
平成28年度 タウンミーティング（市政懇談会）　提言・要望に基づく事業実施状況等

（平成30年7月6日現在）

平成30年度

取組状況等 取組状況等 取組状況等

1
16・46・
54・62

総務部 秘書広報課 タウンミーティング
中学校区より範囲を拡大した開催方
法、周知等の検討。

継続
対応

情報を共有しやすい開催方法、周知
等を次回の開催までに検討

情報を共有しやすい開催方法、周知
等を次回の開催までに検討

情報を共有しやすい開催方法、周知
等を次回の開催までに検討

2 28 企画部
プロジェクト

推進室
池武当インター

調査の結果、フルインターの整備に
向けて進めていく。

長期
関係機関との調整を踏まえ、概略案
を複数検討

市構想案を取りまとめ、県事業とし
て引き継ぐことを確認

沖縄県が主体となり、事業化に向け
た検討を予定

3 13 企画部 政策企画課 サッカー場利活用
今後の利用について庁内対策会議を
設置しており、年内の決定に向けて
議論中。

短期
駐車場として整備する方針を決定し
た。

－ －

4 6・7・9 市民部 市民生活課
吉原地域環境浄化後
のまちづくりビジョ
ン

吉原地域の環境浄化後の地域の課題
について意見交換を行う場の設置。

短期

平成29年度に吉原自治会の会長及び
役員を含めた話し合いを２度持ち、
吉原地域については、様々な問題点
があるが、今後もＬＥＤ保安灯の設
置や夏祭りの参加、公園移設に伴う
ステージの設置など、明るい地域づ
くりを地域の方々と一緒に市の関係
部局も取り組んでいくことを確認し
た。

5 14・33 市民部 市民生活課 自治会振興費

自治会加入促進補助金を創設し、自
治会長協議会および県中部宅地建物
取引業者、市の三者による加入促進
に関する協定締結（H28.9.1）後の具
体的な支援を行う。

短期

平成29年度より自治会加入促進協議
会補助金を交付。協議会は事務員を
採用し、自治会加入の啓発活動を実
施（従来のパンフレットとポケット
ティッシュ配布に加え、うちわ・ス
テッカー配布、小中学校等へ加入促
進の横幕配布、中部宅地建物業者会
加盟不動産へのぼり50本を配布）。

平成29年度より自治会加入促進協議
会補助金を交付。協議会は事務員を
採用し、自治会加入の啓発活動を実
施（パンフレット・ポケットティッ
シュ・うちわ・ステッカー等を配布
予定）。
沖縄市内に住んでいる小中学校の児
童生徒を対象に絵画作品コンクール
を実施予定。

6 41 市民部 市民生活課
学習等供用施設等改
修(補修)事業

施設整備嘱託員（消防設備士）を雇
用し、学習等供用施設及び自治公民
館の消防設備の調査点検、設備改修
（補修）等の対応等工事関連業務全
般を行う。

短期

施設整備嘱託員を雇用し、学習等供
用施設及び自治公民館の消防設備の
調査を行い、今後の消防設備点検・
改修（補修）の計画策定を行った。

施設整備嘱託員を雇用し、学習等供
用施設及び自治公民館の消防設備の
消防設備点検・改修（補修）の実施
予定。

7 40・46
こどものま
ち推進部

こども家庭課 児童館等整備事業

H28（仮称）宮里中学校区児童館建設
に向けて実施設計を策定。
H29（仮称）宮里中学校区児童館建設
に向けて建設工事予定

継続
対応

実施設計を策定 本体工事を実施
外構工事実施予定
用地取得（公社買戻）

8 19 経済文化部 商工振興課
銀天街アーケード撤
去・車両交互交通

銀天街アーケード撤去に関する対応
策の検討

未定
関係課及び銀天街側との連絡調整・
意向調査

9 55 経済文化部 農林水産課 農業施設整備事業
農道古謝１２号線道路整備工事の実
施。

短期 農道古謝１２号線整備工事の実施。

計画
平成28年度 平成29年度

№
報告書

頁
部局名 課名

事業名・
要望項目等

実施内容・説明等
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平成30年度

取組状況等 取組状況等 取組状況等
計画

平成28年度 平成29年度
№

報告書
頁

部局名 課名
事業名・

要望項目等
実施内容・説明等

10 建設部 都市計画担当
都市計画決定推進事
業

『平成２８年度沖縄市道路整備プロ
グラム策定業務』において、都市計
画道路の必要性の検証や費用対効果
の検証を行い、都市計画道路の存
続、廃止、整備優先順位の検討を行
う。

短期

廃止候補路線と位置付けられた3路線
について必要性の検証を行った結
果、2路線（室川照屋中通り線、明道
2号線）において「廃止候補」から
「存続」へと見直しを行った。

廃止候補路線と位置付けられた7路線
について必要性の検証を行った結
果、7路線とも「廃止候補」の評価と
なった。

市都市計画審議会での意見聴取や沖
縄県との調整を行うことで、廃止候
補路線の都市計画決定廃止に向けた
取り組みを推進する。

11 建設部 都市計画担当
公共交通活性化推進
事業

『沖縄市地域公共交通網形成計画策
定業務』において、公共交通に関す
るマスタープランとなる計画の策定
に向けて取り組み、誰もが利用しや
すい公共交通ネットワークを一体的
に形作り、持続させることを目的
に、地域全体の公共交通のあり方、
住民・交通事業者・行政の役割を定
める。

短期

公共交通に関するマスタープランと
なる、「沖縄市地域公共交通網形成
計画」の策定に向け、基礎調査を実
施。

住民や交通事業者、行政等で構成す
る沖縄市地域公共交通活性化協議会
を開催し、公共交通に関するマス
タープランとなる「沖縄市地域公共
交通網形成計画」を策定。

沖縄市地域公共交通網形成計画を実
現するための実施計画となる「沖縄
市地域公共交通再編実施計画」を策
定予定。

12 37 建設部 都市計画担当
中心市街地循環
バス事業

中心市街地循環バスにおける山里
ルート拡充の検討。

短期
現行の胡屋ルート・コザルート共
に、運行改善に向け、ルートや運賃
改定などを検討。

H29年度の検討内容を基に、H31年度
からの変更ルートの運行に向け、各
種手続きを実施予定。
※平成30年度より公共交通活性化推
進事業の中で実施。

13 25 建設部 都市計画担当 明道地区住居表示 合意形成が整い次第実施。 未定
地域の合意形成状況の確認のため、
自治会長ヒアリングを実施。

地域の合意形成状況の確認のため、
自治会長ヒアリングを実施。

地域の合意形成状況の確認のため、
自治会長ヒアリングを実施予定。

14 26 建設部 建築・公園課 緑化推進事業
北部地区でのまつりが少ないとの要
望を受け、倉敷ダムまつりの拡充を
図る。

短期

体験イベントの実施等により来場者
数が増加
平成27年度　1,700人
平成28年度　2,100人

舞台イベントの開催及び体験コー
ナーの充実により来場者数が増加
平成29年度　3,800人

臨時駐車場からの送迎バス、熱中症
対策等のテントの増設する等、参加
者の祭り環境の充実を図る。

15 50 建設部 建築・公園課 公園管理費
東部の公園の遊戯施設について、修
繕を行う。

継続
対応

マンタ公園のローラーすべり台・木
製複合遊具の改修、泡瀬第一公園の
遊具の更新（既存遊具は撤去済）、
計2公園の遊具を更新。

16 55 建設部 建築・公園課 公園管理費
泡瀬第一公園遊戯施設について、撤
去されたままになっているため、H29
に設置を行う。

短期
健康器具（ストレッチ・腹筋用ベン
チ、背伸ばし）、遊具（2連ブラン
コ、シーソー、鉄棒）を整備。

17 37 建設部 建築・公園課 公園整備事業
南桃原公民館公園について、側溝・
広場・花壇の改修等を行う。

短期 要望を受け、整備範囲等を検討。

多目的広場に雨水が流入しないよう
園路部に側溝を整備。
花壇については、トイレ周りに整
備。
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平成30年度

取組状況等 取組状況等 取組状況等
計画

平成28年度 平成29年度
№

報告書
頁

部局名 課名
事業名・

要望項目等
実施内容・説明等

18 45 建設部 建築・公園課 公園整備事業

宮里バス停に雨宿りできるシェル
ターを設置してほしいとの要望を受
け、バス停に近接している新設公園
（宮里第一公園）において、何かで
きることはないか検討した結果、バ
ス停付近に東屋を整備する。

短期
実施設計において、要望を受け、公
園内の東屋の位置変更を検討。

H28年度の位置変更を受け、自治会へ
説明を行い、バス停付近に位置を変
更し、整備。

19 14 建設部 建築・公園課 コザ運動公園駐車場
運動公園利用者のための駐車場の拡
張を検討。

中期
サッカー場跡地を暫定的に利用者が
駐車できるよう296台の駐車スペース
を整備。

20 46 建設部 建築・公園課 宮里公園東屋
東屋の穴に危険性があるか確認し検
討・対応。

短期
施政懇談会後、現業職員にて修繕完
了
（H28.12.20）

21 13 建設部 道路課 道路管理費
庁舎前道路(県道２０号線側も含
む)：除草済み。
市道高原運動公園線：除草済み。

済
庁舎前道路(県道２０号線側も含
む)：除草済み。
市道高原運動公園線：除草済み。

庁舎前道路(県道２０号線側も含
む)：除草済み。
市道高原運動公園線：除草済み。

22
18・40・

41
建設部 道路課 道路維持補修費

市道胡屋２６号線
　：路面部分補修済み。
市道胡屋４２号線
　：側溝蓋設置済み。
自治会後ろ２項道路
　：路面部分補修済み。
室川地内私道
　：グレーチング補修済み。
宮里地内私道
　：路面部分補修済み。

継続
対応

市道胡屋２６号線
　：路面部分補修済み。
市道胡屋４２号線
　：側溝蓋設置済み。
自治会後ろ２項道路
　：路面部分補修済み。
室川地内私道
　：グレーチング補修済み。
宮里地内私道
　：路面部分補修済み。

23 24 建設部 道路課
市北部地区道路整備
事業

市道登川４号線の実施設計を行う。
市道登川３８号線の概略設計・予備
設計を行う。

短期
市道登川4号線実施設計済み。
市道登川38号線概略設計済み。

24 32 建設部 道路課
一般単独道路改良事
業

市道諸見里山里線の予備設計実施済
み。実施設計を行う。

短期 市道諸見里山里線実施設計済み。

25 32 建設部 道路課
交通安全対策特別交
付金事業

市道の区画線（白線）等の整備(補
修)を行う。

継続
対応

消えかけた区画線等や新規要望のあ
る区画線等の整備を実施。
区画線設置延長：約6,950ｍ

消えかけた区画線等や新規要望のあ
る区画線等の整備を実施。
区画線設置延長：約14,400ｍ

26 建設部 道路課
交通安全施設整備事
業

（注意喚起）路面表示等の整備を行
う。

継続
対応

要望のある路線の路面標示等の整備
を実施。
対策路線：3路線

要望のある路線の路面標示等の整備
を実施。
対策路線：19路線
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平成30年度

取組状況等 取組状況等 取組状況等
計画

平成28年度 平成29年度
№

報告書
頁

部局名 課名
事業名・

要望項目等
実施内容・説明等

27 60 建設部 道路課
一般単独道路改良事
業

市道与儀９号線の予備設計を行う。 長期 市道与儀9号線の概略設計発注済み。 市道与儀9号線の概略設計発注済み。

28 8 建設部 都市計画担当 高速バス停 公共交通ネットワークを検討。 短期

公共交通に関するマスタープランと
なる「沖縄市地域公共交通網形成計
画」を策定。
同計画の中で、高速バスや路線バス
等がスムーズに乗継ができる交通結
節点の整備を位置づけ。

沖縄市地域公共交通網形成計画を実
現するための実施計画となる「沖縄
市地域公共交通再編実施計画」を策
定予定。
同再編実施計画の中で、高速バス停
の具体的な活用方法を検討。

29 8 建設部 都市計画担当 パークアンドライド 鉄軌道を見据えた検討。 長期

公共交通に関するマスタープランと
なる「沖縄市地域公共交通網形成計
画」を策定。
同計画の中で、高速バスや路線バス
等がスムーズに乗継ができる交通結
節点の整備を位置づけ。

沖縄市地域公共交通網形成計画を実
現するための実施計画となる「沖縄
市地域公共交通再編実施計画」を策
定予定。
同再編実施計画の中で、パークアン
ドライドの具体的な活用方法を検
討。

30 13・14 建設部 区画整理課
中の町地区土地
区画整理事業

仮換地指定に向けた換地設計の実施
により、事業推進を図る。

継続
対応

換地方針及び手法の検討を実施。
権利者からの要請による申出換地の
検討に着手。

申出換地検討の継続実施。換地設計
及び街区確定測量を実施予定。

31 18 建設部 区画整理課
安慶田地区土地
区画整理事業

一部物件移転補償、及び道路整備工
事の実施、並びに第三工区の仮換地
指定により、事業推進を図る。

継続
対応

物件移転補償、用地買収及び一部仮
換地指定の実施。

物件移転補償、道路工事及び一部仮
換地指定の実施。

物件移転補償、一部仮換地指定等の
実施予定。

32 40 建設部 区画整理課
美里第二土地
区画整理事業

一部物件移転補償、及び道路整備工
事の実施により、事業推進を図る。

中期
物件移転補償、道路工事及び画地確
定測量業務等の実施。

物件移転補償、道路工事及び画地確
定測量業務等の実施。

物件移転補償、道路工事及び画地確
定測量業務等の実施予定。

33 52 建設部 下水道課
河川水位監視用カメ
ラへの照明設備の設
置

照明施設の設置を検討。
継続
対応

泡瀬地内水位監視カメラ用照明2箇所
設置。夜間の水位監視状況確認済
み。

34 58 建設部 下水道課
高原地域個人私有地
での生活道路亀裂部
分からの水漏れ

下水道未接続世帯への個別訪問指導
を行ない、補助金活用、下水道接続
を促す。

継続
対応

当該地域の未接続世帯（12世帯）に
対して、継続して個別訪問し、下水
道接続を促す。
1世帯増。

当該地域の未接続世帯（11世帯）に
対して、継続して個別訪問し、下水
道接続を促す。
1世帯増。

当該地域の未接続世帯（10世帯）に
対して、継続して個別訪問し、下水
道接続を促す。
2世帯予定。

35 20 建設部 市営住宅課
市営団地への子育て
世帯優遇入居

子育て世帯の優遇措置を検討中。 短期

平成28年度の入居者募集において、
子育て世帯に３つの抽選番号を割り
当て抽選確率が高くなる優遇措置を
実施した。

泡瀬市営建替事業により仮住居先確
保のため、入居者募集は実施しな
かった。
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36 52 建設部 計画調整課
東部海浜開発地域活
性化推進事業

「沖縄市東部まつり」と連携し、花
火打ち揚げ、雑踏警備、広報周知を
行う業務。

継続
対応

花火打ち揚げ、雑踏警備、広報周知
を行う。

花火打ち揚げ、雑踏警備、広報周知
を行う。

37 61 建設部 計画調整課
東部海浜開発地区の
名称

公募による名称募集、検討委員会の
設置等により検討。

短期
公募による名称募集、検討委員会の
設置等により検討し、名称案「潮乃
森」を選定

町の名称の設定に向け、6月議会にて
「潮乃森」を諮り、議会議決後に告
示を行う予定

38 7
教育委員会

教育部
施設課 越来小学校校舎

校舎の耐久性調査、改修計画、運動
場整備。

中期
校舎改築事業に係る基本計画策定業
務を実施

基本設計
実施設計

39 18・19
教育委員会

教育部
施設課

室川小学校 屋外運
動場整備事業

屋外運動場の排水改善に係る整備に
向けての基本計画策定業務。

短期
屋外運動場整備に係る基本計画策定
業務を実施

実施設計

40 60
教育委員会

教育部
施設課

高原小学校への外用
トイレの設置

高原小学校と協議し設置可能か検討
する。

短期 工事着手・完了

41 6・9・21
教育委員会

教育部
郷土博物館 越来城の整備活用

越来城の発掘調査を行い、遺跡がな
いか調べ、城を観光資源に活用でき
るか、また街のシンボルとしての整
備を関係部署・機関と検討してい
く。

未定
グスク出土遺物の発掘・資料整理を
行うとともに、地域の資源としての
効果的な活用法について調査研究

グスク出土遺物の発掘・資料整理を
行うとともに、地域の資源としての
効果的な活用法について調査研究

グスク出土遺物の発掘・資料整理を
行うとともに、地域の資源としての
効果的な活用法について検討中

42 60
教育委員会

教育部
生涯学習課
市立図書館

東部地域図書館
新図書館の状況を見ながら東部地域
の図書館設置を調査・検討する。

未定
新図書館を開館し、誰もが利用しや
すい図書館の充実を図る

移動図書館を充実させ、遠隔地への
利用拡大

43 7
教育委員会

指導部
指導課

越来小中学校の教員
増員、小中一貫校

受験科目の専門の教員の配置。
小・中一貫校について、越来小・中
学校、コザ小学校の連携方法の検
討。

長期

受験科目の専門の教員の配置につい
て全教科配置している。
越来小・中学校、コザ小学校の連携
方法については、小中連携のブロッ
会議において各小中学校の取り組み
の共通理解を図っている。
共通実践として、黙想や根拠・理由
を求める授業づくりをしている。

受験科目の専門の教員の配置につい
て全教科配置している。
小中連携のブロック会議や市指定学
推実践報告会において、各小中学校
の取り組み状況について共通確認を
している。
また、越来小とコザ小の小小連携に
よる学習規律の統一で、越来中入学
時の不安解消を図っている。

受験科目の専門の教員の配置につい
て全教科配置している。
小中連携のブロック会議において、
各小中学校の取り組み状況について
共通確認を予定している。
小小連携として読み聞かせ等の協働
実施を取り組みを予定している。
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