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南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

総括評価報告書



１．総合戦略の総括評価

基本目標 施策 評価

1-(1)子どもが安心し
て育つ環境づくり

順調に進行

1-(2)生きる力を育む
教育環境の充実

順調に進行

2-(1)地域産業の振興 順調に進行

2-(2)新産業用地の整
備促進

順調に進行

2-(3)雇用支援 順調に進行

3-(1)安全・安心な暮
らし

順調に進行

3-(2)住み続けたい地
域

順調に進行

3-(3)町民の健康づく
りについて

順調に進行

３．安全・安心な
暮らしを実現し住
み続けたいと思
える地域を形成
する

南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略の総括評価について

　本町では、平成26年に制定された「まち・ひと・しごと創生法」に基づき平成27年～令和元年度
を計画期間とした「南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）を策定し
ました。総合戦略では、三つの基本目標、基本目標に関する基本施策及び方向性を定め、各取
組を推進してきました。
　また、国は令和元年6月21日に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」において、
切れ目なく第2期の地方版総合戦略の策定を求めていることから、本町においても現行の総合戦
略の計画期間を2年延長し、令和3年度中に第2期の総合戦略を策定する事としています。今回、
第2期の総合戦略の策定に現行の総合戦略の評価・検証内容を反映させるため、平成27年度～
令和元年度の5年間の取組について評価・検証しとりまとめましたので報告します。

　総合戦略で掲げる3つの基本目標の目標値の達成状況について評価すべきですが、目標値の
指標に設定されている統計調査結果等が現時点で公表されていないため、3つの基本目標を達
成するための8つの施策について、事業担当課による自己評価と、重要業績評価指標(ＫＰＩ)の目
標値達成状況評価により「順調に進行」、「一部進行」、「停滞」３段階で総合評価を行いました。
その結果、すべての施策において「順調に進行」という状況でした。
　また、本町の人口は令和2年3月末時点で39,911人となっており、総合戦略策定時の人口推計
人数38,546人を上回り人口が増加する結果となりました。これは、総合戦略における各種取組の
短期間における成果として捉えています。
　以上から、現行の総合戦略の総括評価は「順調に進行」と評価しました。

１．若い世代の子
育て環境をととの
える

２．地域に根差し
た産業を育成し
安定した雇用を
創出する
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■H27～R1　総合戦略　各施策の評価(事業担当課評価とりまとめ）

基本目標 施策 関係課
担当課
評価

施策評価 A
担当課評価

1-(1)-① 待機児童対策に向けた保育基盤整備事業 こども ①順調に進行

1-(1)-② こどもの健やかな成長を支える環境整備事業 こども・学校教育 ①順調に進行

1-(1)-③ こども医療費助成の充実事業 こども ①順調に進行

1-(1)-④
こどもの貧困、社会的孤立の防止に向けた支援体制
の構築事業

こども ①順調に進行

1-(1)-⑤ 生活困窮世帯に対する支援の充実事業 学校教育 ①順調に進行

1-(2)-① 小中学校、幼稚園における教育環境の充実事業 学校教育 ①順調に進行

1-(2)-②
次代を担うひとづくりに向けた学習機会等の拡充事
業

学校教育 ①順調に進行

2-(1)-① 南風原町観光振興推進事業 産業振興 ①順調に進行

2-(1)-② 伝統工芸振興事業 産業振興 ①順調に進行

2-(1)-③ 南風原町６次産業化推進事業 産業振興 ①順調に進行

2-(1)-④ 食を通じた地場産業振興事業 産業振興・教育総務 ①順調に進行

2-(1)-⑤ 中小企業・小規模企業振興推進事業 産業振興 ①順調に進行

☆追加① 新規就農総合支援事業 産業振興 ①順調に進行

☆追加② 南風原文化センター事業 生涯学習文化 ①順調に進行

☆追加③ 伝統工芸振興事業 産業振興 ①順調に進行

2-(2)新産業用地の整備促進 2-(2)-① 戦略的企業誘致整備促進事業 産業振興 ①順調に進行 ①順調に進行

2-(3)雇用支援 2-(3)-① 雇用・就労支援事業 産業振興・学校教育 ①順調に進行
①順調に進行

平均2.5点

3-(1)-①
災害時要援護者の情報把握及び支援体制づくり推
進事業

総務・保健福祉 ①順調に進行

3-(1)-② 自主防災組織と地域防災リーダー育成事業 総務 ①順調に進行

3-(1)-③ 安全・安心な地域環境づくり推進事業 総務 ①順調に進行

3-(2)-① 住み良い住環境をめざした循環型社会促進事業 住民環境 ②一部進行

3-(2)-② 住まいの確保推進事業 まちづくり ①順調に進行

3-(2)-③ 人材バンクの構築と利活用促進事業 生涯学習文化 ①順調に進行

3-(2)-④ 若者の選挙啓発事業 総務 ①順調に進行

3-(2)-⑤ 自治会活性化事業 総務・企画 ②一部進行

3-(2)-⑥
テーマ別コミュニティ及びボランティア団体の可能性
検討事業

企画 ②一部進行

3-(2)-⑦ 公共交通の整備検討事業 総務 ①順調に進行

3-(3)-① 生活習慣病の発症並びに重症化予防の推進事業 国保年金 ②一部進行

3-(3)-② ライフステージを通じた健康づくり支援事業 国保年金 ①順調に進行

3-(3)-③ 高齢化の進展を見据えた健康づくり、介護予防事業 保健福祉 ①順調に進行

3-(3)-④ 地域健康づくり事業（先行型） 保健福祉・教育総務 ①順調に進行

①順調に進行
平均2.6点

①順調に進行
平均3点

①順調に進行
平均3点

①順調に進行
平均3点

①順調に進行
平均3点

①順調に進行
平均3点

事業一覧

１．若い世代
の子育て環
境をととのえ
る

1-(1)子どもが安心して育つ
環境づくり

1-(2)生きる力を育む教育環
境の充実

3-(3)町民の健康づくりにつ
いて

２．地域に根
差した産業
を育成し安
定した雇用
を創出する

３．安全・安
心な暮らしを
実現し住み
続けたいと
思える地域
を形成する

3-(1)安全・安心な暮らし

3-(2)住み続けたい地域

2-(1)地域産業の振興
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■H27～R1　総合戦略　重要業績評価指標（KPI)に対する各年度実績値及び目標値の達成状況

施策 現状値
H28年度
実績

H29年度
実績

H30年度
実績

R1年度
実績

目標値
（R1年度）

進捗率評価Ｂ ＊KPIの進捗率に対する評価

127人
（H27.4.1）

150人
（H29.4.1）

194人
（H30.4.1)

208人
（H31.4.1)

194人
（R2.4.1)

0人 ②一部進行

（127人－194人）／（127人－0人）×100＝△52.7%
※進捗率はマイナスであるが、取組により基準年度
の待機児童数127名を上回る576名の定員枠を確保
したことから『②一部進行』評価とする。

70.7%
（H27年度）

－ － － － 80.0% ②一部進行
※アンケート調査はR3年度に実施するため評価で
きないが、取組は実施しているため『②一部進行』
評価とする。

施策１－（２）
小学校86.2%
中学校75.0%
（H27年度）

小学校91.0%
中学校81.0%

小学校92.5%
中学校76.6%

小学校84.2%
中学校87.3%

小学校89.5%
中学校87.9%

小学校88.0%
中学校77.0%

①順調に進
行

小学校　89.5%／88.0%×100＝101.7%
中学校　87.9%／77.0%×100＝114.2%

３人
（H26年度）

延べ２人 延べ4人 延べ5人 延べ5人 延べ15人 ②一部進行 5人／15人×100＝33.3%

８人
（H26年度）

延べ16人 延べ29人 延べ41人 延べ50人 延べ51人 ①順調に進行 50人/51人×100＝98.0%

26,554人
21,927人
（H26年度）

27,749人 30,595人 37,783人 29,353人 35,300人 ①順調に進行 29,353人／35,300人×100＝83.2%

10,580人
32団体

（H26年度）
8,583人

7,440人
51団体

8,571人
35団体

5,400人
45団体

12,000人
50団体

②一部進行

来館者数5,400人・・・現状値より進行していないた
め、「③停滞」
45団体／50団体×100＝90.0%・・・「①順調に進行」
評価：（1点＋3点）／2＝2点・・・「②一部進行」

62日/200日
（H26年度）

33日/200日 64日/200日 75日/200日 63日/200日 70日/200日 ②一部進行
現状値と比較して
1日増／8日増×100＝12.5%

施策２－（２）
1,384事業所
（H26年度）

1,443事業所 － － － 1,530事業所 ②一部進行

R1年度に経済センサス統計調査実施したが集計結
果がR2.12以降となっているため評価できない。な
お、取組は実施しているため『②一部進行』評価と
する。

施策２－（３） － 延べ4人 延べ20人 延べ39人 延べ56人 延べ75人 ①順調に進行 56人／75人×100＝74.7%

施策３－（１） － 0 1団体 延べ4団体 延べ４団体 延べ5団体 ①順調に進行 4団体／5団体×100＝80%

52.4%
（H27年度）

－ － － － 60.0% ②一部進行
※アンケート調査を実施していないため評価できな
いが、取組は実施しているため『②一部進行』評価
とする。

185人
（H26年度）

延べ352人 延べ727人 延べ1,021人 延べ1,236人 延べ1,100人
①順調に進
行

1,236人／1,100人×100＝112.4%

－ 延べ1件 延べ1件 延べ1件 延べ3件 延べ6件 ②一部進行 3件／6件×100＝50%

46.9%
（H26年度）

43.9% 40.3% 37.3% 34.4% 60.0% ②一部進行
受診率34.4%・・・現状値よりも進行していないが取組
は実施しているため『②一部進行』評価とする。

34.9%
（H26年値）

34.6% 35.9% 35.2% 35.5% 30.0%未満 ②一部進行
メタボ割合35.5%・・・現状値よりも進行していないが
取組は実施しているため『②一部進行』評価とする。

・子育て支援の取り
組みについて満足し
ている町民の割合

・将来の夢・目標を
持っている小学生・
中学生の割合

事業所数（指標追
加）

・職業紹介所におけ
る雇用マッチング数
(斡旋数)

・自主防災組織数

・伝統工芸新規担い
手数

・南風原文化セン
ター来館者数

重要業績評価指標
（KPI)

施策１－（１）

・待機児童数

・かすり会館来館者
数
・かすり会館来館団
体数

・学校給食における
地域農産物の提供
食数（日数）

施策２－（１）

・新規就農者数

・人材バンク新規登
録者数

・手上げ方式による
事業実施団体数

施策３－（３）

・特定健診受診率

・メタボリックシンド
ローム該当者・予備
群の割合

施策３－（２）

・自治会加入促進や
地域活動への支援に
関する満足度
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①待機児童対策に向けた保育基盤整備
事業

①順調に進行

②こどもの健やかな成長を支える環境整
備事業

①順調に進行

③こども医療費助成の充実事業 ①順調に進行

④こどもの貧困、社会的孤立の防止に向
けた支援体制の構築事業

①順調に進行

⑤生活困窮世帯に対する支援の充実事
業

①順調に進行

現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

127人
（H27.4.1）

194人
（R2.4.1)

0人 ②一部進行

70.7%
（H27年度）

－ 80.0% ②一部進行

○「南風原子育て世代包括支援の仕組み」の考え方を関係課で確認
した。
○青少年教育相談員、心の教室相談員、特別支援教育相談員を配
置したことで、児童生徒に係る悩みや必要な支援等に対して、相談業
務を中心に親身になった対応ができた。
　また、各学校に自立支援教室支援員、適応指導教室学習支援員、
特別支援教育支援員を配置したことで、支援を要する児童生徒にきめ
細やかな支援を行うことができた。

【課題】
○今後もハイリスク世帯、児童の支援について連携していく必要がある。
○特別支援教育支援員において、それぞれの対応方法に違いがあった。

【今後の取組】
○児童福祉法に基づく家庭総合支援拠点の設置を目指し、ハイリスク世帯、児童
の支援について連携していく。
○特別支援教育支援員は、年度当初と夏休み期間中に、幼小中合同で研修を開
催し、特別支援教育支援員の質の向上を図る。

１．若い世代の子育て環境をととのえる 総合評価

（１）子どもが安心して育つ環境づくり

　こどもが安心して育つ環境の充実に向け、保育基盤の拡充、貧困、不登校、非行などにより、こどもが社会的に孤立することを防ぐとともに、行政と地域、NPO、民間
企業等との連携による成長に応じた切れ目のない支援体制の構築を図る。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

①順調に進行

○認可保育園（新設：2園120名（ももの木･やまがわ）、認可化：3園
180名（よなは･やまびこ･開邦）、分園：2園51名（南風原はなぞの･さん
ご）、増築･増改築：2園60名（マイフレンズ･なのはな）、定員増4園80
名の整備を行った。
○地域型保育施設（小規模：4箇所（めだか･くわの実・たいようのお
か･ぱすてる）、事業所内保育施設1箇所（よいサマリヤ人）5箇所85名
の設置認可・確認を行った。
○認可保育園2園(よなは第二保育園90名、明星保育園90名定員)を
整備中。

○計画期間中に利用定員を576名増やすことで待機児童の減少を図
ることができた。
○南風原町子ども・子育て支援事業計画に沿って、順調に事業を進
めることができた。

【課題】
施設は整備したが、保育士が不足している。

【今後の取組】
○第2期南風原町子ども・子育て支援事業計画にもとづき待機児童の解消に努め
る。
○保育士の処遇を改善するための補助事業等を活用し、保育士の確保に努める。

○妊娠期から小中学生まで切れ目ないフォロー体制を構築し、民生
部と町社会福祉協議会との連携、さらに関係機関とのネットワークに
より、子育て世代を包括的に支援している。
○平成27年度～令和元年度にかけて、教育委員会に青少年教育相
談員、特別支援教育相員、学校に自立支援教室支援員、適応指導教
室学習支援員、特別支援教育支援員、心の教室相談員を配置し、児
童生徒への支援や教育相談、保護者への相談業務を行った。
　また、発達が気になる就学前幼児の保護者を対象に就学相談を実
施し、一人一人の教育的ニーズに応じた指導が行えるよう情報提供を
行った。

【就学援助事業実績】
　H27年度：小学校459人（援助率16.21%）、中学校283人（援助率
21.62%）、H28年度：小学校451人（援助率15.77%）、中学校278人（援助
率20.92%）、H29年度：小学校611人（援助率20.61%）、中学校316人（援
助率24.52%）、H30年度：小学校695人（援助率22.91%）、中学校351人
（援助率26.45%）、R1年度：小学校で749人（援助率23.86％）、中学校
で357人(援助率26.27％)となり、年々増加している。
【幼稚園就園援助事業実績】
　H27年度：前期（4～8月分）107人、後期（9月～3月分）97人、H28年
度：前期（4～8月分）133人、後期（9月～3月分）125人、H29年度：前期
（4～8月分）162人、後期（9月～3月分）142人、H30年度：前期（4～8月
分）138人、後期（9月～3月分）137人、R1年度：前期（4～8月分）は101
人、後期（9月～3月分）は106人となった。

【就学援助】
　年々援助人数が増加し、多くの世帯に援助を行うことができた。ま
た、入学準備金の前倒し支給も実施し、より利用者のニーズに沿った
事業とすることができた。
【幼稚園就園援助】
　対象者の把握、認定、援助費の振り込みの一連の流れをシステムを
導入して行ったため、スムーズな業務とすることができた。

【課題】
　周知強化の継続、援助金額の検討

【今後の取組】
　周知に関しては継続して強化し、援助対象者、援助費目、援助金額については他
市町村や県の動向も含め、随時検討する。

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)

　平成29年1月から中学3年生までのこども医療の窓口支払い無償化
を県内で初めて実施した。また、沖縄県全域において、平成30年10月
から未就学児の通院・入院において窓口支払の無償化が開始され
た。

　子育て世代全般から高い評価を得ているが、特に生活困窮世帯や
孤立している子どもたちへの対応で施策的にかなり有効に効いてい
る。

【課題】
　沖縄県全域における医療費無償化の対象年齢拡充を図り、同制度改正による市
町村への財政支援の強化と現物給付の導入が図られるべきである。

【今後の取組】
沖縄県へ対象年齢拡充の制度改正を要望していく。

　こども課内に子ども元気支援員を2人配置し、支援の必要な子どもた
ちの情報がこども課に集まるようにした。そして集まった情報をもとに
支援が必要な子どもについては週１回、関係機関が集まって開く「キッ
ズ会議」にて検討し、議論した上で子ども元気ＲＯＯＭへと繋ぐスキー
ムを構築した。
　また、令和元年度からは、新たに若年妊産婦の支援も実施。パート
ナーや家族から孤立している若年妊産婦の居場所機能としても継続
している。

　元気ＲＯＯＭで支援を受けている子どもについては、そのほとんどが
支援がなければ不登校になっていたと思われる背景を有している。ま
た、発達段階で必要とされる経験を積んでいない状態なので、元気Ｒ
ＯＯＭでの支援は児の成長に必要な場となっている。さらに養育支援
で親の孤立に対してもフォーローしており、そこも成果が出始めてい
る。

【課題】
　若年妊産婦の支援について、経済的な基盤が弱く、家族やパートナーの支援が
得られていないなど、孤立している状況がある。母子家庭のケースも多く、多面的
な支援が必要。

【今後の取組】
　これまで行っている子ども達への支援も継続しながら、貧困の連鎖を防ぐため
に、若年妊産婦の支援も強化していく。

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況

　待機児童数
　待機児童解消に向けて、新設、認可化、分園、増改築などにより576名の定員を増加することができたが、子
育て世代の転入増等で申込も増えていることから、依然として待機児童の解消には至っていない。

　子育て支援の取り組みについて満足
している町民の割合

満足度の調査は令和3年度の総合計画後期計画策定における町民アンケートで実施予定。
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①小中学校、幼稚園における教育環境の
充実事業

①順調に進行

②次代を担うひとづくりに向けた学習機会
等の拡充事業

①順調に進行

現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

小学校86.2%
中学校75.0%
（H27年度）

小学校89.5%
中学校87.9%

小学校88.0%
中学校77.0%

①順調に進行

１．若い世代の子育て環境をととのえる 総合評価

（２）生きる力を育む教育環境の充実

　次代を担う子どもたちの生きる力を育む教育環境の充実を図る。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

①順調に進行

　次のとおり支援員等を配置し教育環境の充実を図った。
○幼稚園(加配保育士、預かり加配保育士)：平成28年度より4名ずつ
配置
○小中学校(学習支援員)：H27年度～H28年度15名、H29年度13名、
H30年度～R１年度12名を配置
○小学校(英語指導助手)：毎年度4名配置
○中学校(適応指導教室、自立支援教室指導員)：毎年度2名ずつ配
置

　加配保育士や学習支援員等を配置することにより、教育環境の充
実を図ることが出来た。

【課題】
年度始めや、欠員が出た際の人材の確保が課題である。

【今後の取組】
町の広報やHPだけでなく、ハローワークなども活用し人材の確保に努める。

○小学校では働くことの意義を理解し、将来に対する夢や希望をもつ
ことを目標にキャリア教育が推進され、本町の産業を学ぶ学習や、職
業について学ぶ学習において、地元の専門家などの人材を活用した
学習が行われている。
○中学校では職業に対する理解を深め、将来の適切な進路選択がで
きるよう2年生全生徒を対象に3日間の職場体験を実施している。事
前学習として職業人による講話や、社会人として必要な接遇を学ぶマ
ナー講習会も併せて、地域の人材を活用して実施している。

　小中学校においては、キャリア教育が学力向上の観点からも推進さ
れており、地元企業や地域人材を活用した取組内容も充実している。
小学校児童アンケートでは「将来の夢や希望がある」と回答した児童
が89.5%、中学校生徒アンケートでは「自分の将来や夢や目標につい
て考える学習を行っている」と93%の生徒が回答しており、各学校の
キャリア教育の充実がうかがえる。

【課題】
職業や勤労観に関する学習（狭義のキャリア教育）が中心となっている。

【今後の取組】
　児童生徒が将来を見据えて、自分が社会で果たす役割や生き方を考えて学習す
る広義の「キャリア教育」を推進する。

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)

　将来の夢・目標を持っている小学生・
中学生の割合
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①南風原町観光振興推進事業 ①順調に進行

②伝統工芸振興事業 ①順調に進行

③南風原町６次産業化推進事業 ①順調に進行

④食を通じた地場産業振興事業 ①順調に進行

⑤中小企業・小規模企業振興推進事業 ①順調に進行

追加①新規就農総合支援事業 ①順調に進行

２．地域に根差した産業を育成し安定した雇用を創出する 総合評価

（１）地域産業の振興

　農業や伝統工芸など地域の地場産業の支援育成による基盤強化を図るとともに、各産業の連携による地域ブランドの創出、これらを含めた歴史・文化・祭り、集落
などの地域資源のブラシュアップと有効活用による観光産業の振興など産業全体への波及効果をもたらす取組みを推進する。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

①順調に進行

　平成27年度からかすりの道活性化事業、地域発信力強化事業、民
泊啓発推進事業、ヒーローのまちづくり事業、シマじまガイド事業を観
光協会へ委託。令和元年度はヒーローのまちづくり事業、シマじまガ
イド事業を町観光協会へ委託。南風原町観光PR促進事業を実施し観
光振興に努めた。

　観光協会への委託事業及び観光PR事業を計画通りに事業を実施
し、南風原町の観光振興に努めることができた。

【課題】
　自立に向けた自主財源の確保が必要である。令和元年度から「民泊啓発推進事
業」は観光協会の自主事業となっている。

【今後の取組】
今後も計画的に事業を進めるとともに、観光振興に対する支援を行う。

　琉球絣事業協同組合にて後継者育成事業を行い合計で49名の育
成を行った。
○絣後継者育成事業：H27(8名)、H28(7名)、H29(8名)、H30(6名)、
R1(5名)
○南風原花織後継者育成事業：平成H29(5名)、H30(6名)、R1(4名)

　事業計画のとおり琉球絣・南風原花織の研修を実施し、研修後は各
工房への就業に繋がった。

【課題】
　研修後は各工房で働くが原材料等の高騰・消費税率上昇等による収入の減少に
より離職率が高い状況となっている。

【今後の取組】
　各工房や組合の売上げを上げるために補助金等を活用し販路開拓や需要拡大
を図る。

○アグリチャレンジ普及推進事業の機械導入により費用削減と付加
価値を高めた商品化ができた。マンゴージャムとジュース、かぼちゃ
スープ等を「ふるさと博覧会」や「南風原物産展」、「花と食のフェスティ
バル」にて紹介と販売し、「ふるさと納税」の「返礼品」として出品した。
また、スターフルーツの６次産業化について農家に考えてもらうため
のアグリチャレンジ講座を普及センター協力により実施した。
○ひまわり畑を宮平、津嘉山、喜屋武、山川で実施した。（H30まで）。
○イモほり、野菜植え付け体験を町内保育園、幼稚園で実施した。

○アグリチャレンジ普及推進事業において新規の取引希望者があり、
販路拡大へ期待がもてる結果となった。また、ふるさと納税返礼品とし
て高い評価を受けた。
○アグリチャレンジ講座の実施によりスターフルーツの6次産業化に
ついて考える機会が持てた。

【課題】
○商品化できたが、雇用創出につながるまで事業拡大に至っていない。

【今後の取組】
○事業拡大に向け、販路先の拡大等の支援を行う。

○H28にはえばる美瓜レシピコンテスト、はえばる美瓜ヘチマ料理フェ
アの実施。スターフルーツの収穫体験の実施。
○イオンモールライカムとサンエーつかざんシティーではヘチマ、JA
ファーマーズマーケットでは、ヘチマ、かぼちゃ、スターフルーツの試
食・販売フェアを行った。「南風原物産展」「花と食のフェスティバル」に
て、スターフルーツの試食・販売を行った。
○南風原町産へちま、かぼちゃについて農家がラジオ番組に出演し
た。
○学校給食に安全安心な地元産の食材を活用した。給食時間の校
内放送で使用食材の紹介し、給食だよりで使用食材及び産地を表示
し配布した。また、JAに対し地域農産物を多く供給してもらうよう要望
した。
H28(33日/200日)  、H29(64日/200日)、H30(75日/200日)、R1(63日
/200日)

○イベントへの参加を通して地元野菜やくだもののＰＲができた。
○地域農産物の食材を学校給食へ活用することができた。
○地域農産物の供給については、給食献立メニューにより年度間で
変動があるため日数に増減があった。

【課題】
○地元の農産物の知名度をあげるには継続的な周知活動が必要。
○給食食数は年々増加しており、地域農産物供給元のJAが大量の食材について
品質を落とさず長期安定供給できる体制を維持できるかが課題となっている。

【今後の取組】
○今後も商業施設などでヘチマ、スターフルーツ、かぼちゃを継続的に紹介してい
く。スターフルーツについては、販路先として県外ファーマーズや市場からの需要
があることから、定時、定量、定品質を目指し、JAと普及センターの協力を得なが
ら営農指導に努めていく。
○食材の購入価格や、食材品目の増及び供給量の増について今後ともJAと協議
をしていく。

　中小企業・小規模企業振興審議会を開催し町内企業の振興につい
て審議した。また、令和元年度に中小企業･小規模企業振興協議会を
発足させ、3回開催した。

○審議会においては生産性特別措置法における基本計画等を審議
することができた。
○課題であった事業者の意見聴取の場である中小企業･小規模企業
振興協議会を発足させ協議会を開催し事業者から意見徴収すること
ができた。

【課題】
　事業者の意見聴取の場である協議会においては令和元年度に発足したが、意
見聴取には数年を要するため施策に反映するに至っていない。

【今後の取組】
　中小企業･小規模企業振興協議会を引き続き開催し、意見聴取及びその取りま
とめを行い、中小企業・小規模企業振興審議会で審議する。その結果を今後の町
内企業の振興への施策へ反映していく。

　農業次世代人材投資事業補助金を新規就農者に対し支給し、経営
が安定するまで就農直後の所得が確保できるように支援を行った。
H27(3戸)、H28(10戸)、H29(7戸)、H30(6戸)、R1(3戸)

　新規就農者へ給付金による支援を行い、農家所得の確保により農
業経営の安定を図ることができた。

【課題】
　将来の経営安定のために、新規就農者は栽培技術の向上・新たな農地の確保・
経営資金の活用等について身につける必要がある。

【今後の取組】
　各関係機関（町役場・農業委員会・普及センター・JA等）が連携して新規就農者
へ現場調査や面談等を通して経営が安定するよう指導し、支援していく取組を行
う。
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関係事業一覧 事業評価【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

追加②南風原文化センター事業 ①順調に進行

追加③かすり会館来館関係事業 ①順調に進行

現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

3人
（H26年度）

延べ5人 延べ15人 ②一部進行

8人
（H26年度）

延べ50人 延べ51人 ①順調に進行

26,554人
（H26年度）

29,353人 35,300人 ①順調に進行

10,580人
32団体

（H26年度）

5,400人
45団体

12,000人
50団体

②一部進行

62日/200日
（H26年度）

63日/200日 70日/200日 ②一部進行

　企画展として、沖縄戦後史に関する展示会では、戦後引き続く沖縄
の問題点を言葉にし、立場のちがう人たちの考え方を理解し、話し合
う姿勢を共有できた。6月の平和と戦争に関する展示会では、戦後75
年に向けて語り部が少なくなっていく中、戦跡や戦争遺物にどう語ら
せるかを工夫しながら、マンネリ化しない展示会に取り組んだ。持ち込
み企画で毎年恒例になっている人気の「東北の工芸展」は継続して開
催することができ、ものづくりの魅力の理解者を広げることができた。
染織物の個展・語る会なども人気を呼んだ。1月には新春演芸会を開
催し、歌、芸能、寸劇、寄席などさまざまな分野の芸や技で楽しい催し
物を提供することができた。

　沖縄戦後史展では、変化する沖縄、基地問題を抱える沖縄のさまざ
まな視点からの展示会や学習会を通して、意見を持つことの大切さに
ついて広く考えてもらった。戦争と平和を考える企画展では、南風原
町の取り組みを振り返り、今後の方向性を探るように意識した取り組
みを展示会を通して行った。個展、持ち込み企画も協力できる範囲で
共同企画ができた。

【課題】
　開催した企画展について開催後のまとめが充分にできていない。

【今後の取組】
　次への展開、集客の工夫、開催企画のネット配信など、新しい手段で、開催後も
閲覧できるように考えたい。

　琉球絣会館により多くの来館者が訪れるよう次の事業を実施した。
○町内小学校の総合学習による体験学習（年4回）
○ふれあい体験教室（町内小中学生対象：年2回）
○一般の体験教室（年9回）
○かすりの道ツアー（年4回）
○かすりの里まつり（3日間開催）

○町内の児童・生徒は体験学習などで活用しているが、観光客等の
来館はまだまだ少ない状況である。
○県内外に琉球絣の良さを伝えていく必要がある。

【課題】
　町内の児童・生徒は体験学習などで活用しているが、観光客等の来館はまだま
だ少ない状況である。

【今後の取組】
○体験学習や、実際の作業工程を見学できる施設になっているが、まだまだ周知
不足なので、インターネット等を活用して町内外にアピールしていきたい。
○体験や観光だけでなく、実際に琉球絣の購入を目的とした来館を増やせるよう
に県外や海外にアピールしていく必要がある。

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況 　南風原文化センター来館者数

　順調に来館者数が伸びていたが、R1は新型コロナウィルス感染拡大の影響による見学者の減少等文化セン
ター利用者が少なかった。

　かすり会館来館者数
　かすり会館来館団体数

　自主的な広報宣伝活動の不足とR1においては、第4四半期からは新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り客足が遠のいた。

　学校給食における地域農産物の提
供食数（日数）

　地域農産物の安定供給できる生産量は年度間で変動があるため。

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)

　新規就農者数 　他産業の求人倍率が高く、新規就農者が増えなかった。

　伝統工芸新規担い手数 　後継者育成事業への応募者数が減少した。
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①戦略的企業誘致整備促進事業 ①順調に進行

現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

1,384事業所
（H26年度）

－ 1,530事業所 ②一部進行

２．地域に根差した産業を育成し安定した雇用を創出する 総合評価

（２）新産業用地の整備促進

　高規格道路による交通アクセス条件の良さなど、南風原町の立地特性を生かし地場産業の受け入れや新たな企業の誘致先として新規産業用地の整備を促進す
る。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

　事業所数 　令和元年度に経済センサス統計調査を実施したが、結果が12月以降に公表されるため事業所数が確認でき
ていない。

①順調に進行

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況

○関係課とともに神里地区などへ立地を希望している企業と詳細な
打合せを行った。
○商工会と連携し、新規起業や異業種参入を計画している方へ相談
指導などの支援を行った。
○町外より町内へ企業立地を検討されている企業に対し、適地調査
等を行った。

○企業誘致においては、神里地区や新川地区において総合物流効
率化法による物流・倉庫業事業者の誘致活動を行っている。
○令和元年度は町へ創業相談は無かったが、商工会での相談や直
接事業連携先であるインキュベーション事業者主催のセミナーに参加
する創業希望者があった。
○町への企業立地を希望している事業者からのお問合せに対し、適
地を検索する等親切丁寧に対応している。
○企業誘致においては町内に企業誘致できそうな土地が殆どないた
め、照屋地区における地区計画等、新たな産業用地の確保が急務で
ある。

【課題】
○都市計画法の制度上、企業誘致には計画的な土地の面整備が求められてお
り、町としてどのような事業が導入できるか財政面も含め町全体で取り組まなけれ
ばならない。
○高速道路インターチェンジ周辺の土地利用が殆ど手つかずで、企業を誘致でき
ていない。

【今後の取組】
○土地利用構想図に基づき、高速道路のインターチェンジ周辺を中心に関係課と
連携し企業誘致を行う。
○集積している医療関連産業や印刷関連産業、情報関連産業をさらに発展させる
よう、企業誘致や現存企業の事業拡大に貢献する施策を講じる。

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①雇用・就労支援事業 ①順調に進行

現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

－ 延べ56人 延べ75人 ①順調に進行

２．地域に根差した産業を育成し安定した雇用を創出する 総合評価

（３）雇用支援

　 「南風原町中小企業・小規模企業振興基本条例」の制定を機に、雇用環境の向上や学校におけるキャリア教育の実施など就労支援の充実を図る。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

　職業紹介所における雇用マッチング
数(斡旋数)

　町ホームページ・広報誌への掲載数や各施設へのビラ配布等の周知が不足していた。

①順調に進行

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況

○雇用サポートセンターを運営し、町内外の企業と町内の求職者の
情報提供を行い雇用の促進を図った。
○小学校では、南風原町の産業を学ぶ学習や職場見学において、地
元の専門家などの人材を活用して学習が行われている。中学校で
は、2年生全生徒を対象に3日間の職場体験を地元企業や地域の人
材を活用して実施している。

○求人と求職も一定数の応募はあるが、目標値までのマッチングに
至っていない。
○小中学校においては、キャリア教育が学力向上の観点からも推進
されており、職場体験も地元企業を中心に学習内容も充実している。

【課題】
○マッチング数増を目標とした、ベースとなる求人・職数を増やす為の周知。

【今後の取組】
○より多くの情報を登録する為に町ホームページを活用してPR活動に努める。
○児童生徒が職業講話や職場体験を通して、地元産業に関する内容や勤労観を
高める取組を推進する。

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①災害時要援護者の情報把握及び支援
体制づくり推進事業

②一部進行

②自主防災組織と地域防災リーダー育成
事業

①順調に進行

③安全・安心な地域環境づくり推進事業 ①順調に進行

現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

－ 延べ4団体 延べ5団体 ①順調に進行

３．安全・安心な暮らしを実現し住み続けたいと思える地域を形成する 総合評価

（１）安全・安心な暮らし

　地震や台風の巨大化など自然災害への対応や、多様化する犯罪への対処など地域の防犯対策の促進を図るとともに、誰もが安心して都市生活を送ることができ
るバリアフリーのまちづくりなど、安全・安心な暮らしを実現するため施設整備等の充実をはじめ、地域コミュニティの強化による地域の支え合いを促す。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

　自主防災組織数 　自治会への説明会などを実施し、結成にむけて取り組んできたが、新たな組織結成までに至らなかった。

①順調に進行

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況

○防犯活動を行っている団体に対し補助金を交付した。
○毎月第3金曜日の夜間パトロール及び7月の関係機関が連携した
一斉行動を実施した。
○町内危険箇所に防犯灯の設置及び町内公園の危険箇所に防犯カ
メラを設置した。
○災害用備蓄品の整備を行った。
○避難訓練及び防災図上訓練を、関係機関と連携し実施した。
○避難所Wi-Fiをちむぐくる館に整備した。
○多言語避難誘導マップを整備し、全戸配布を実施した。
○災害協定を締結した。

　防犯については、各種団体への補助金支出、防犯パトロールを実
施した。また、町内危険箇所への防犯灯設置及び公園危険箇所への
防犯カメラを設置することで、犯罪抑止に繋がっている。防災につい
ては、避難訓練や図上訓練を関係機関と実施し防災啓発に努めた。
また災害用備蓄品や避難所Wi-Fi、多言語避難誘導マップの整備等
を行った。災害協定については、避難施設としての活用や復旧活動な
ど様々な内容の協定を締結し、防災体制の強化に繋がっている。

【課題】
　災害用備蓄品が賞味期限が切れる中で、活用方や補充などを検討する必要が
ある。また、災害時の伝達手段についても、より多重化を図る必要がある。

【今後の取組】
　防犯活動を行っている団体に対する補助金支出、毎月第3金曜日の夜間パト
ロール、防災訓練については引き続き継続していく。
　また、備蓄品の活用方や補充などの検討、情報の伝達による調査検討を進め
る。

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)

○平成28年度に「南風原町災害時要支援者避難支援計画（全体計
画）」を策定した。
○平成29年度に「南風原町災害時要支援者避難支援計画（全体計
画）」に基づき、医療的ケアが必要な障がい児の個別支援計画を作成
した。（6件）
○平成30年度に福祉避難所の確保を目的とした協定を沖縄第一病
院と町内認可保育所14園と締結した。

　災害時要支援者避難支援計画（全体計画）を作成し、要支援者避難
支援全般に係る体制や災害発生時の対応方針を示した。また、医療
的ケアが必要な要配慮者に対する福祉避難所の確保を目的とした協
定を沖縄第一病院と締結し、乳幼児とその保護者に対する福祉避難
所の確保を目的とした協定を認可保育所14園と締結し要支援者支援
強化を図ることができた。

【課題】
○災害時要支援者名簿の更新が必要。
○災害時要支援者個別支援計画の作成を継続実施。
○高齢者、障がい者の福祉避難所の確保。

【今後の取組】
○災害時要支援者名簿の更新と災害時要支援者個別支援計画の作成を進める。
○高齢者や障がい者の施設と福祉避難所の協定を締結する。
○要支援者への災害時の情報伝達手段についても検討していく。

○自主防災組織結成のための情報提供（区長会で実施）
○喜屋武区の役員会において自主防災組織結成のためのサポート
を行った。
〇東新川、北丘ハイツ、兼本ハイツ、第二団地にて自主防災組織結
成された。
○防災出前講座を開催し防災啓発を実施した。
○自治会と連携した図上訓練を実施した。
○東新川と連携し避難訓練を実施した。

　区長会での情報提供や防災訓練、出前講座などを通して自主防災
組織結成の促進に取り組み、東新川・北丘ハイツ・兼本ハイツ・第二
団地の4つの自主防災組織が結成された。また、結成された自主防災
組織による避難訓練や炊き出し訓練を通して、地域での防災意識向
上に繋がった。
　現在、自治会での避難訓練や炊き出し訓練は増えてきているが、ま
だ多くの自治会が自主防災組織結成までには至っていないため、結
成に至らない課題を調査し、更なる支援を検討する必要がある。

　【課題】
　4自治会において自主防災組織が結成されたが、結成されていない自治会の方
が多い。今後も自主防災組織を強化を図るためには自主防災組織結成自治会を
増やしていく必要がある。

【今後の取組】
　現在実施している出前講座等の取り組みは引き続き実施しつつ、組織結成にお
ける課題を調査し、更なる支援策を検討していく。
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①住み良い住環境をめざした循環型社会
促進事業

②一部進行

②住まいの確保推進事業 ①順調に進行

③人材バンクの構築と利活用促進事業 ①順調に進行

④若者の選挙啓発事業 ①順調に進行

⑤自治会活性化事業 ②一部進行

⑥テーマ別コミュニティ及びボランティア
団体の可能性検討事業

②一部進行

３．安全・安心な暮らしを実現し住み続けたいと思える地域を形成する 総合評価

（２）住み続けたい地域

　景観行政の取組みを推進し文化が薫り潤いのある都市環境の形成や廃棄物のリサイクルなど地球環境に配慮した循環型社会の構築を促すとともに、公共交通な
ど都市の利便性の向上を図り、誇りと愛着を持ち自らがまちづくりの主役として活躍できる、住みやすい地域づくりを進める。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

①順調に進行

○食品残渣回収量：平成27年度 297,486ｋｇ、平成28年度 270,601ｋ
ｇ、平成29年度 293,080ｋｇ、平成30年度 323,565ｋｇ、令和元年度
310,486ｋｇ
○はえばる豚出荷頭数：平成27年度 94頭、平成28年度 86頭、平成
29年度 81頭、平成30年度 57頭、令和元年度 55頭

　食品廃棄物（生ごみ）の分別収集量は概ね増加傾向だが、家庭から
の回収量が減少し事業所からの回収量が増加し約9割となっている。
養豚においては子豚の購入から自家繁殖に取り組んでいることから
と殺頭数が減少している。また、回収した廃食油をバイオディーゼル
燃料へ製造する作業は需給状況から平成29年度で終了し、廃食油は
バイオディーゼル発電事業者へ販売を行っている。

【課題】
　家庭から回収する生ごみ量は減少し、ほとんどが飼料化できず堆肥化されてい
ることから、回収量の増加、飼料化できる状態での出し方の周知や取り組みが課
題となっている。

【今後の取組】
　事業所ごみを飼料化、家庭ごみを堆肥化にする等の用途を分けて運用する事も
検討しながら取り組んでいく。

○喜屋武・本部・照屋・宮平地区の一部を市街化区域へ編入した。
○南風原南インターチェンジ周辺地区は南風原町第五次総合計画の
土地利用構想図に掲げる「新規産業ゾーン」の土地利用転換に向け
て取り組んだ。

○喜屋武・本部・照屋・宮平地区の一部において市街化区域へ編入
を行い、新たな住宅用地の確保が出来た。
○南風原南インターチェンジ周辺地区では、関係地権者と勉強会及
び意見交換会を重ね発起人会を設立する事が出来た。

【課題】
　南風原南インターチェンジ周辺地区について、継続し関係地権者の合意形成を
図りながら早期実現に向けて取り組みが必要。

【今後の取組】
　土地区画整理組合設立に向けて作業を進め、平行し沖縄県と協議を重ね都市
計画変更に向けて取り組めるよう努めていく。また、津嘉山地区も照屋地区と並行
し作業を進めるよう努めていく。

　｢地域学校協働活動推進事業」において27年度から令和元年度まで
の新規登録ボランティア数は1,236人で、目標値であった1,100人を達
成した。その間のボランティア実人数は2,409人、延べ人数は8,739人
が本事業に関わった。

　学校からの依頼については、各年度とも全ての要望に応えている。
またボランティアからは、ご自身の経験や知識が役立てて嬉しいとの
声が毎年あがっており、当事業が地域住民の社会貢献の一助となっ
ている。

【課題】
　今後とも更なる学習領域拡大やボランティア人材を増やし、地域教育力の向上に
努めたい。

【今後の取組】
　地域コーディネーターが発行している壁新聞を、本事業の活動周知のため商業
施設等で掲示を行う。

○投票箱・記載台の貸出
　・生徒会選挙（南風原中学校、南星中学校、開邦中学校、沖縄盲学
校、翔南小学校）で貸出を行った。
○選挙啓発ポスターコンクールへの募集案内
　・町内小・中・高校へ募集案内した。
○成人式における選挙啓発活動
　・新成人へ記念品を配布した。
○小学生、高校生に対する出前講座の実施
　・小学生、高校生に選挙のしくみについての出前講座を実施した。

○投票箱・記載台の貸出については、児童・生徒会長選挙の際に活
用され、選挙権のない小中学生へ本番さながらの体験できる良い機
会となっているとの声があり、選挙を身近に感じることができる機会の
創出に繋がっている。
○ポスターコンクールや新成人への選挙啓発についても、選挙につ
いて考える機会の創出に繋がっている。
○小学生、高校生に対する出前講座を実施し、選挙に対する興味を
持たせるような授業を実施できた。

【課題】
　若年層の投票率の低下が問題となっているため、選挙啓発活動の更なる実施や
政治に関心を持ってもらうための取組を推進していく必要がある。

【今後の取組】
　選挙啓発ポスターコンクールについては、明推協と協力しながら募集を呼びかけ
たことで応募件数の増加に繋がり、選挙に対する関心を高めることができた。今後
も啓発活動を引き続き実施し、選挙および政治・社会への関心を高めていく。

○毎月2回の定例の区長会において自治会活性化についての協議を
行った。また、先進地への視察研修補助、自治会情報資料の配付、
情報発信の充実を図るため広報掲示板の設置工事や放送施設の整
備を行った。
○地域活性化助成事業については、区長会、町広報誌及びホーム
ページを活用し、事業の周知を図り、H28に1件(照屋区の「空手文化
塾」)、R1に1件(宮平自治会の｢防災講演会」)の応募があり支援を実
施した。

○毎年度自治会加入促進について協議を行ってるが、具体的な内容
の検討にまでは至っていない。
○地域活性化助成事業の応募がない年があったことから、助成事業
の内容が地域に十分に周知されていない可能性があり、周知の方法
に工夫が必要。

【課題】
○自治会加入率が年々低下しており対応策を協議する必要がある。
○地域活性化助成事業については応募数が少ないことから、助成事業の内容に
ついて周知を図る必要がある。

【今後の取組】
○各自治会の課題を区長会等で共有することにより有効となる対策について引き
続き協議を行っていく。
○他市町村の活用事例等を収集し、地域で活用可能な事業内容を紹介するなど
字・自治会と情報を共有し、新たな取り組み等の支援を図っていく。

　地域活性化助成事業については、町広報誌及びホームページを活
用し、事業の周知を図り、R1に1件(南青連の｢青年フェスタ」)の応募
があり支援を実施した。

　地域活性化助成事業の応募がない年があることから、助成事業の
内容の周知方法に工夫が必要。

【課題】
応募がない年があることから、周知方法を検討する必要がある。

【今後の取組】
　他市町村の活用事例等を収集し、活用可能な事業を紹介するなど各種団体等と
情報を共有し支援を図っていく。
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関係事業一覧 事業評価【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

⑦公共交通の整備検討事業 ①順調に進行

現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

52.4%
（H27年度）

－ 60.0% ②一部進行

185人
（H26年度）

延べ1,236人 延べ1,100人 ①順調に進行

－ 延べ3件 延べ6件 ②一部進行

　○既存の公共交通利便性向上は、バス路線に生活バス路線確保
対策補助を行うことで赤字路線への路線継続対策及び、バス対策協
議会を通じ公共交通の利便性向上に向けた情報交換を行った。
○令和元年度に「島尻地域振興開発推進協議会」において、新たな
公共交通のあり方について関係自治体との意見交換が行われた。
（専門部会2回、ワーキングループ会議3回）

○生活バス路線確保対策補助により赤字路線バスの維持対策を行う
事ができた。
○関係自治体の取り組む公共交通に関する情報共有が図られた。

【今後の取組】
○引き続き生活バス路線確保対策補助を行い赤字路線への維持対策を行ってい
く。
また、周辺市町村と連携し公共交通の利便性向上に向け取り組んでいく。
○町独自の公共交通計画を策定することで、今後、関係自治体との協議において
本町の意向を明確に示す必要がある。

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況

　自治会加入促進や地域活動への支援に
関する満足度

　満足度の調査は令和3年度の総合計画後期計画策定における町民アンケートで実施予定。

　人材バンク新規登録者数

　手上げ方式による事業実施団体数 　区長会、町広報誌及びホームページ等を活用し、事業の周知を図ったが応募がなかった。
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［平成27年度～令和元年度　施策評価シート］　南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標

施策

施策の基本方向

関係事業一覧 事業評価

①生活習慣病の発症並びに重症化予防
の推進事業

②一部進行

②ライフステージを通じた健康づくり支援
事業

①順調に進行

③高齢化の進展を見据えた健康づくり、
介護予防事業

①順調に進行

④地域健康づくり（先行型） ①順調に進行

３．安全・安心な暮らしを実現し住み続けたいと思える地域を形成する 総合評価

（３）町民の健康づくりについて

　町民が活き活きと健康で生活するため、高齢者やその家族が健康づくりに関心を持って、生活習慣病や介護の予防に取り組めるよう、情報提供、健診等の実施、
運動機会の提供、コミュニティへの参画等を支援する。

【Do】事業の実績・取組状況 【Check】評価・取組の検証 【Action】取組の課題、解消に向けた今後の取組等

①順調に進行

○特定健診受診率向上のため、指導員や協力員による戸別訪問、電
話等の広報活動により受診勧奨に努めた。
○日曜健診やナイト健診を行い、受診しやすい機会の充実にも取り
組んだ。
○受診者へTポイントを付与することでインセンティブ効果を図った。

　特定健診の受診率は沖縄県平均並であり、受診勧奨や受診機会の
充実、インセンティブ効果等を図ることができたが、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響で年度途中より受診勧奨を行うことができなかっ
た。

【課題】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めながら、健診事業、保健指導を継続
していく必要がある。

【今後の取組】
○AIを活用することでこれまで以上に受診勧奨を強化する。
○インセンティブ効果を図るためTポイント事業の効果を検証する。
○医療機関との連携を図り通院者への受診勧奨の取り組みに努める。

　青壮年期の生活習慣病予防を見据え、妊娠期から将来の生活習慣
病予防のため母子保健活動と成人保健活動を一体的に取り組んだ。

　生活習慣改善に向けた取り組みにつながるよう、町民がよりイメー
ジしやすくわかりやすい説明を心がける。

【課題】
　健康寿命の延伸、社会保障の安定を目指して生活習慣病の発症予防及び重症
化予防に取り組む必要がある。

【今後の取組】
　生活習慣改善に向けた取り組みにつながるよう、町民の実態に基づいた保健指
導・栄養指導及び事業の展開を心がける。

○平成28年度から「介護予防・日常生活支援総合事業」において、高
齢者の水中運動教室、筋力トレーニング教室、運動機能向上事業等
を実施し、高齢者の介護予防の充実を図った。
○平成28年度から生活支援体制整備事業を開始し、社協に生活支
援コーディネーターを2名配置するとともに、協議体を設置しネットワー
ク構築を図った。
○平成29年度から在宅医療・介護連携推進事業を南部地区医師会
へ委託し実施している。
○平成28年度から認知症施策推進事業を開始し、認知症地域支援
推進員を１名配置、平成29年度は認知症ケアパスの作成、認知症サ
ポーター養成講座、SOSネットワーク活動を実施、平成30年度から認
知症初期集中チームを設置した。
○平成30年度から後期高齢者医療広域連合医療費適正化等推進事
業を開始。看護師１名を配置し、長寿健診の保健指導を行った。

○生活習慣病予防の視点とフレイル予防の視点から介護予防事業を
展開できている。
○地域ケア会議（ケアマネ支援型）を通して、高齢者の介護予防、自
立支援を図ることができた。
○生活支援体制整備事業を通して民間事業・社会福祉法人・自治会
等を含めた地域の支え合い体制づくりに向けた取組を進めている。

【課題】
○要介護状態になることを予防するため、生活習慣病重症化予防とフレイル予防
の充実。
○高齢者を地域で支える体制づくり。

【今後の取組】
○保健事業と介護予防事業の一体的な取組により、効果的な介護予防事業を展
開していく。
○地域ケア会議（ケアマネ支援型）を通して、高齢者の介護予防、自立支援を図
る。
○地域ケア会議（福祉課題検討型）等にて地域の課題を検証し、地域の実態に
合った事業を検討していく。

○町内の19自治会及び役場庁舎、中央公民館、文化センター、総合
保健福祉防災センター、黄金森公園陸上競技場、商工会、かすり会
館の計26ヶ所へ27台の自動血圧計を設置。町民が身近で血圧測定
ができるようになった。
○黄金森公園トレーニング室にトレーナーを配置することにより、利用
者にトレーニングマシンの使用方法やトレーニングメニューの提案を
行うことで、利用者の満足度が高まり利用者数が増加した。トレー
ナー配置前のH27年度は年間19,261人の利用者数であったが、H28
年度は22,412人、H29年度28,947人、H30年度26,668人と2割から5割
ほど利用者数が増加した。トレーナー配置を終了したR元年度でも
21,251人で、H27年度と比較しても2割ほど増加している。

○自治会（集会所）で血圧測定ができることで、町民の健康への意識
向上につながっている。
○トレーナー配置はH30年度で終了しているが、利用者がトレーナー
配置終了後も継続して利用できる環境（使用方法やトレーニング方
法）を学ぶことができ、町民の健康づくりの支援を行えた。

【課題】
○健康の自己管理能力を高めるために利用者が増えるような取組を検討する必
要がある。
○トレーニング室について、新規利用者が利用し易い環境を作っていく必要があ
る。

【今後の取組】
○今後も、自治会等へ血圧計設置を継続し、健康への意識向上を図る。また、血
圧測定から健診の受診行動や保健相談へつながるようにするための取組を検討
していく。
○トレーニング室の機器の使用方法を写真等で明記することにより、新規利用者
が利用し易い環境を作っていく。
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現状値
R1年度
実績

目標値 評価.

46.9%
（H26年度）

34.4% 60.0% ②一部進行

34.9%
（H26年値）

35.5% 30.0%未満 ②一部進行

【KPI】
施策の評価を図る指標

【Do】
主な事業の実績・取組状況

重要業績評価指標（KPI) 備考(目標を達成できなかった場合はその理由等)

　特定健診受診率 　個人へのインセンティブ付与を実施したが目標には届かなかった。

　メタボリックシンドローム該当者・予備
群の割合

　特定保健指導を通じてメタボの減少に取り組んだが改善には至っていない。
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