線数　1箇所

　整備延長　L=0.8km

（今後の展開方針）

H25年度：整備路線数 3箇所

　　　　　　 整備延長 L=4.1km

H26年度：整備路線数 2箇所

　　　　　　 整備延長 L=1.7km

1 ③

 "南城市の魅力発見"観光

ガイドマップ作成事業

H24

　本市は世界遺産「斎場御嶽」など県を代表する観光

施設を有し、年間を通じて国内外から多くの観光客が

訪れている。本市の魅力をＰＲするため、日本語のみな

らず、外国語を用いた観光ガイドマップを作成する。

南城市観光ガイドマップ作成

　（日本語・英語併記）　４万部作成

南城市観光ガイドマップ作成

　（日本語・英語併記）　４万部

1 ④

海外移住者子弟研修・国際

交流推進事業

H24～

H25

　本市と移住国との国際交流を推進するため、本市出

身の海外移住者子弟の研修生を受け入れ、本市の文

化・伝統・各種技術等の研修や研修生と市内小中学校

との交流授業等を行う。

海外移住者子弟の研修生受入実施

アルゼンチン共和国研修生　１名受入

海外移住者子弟の研修生受入実施

アルゼンチン共和国研修生　１名受入

1 ⑤

久高島離島宿泊交流館施設

整備事業

H24

　夏場の高温時においても、島民と観光客等が快適に

交流できる環境を整備するため、久高島の観光拠点施

設である宿泊交流館に空調設備を整備する。

久高島宿泊交流館の空調設備整備 久高島宿泊交流館の空調設備整備

1 ⑥

世界遺産「斎場御嶽」周辺整

備事業

H24～

H26

　魅力的な観光地づくりを図るため、世界遺産「斎場御

嶽」周辺一帯の散策道、手摺り等の整備及び用地購入

を行う。

世界遺産「斎場御嶽」周辺整備

・実施計画の策定

・不動産鑑定、用地測量及び地形測量の実

施

・公有財産購入（２筆）

世界遺産「斎場御嶽」周辺整備着手

（今後の展開方針）

H25年度：石畳参道や戦争遺跡等の遺構検

出及び測量、土質・地下水調査

H26年度：石畳参道及び戦争遺跡修復工事

1 ⑦

南城ウェルネス機能拡張事

業

H24

　観光客等の誘客促進を図るため、観光資源を活用し

た心身の再生（ウェルネス）を柱とした観光プログラム

の実践及びNFCタグ等を活用した認証システム等を構

築する。

非接触IC等を活用した認証システムの構築 非接触IC等を活用した認証システムの構築

平成24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】

南城市南城市南城市南城市

事業名

事業

番号

H24成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

備　　考

（今後の展開方針等）

H24活動目標（指標）：平成２４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。

H24成果目標（指標）：平成２４年度における当該事業の実績や成果をあわらしたもの。なお、成果目標（指標）は事後評価を行う時期（毎年夏頃） までに把握できるものを記載している。



 11 南城市

パ 細 H24事業内容 H24活動目標（指標）

平成24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】

南城市南城市南城市南城市

事業名

事業

番号

H24成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

備　　考

（今後の展開方針等）

1 ⑧

第1次コミュニティＦＭ放送施

設整備事業

H24

　観光情報、市内のイベント情報、緊急時には災害情

報等を提供することを目的にコミュニティＦＭ放送に必

要な演奏所及び送信所の整備を行う。

FMスタジオ内装工事及び放送機材の購入

送信所、局舎の設計、工事

南城市コミュニティFM放送局の放送開始

1 ⑨ 準天頂衛星実証実験事業 H24

　新たな観光誘客に繋げるため、「準天頂衛星観測セ

ンター」の本市への誘致及び準天頂衛星の活用につい

ての検証を行う。

準天頂衛星実証実験の実施 準天頂衛星実証実験の実施

1 ⑩ デマンド交通導入検討業務

H24～

H27

　滞在型観光を推進するため、「デマンド交通システム」

を活用した検討業務を行い、実用化に向けた検証を行

う。

デマンド交通の運行実施計画（案）策定 デマンド交通の運行実施計画（案）策定

(今後の展開方針)

・Ｈ25年度：運行管理システムの構築

・Ｈ25～Ｈ27年度：試験運行・分析の実施

1 ⑪

なんじょうハートプロジェクト

推進事業

H24～

H25

　地域資源を生かした南城市のイメージアップを図るた

め、南城市の地形である「ハート」を一体的に捉えたま

ちづくり・市キャラクター「なんじい」を活用したグッズ等

による観光ＰＲ等を実施する。

・商品パッケージの開発（３品目）

・ＰＲグッズ等の制作及び配布

・ＰＲイベントの開催（１回）

・商品パッケージの開発（３品目）

・ＰＲグッズ等の制作及び配布（11,500個）

・ＰＲイベントの参加者数（2万人）

(今後の展開方針)

・Ｈ25年度：ＰＲイベントの開催（１回）、ラッピ

ングカーの購入（１台）

1 ⑫ なんじょう誘客対策事業 H24

　南城市滞在型の誘客を促進するため、本市の持つ豊

富なコンテンツ力に魅力あるストーリーを加え、地元で

の宿泊（ホテル・民泊）をしながら｢なぞ解きの｣旅行ス

ケジュールを企画する。

ミステリーツアーの開催（２回）

アンケート調査の実施

ミステリーツアーの参加者数　100名

1 ⑬

お新下り（聞得大君即位式

等）再現事業

H24

　世界遺産「斎場御嶽」は沖縄観光のパワースポットと

して多くの観光客に親しまれています。魅力的な観光

地づくりを促進するため、「お新下り」聞得大君の即位

式の一部再現を行う。

・お新下り記録映像の作成

（全記録収録120分×3本）

（編集済み記録映像　80分×3本）

・お新下りリーフレット作成　（2万部）

・お新下り記録映像の作成

（全記録収録120分×3本）

（編集済み記録映像　80分×3本）

・お新下りリーフレット作成　（2万部）

1 ⑭

電動自転車による市内観光

活用事業

H24

　本市は世界遺産「斎場御嶽」をはじめ、歴史文化遺産

が多いことから観光入域客も年々増加している。観光

地の環境負荷軽減など、自動車に頼らない観光地づく

りを促進するため、レンタサイクル実証実験を行う。

レンタサイクル(電動自転車)実証実験の実

施

（３箇所、各１０台）

レンタサイクル利用者965名

（3箇所、各10台・実証実験日数45日）

H24活動目標（指標）：平成２４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。

H24成果目標（指標）：平成２４年度における当該事業の実績や成果をあわらしたもの。なお、成果目標（指標）は事後評価を行う時期（毎年夏頃） までに把握できるものを記載している。



 11 南城市

パ 細 H24事業内容 H24活動目標（指標）

平成24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】

南城市南城市南城市南城市

事業名

事業

番号

H24成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

備　　考

（今後の展開方針等）

1 ⑮

南城市地域特産品開発及び

販売促進計画策定事業

H24

　魅力ある観光特産品を提供するため、農水産品及び

工芸品等を活用した魅力ある特産品の研究開発を行

い、南城市特産品の需要及び販売ルート等の調査を行

う。

・特産品ニーズ調査

・地域特産品開発

・販売ルート指針作り

・特産品認定制度の構築

・販売促進計画策定

・特産品ニーズ調査、特産品開発、販売ルート指

針作り、認定制度の構築、促進計画策定の実施

1 ⑯

南城ツーリズム「元気を取り

戻す旅」誘客モニター事業

H24～

H25

　本市の特徴を活かしたメンタルヘルス対応の社員研

修のモニターツアーを行い、体験滞在交流型観光を推

進する。

モニターツアーの開催　１回 モニターツアー参加者数２０人

(今後の展開方針)

・Ｈ25年度：ニーズ調査を踏まえたモニター

ツアーの商品設計

1 ⑰ 尚巴志関連展開調査事業

H24～

H25

　観光客等の誘客を促進するため、琉球王国を興した

尚巴志に関連する事業展開の可能性やその戦略につ

いての調査研究を行い、尚巴志関連事業展開基本プラ

ンを確立する。

尚巴志関連事業の展開可能性調査の実施 尚巴志関連事業の展開可能性調査の実施

(今後の展開方針)

・Ｈ25年度：可能性調査を踏まえた基本プラ

ンの策定

1 ⑱ スポーツツーリズム推進事業

H24～

H26

　観光客等の誘客促進及び青少年の健全育成を図る

ため、競技場の天然芝の良質な状態を保持するための

管理用機器を導入する。

天然芝管理用機材の導入 天然芝管理用機材の導入

(今後の展開方針)

・Ｈ25年度：フィールド内暗渠工事

2 雇用促進・人材育成事業

H24～

H25

2 ①

雇用サポートセンター就労支

援事業

H24～

H25

　新たな雇用の機会を創設するため、就労を希望する

市民を人材として登録し、人手不足に悩む農家や事業

所等に人材情報を提供する。

雇用創出サポートセンター登録数100人 雇用創出サポートセンター登録数100人

2 ②

企業誘致・定住促進環境整

備事業

H24

　雇用創出を実現し、定住促進及び地域振興を図るた

め、企業立地区域の環境整備を実施する。

企業誘致及び企業立地区域の環境整備計

画策定

南城市水道事業基盤整備計画策定

都市計画再編に伴う新たな下水道計画策

定業務の実施

企業誘致及び企業立地区域の環境整備計画策

定

南城市水道事業基盤整備計画策定

都市計画再編に伴う新たな下水道計画策定業務

の実施

2 ③

南城市超高速通信サービス

整備事業

H24

　南部圏域における情報通信関連産業の振興にあた

り、超高速通信サービス整備は必要不可欠である。

 企業誘致、雇用促進を図るため、市内全域（久高島を

除く）に超高速通信サービスを整備する。

超高速通信サービス環境の整備

※市内総面積48.39㎡（久高島除く）

超高速通信サービス環境の整備

※市内総面積48.39㎡（久高島除く）

(今後の展開方針)

H25年度：全エリア（久高島除く）サービス開

始予定

H24活動目標（指標）：平成２４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。

H24成果目標（指標）：平成２４年度における当該事業の実績や成果をあわらしたもの。なお、成果目標（指標）は事後評価を行う時期（毎年夏頃） までに把握できるものを記載している。



 11 南城市

パ 細 H24事業内容 H24活動目標（指標）

平成24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】

南城市南城市南城市南城市

事業名

事業

番号

H24成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

備　　考

（今後の展開方針等）

3 平和発信プロジェクト事業

H24～

H28

3 ① 平和発信プロジェクト事業

H24～

H28

　戦後65年が経過し、沖縄戦の記憶が薄れていく中、

改めて市民一人ひとりが平和や命の大切さを考える機

会とするため、南城市独自の平和の日を制定し、講演

会、コンサート等を実施する。

平和の日の制定（８月１０日）

こころぽっかぽかコンサートの開催１回

こころぽっかぽかコンサート入場者数　４００名

3 ② 戦没者追悼慰霊祭事業 H24

　恒久平和の誓いを発信するため、本市では、合併前

の旧町村単位で、慰霊祭が行われている。近年は参加

する遺族の高齢化や月日の経過とともに小規模化しつ

つあるため、慰霊碑を１箇所に整理・統合し、市一円の

大規模な慰霊祭を実施する。

慰霊碑の整理・統合（３箇所→１箇所）

大規模慰霊祭の開催

慰霊碑の整理・統合（３箇所→１箇所）

大規模慰霊祭の開催

4

農水産業活性化プロジェクト

事業

H24～

H28

4 ①

さとうきび優良種苗安定確保

事業

H24～

H28

　沖縄県の基幹作物であるさとうきびについては、平成

６年度からの品質取引制度の導入に伴い多収性品種

から高糖性品種への転換が推進されている。

　安定した農家所得の向上、さとうきびの生産向上を図

るため、優良品種作付けの普及を推進する。

採苗圃設置面積

現状２５０アール→目標３００アール

さとうきび優良種苗植付面積1,780アール 　

4 ② 農業生産体制強化事業 H24

　農業生産物の生産体制の強化を図るうえで、作物の

品質保持は欠かせない要素である。

　作物の粉塵による生育不良や日照量低下の解消、大

雨時の路盤の流出した後の凹凸による生産物の荷崩

れを防止する為、既設の簡易農道にアスファルト舗装

を実施する。

農道舗装　  L＝1200m 農道舗装　  L＝1200m

 

4 ③ 蔬菜花卉園芸施設整備事業

H24～

H28

　農産物の安定生産、農家所得の向上を推進するた

め、施設栽培を奨励し、ビニールハウス導入経費を助

成する。

既存ハウス等施設の整備24ヵ所 既存ハウス等施設の整備24ヵ所  

4 ④

沖縄型野菜工場実証試験事

業

H24

　低コスト化、低炭素社会実現を推進し、農業振興を図

るため、空き施設（公共施設）を利用して野菜工場を作

り、生産性、継続性等の実証実験を行う。

沖縄型野菜工場実証試験の実施

・運営維持方法の策定

・野菜工場整備の着手

H24活動目標（指標）：平成２４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。

H24成果目標（指標）：平成２４年度における当該事業の実績や成果をあわらしたもの。なお、成果目標（指標）は事後評価を行う時期（毎年夏頃） までに把握できるものを記載している。



 11 南城市

パ 細 H24事業内容 H24活動目標（指標）

平成24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】

南城市南城市南城市南城市

事業名

事業

番号

H24成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

備　　考

（今後の展開方針等）

4 ⑤

漁港巻上機・施設機能強化

事業

H24～

H25

　水産業の振興を促進するため、巻き上げ機施設の機

能強化事業を実施する。

巻き揚げ機設置件数　２件（志喜屋漁港、久

高漁港）

志喜屋・久高上下架可能漁船の台数：１１隻

(今後の展開方針)

H25年度：供用開始

5 防災安全基盤強化事業

H24～

H26

5 ① 地域防災対策強化事業 H24

　防災組織、地域防災リーダーの育成を図るため、地

域住民による防災活動を実施する。

　また、地域によって異なる災害を想定した避難訓練、

防災知識の普及啓発、防災資機材の整備を行う。

・１団体で、組織結成に向けた防災訓練の

開催

・１団体で、組織結成に向けた防災訓練の開催

5 ②

災害に強いまちづくり推進事

業

H24～

H25

　安心・安全の確保及び災害に強いまちづくりの実現を

図るため、被災者の長期避難生活を想定した非常用食

料品、日用雑貨、備品等の整備を実施する。

海抜表示板の設置(200箇所)

備蓄食料の整備(660食）

海抜表示板の設置(200箇所)

備蓄食料の整備(660食）

(今後の展開方針)

平成28年度までに備蓄食料18,000食を整備

5 ③

台風・大雨浸水被害対策事

業

H24～

H26

　災害に強いまちづくりの実現を図るため、地域の排水

路における雨水の流入・流出ルートを調査し、適切な排

水路整備を計画する。

佐敷地区雨水流域調査 佐敷地区雨水流域調査

5 ④

人にやさしいなんじょう情報

マップ事業

H24

　災害が発生した場合の住民や観光客への安心安全

を確保するため、なんじょう情報マップを作成する。

市内全域の情報マップの作成　17,000冊

中学校区毎のマップの作成　5,400枚

市HP及び市GISでのデータの活用

市内全域の情報マップの作成　17,000冊

中学校区毎のマップの作成　5,400枚

市HP及び市GISでのデータの活用

6 環境未来都市形成事業

H24～

H25

6 ①

電気自動車充電ステーション

設置事業

H24

　環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、

多くの市民や観光客等が利用する公共施設へ電気自

動車充電ステーションを設置する。

調査設計の実施、設置工事 電気自動車充電ステーションの設置工事の着手

(今後の展開方針)

・Ｈ25年度：供用開始

6 ②

太陽光採光システム普及事

業（企業・一般家庭）

H24～

H25

　環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、

太陽光照明システムの一般家庭への普及を推進する。

太陽光採光システムの設置台数　120台

電気使用量削減量　2,477kw

太陽光採光システムの設置台数　120台

電気使用量削減量　2,477kw

（今後の展開方針）

H25年度：太陽光採光システムの設置台数

（累計）　360台

H24活動目標（指標）：平成２４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。

H24成果目標（指標）：平成２４年度における当該事業の実績や成果をあわらしたもの。なお、成果目標（指標）は事後評価を行う時期（毎年夏頃） までに把握できるものを記載している。



 11 南城市

パ 細 H24事業内容 H24活動目標（指標）

平成24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】

南城市南城市南城市南城市

事業名

事業

番号

H24成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

備　　考

（今後の展開方針等）

6 ③

太陽光採光システム普及事

業（公共施設）

H24～

H25

　環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、

自然エネルギー・再生可能エネルギーの普及拡大、沖

縄の豊かな太陽光を利用した照明システムを公共施設

へ導入する。

太陽光採光システムの設置台数　50台

電気使用量削減量　4,800kw

太陽光採光システムの設置台数　50台

電気使用量削減量　4,800kw

（今後の展開方針）

H25年度：太陽光採光システムの設置台数

（累計）　100台

6 ④

鶏糞バイオマス発電導入調

査事業

H24

　環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、

鶏糞バイオマスを利用した発電を視野に入れ、更なる

利用方法等の導入調査事業を実施する。

鶏糞バイオマス発電等調査の実施 鶏糞バイオマス発電等調査の実施

6 ⑤

風力・太陽光ハイブリッド発

電導入調査事業

H24

　環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、

風力エネルギー及び太陽光エネルギーを組み合わせ

たシステムを普及させるための実証実験を実施する。

風力・太陽光ハイブリッド発電システムの設

置　1台

風力・太陽光ハイブリッド発電システムの構築

6 ⑥ 畜産悪臭対策事業 H24

　環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、

市内３箇所の豚舎等で、水質改変装置を設置し、臭気

濃度と臭気指数及び畜産業に関連する特定悪臭物質

の成分現況調査・分析等のモニタリング調査を実施す

る。

臭気濃度と臭気指数及び畜産業に関連す

る特定悪臭物質の成分現況調査・分析等の

モニタリング調査を実施（３地点　８項目）

臭気濃度と臭気指数及び畜産業に関連する特定

悪臭物質の成分現況調査・分析等のモニタリング

調査を実施（３地点　８項目）

6 ⑦ 環境浄化エコリサイクル事業 H24

　環境にやさしい南城市のまちづくりを推進するため、

市内で回収した伐採草木及び市内食品工場等から排

出される生ごみを利用した腐葉土の生産及び販売に取

り組む。

ホイールローダー１台

自動計量機付袋詰機１台

ホイールローダー１台

自動計量機付袋詰機１台

7 心豊かな人材育成事業

H24～

H25

7 ①

英語コーディネーター配置事

業

H24～

H25

　国際性豊な人材を育成するため、外国人や英会話能

力の優れた講師を教育委員会に配置し、英語教諭及

びＡＬＴ等への授業改善や、小学校において英語の授

業を実施する。

・英語コーディネーター配置数

　　　　市教育委員会　：　１人

・英語コーディネーター配置数

　　　　市教育委員会　：　１人

　

7 ②

小中学校学習教室空調設備

整備事業

H24～

H25

　児童・生徒の感受性豊かな人格形成を図るため、夏

場においても、安全・快適な学習環境を保持できるよう

空調設備を整備する。

空調機天井吊形設置工事

(家庭科教室空調機天吊り形2台設置)

空調機天井吊形設置工事

(家庭科教室空調機天吊り形2台設置)

(今後の展開方針)

空調設備の整備

幼稚園　保育室　2室　2台

小学校　理科室　1室　2台

中学校　家庭科室　 2室  5台

　　　　　音楽室3台　美術室　2台

7 ③ 受水走水田園体験事業

H24～

H25

　将来を担う感受性豊かな児童の育成を図るため、沖

縄の稲の発祥地とされる受水走水において、体験学習

プログラムの一環として稲栽培を実施する。

田園体験学習　参加者453人 田園体験学習　参加者453人

H24活動目標（指標）：平成２４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。

H24成果目標（指標）：平成２４年度における当該事業の実績や成果をあわらしたもの。なお、成果目標（指標）は事後評価を行う時期（毎年夏頃） までに把握できるものを記載している。



 11 南城市

パ 細 H24事業内容 H24活動目標（指標）

平成24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】

南城市南城市南城市南城市

事業名

事業

番号

H24成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

備　　考

（今後の展開方針等）

8

地域文化の継承と生涯学習

実践事業

H24～

H29

8 ①

文化のまちづくり実行委員会

支援事業

H24～

H25

　地域伝統文化の継承及び観光振興を図るため、南城

市文化センターを拠点に芸能公演、夏休み短期音楽ス

クール、ボランティア育成事業等の各種公演、研修事

業を実施する。

主要イベントへの運営費補助 　４件

賈　鵬芳(ｼﾞｬｰ･ﾊﾟﾝﾌｧﾝ)コンサート入場者　495名

心ぽっかぽかコンサート入場者　400名

ｼｭｶﾞｰﾎｰﾙ発地域めぐり出前ｽﾃｰｼﾞ　1,100名

7th' JAZZ in Nanjo　414名

(今後の展開方針)

芸能公演等各種公演を実施

8 ②

なんじょう歴史文化保存継承

事業

H24～

H29

　本市は神の島久高島や世界遺産「斎場御嶽」、国指

定文化財「グスク等」の多くの歴史遺産、琉球王朝時代

から引き継がれた精神文化が今も数多く残る地域であ

る。

これら貴重な文化遺産を後世に引き継ぐことを目的に

なんじょう歴史文化保存継承事業を実施する。

H24年度

 御嶽・グスク等調査：６０字

H24年度

 御嶽・グスク等調査件数：６０字

(今後の展開方針)

H25年度：漏れ調査の実施、戦争関連資料

収集

H26年度：御嶽・グスク執筆依頼、戦争関連

資料収集

H27年度：御嶽・グスク編印刷

H28年度：戦争編執筆依頼

H29年度：戦争編印刷

H24活動目標（指標）：平成２４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。

H24成果目標（指標）：平成２４年度における当該事業の実績や成果をあわらしたもの。なお、成果目標（指標）は事後評価を行う時期（毎年夏頃） までに把握できるものを記載している。




