
番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

1
継

続
平和交流・男女参画課 「思春期の心と体」のための意識啓発事業

市内公立中学１年生を対象に、問題解決の能力を高

め、自尊心や自己肯定感を持てるよう、思春期にお

ける人間関係づくりを考えるプログラムを実施し、

いじめやデートＤＶの防止、将来のＤＶ防止につな

げます。

717

2
新

規
平和交流・男女参画課 沖縄戦体験者証言記録映像制作業務

戦争体験者の高齢化が進む中で、戦禍の記憶を風化

させることなく、沖縄戦の実相や平和の尊さを次の

世代に継承するため、沖縄戦体験者の証言映像を制

作し、市内小中学校への配付や市ホームページでの

公開を行います。

1,305

3
新

規
平和交流・男女参画課

第7回世界のウチナーンチュ大会那覇市出身者交

流事業

今秋、開催が予定されている「第7回世界ウチナーン

チュ大会」では、本市においても「なーふぁんちゅ

交流会」を主催し、国内外から集う那覇市出身のみ

なさんを歓迎いたします。

4,459

4
継

続
防災危機管理課 災害備蓄品整備事業

本県は島嶼県であるため本格的な支援物資が届くま

でに時間を要すると予想されることから、市民及び

観光客に向けた公的備蓄をはじめ、流通備蓄、市民

備蓄などを含め、発災から3日分の備蓄物資を整備し

ます。

3,175

5
継

続
防災危機管理課 自主防災組織防災資機材交付事業

自治会などにより結成される自主防災組織に対し、

防災活動に必要な資機材を交付し、自主防災組織の

結成促進及び充実を図ります。

2,000

6
継

続
市民生活安全課 保安灯設置等事業補助金

安全で快適な生活環境の整備のため、保安灯や防犯

カメラの設置及び維持を行う自治会等の地縁団体に

対し、保安灯の新設・修繕・省電力型への取替え経

費や電気料への補助、防犯カメラの設置・保守管理

に要する経費への補助を行います。

29,722

7
継

続
市民生活安全課 外国人一元的相談窓口事業

外国人との共生社会の実現に寄与するため、在留外

国人の直面する生活の困りごと相談に応じることや

情報提供を行うなど在留外国人を支援してまいりま

す。

5,304

8
継

続
まちづくり協働推進課 校区まちづくり協議会支援事業

校区内で活動する団体等が一体となり、地域ぐるみ

で高齢者を見守り、子どもを育てる等の体制の確立

及び地域住民に対する広報等、地域課題の解決に向

けた取組みを実践する校区まちづくり協議会及び準

備会に対し、運営や活動に対する人的及び財政的支

援を行っています。

17,719

9
継

続
まちづくり協働推進課 那覇市人材データバンク事業

地域の課題解決や社会貢献を目的に、本市の市民活

動に多様な人材をつなげることで協働によるまちづ

くりを推進します。

2,769

10
継

続
保護管理課 生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対し

生活保護に至る前の段階の自立支援策（第２のセー

フティーネット）として、就労その他自立に関する

相談支援、事業利用のためのプラン作成等を実施し

ます。併せて、住居確保給付金事業・就労支援、一

時生活支援事業、巡回支援などを実施し包括的な支

援を行います。

84,037

令和４年度主要事業一覧

01　多様なつながりで共に助け合い、認め合う安全安心に暮らせるまち　ＮＡＨＡ



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

11
継

続
消防局・総務課 ポンプ車購入事業

（仮称）小禄南出張所開所に向け、消防隊増隊に伴

う新規車両を整備することで、消防力の向上及び市

民の安全、安心を確保します。

45,970

12
継

続
消防局・総務課 （仮称）識名出張所整備事業

（仮称）識名出張所の建設に向け、基本設計等に着

手します。
16,634

13
継

続
消防局・総務課 （仮称）小禄南出張所整備事業

消防力強化のため、新設する（仮称）小禄南出張所

と老朽化にて建て替える小禄支所との合築により令

和４年度に完成予定です。

152,918

14
継

続
予防課 補助金（女性防火クラブ）

地域住民に対する防火・防災に関する普及啓発活動

において大変重要な役割を担う団体です。地域社会

と多様につながりがある女性防火クラブの防火・防

災啓発活動を通して、地域防災力の向上・災害被害

の軽減を図ります。

475

15
継

続
福祉政策課 安心生活創造推進事業

地域で悩みを抱える方が孤立しないように、地域の

調整役であるコミュニティソーシャルワーカーを配

置し、地域見守り隊の結成促進や充実を図り、誰も

が安心して生活できる地域づくりを推進します。

29,058

16
継

続
福祉政策課 避難行動要支援者対策事業

災害時に自ら避難することが困難な方が迅速に避難

できるよう、個別避難計画書の作成の推進や福祉避

難所設置数の拡充等を行い、避難支援体制の構築を

図ります。

1,733

17
継

続
福祉政策課 地域福祉推進会議事業

地域福祉推進のため活動している民生委員児童委員

の３年に一度の一斉改選があり、退任する民生委員

への感謝状授与や、行政との意見交換会を開催しま

す。

592

18
新

規
ちゃーがんじゅう課 第９次なは高齢者プラン策定業務

2025年にはおおよそ4人に1人が高齢者となることが

予測されるなか、現行計画が2023年で終了すること

から、引き続き高齢者が住みなれた地域で生きがい

をもって社会に参画し、安心して暮らすことができ

るよう「第９次なは高齢者プラン」を策定します。

9,657

19
継

続
ちゃーがんじゅう課 特別養護老人ホーム整備補助金

老朽化した特別養護老人ホームに対し、改築費用等

を補助することにより、施設整備を促進し、高齢者

の福祉向上に寄与します。

367,260

20
継

続
ちゃーがんじゅう課 地域包括支援センター業務委託包括支援事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、那覇市は地域包括ケアシステムの構築を目

指しております。本件は地域包括ケアシステムの中

核となる地域包括支援センターの業務委託を実施す

るための事業です（本事業は地域支援事業交付金を

活用しておりますが、交付金上限額を超える額につ

いては、一般財源で財源を確保しております。予算

額は交付金活用額と一般財源負担額の合算額となり

ます）。

519,831

21
継

続
障がい福祉課 障害福祉サービス等給付費

障がいのある方や障がいのある児童に対し、居宅や

施設への入所・通所等の場において、身体的な介護

その他必要なサービスを支給決定し、日常生活を支

援します。また、生活訓練・職業的訓練が必要な者

に対し、適切な支援を提供することにより、自立・

社会参加の促進を図ります。事業所に対し自立支援

給付費（障害福祉サービスに係る介護給付費等、地

域相談支援給付費等）の費用を支弁します。

12,888,326

02　互いの幸せを地域と福祉で支え合い誰もが輝くまち　ＮＡＨＡ



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

22
継

続
障がい福祉課 自立支援医療給付事業

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方で、障

がいを除去・軽減するために必要な治療・手術等に

ついての医療費の自己負担額を一部助成します。職

業能力の増進及び日常生活を容易にすることを目的

としています。

1,181,764

23
継

続
障がい福祉課 特別障害者手当等給付事業

精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活に

おいて常時介護を必要とする障がい者または障がい

児に対し、その障がいのため必要となる精神的、物

質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給す

ることにより、障がい者または障がい児の福祉の向

上を図ります。

176,074

24
継

続
障がい福祉課 重度心身障害者医療費等助成事業

重度身体障がい者及び知的障がい者に対し、医療費

の自己負担金を助成することにより保健の向上と福

祉の増進を図ります。

701,732

25
継

続
保護管理課 子供の貧困緊急対策事業

子ども自立支援員８人設置及び支援員等の研修の実

施、居場所型学習支援、子どもの居場所づくり支

援、公共施設管理団体等が実施する子どもの居場所

運営支援、ボランティア団体等が実施する子どもの

居場所運営支援、子どもの支援団体等へのサポート

事業を行います。

161,156

26
継

続
保健所　健康増進課 高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業

高齢者を支援する事業として、国保加入者や後期高

齢者の保健事業と介護予防を一体的に行うことを目

的に、健診データ等の分析・対象者の抽出を行い、

ハイリスクアプローチやポピュレーションアプロー

チ等の保健事業を実施します。

8,487

27
継

続
保健所　健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種事業

昨年に引き続き、接種体制を確保するとともに、一

般向けの３回目接種及び５歳から11歳の接種を県や

関係機関と連携し円滑に実施します。

664,146

28
新

規
保健所　健康増進課 口腔保健推進事業

本市の状況に応じた歯科口腔保健施策を推進するた

め、口腔保健支援センターを新たに設置し運営しま

す。また、市民の口腔の健康の保持増進を図るた

め、全ライフステージに対してむし歯予防や歯周病

予防、歯の喪失防止、食育の推進等を行い、歯科疾

患の予防及び口腔機能の維持向上に関して取組を行

います。

5,811

29
継

続
保健所　健康増進課 食の健康づくり事業

本市の健康増進計画「健康なは21(第２次)」の目標

である「健康寿命の延伸・早世の予防」を目的に、

ボランティア団体と連携し、市民の食生活改善と食

の環境づくりに取り組みます。

4,006

30
新

規
国民健康保険課 高額療養費システム改修事業

高額療養費支給申請手続きについて、口座登録を一

度行えば、それ以降発生した高額療養費について

は、窓口に来課することなく登録口座へ振込ができ

るようにシステム改修し、申請手続きを簡素化しま

す。

1,525

31
新

規
国民健康保険課

傷病手当金相当額（パートナーシップ登録者

分）

新型コロナウイルス感染症により死亡した本市国民

健康保険被保険者と住所を同一とし、かつ、生計を

共にする本市パートナーシップ登録者に対して、那

覇市国民健康保険条例付則第2条に定める傷病手当金

に相当する金額を支給します。

100

32
継

続
保健所　地域保健課 発達支援強化事業

子どもの発達の特徴を確認し、保護者と共有・理解

できるよう、発達相談、親子教室、育児教室等の事

業を実施し、保護者の不安軽減を図ります。

2,999



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

33
継

続
保健所　地域保健課 不妊に悩む方への特定治療支援事業

特定不妊治療については1回の治療費が高額であり、

その治療費の一部を助成することにより対象者の経

済的負担軽減を図る目的で実施。令和4年4月からは

保険適用予定です。経過措置として、年度をまたい

だ対象治療1回分に対しては令和4年度も助成を行い

ます。また全ての治療が保険適用にはならず、治療

が保険適用外になり負担増になる方のため、先進医

療に指定される治療について県とともに独自助成

（上限有り）を実施予定です。

63,600

34
継

続
保健所　地域保健課

子育て世代包括支援センター（母子保健型）運

営事業

子育て世代包括支援センターや産婦健康診査等での

相談によって支援が必要と認められる産婦に対し

て、助産師が母子の居宅に訪問し育児のサポートと

産婦の心身のケアを行い、母子の愛着形成、産後う

つの発症予防及び児童虐待の未然防止につなげてい

きます。

14,097

35
継

続
保健所　地域保健課 ２歳児歯科健康診査事業

令和２年度の１歳６か月児健診のむし歯有病率は

1.55％に対し、３歳児健診では18.5％と急増してい

ます。しかも全国（11.9％）と比較して高い状況で

す。このため、幼児期のむし歯予防を図る目的で、

乳歯が生えそろい食生活の幅が広がる２歳過ぎに、

歯科診察、フッ素塗布、保健相談、栄養相談を含め

た２歳児歯科健康診査を実施します。

7,172

36
継

続
保健所　保健総務課 病院事業運営費負担金

地方独立行政法人那覇市立病院が公的使命を果たせ

るよう、総務省繰出基準に則り、法人の設立団体で

ある本市が負担します。

市立病院建替え事業については、新病院建設室の専

従職員の人件費等を繰出対象としており、令和7年度

の新病院開院に向け、市立病院の取組みを引き続き

支援します。

443,601

37
継

続
保健所　保健総務課 病院事業債貸付金

地方独立行政法人は、設立団体以外からの⾧期借入

ができないため、本市が病院事業債を借り入れ、市

立病院へその全額を貸し付けます。

今年度は新病院棟建設工事や磁気共鳴画像診断装置

（MRI）等の更新に利用します。

3,509,100

38
継

続
保健所　保健総務課 結核定期健康診断促進事業

私立の学校や施設又は日本語教育施設で実施する定

期結核健康診断について補助金を交付し、実施者の

費用負担軽減を図るとともに、定期の結核健康診断

の実施を促進することにより、結核患者の早期発見

と患者拡大防止を図ります。

3,683

39
継

続
保健所　保健総務課 感染症予防事業費（新型コロナ関連を含む）

新型コロナウイルス感染症他の感染症対策、予防及

びまん延防止を目的に関係機関と連携及び全庁体制

で対策を行います。

428,168

40
新

規
文化振興課

第37回国民文化祭 那覇市実行委員会開催関連事

業

令和4年に日本復帰50周年を迎える節目にあたるこ

とから、国民文化祭の関連事業を開催し、本市の市

民文化の振興と発展を図ります。

4,059

41
継

続
文化振興課 なはーと文化芸術事業

令和3年度開館した「なはーと」をより積極的に発信

するため、「創造・発信事業」、「鑑賞事業」、

「普及・人材育成及び交流事業」の3つに類型化し、

効果的な事業を展開します。

105,202

03　次世代の未来を拓き、豊かな学びと文化が薫る誇りあるまち　ＮＡＨＡ



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

42
継

続
文化財課 崇元寺跡保存整備事業

歴代国王の位牌を安置していた旧国宝の崇元寺跡に

ついて、適切な保存・活用を図るとともに、観光振

興拠点としての整備を進め、また国史跡指定に向

け、取り組みます。

133,608

43
継

続
こども政策課 老朽化保育所増改築等事業

児童が生活する場である園舎の安全性を確保するた

め、老朽化した私立認可保育園の建替え工事に係る

経費を補助します。

330,946

44
継

続
こども政策課 待機児童解消等加速化事業

必要な保育定員を確保し、待機児童の解消を図るた

め、賃貸物件を改修整備し、保育所等を創設する事

業者に対し改修工事に係る経費を補助します。

24,002

45
継

続
こども政策課 潜在保育士復職支援事業

潜在保育士に対する就労支援の取り組みとともに、

県外在住保育士を対象に市内保育所等への就職活動

を支援することで、保育人材を確保し、待機児童の

解消を図ります。

3,590

46
新

規
こども政策課 県外保育士移住費等支援事業

県外から沖縄県内に移住し、かつ市内保育所等で保

育士として就業した者を対象に、県内への移住の際

に発生した渡航費用や引っ越し費用等の移住費用を

補助することで、保育人材を確保し、待機児童の解

消を図ります。

2,000

47
継

続
こども政策課 那覇市まなびクーポン事業

放課後の学びの格差を解消するため、低所得世帯の

小学校4年生から6年生の子どもたちを対象に、学習

塾などで使えるまなびクーポンを昨年度に引き続き

提供します。

12,311

48
継

続
こども政策課 児童クラブ運営補助金

小学生の安全・安心な放課後の居場所を確保し、保

護者が安心して就労できる環境を提供する放課後児

童クラブの支援及び設置促進するため、児童クラブ

の運営費を補助します。

1,110,474

49
継

続
こどもみらい課 発達支援保育等事業（単独分）

健全な社会性の成⾧、発達を促すことを目的に、保

育に欠け、かつ心身に発達支援を有する児童のう

ち、保育所で行なう保育になじむ者を受け入れ、こ

れを促進するため、補助を行います。

120,149

50
継

続
こどもみらい課 地域子育て支援拠点事業（認可）

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て

支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育

て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和

し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的に

子育て支援センター及びつどいの広場を設置しま

す。

55,453

51
継

続
こどもみらい課 発達支援保育事業（こども園分）

私立認定こども園で特別な支援が必要な子どもを受

け入れる場合の加配職員配置に必要な費用につい

て、補助を行います。

25,859

52
継

続
こどもみらい課 保育士継続応援給付事業

待機児童解消に向け、課題である保育士確保と離職

防止のため、潜在保育士や新卒者への就職支援や3

年、6年の継続勤務の保育士への継続支援を実施しま

す。

15,200

53
新

規
こどもみらい課 保育施設等オンライン化手続推進事業

保育所の入所等に係る手続きについて、オンライン

で申請できるよう整備し、保護者の利便性向上を図

ります。

6,160

54
新

規
こどもみらい課 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

令和４年4月から９月までの間、職員に対して上記・

賃金改善を行う保育所等に対して、当該賃金改善を

行うために必要な費用を補助することにより、勤務

する職員の処遇を改善を図ります。

223,591

55
継

続
子育て応援課 こども医療費助成事業

こども医療費助成制度の拡充を踏まえ、通院費の対

象年齢及び現物給付方式による助成を中学校等卒業

相当まで拡充します。

1,290,407
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56
継

続
子育て応援課 子ども家庭総合支援拠点事業

児童虐待の防止に向けて、子どもを持つ不安や悩み

ごとなどを抱える世帯に寄り添った相談、訪問等を

行い、世帯の実情を把握しながら継続的な支援に努

めます。

46,036

57
継

続
子育て応援課 那覇市母子寡婦福祉会事業補助金

那覇市母子寡婦福祉会が実施する、ひとり親の家庭

の自立と福祉向上につながる諸活動に対し、補助金

を交付します。

200

58
継

続
子育て応援課 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業

経済的な理由や親の理由等により放課後ひとりある

いは子どもたちだけで過ごしているひとり親の児童

を対象に、学習支援を行います。

5,213

59
継

続
子育て応援課

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支

援事業

高校を卒業していない（中退を含む）ひとり親家庭

の親又はその児童が、高等学校卒業程度認定試験の

合格を目指し、民間事業者等が実施する対策講座を

受講する場合に、受講費用の一部を補助します。

150

60
新

規
子育て応援課 社会的養護従事者処遇改善事業

新型コロナウイルス感染症への対応等が重なる社会

的養護関係施設である那覇市母子生活支援センター

さくらの職員を対象に処遇改善を行うために必要な

費用を補助します。

851

61
継

続
こども教育保育課 こども発達支援センター管理運営事業

本市在住の就学前の発達に支援を必要とする児童、

保護者及び関係機関を対象に、専門職による以下の

事業を行います。

・相談事業　・訓練事業・障害児通所支援事業

・地域支援事業（発達支援保育巡回相談、児童施設

支援）

9,144

62
継

続
こども教育保育課 教育保育充実事業

本市公立認定こども園19園の事業運営に係る会計年

度任用職員の配置、本市内の就学前教育・保育施設

の質の向上を図る為の訪問指導や職員対象研修の企

画運営・公開保育の実施の他、特定教育・保育の質

の確保等を図る事を目的とする確認監査等を行いま

す。

459,735

63
継

続
こども教育保育課 特別支援教育充実事業

本市公立認定こども園19園において、障がいを有す

る等の園児の特別支援教育のため、特別支援教育担

当教諭及び特別支援ヘルパーを配置するとともに、

心理専門員巡回による支援のフォローアップを行い

ます。

187,130

64
継

続
こども教育保育課 給食調理業務委託事業

本市公立こども園の給食について、調理業務の一部

は委託を活用し、自園調理場及び給食センターから

の提供を行っています。給食の提供においては、市

の栄養士による統一献立、食材発注、衛生管理等に

より安全で安定的な提供体制により実施します。

191,553

65
継

続
生涯学習課 地域学校協働活動推進事業

地域と学校が連携・協働して、子どもたちへ多様な

体験や交流活動の機会を提供し、地域全体で子ども

たちの成⾧を支え、地域教育力の向上を図ることを

目的に「地域学校協働活動」及び「放課後子ども教

室」を推進します。

11,249

66
継

続
生涯学習課 総合的な学校開放推進事業

地域学校連携施設を、地域の方々や団体等をつなぐ

場、子育て・健康・福祉サービスを行うコミュニ

ティの拠点として地域へ開放します。

2,278

67
継

続
施設課 松川小学校屋内運動場建設事業

松川小学校の老朽化した屋内運動場等の改築を行い

ます。
257,452
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68
継

続
施設課 古蔵小学校屋内運動場建設事業

古蔵小学校の老朽化した屋内運動場等の改築を行い

ます。
198,070

69
継

続
施設課 若狭小学校屋内運動場建設事業

若狭小学校の老朽化した屋内運動場の改築を行いま

す。
129,726

70
継

続
施設課 松島中学校屋内運動場建設事業

松島中学校の老朽化した屋内運動場等の改築を行い

ます。
258,677

71
新

規
中央図書館 電子図書館サービス事業

図書館に出向くことなく、24時間利用できる電子図

書館サービスを令和4年３月から開始し、図書館サー

ビスの向上を図ります。

2,926

72
継

続
学校教育課 小中一貫教育推進事業

義務教育9年間を連続した育ちとして捉え、小学校及

び中学校の教員が学習指導や問題行動等の課題を共

有し、児童生徒の発達の段階に応じた、より効果的

な指導に取り組む小中一貫教育を市立の全小中学校

で推進します。

45,756

73
継

続
学校教育課 特別支援教育充実事業（小・中学校）

特別な支援を要する児童生徒が通う市立小中学校

に、特別支援教育補助員の配置と特別支援教育指導

コーディネーターを派遣することにより、児童生徒

が安全に学校生活を送る環境を整え、安全面や生活

面の支援を行います。学校生活への適応度を高め、

自立に向けた教育の充実を図ります。

178,132

74
継

続
学校教育課 スクール・サポート・スタッフ配置事業

新たに増えた新型コロナウイルス感染症対策を中心

に教員の業務をサポートする、スクール・サポー

ト・スタッフを市立全小中学校に1人ずつ配置し、教

員が子どもの学びの保障に注力できる体制を整備し

ます。

89,955

75
新

規
学校教育課 生理の貧困対策事業（小中学校）

生理用品等を必要としている女子児童生徒が必要な

時に使用できるように、各市立小中学校に生理用品

を備えます。

2,000

76
継

続
学校教育課 小学校英語指導員配置事業

市立小学校へ外国人英語指導員及び日本人英語指導

員を配置して、⾧期的な英語指導を通したコミュニ

ケーション能力の育成を図り、国際感覚を身につけ

世界の人々と協調していける人材の育成をめざしま

す。

96,431

77
継

続
学校教育課 基礎学力向上のための学習支援事業

退職教員や教員免許を有する者等を学習支援員とし

て市立小学校に派遣し、小学校第３学年の算数の授

業時間や放課後等に学級担任と連携したティーム・

ティーチングや少人数指導等の学習支援を行いま

す。

32,980

78
継

続
学校教育課 中学校部活動指導員配置事業

部活動指導員を市立中学校に派遣し、適切な練習時

間や休養日の設定など部活動の適正化を進め、学校

教育活動の一層の充実及び教員の働き方改革の実現

を図ります。

9,386

79
継

続
学校教育課 中学校英語指導員配置事業

市立中学校へ、外国語教育の援助、教材研究及び教

材作成、学級担任及び教科担任と共に授業等を実施

する英語指導員を配置します。また、異文化交流会

を実施し、生徒の更なる意欲関心の向上を図り、国

際理解教育を推進します。

35,481
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80
継

続
教育相談課

子ども寄添支援員（スクールソーシャルワー

カー）配置事業

貧困状態が子どもの生活と成⾧に与える課題に対応

するため、教育分野に関する知識や社会福祉等の専

門的な知識技術を用いて、児童生徒の置かれた様々

な環境に働きかける支援員を配置し、子どもの貧困

対策に取り組みます。

73,944

81
継

続
教育相談課 自立支援教室（むぎほ学級）事業

貧困家庭(準要保護世帯等)にあって不登校等の児童

生徒に対し、日中の教育的居場所を確保するため

「自立支援教室 むぎほ学級」を設置し、将来の社会

的自立に向けた支援等を行います。

19,448

82
継

続
教育相談課 学習支援室（てぃんばう）事業

各中学校の不登校及び登校しぶりのある生徒や来所

により継続相談を受けている児童生徒のほか、過卒

生で高等学校進学の希望を抱いている青少年に対

し、「学習支援室 てぃんばう」を設置し、将来の社

会的自立に向けた学習支援を行います。

11,056

83
継

続
教育相談課 自立支援教室（きら星学級）事業

生活リズムの乱れ、あそび・非行傾向の不登校等

で、学校外での指導や相談を必要とする児童生徒に

対し、日中の居場所を確保するため「自立支援教室

きら星学級」を設置し、学校復帰や将来の社会的自

立に向けた支援等を行います。

31,242

84
継

続
教育相談課 街頭指導（がいとうPolaris）事業

専任指導員を配置して、青少年の問題行動(不良行

為)がよく見られる繁華街、公園、ゲームセンター、

カラオケボックス、学校周辺の溜まり場等を巡回

し、徘徊する青少年に対し、指導・声かけを行うほ

か、学校や関係機関と連携を図り、非行の未然防止

と早期発見・対応に努め、規範意識を育み社会的自

立を促します。

18,596

85
継

続
教育相談課

相談室(はりゆん)･自立支援教室(あけもどろ学

級)事業

「相談室 はりゆん」を設置し、不登校や問題行動等

の様々な悩みを持つ青少年本人や保護者、教師に対

して来所相談や電話相談等を行います。

「自立支援教室 あけもどろ学級」を設置し、集団適

応や学習指導等を組織的、計画的、継続的に行うこ

とにより、将来の社会的自立に向けた支援を行いま

す。

32,190

86
継

続
教育相談課 教育相談支援事業

不登校又は不登校傾向にある児童生徒や子どもの不

登校等に悩みを持つ保護者へ対応するため、児童生

徒とその保護者の話し相手となる「教育相談支援

員」を全小中学校に配置し、支援を行います。

35,564

87
継

続
学校給食課 開南小学校給食調理場改築事業

開南小学校の老朽化した単独給食調理場を、共同調

理場へ改築を行います。
154,075

88
継

続
教育研究所 学校情報機器等整備事業（GIGA）

GIGAスクール構想を実現するため整備した児童生徒

1人1台のタブレット端末や授業支援ソフト、学習ド

リル等のICTを教材・教具や学習ツールの一つとして

積極的に活用し、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善につなげます。

148,847

89
継

続
教育研究所 学校ICT支援員配置事業

教員がICTを活用した授業等をスムーズに行うことが

できるよう小中学校にICT支援員を派遣し、授業支

援、助言及び研修を行い、教員のICT活用指導力の向

上を図ります。

54,450
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90
継

続
商工農水課 那覇空港南側船揚場整備事業

那覇空港第2滑走路増設の埋立に伴う漁業権消滅の補

償として、船だまりの整備を那覇空港南側海域とす

ることで合意・確認がなされたことから、船揚場整

備に向け調査及び建設工事を行います。

251,759

91
継

続
商工農水課 那覇市ぶんかテンブス館管理運営事業

文化芸能の産業化や人材育成、市民文化の向上、地

域活性化を目的としたぶんかテンブス館の指定管理

について、これまでの課題や運営手法を見直しなが

ら伝統工芸館との一体的活用についての方針案を作

成し、新たな管理運営を目指します。

42,414

92
新

規
商工農水課 なはＩＣＴ産業振興ガイドライン策定事業

情報通信産業については、国におけるＤＸの推進

や、コロナ禍に伴うリモートワークの推進など、取

り巻く環境は大きく変化しています。そのような状

況において、本市の情報通信産業の基本的な方針等

を定めることで、産業全体の振興を目指します。

20,107

93
継

続
なはまち振興課

頑張る商店街支援事業（旧なは商人塾運営管

理）

なは商人塾を令和３年度末で廃止するため、新第一

牧志公設市場ができるまで、商店街・通り会に対し

て、貸会議室の使用料を支援します。

1,967

94
継

続
なはまち振興課 一万人のエイサー踊り隊助成金事業

国際通りをステージに繰り広げられる、エイサーを

通した参加型の大型イベント「一万人のエイサー踊

り隊」を実施する夏祭りin那覇実行委員会に対して

助成を行います。

1,320

95
継

続
なはまち振興課 国際通りトランジットマイル助成金事業

幹線道路（国際通り）においてトランジットモール

を支援するため、事業の実施主体である「那覇市国

際通り商店街振興組合連合会」に対して助成を行い

ます。

2,000

96
継

続
なはまち振興課 頑張るマチグヮー支援事業

中心市街地の活性化に向けた事業を行う者の創意工

夫による積極的な取り組み、提案事業を財政支援

し、商店街の活性化を図ります。

13,100

97
継

続
なはまち振興課 国際通り情報発信大型ビジョン活用事業

国際通り（てんぶす那覇前）において、屋外型大型

ビジョン（320インチ）を活用し、観光情報の発信

力の強化、観光リゾート地那覇のイメージアップ及

び中心市街地への集客促進を図ります。

10,465

98
継

続
なはまち振興課 マチグヮ―総合案内所事業

平成25年度に牧志公設市場雑貨部内に開設したマチ

グヮー（中心商店街）の総合案内所より、マチ

グヮーの魅力を効果的に発信し、来街者の利便性向

上と地域の活性化を図ります。

9,587

99
継

続
なはまち振興課 那覇市地域商店街等支援事業

中心市街地以外の商店街等の創意工夫による積極的

な取り組み、提案事業を財政支援し、中心商店街の

みならず全域商店街の活性化を図ります。

1,300

100
継

続
なはまち振興課 中心商店街アーケード再整備等補助事業

中心商店街振アーケード再整備に関する補助方針に

基づき、商店街振興組合等が実施するアーケードの

再整備事業に対し補助を行います。

1,408

04　ヒト・モノ・コトが集い、育ち、ひろがる万国津梁のまち　ＮＡＨＡ



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

101
継

続
なはまち振興課 第一牧志公設市場再整備事業

第一牧志公設市場の整備期間中、仮設市場において

市場機能を維持することにより賑わいの継続及び観

光客の誘客を図ります。令和4年度は、引きつづき仮

設市場の賃貸借業務を行います。

24,870

102
継

続
なはまち振興課 沖縄の食の魅力発信拠点整備事業

沖縄の食の魅力の発信拠点及び「食」を中心とし

た、沖縄独自の生活文化が体感できる街歩き拠点と

しての機能を有した施設として第一牧志公設市場を

整備中です。令和4年度は、令和4年度末の新市場供

用開始に向け、令和3年度より繰越されている、新市

場建設工事を引きつづき進めてまいります。

20,532

103
新

規
なはまち振興課 宇栄原公設市場廃止事業

宇栄原公設市場を併設施設とする宇栄原市営住宅団

地棟が令和5年度に解体を予定しており、同市場は施

設取壊しの時期に合わせて廃止します。令和4年度は

市場事業者の移転再開を支援するため、移転補償額

算定調査を実施します。

3,993

104
新

規
なはまち振興課 第一牧志公設市場オープニング事業

沖縄の食の魅力発信拠点施設として再整備を進める

第一牧志公設市場が令和4年度のオープンを予定して

います。施設の完成を記念したセレモニーを開催し

県内外へPRするとともに、沖縄の「食」をテーマに

したイベントを開催し、沖縄の食文化への理解と関

心を深める機運醸成を図ります。

2,526

105
継

続
観光課 プロ野球キャンプ等支援事業

巨人軍春季キャンプが継続して行われるよう、春季

キャンプの受入体制の強化や春季キャンプ仕様に沖

縄セルラースタジアム那覇、陸上競技場、多目的広

場等のキャンプ会場の整備を図ります。また、公式

戦誘致活動等開催への補助を実施します。

99,335

106
継

続
観光課 観光イベント安全確保事業

本市の重要な観光イベントである「那覇ハーリー」

「那覇大綱挽まつり」「琉球王朝祭り首里」の観

客、来場者がより安全にイベントに参加・見学でき

るよう、会場警備に取り組みます。

10,110

107
新

規
観光課 早朝・夜間の活動時間創出支援事業

観光消費額を伸ばすための取り組みとしてナイトタ

イムエコノミーが注目されており、夜型観光エン

ターテインメントの充実、アフターコンベンション

のメニュー開発に関する取組を展開してまいりま

す。早朝・夜間の事業を提案し、実施する企業に対

して補助金を交付いたします。

15,000

108
継

続
都市計画課 那覇港管理組合負担金

令和４年度に予定する第２クルーズバースの暫定供

用開始に向けて、施設管理者である那覇港管理組合

に対して、引き続き支援をします

533,099

109
継

続
平和交流・男女参画課 那覇軍港跡地利用計画事業

那覇軍港の跡地利用については、地主会との合意形

成活動を継続して実施し、位置的優位性等を活かし

た、本市の発展、ひいては沖縄県の発展に資する計

画づくりに取り組んでまいります。

5,571

110
継

続
環境政策課 那覇市環境基本計画改定業務

那覇市環境基本条例に基づき策定した那覇市環境基

本計画及び、地球温暖化対策の推進に関する法律で

策定が義務付けられている那覇市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）が令和５年度に終期を迎える

ため、令和４年度から２年かけて次期計画を策定し

ます。

13,101

111
継

続
環境政策課

CO2排出削減促進事業（クールチョイス啓発事

業）

温室効果ガス排出削減による地球温暖化対策のため

の国民運動「COOL CHOICE」（賢い選択）を踏ま

えた普及啓発事業を行います。

3,240

05　自然環境と都市機能が調和した住みつづけたいまち　ＮＡＨＡ



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

112
継

続
クリーン推進課 資源化物持去り防止拠点回収事業

資源化物の持ち去り行為の防止と資源化への意識を

高めてもらうため、各種団体で集めた資源化物を直

接回収する本事業を継続します。

815

113
継

続
環境保全課 住宅騒音防止対策事業

那覇空港周辺の騒音対策区域として指定されている

地域で、航空機騒音による障害を防止、緩和するた

め実施する住宅騒音防止工事等に補助金を交付しま

す。

64,799

114
継

続
環境衛生課 犬猫適正飼養推進事業

犬猫等の適正飼養の推進、動物愛護管理思想の普及

啓発を行い、環境衛生の向上を図り、人と動物との

調和のとれた共生社会を推進します。

13,168

115
継

続
都市計画課 総合公共交通の推進事業

「誰もが移動しやすいまち」を実現するため、身近

な交通手段である自転車の活用しやすいまちづくり

と市民の健康増進等を図るため、「自転車活用推進

計画」を策定します。

12,760

116
継

続
都市計画課 景観形成推進事業

都市景観形成地域に指定されている3地区（首里金城

地区、龍澤通り沿線地区、壺屋地区）の歴史的、伝

統的景観等を保全・育成するため、民間建設工事に

対して、景観の重要な要素となる赤瓦、石垣等の整

備費を助成します。

8,140

117
継

続
都市計画課 沖縄都市モノレールインフラ外整備事業

沖縄都市モノレール株式会社が行うインフラ外整備

事業（輸送力増強（３両編成化））に対して、引き

続き沖縄県や浦添市と連携して支援を行います。

1,756,628

118
継

続
都市計画課 LRT導入推進検討事業

那覇市の交通問題改善と真和志地域のまちづくりを

推進するために、公共交通事業者や市民の意向も踏

まえながら、ＬＲＴ等の本格的な導入に向けた調

査・検討に取り組みます。

16,200

119
継

続
道路建設課 道路新設改良事業(社会資本交付金）

主に都市計画決定を必要としない市道の新設改良等

の整備を行います。
562,500

120
継

続
道路建設課 街路整備事業（公共投資交付金）

都市計画道路において、交通渋滞の緩和、交通安全

の確保、交通アクセスの利便性、歩行空間のバリア

フリー化等を図ります。

522,978

121
継

続
道路管理課 モノレール・インフラ等修繕

本市が管理するモノレール・インフラ施設の4駅（県

庁前駅、美栄橋駅、牧志駅、石嶺駅）及び164径間

（支柱、桁）の予防保全型の修繕を計画的に実施し

ます。また、老朽化した橋梁の法定点検に基づいた

修繕等を行います。

362,800

122
継

続
花とみどり課 公園整備事業（沖縄振興公共投資交付金）

公園整備における整備工事、物件調査委託、設計委

託、用地補償を実施し、公園整備事業の推進を図

り、地域住民に良好な都市環境を提供します。

整備公園：久場川公園ほか9公園、3緑地

181,500

123
継

続
花とみどり課 公園整備事業（社会資本整備総合交付金）

公園整備における整備工事、物件調査委託、設計委

託、用地補償を実施し、公園整備事業の推進を図

り、地域住民に良好な都市環境を提供します。

整備公園：識名公園ほか2公園

201,500

124
継

続
公園管理課 民間活力を活かした公園活性化事業

民間活力の導入など調査をおこない、公園の維持管

理について新たな仕組みを検討していきます。
8,600

125
継

続
市営住宅課 地域居住機能再生推進事業

国庫補助事業「地域居住機能再生推進事業」を活用

し石嶺市営住宅建替事業、大名市営住宅建替事業、

宇栄原市営住宅建替事業及び真地市営住宅建替事業

を行います。

3,233,795



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

126
新

規
法制契約課 セカンドオピニオン弁護士相談

本市が抱える重大な事案について、複数の弁護士に

よるリーガルチェックを行い、信頼できる市政運営

を推進します。

220

127
継

続
企画調整課 デジタル化推進事業

地域活性化起業人制度等を活用してデジタル人材

（ICT分野）を受け入れます。また、年度途中に生じ

る突発的業務やデジタル技術等を活用した実証事業

等の着手に係る経費を計上し、機敏かつ臨機応変な

デジタル化施策を展開いたします。

23,622

128
新

規
企画調整課 第５次総合計画検証事業

平成30年度に策定した第５次総合計画（計画期間10

年間）について、社会情勢の変化に対応するため、

５年を経過する令和４年度から令和５年度にかけて

市民・議会の参画のもと検証し、必要に応じて計画

の見直しを行います。

265

129
新

規
企画調整課 （仮称）那覇市DX推進計画策定事業

昨今のデジタル技術の進展や新型コロナによる社会

情勢の変化を踏まえ、デジタル化の方向性や基本的

な考え方を指し示す計画を策定します。

9,900

130
継

続
企画調整課 新真和志複合施設建設事業

真和志地域の新たなコミュニティ拠点につながる

「（仮称）新真和志複合施設」の整備については、

官民連携の手法による事業者の公募に着手いたしま

す。

14,715

131
継

続
情報政策課 公共施設予約収納システム運用事業

契約期間満了に伴い、公共施設予約収納システムを

更新します。

利用可能な施設の数が増えます。また、コンビニ収

納に加え、一部はクレジットカード決済にも対応で

きるようになります。

5,679

132
新

規
ハイサイ市民課 おくやみコーナー運営事業

死亡に関する手続の案内や申請書作成、可能な手続

については受付まで行うワンストップサービスを提

供する「おくやみコーナー」を設置し、遺族の皆様

の負担軽減を図ります。

5,213

133
継

続
ハイサイ市民課 小禄支所建設整備事業

令和３年度より着手した建築・電気・機械工事が令

和４年度に完了し、令和４年度内の供用開始を予定

しています。

313,968

06　市民との信頼を深め、効率的で効果的な行財政運営を行う


