
番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

1
新

規
まちづくり協働推進課 那覇市人材データバンク事業

地域の課題解決につなげることを目的に、ボラン

ティア人材とボランティアを求める団体につい

て、リスト化を行い、相互に情報の提供、広く情

報発信・情報収集を行いながら、マッチングを図

るものです。

3,659

2
継

続
市民生活安全課 消費者教育・啓発活性化事業

見守りを必要とする高齢者が消費者被害にあわな

いよう、また、被害が拡大しないよう講座等を通

して被害防止策や相談窓口を啓発していきます。

328

3
継

続
保護管理課 生活困窮者自立相談支援事業

生活保護に至る前の段階の自立支援を強化するた

め、生活困窮者の就労その他の自立に関する相談

支援、事業利用のためのプラン作成等を行うこと

により、自立への手助けを行っていきます。

62,521

4
新

規
防災危機管理課 那覇市防災情報システム整備事業

　市内全域に音声・文字・映像等による情報伝達

手段を確保し、災害や気象情報、国民保護情報等

を迅速・的確に市民、観光客及び災害弱者等へ配

信する防災情報システムを整備します。また、消

防局との情報共有による災害対策本部機能強化に

加え、被害情報を管理する機能や避難所運営を支

援する機能の整備を行うなど、情報収集・配信・

共有体制を強化します。

173,200

5
継

続
総務課総務課 （仮称）識名出張所整備事業

　那覇市消防力整備計画（消防署所の適正配置計

画）に基づき、消防ポンプ車が出動してから放水

まで６分30秒を満たさない未到達エリアを解消す

るため、真地・識名地域に出張所を建設します。

91,935

6
新

規
防災危機管理課 多言語防災リーフレット作成業務委託

　本市を訪れる外国人観光客等が、大規模災害時

に避難するための避難場所や避難所を周知するた

めの多言語防災リーフレットを作成します。

9,760

7
継

続
平和交流・男女参画課 旧那覇飛行場用地問題解決事業

   旧軍飛行場用地問題の解決を図るため、地主会

の要望する大嶺地域の振興・活性化に資する

「（仮称）大嶺コミュニティセンター」を建設し

ます。

138,291

8
新

規
平和交流・男女参画課 戦後75年平和事業

　戦後75年の節目となる年に、沖縄戦の実相や平

和の尊さを次の世代へ継承することを目的とし

て、沖縄戦体験者の講演と市内小中高生による平

和を希求する現代舞踊劇「那覇センセイション～

平和の詩～」を開催します。

1,330

9
新

規
平和交流・男女参画課 ともかぜ振興会館管理運営事業

   旧軍飛行場用地問題の解決を図るために建設し

た「ともかぜ振興会館」の管理について、指定管

理制度による運営を行います。

ともかぜ振興会館は、旧大嶺集落の歴史等を次世

代へ継承し、平和を希求する想いを発信するとと

もに、市民の健康づくり、地域のコミュニティ活

動や文化芸術活動の場を提供すること等により地

域の振興及び活性化に寄与する施設です。

26,952

10
新

規
平和交流・男女参画課 ホノルル市姉妹都市提携60周年記念事業

　ホノルル市との姉妹都市提携から60周年の節目

を迎えるにあたり、両市を相互に訪問し一層の相

互理解と友好発展を図ります。また、ハワイ移民

120周年記念式典への参加を通してハワイで活躍

する県人との交流も行います。

4,957

令和2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
福祉政策課 安心生活創造推進事業

地域における孤立者や困窮者をなくすことを目的

に、地域福祉の調整役（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を結成し、地域

見守り会議や地域福祉懇談会等の調整を行い、地

域における共助の基盤づくりを行っていきます。

27,788

12
継

続
福祉政策課 避難行動要支援者対策事業

大規模災害時など自ら避難することが困難な者で

あって特に支援を要する者（避難行動要支援者）

に対する避難支援体制の構築を目的とします。避

難行動要支援者対策のパンフレット作成や避難支

援についての同意書の徴収など、災害時の避難を

手助けし、さらに福祉避難所の協定拡大等を行っ

ていきます。

1,898

13
継

続
福祉政策課 第11回特別弔慰金支給事業

5年に一度の援護事務として、令和２年度から援

護法に基づく第11回特別弔慰金の申請受付事務を

行います。

17,356

14
継

続
障がい福祉課 発達障がい者サポート事業

発達障がい児者のライフステージに応じた地域で

の生活を支援するため、発達障がい児者本人、家

族及び支援者等からの相談に応じ、医療、保健、

福祉、教育、労働等の様々な関係機関と連携を図

り、必要な援助を行っていきます

19,388

15
継

続
保護管理課 児童自立支援事業

主に生活保護受給世帯の児童を対象に、学校や生

活の実態を把握するとともに課題の洗い出しを行

い、学校やその他関係機関と連携しながら必要な

支援を行います

14,043

16
継

続
保護管理課 子供の貧困緊急対策事業

内閣府が「沖縄子供の貧困緊急対策事業」として

沖縄の実情を踏まえた事業をモデル的・集中的に

実施することを受け、貧困状態にある児童や将来

的に貧困に陥る可能性がある児童の掘り起こしと

自立に向けた支援を行うため、子どもの貧困対策

支援員の配置及び子どもの居場所の運営支援等を

実施します。

153,398

17
継

続
保護管理課 子どもの貧困対策推進交付金事業

子どもの貧困対策を推進することを目的として市

町村が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲

内において「沖縄県子どもの貧困対策推進交付

金」を交付することを受けて、補助対象である非

常勤職員の配置を行い、ボランティア団体等の活

動を支援します。

3,162

18
継

続
市民スポーツ課 那覇市健康ウォーキング推進事業

健康・長寿おきなわを取り戻すために、市民の健

康づくりに取り組む必要があります。その足がか

りとする目的で那覇市健康ウォーキング大会及び

ウォーキング講座を開催します。

9,523

19
継

続
保健所　健康増進課 歯とお口の健康普及啓発推進事業

南部地区医師会が、市内で開催するデンタルフェ

アに要する事業費の一部を補助します。
620

20
継

続
保健所　健康増進課 学齢期におけるフッ化物洗口等モデル事業

沖縄県は、12歳児の一人平均むし歯数が全国ワー

スト1位となっています。むし歯予防の効果が期

待される「フッ化物洗口」を全小中学校での実施

を目指しモデル的に実践校を増やして課題の抽

出、整理を行います。

4,265

21
新

規
保健所　健康増進課 風しんの追加対策的事業

予防接種法に基づく定期接種制度がなかった世代

に対し、令和元年度から3年度に限り、風しんの

抗体検査・予防接種を公費で受けられるようにし

ます。

33,745

22
継

続
保健所　地域保健課 発達支援強化事業

子どもの発達や子育て不安を保護者と共有し、そ

の不安を軽減するため、臨床心理士及び保育士を

活用し、集団相談指導としての親子教室や個別発

達相談を実施します。

3,147

23
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（体外受精や顕微授精）費用の一部

を助成し、経済的負担の軽減を図ります。
61,103

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）

24
継

続
保健所　地域保健課 三歳児健診未受診者対策事業

平日に実施している3歳児健康診査の未受診者に

対して、休日に健診を実施し、受診できる環境づ

くりを行います。また、健診未受診者について

は、虐待予防の視点から、健康状態や養育環境等

を把握し、必要な支援へ繋げます。

997

25
継

続
保健所　地域保健課 ２歳児歯科健康診査事業

乳幼児期は、むし歯予防をはじめとした歯や口の

健康づくりの重要な時期です。むし歯予防のた

め、2歳児を対象に、歯科健康診査を実施しま

す。

8,036

26
継

続
保健所　地域保健課 妊婦歯科健康診査事業

安心安全な出産のため、妊婦を対象に、歯科医療

機関での歯科健康診査費用1回分を市が負担しま

す。

3,814

27
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、本市が病院事業債により資金

を調達するとともに、那覇市立病院へ貸し付けま

す。

今年度以降、那覇市立病院建替え事業が本格化

し、実施設計等の起債対象の工程が始まることに

加え、高額な医療機器等の更新が続く見込みと

なっています。

1,583,100

28
新

規
特定健診課課 高齢者の保健事業と介護予防の一体化モデル事業

高齢者を支援する事業で、国保の保健事業と後期

高齢者の保健事業の一体的実施や介護予防と保健

事業の一体的実施などを目的として、後期高齢者

広域連合からの委託を受けて、ハイリスクとポ

ピュレーションアプローチを活用して実施する事

業となっております。

13,949

29
継

続
保健所　生活衛生課 那覇市HACCP普及推進事業

令和２(2020)年6月までに、すべての食品等事業

者にHACCP（ハサップ）に沿った衛生管理が義

務付けられます。市内で提供される飲食物の安定

した食品衛生を確保し、市民や国内外から訪れる

観光客の食の安全安心に繋げるため、事業者が必

要な対策を講じられるよう、HACCP対応の実践

的なセミナー等を開催し、普及推進を図ります。

4,678

30
新

規
保健所 保健総務課 風しん抗体検査委託事業

　妊娠初期に風しんに感染すると赤ちゃんに難聴

などの障がいが出るおそれがあることから、妊娠

を希望する女性や同居者の方などを対象に風しん

抗体検査を無料で実施し、ワクチン接種の必要性

を判断してもらうことで風しんの感染防止や生ま

れてくる赤ちゃんの健康を守ることにつなげる事

業です。

16,176

31
新

規
商工農水課 小中学生キャリア教育支援

早期からの職業意識の醸成、職業観やキャリアデ

ザインの形成を目的に、市内の小中学生を対象

に、市内で活躍する職業人の講話や企業見学・体

験を実施します。

3,000

32
継

続
こどもみらい課 延長保育事業

保護者の就労形態の多様化や通勤時間の増加等に

伴い高まっている保育時間の延長に対する需要に

応じるため、保護者の通勤時間及び通勤時間との

関係で定刻までの迎えが難しい園児たちに対し

て、通常の保育時間を超えて保育を実施します。

117,000

33
継

続
こども政策課 老朽化保育所増改築等事業

施設を利用する児童の安全確保や定員増加による

待機児童解消を目的とし、老朽化した保育所の増

改築工事に係る補助金を事業者に交付する事業で

す。

168,440

34
継

続
こどもみらい課 認可外保育施設等の環境整備事業

認可外保育施設の保育の質向上及び入所している

児童の処遇向上を図るため、必要な整備改善を促

進するため、既存施設の改修費の一部補助や衛生

消毒等を実施します。

7,531

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）

35
継

続
こども政策課 児童クラブ環境整備事業

放課後児童クラブを実施するため、既存の小学校

の余裕教室等の改修等や必要な設備の整備などの

環境整備を行うことにより、放課後児童健全育成

事業の設置促進等を図ります。

2,400

36
継

続
こども政策課 待機児童解消等加速化事業

保育所等を創設する事業者に対して、建設工事に

係る経費を補助することで必要な保育定員を確保

し、安心して子育てできる体制を整備するととも

に会計年度任用職員を配置し、組織体制を強化し

ます。

476,334

37
継

続
こども政策課 こどものみらい応援プロジェクト推進基金積立金

貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環

境を整備し、及び教育の機会の確保を図ることを

目的とするこどもの貧困対策を推進する事業を実

施するための基金を積み立てます。

100,070

38
継

続
こども政策課 保育士試験受験者支援事業

待機児童の解消と保育士不足の現状を改善するた

め、保育士試験対策講座を開催します。
1,641

39
継

続
こども政策課 放課後児童支援員等の処遇改善等事業

放課後児童健全育成事業を行う者において、家

庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援を

行っており、そのうちいずれかの業務に従事する

職員を配置する場合に、当該職員の賃金改善に必

要な費用の一部を補助します。

207,900

40
継

続
こども政策課 潜在保育士復職支援事業

待機児童対策の喫緊な課題である保育士不足を解

消するため、資格を有しているが就労していない

「潜在保育士」の就業復帰に向けた事業を支援し

ます。

8,580

41
新

規
こども政策課 大道こども園調理設備等整備事業

新たに0～2歳児を受け入れる予定の大道こども園

に調理設備を設置することで、自園調理による安

全・安心な給食の提供ができる環境づくりを目指

します。

22,509

42
継

続
こども政策課 放課後児童支援員等資質向上研修事業

放課後児童支援員等の資質向上を図るため、経験

年数・資格・スキルに応じて、初任者・中堅研修

を実施します。

1,439

43
継

続
こども政策課 認定こども園等ブロック塀対策事業

　幼稚園から移行した市内の認定こども園等の敷

地内において、倒壊の危険性があるブロック塀等

を整備し、周囲の安全性を確保します。

10,378

44
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。

134,076

45
継

続
こどもみらい課 病児保育事業

保育所に通所中の乳幼児等が病気の回復期に至ら

ない場合又は回復期にあるため、集団保育の困難

な期間に病院等に付設された専用スペースで一時

的にその乳幼児等を預かることにより、保護者の

子育てと就労の両立を支援します。

52,352

46
継

続
こどもみらい課 発達支援保育事業（こども園分）

公私連携型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。

17,240

47
継

続
こどもみらい課 ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業

児童扶養手当の支給要件及び母子及び父子家庭等

医療費助成事業の受給資格を満たす、保育所入所

待機児童の保護者で幼児教育・保育の無償化対象

外となる0～2歳の住民税課税世帯を対象に、認可

外保育施設の利用料の負担軽減を図ります。

2,070

48
継

続
こどもみらい課 保育士確保対策事業（離職抑制分）

適切な年休取得や休憩時間を確保するため、年休

代替保育士、休憩保育士等を配置し労働環境の改

善による離職防止、就職促進を図る認可園等に補

助を行います。

72,700

49
継

続
こどもみらい課 保育士正規雇用化促進事業

正規雇用化を促進し、保育士の処遇向上及び定着

促進を目的に、保育士正規雇用率の上昇を図る認

可保育所等に対して補助を行います。

34,200



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

50
継

続
こどもみらい課 子育て世代包括支援センター（基本型）運営事業

様々な機関が個々に行っている妊娠期から子育て

期にわたるまでの支援について、ワンストップ拠

点（子育て世代包括支援センター）を立ち上げ、

各関係機関が連携し、切れ目のない支援を実施し

ます。

9,739

51
継

続
こどもみらい課 認可外保育施設支援事業

認可外保育施設の質の向上及び児童の処遇向上に

資することを目的に、3歳未満児扶助費の支給、

児童及び認可外保育施設職員の健康管理を行って

おります。

9,465

52
継

続
子育て応援課 母子・父子福祉センター管理運営費

ひとり親家庭の福祉のために、各種相談事業やパ

ソコン等の講習会を開催しています。
2,428

53
継

続
子育て応援課 母子生活支援施設事業

保護を必要とする母子家庭等を入所させ、こども

の健全育成と母子の精神的・経済的な生活の安定

を図り、自立した生活への支援を行います。

54,685

54
継

続
子育て応援課 ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭の親又は寡婦が、求職活動や疾病そ

の他の理由により日常生活に支障が生じたとき

に、家庭生活支援員（ヘルパー）を居宅等に派遣

し、家事援助や未就学児の保育等の支援を行いま

す。

8,404

55
継

続
こども教育保育課 認可外保育施設・絵本読み聞かせ実施事業

認可外保育施設において「保育従事者による『絵

本の読み聞かせ』を位置づける」ため、入所して

いる児童に対し、絵本（大型絵本、紙芝居、図鑑

等含む）を配布するとともに「読み聞かせ」研修

会を実施します。

1,946

56
継

続
こども教育保育課 子育て支援員研修事業

保育需要の増大に対応するため、担い手となる子

育て支援員の育成と資質向上を図ることを目的に

研修を実施します。

1,600

57
継

続
こども教育保育課 認可外保育施設等保育の質向上事業

認可外保育施設等の保育の質及び児童の処遇改善

に資するため、専門講師による研修を実施しま

す。

3,100

58
継

続
こども教育保育課 特別支援教育充実事業

認定こども園において障がいを有する幼児の特別

支援教育のため、非常勤特別支援ヘルパー及び特

別支援担当教諭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体制の充実を図りま

す。

192,731

59
継

続
学校教育課 生徒サポーター派遣事業

地域人材等を生徒サポーターとして各中学校に二

人ずつ派遣し、社会的自立に向けた支援活動や体

験活動、学習支援を通じ、遊び・非行傾向の不登

校生徒の自立と自律を支援し学級復帰を目指しま

す。

15,034

60
継

続
学校教育課 学習支援ボランティア事業

ボランティア（退職教員ゆうゆう会等）を市内学

校に派遣し、ボランティア支援を通じて教育振興

を図ります。

1,350

61
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へ、教育相談員の派

遣や特別支援教育ヘルパーの配置を行うことによ

り、学校生活や学習上の困難の改善を図るための

支援を行います。

177,318

62
継

続
学校教育課 小学校英語指導員配置事業

小学校から中学校までの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るため、市

内全小学校の3学年から6学年に、外国人及び日本

人の英語指導員を配置します。

118,216

63
継

続
学校教育課 基礎学力向上のための学習支援事業

学習支援関連の職業経験や教員免許資格を有する

者等を市内小学校に派遣し、３年生算数の学力定

着の低い児童に対し、学習支援を行います。

31,245

64
新

規
学校教育課 中学校部活動指導員配置事業

中学校において、部活動の適正化や教員の「働き

方改革」を進めるために部活動指導員を中学校17

校に17名（原則各校1名）ずつ配置します。

10,583

65
継

続
学校教育課 中学校英語指導員配置事業

市内の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配置し、ま

た、中学２年生を対象に英語力判定調査を実施し

ます。

35,467



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

66
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

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

境に働きかけて支援を行う「子ども寄添支援員

（スクールソーシャルワーカー）」を全中学校区

に派遣し、学校現場や行政等と連携し、関係機関

へ繋げて支援することにより、小・中学生の貧困

問題対策に取り組みます。

71,819

67
継

続
教育相談課 自立支援教室（むぎほ学級）事業

貧困世帯（準要保護世帯等）の小中学生の中で、

不登校など将来的に貧困になる恐れのある子ども

たちに対して、日中の教育的な居場所を確保し、

様々な体験学習を通して、学校や社会への適応促

進及び将来の社会的自立・自律に向けた支援を行

います。

18,658

68
継

続
教育相談課 学習支援室（てぃんばう）事業

不登校や登校しぶり、継続的な教育相談を行って

いる児童生徒に対し、一人ひとりに合った教育機

会の確保や自立を促すための支援を行います。ま

た、個別または少人数形式により、登校復帰や高

等学校等への進学を目指す生徒や過卒生の学習支

援を行います。

10,661

69
継

続
教育相談課 自立支援教室（きら星学級）事業

遊び・非行傾向の不登校児童生徒を対象とする、

自立支援教室「きら星学級」に支援員を配置し、

学校では対応が難しい児童生徒に様々な体験学習

を通して集中的にサポートするとともに、直接、

小中学校に出向いて個別支援を行い、学校や社会

への適応促進及び将来の社会的自立・自律に向け

た支援を行います。

31,988

70
継

続
教育相談課 街頭指導（がいとうPolaris）事業

日中及び夜間において巡回活動を行う専任指導員

及び青少年指導員を配置し、問題行動が多く見受

けられる繫華街、公園、ゲームセンター、学校周

辺等を巡回し、徘徊する青少年への声かけ、助

言、指導を行います。また学校や関係機関とも連

携を図り、非行の未然防止と早期発見、早期対応

に努めます。

23,881

71
継

続
教育相談課 教育相談支援事業

全小中学校に教育相談支援員を各1人配置し、不

登校、又は教室に入ることができない児童生徒の

話し相手になる等の対応をすることにより、登校

や教室復帰への支援を行います。また、1人では

登校できない児童生徒の家庭へ出向き、登校支援

を行うなど、保護者の求めによる相談支援等も行

います。

35,686

72
継

続
教育研究所 学力向上に向けた調査研究事業

小学校４年生を対象に、国語・算数の学力調査を

実施します。この調査の分析結果により、児童一

人一人の苦手な分野などを把握し、指導内容の改

善や、より学習効果を高めるための基礎資料とし

て活かしていきます。

2,180

73
新

規
こども政策課 那覇市スタディクーポンモデル事業

経済的な理由で学校外教育を受けることができな

い低所得世帯の子どもたちに対して、学習塾等で

利用できるクーポンを提供し、子どもたちの意欲

向上を図り、教育格差、負の連鎖を解消に向け取

り組みます。

11,316

74
継

続
こども教育保育課 発達支援保育事業

市内保育教育施設に在籍している就学前の児童の

うち、医師の診断もしくは意見書により発達に支

援を要すると認められた児童に対し、心理専門員

や当センター専門職が施設を巡回し、保護者や担

当保育者等へ支援・助言等を行います。

5,952

75
継

続
子育て応援課 育児支援家庭訪問事業

育児支援が必要な保護者に対して、定期的に家庭

訪問を行い、抱っこの方法や赤ちゃん（子ども）

が泣いたときの対応など、育児に関する具体的な

支援をとおして、母親の育児不安を軽減し、安定

した子どもの養育が可能になるよう支援を行いま

す。

19,473
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76
継

続
子育て応援課 短期入所生活援助事業

子どもを養育している保護者が疾病等の事由によ

り家庭で児童の養育が一時的に困難となった場合

や、経済的な理由等により緊急一時的に母子を保

護することが必要となった場合等に、通園や通

学、食事や身の回りの世話などの生活援助を行い

ます。

4,066

77
新

規
こどもみらい課 主食費減免事業

教育・保育給付認定保護者のうち、低所得で生計

が困難である者の子どもが、対象施設で主食の提

供を受けた場合において、当該教育・保育給付認

定保護者が支払うべき主食費の一部を給付するこ

とにより、これらの者の経済的な負担の軽減を図

ることを目的とします。

18,118

78
新

規
施設課 石嶺中学校空調設備更新事業

石嶺中学校に設置されている空調機の耐用年数が

過ぎているため、更新を行います。
204,260

79
新

規
施設課 中学校環境整備事業（屋内運動場照明整備）

中学校施設屋内運動場（体育館）における高天井

照明をLED照明に機能更新する。
6,684

80
新

規
施設課 中学校施設ブロック塀対策事業

中学校に築造されている老朽化したブロック塀の

撤去及びフェンス設置等を行います。
14,724

81
新

規
施設課 借用校地購入事業（中学校）

学校教育施設の管理運営を円滑に行うため、地主

の意向を考慮しながら借用校地を購入します。
79,260

82
継

続
生涯学習課 地域・学校連携施設（若狭小）建設事業

生涯学習の振興と地域コミュニティづくり及び本

市が実施する各事業に係る地域の活動拠点とし

て、若狭小学校の校舎改築と併せて地域・学校連

携施設を整備します。

2,103

83
継

続
生涯学習課 地域・学校連携施設（神原小）建設事業

生涯学習の振興と地域コミュニティづくり及び本

市が実施する各事業に係る地域の活動拠点とし

て、神原小学校の屋内運動場改築と併せて地域・

学校連携施設を整備します。

53,885

84
継

続
生涯学習課 地域・学校連携施設（与儀小）建設事業

生涯学習の振興と地域コミュニティづくり及び本

市が実施する各事業に係る地域の活動拠点とし

て、与儀小学校の校舎改築と併せて地域・学校連

携施設を整備します。

1,489

85
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・協働しながら「学校を核とし

た地域づくり」をめざし子どもたちの育成につな

がる活動を推進します。

12,784

86
継

続
生涯学習課 給付型奨学金事業

成績優秀で修学する意欲があるにもかかわらず、

経済的な理由で大学等進学が困難な者に対して県

内大学等への進学及び修学を支援します。

13,980

87
継

続
文化振興課 新文化芸術発信拠点施設整備事業

現在取り組んでいる「那覇文化芸術劇場 なはー

と」の建設工事を安全に進め、完成を待ち望んで

いる多くの皆様に一日でも早く施設を提供できる

よう取り組んでまいります。

【沖縄振興特別推進交付金活用事業】

9,445,785

88
継

続
文化振興課 市民文化育成発信事業

市民参加型・創造型の自主事業を通して、本市の

文化芸術活動の活性化を図ることを目的に、「な

は市民芸術展」「うちなーぐち講座・成果公演」

を開催します。

3,982

89
継

続
文化振興課 新文化芸術発信拠点施設開館記念関連事業

「那覇文化芸術劇場 なはーと」の施設の理念や事

業方針を早い時期から発信し、市民をはじめとす

る多くの人に開館への期待を高めてもらうため

に、演劇やシンポジウムなどのプレ事業を行いま

す。

23,026

90
継

続
文化財課 国宝「琉球国王尚家関係資料」修理事業

平成18年に国宝に指定された「琉球国王尚家関係

資料」の展示や公開活用を促進するため、尚家文

書の修理を行います。

17,055

91
新

規
文化財課 佐藤惣之助詩歌碑移設事業

那覇市議会における全会一致での移設陳情の採

択、川崎市民の思いを受け、佐藤惣之助詩歌碑を

首里城公園に移設します。

11,925

92
継

続
文化財課 伊江殿内庭園保存整備事業

昭和61年に国の名勝に指定された「伊江殿内庭

園」の遺構の確実な保存を図り、今後の活用に向

けた整備を行います。

12,780
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93
新

規
文化財課 玉陵擁壁改修工事

世界遺産・国宝・国指定史跡である「玉陵」の関

連用地にある既設の擁壁の改修工事を行い、近隣

住民や玉陵を訪れる観光客等の安全を確保しま

す。

4,169

94
新

規
文化財課 伊江御殿別邸庭園保存整備事業

平成21年に国の名勝に指定された「伊江御殿別邸

庭園」は未整備・未公開であるため、庭園の保存

や活用の促進を目的とした「保存活用計画」を策

定し、今後公開に向けた整備を行います。

6,856

95
新

規
文化財課 日本遺産推進事業

日本遺産を構成する有形・無形の文化財や伝統文

化等を総合的に整備活用し、国内外へ戦略的に発

信にすることにより、地域活性化及び観光振興を

図ります。

2,665

96
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

補償の際、整備する小型船だまり等の建設場所を

那覇空港南側海域とすることで、漁協と合意・確

認がなされたことから、船揚場整備に向け各種設

計業務及び調査等を行い、船揚場建設を行いま

す。

244,868

97
新

規
商工農水課 水産物利活用調査事業

本市の貴重な第一次産業である水産業を将来にわ

たって発展させるため、本市水産業の基礎となる

分野において持続可能な事業モデルを構築するこ

とを目的に、マグロの胃袋等、未利用部位を学校

給食へ導入するための調査や、残渣を利活用した

再生可能エネルギーの可能性調査を実施します。

3,000

98
継

続
商工農水課 新商品開発支援事業

市内の中小・小規模事業者が新商品（またはサー

ビス）等の開発を行うにあたり、事業者へ市場分

析や商品開発の基礎を身につける研修及び開発支

援のための補助等を行います。

9,365

99
継

続
商工農水課 なはし創業・就職サポートセンター運営事業

平成29年度から創業、就職支援の機能を一体化

し、なは市民協働プラザ内に移転し、メカル45・

IT創造館と連携した創業、就職支援を包括的に実

施する体制を構築します。

9,942

100
継

続
商工農水課 民間資金調達促進等ビジネスマッチング事業

市内の発展可能性のある起業家等の事業に対し、

出資家等からの投資を促す環境を整備することで

本市のさらなる経済発展及び雇用創出、市民の所

得向上につなげることを目的としています。

8,100

101
継

続
商工農水課 市内企業経営基盤強化事業

市内中小企業の経営者層や事業経営の中核を担う

中堅人材を対象に、海外への販路拡大や事業経営

力の強化に繋がる様々なノウハウを学ぶことので

きる講座等を実施し、経営基盤の強化を図りま

す。また、各企業が抱える様々な問題解決のた

め、専門家派遣を実施します。

8,000

102
継

続
商工農水課 地域未来投資事業

地域未来投資促進法による、本市の基本計画に基

づき、「地方創生推進交付金の活用」により市内

の地域経済牽引事業の創出を促進し、経済波及効

果の向上を図ります。

30,163

103
継

続
商工農水課 那覇市地域おこし企業人事業

国の制度である「地域おこし企業人交流プログラ

ム」を活用し、三大都市圏に存在する企業等の社

員を一定期間受入れ、そのノウハウや見識を活か

し、本市独自の魅力や価値の向上、地域経済の振

興につながることを目的に実施します。

5,060

104
新

規
商工農水課 伝統工芸館体験工房等予約管理システム構築事業

那覇市伝統工芸館の工芸品製作「体験工房」の予

約管理について、高いセキュリティ環境と利用者

の利便性向上を確保したクラウドシステムによる

独自の予約受付管理システムを構築します。

5,380

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）

105
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。【沖縄振興特別推進交

付金活用事業】

1,320

106
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

平成19年4月から本格実施している、国際通りト

ランジットモールの運営を支援するため、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。【沖縄振興特

別推進交付金活用事業】

2,000

107
継

続
なはまち振興課 頑張るマチグヮー支援事業

中心商店街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。【沖縄振興特

別推進交付金活用事業】

20,200

108
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。

【沖縄振興特別推進交付金活用事業】

2,000

109
継

続
なはまち振興課 第一牧志公設市場再整備事業

中心市街地の魅力を高めるため、観光資源である

マチグヮーの良さを生かした地域観光に寄与する

中核施設として、第一牧志公設市場の再整備を推

進します。【沖縄振興特別推進交付金活用事業】

167,036

110
新

規
なはまち振興課 牧志公設市場（衣料部・雑貨部）のあり方実現事業

牧志公設市場（衣料部・雑貨部）の今後のあり方

を実現するため、地権者や市場事業者との協議及

び建物の引き渡しに向けた事業を実施します。

35,749

111
新

規
なはまち振興課 沖縄の食の魅力発信拠点整備事業

食の魅力の発信拠点及び「食」を中心としての機

能を有した第一牧志公設市場の整備や市場周辺地

域の整備を行い、街なかにおける観光客の回遊性

の向上を図ります。【沖縄振興特定事業推進費活

用事業】

1,050,580

112
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行いま

す。

66,932

113
継

続
観光課 沖縄国際映画祭関連事業

沖縄国際映画祭を観光イベントとして活用し、那

覇市内への観光誘客を図るため、市内で開催され

る映画祭関連イベントに対し、補助を行います。

10,000

114
継

続
廃棄物対策課 ごみ減量・資源化推進事業

ごみの発生抑制、資源循環型社会を促進するため

普及啓発活動（イベント・広報啓発）、環境教

育、大規模排出事業所への訪問指導などを実施し

ます。

16,267

115
継

続
環境衛生課 飼い主のいない猫の不妊去勢手術実施事業

　飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術及び啓

発を行うことにより、その繁殖を抑制し、地域で

の糞尿被害などの衛生環境の問題を軽減し、良好

で快適な生活環境の確保を図るとともに、動物愛

護の観点から飼い主のいない猫の収容及び殺処分

の減少を図ります。

858

116
継

続
クリーン推進課 不法投棄・持ち去り等防止及び啓発事業

　不法投棄に関する陳情対応や監視パトロールに

よる適正処理の指導を始め、花壇や看板設置によ

る啓発活動を行います。また、継続して資源化物

の収集運搬禁止行為のパトロール及び指導等の取

締りを行います。

3,148

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）

117
継

続
クリーン推進課 雨水溝改修事業

クリーン推進課の管理する敷地内（第１期最終処

分場）の斜面にある排水溝が破損し、崩壊する危

険性があることから、同排水溝の大幅修繕工事を

行います。

37,986

118
継

続
都市計画課 那覇港管理組合補助金（沖縄振興特別推進交付金）

アジアと日本の架け橋となる国内外の物流拠点の

形成や観光振興による世界水準の観光リゾート地

の形成を目指し、那覇港管理組合が行う港湾の整

備やクルーズ船寄航誘致を支援してまいります。

【沖縄振興特別推進交付金活用事業】

13,608

119
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」を実現するため策定

された「那覇市交通基本計画」に基づき、交通渋

滞緩和策の検討や自転車ネットワーク等の検討な

ど、公共交通等に係る諸課題に対応するための調

査を行います。

13,480

120
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事

業（車両製造、輸送力増強（３両編成化））に対

し、沖縄県と那覇市、浦添市で整備補助を行いま

す。また、中長期経営計画に基づく経営の健全化

を進め、安全安心な公共交通サービスの提供を推

進します。

1,117,399

121
新

規
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、「新たな交通システムとなる

LRT等の導入」に向けた取り組みを行います。

3,607

122
継

続
道路建設課 交通安全施設整備事業（特交金）

那覇市道のうち、緊急に交通の安全を確保する必

要がある小区間についての交通安全施設等（歩道

整備、区画線設置、道路照明灯設置、視距改良工

事等）の整備を行います。

46,000

123
継

続
道路建設課 橋りょう長寿命化修繕事業

本市が管理する橋りょうについて、「長寿命化修

繕計画」に基づき、架け替えや耐震補強等の対策

を図るため、国土交通省道路局所管の補助金等を

活用し、優先度の高い橋りょうから対策を行う事

業です。

94,000

124
継

続
道路建設課 街路整備事業（公共投資交付金）

　都市計画道路における交通渋滞の緩和、交通安

全の確保、交通アクセスの利便性の向上、歩行空

間のバリアフリー化等を図るため、国土交通省都

市局所管の沖縄振興公共投資交付金を活用した街

路整備を行う事業です。

1,562,480

125
継

続
道路管理課 交通安全施設整備事業（特交金）

交通の安全を確保するため、区画線等の交通安全

施設を整備します。
4,000

126
継

続
道路管理課 亜熱帯庭園都市の道路美化事業

観光都市にふさわしい景観形成のため街路樹や植

栽帯の魅力向上を図ります。【沖縄振興特別推進

交付金活用事業】

29,700

127
継

続
道路管理課 モノレール・インフラ等修繕

橋梁やモノレールインフラ等の長寿命化修繕計画

に基づき、効率的な予防対策を行います。
66,100

128
新

規
花とみどり課 那覇市シンボルロード景観整備事業

観光地としての魅力をより高めるため、シンボル

像（龍柱）に接する都市計画道路松山線の一部に

ついて、無電柱化等の整備手法の検討を行いま

す。

8,000

129
継

続
公園管理課 福州園再整備事業

施設の機能強化を行い、景観を向上させ、付加価

値を付けた再整備を行います。【沖縄振興特別推

進交付金活用事業】

40,500

130
新

規
公園管理課 民間活力を活かした公園活性化事業

公園を取り巻く市民ニーズの多様化、市民協働に

よる公園管理、Park-PFIを含めた社会環境の変化

により、積極的な民間活力の導入が求められてお

ります。

基本的な公園の維持管理について新たな仕組みを

構築するための調査を行います。

20,000

131
継

続
市営住宅課 地域居住機能再生推進事業

国庫補助金事業『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

事業及び宇栄原市営住宅建替事業を行います。

1,981,826

132
継

続
市営住宅課 真地市営住宅建替事業

社会資本整備総合交付金を活用し真地市営住宅建

替事業を行います。
154,941



番号 区分 課　名 事　業　名 概　要 予算額（千円）

133
新

規
建築指導課 宅地耐震化推進事業

大規模盛土造成地の造成年代調査を行い、大規模

盛土造成地マップに情報を付加することで、防災

に対する市民等への理解・周知を図ります。

4,038

134
継

続
地籍調査課 住居表示整備事業

　これまでの土地の地番を利用した住所に替え

て、建物１つ１つに規則性を持った住居番号を付

し住居表示プレートを設置することで、より分か

りやすい住所の表示を行う事業です。

335

135
継

続
平和交流・男女参画課 那覇軍港跡地利用計画事業

   返還時期が「2028年度(令和10年度)又はその

後」とされる那覇軍港の跡地利用の基本政策に関

して、必要な基礎調査や検討の実施を進め、地権

者との合意形成を図り、具体的な跡地利用計画

（案）の策定に向けて取り組みます。

53,435

136
新

規
企画調整課 新真和志支所複合施設建設事業

　真和志支所や中央公民館・図書館、福祉関連施

設等を含めた複合施設を建設するための基本計画

を策定します。

10,783

137
継

続
ハイサイ市民課 小禄支所建設整備事業

現小禄支所庁舎の老朽化に伴い、（仮称）小禄南

消防出張所との合築による建替えを行います。令

和２年度は、仮庁舎移転・解体工事等に取り組

み、令和４年度の供用開始を目指します。

123,532

138
継

続
秘書広報課 那覇市制施行100周年記念事業

　令和3年度は、大正10年に市制が施行されてか

ら100周年目の年を迎えます。大きな節目の年に

市制施行100周年記念式典を挙行するとともに、

記念映像及び記念誌を制作し、本市の100周年を

市民とともにお祝いします。

11,148

139
継

続
企画調整課 市制100周年記念企画事業

令和3年の那覇市市制100周年に向けて、令和2年

度はプレ事業期間として、周知・広報に努め、市

制100周年に向けての機運を高めていきます。

7,899

140
新

規
企画調整課 市民意識調査実施事業

　日常生活に関する市民意識と行政サービスに対

する市民の満足度・重要度を統計的に把握し、市

民の意向を市政に反映させるための参考資料とし

ます。

3,003

141
新

規
企画調整課 SDGｓ推進事業

　市民・市内企業におけるSDGｓに対する機運の

醸成を図ります。令和２年度は、SDGｓをテーマ

にしたシンポジウムを開催します。

1,081

142
継

続
情報政策課 コンビニ交付システム運用事業

　マイナンバーカードを利用して、住民票の写し

等の各種証明書がコンビニエンスストア等に設置

されているキオスク端末で取得できるコンビニ交

付サービスを提供します。

4,884

143
新

規
情報政策課 ＡＩ総合案内サービス導入事業

パソコンやスマートフォン等からＡＩとチャット

（対話）形式により24時間365日、子育てやゴミ

の出し方などの市のホームページの必要な情報に

アクセスしやすくなるＡＩ総合案内サービスの導

入に取り組みます。

3,614

144
継

続
ハイサイ市民課 個人番号カード交付事業

個人番号カード（マイナンバーカード）は、身分

証明書として利用できるほか、電子証明書を格納

することでコンビニ交付サービスやe-Taxなどの

オンラインサービスがご利用いただけます。ま

た、令和２年度は、国主導の施策として、キャッ

シュレス決済と連動したマイナポイントや健康保

険証としての利用開始が予定されています。マイ

ナンバーカードを円滑に交付することで、市民の

利便性の向上と行政事務の効率化を推進します。

216,258

145
新

規
ハイサイ市民課 住民異動受付支援システム導入事業

住民異動受付業務にシステムを導入することで、

書かせない窓口や待ち時間短縮を目指し、市民

サービスの向上を図ります。

36,720

146
新

規
市民生活安全課 外国人一元的相談窓口事業

在留外国人等からの問い合わせ・相談を一元的に

受付け、内容に応じて所管課へつないでいく窓口

を設置します。

8,962

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


