
 37　久米島町

パ 細 H25事業内容 H25活動目標（指標） 今後の展開方針等

1

久米島農林水産業活性化推

進事業

1 ①

海洋深層水冷熱利用野菜栽

培実証事業

Ｈ24～Ｈ25

　久米島の地域資源である海洋深層水の冷熱利用

により、既に確立された夏場の野菜栽培技術の商

用化に向けた実証実験を行うため、冷熱利用野菜

栽培ハウスの整備を行う。

冷熱利用野菜栽培ハウスの整備

(２棟）

冷熱利用野菜栽培ハウスの整備(２棟）

（今後の展開方針）

H26年度供用開始

1 ② 車エビ養殖場設備強化事業 Ｈ25

  本町の基幹産業である水産業の経営安定化を図

り、主要品目である車エビの品質及びブランド力向

上のために必要な、車エビ養殖場の水門及び排水

管の整備、発電機、プレハブ冷凍庫の設置等を行

う。

・中央排水管整備　３基

・水門改修　１基

・発電機整備　３基

・プレハブ冷凍庫　１基

車エビ養殖場の水門及び排水管の整備、発電

機、プレハブ冷凍庫の設置

（今後の展開方針）

H25年10月供用開始

12月変更

（計画変

更に伴う

各目標変

更）

1 ③ 漁港施設機能強化事業 Ｈ25

  本町の基幹産業である水産業の振興を図るため、

主要漁港の一つである鳥島漁港に漁船巻揚機（ウ

インチ）を設置する。

漁船巻揚機15トン型　１基 漁船巻揚機（ウインチ）の設置

（今後の展開方針）

H26年1月供用開始

1 ④

久米島町循環型農業促進事

業

Ｈ25

  本町の地域資源を有効活用した循環型農業の構

築を促進するため、堆肥の主原料である「バガス」

の品質低下を防ぐ原料庫の整備、堆肥袋詰め機や

運搬車輌の整備等を行い、町営堆肥センターの生

産性の向上を図り生産ラインの機能強化を行う。

・原料庫実施設計

・原料庫建築工事

・袋詰め機（１台）の導入

・原料庫実施設計

・原料庫建築工事

・袋詰め機の導入

（今後の展開方針）

H26年度　堆肥散布機導入

             運搬車両の導入

10月変更

（計画変

更に伴う

各目標変

更）

1 ⑤

くめじま山羊振興活性化事

業

H25～H28

　山羊の優良品種の導入と普及、山羊牧場の建設

により、地域ブランド「くめじま山羊」の確立と全町的

な肉用山羊生産供給体制を確立し、山羊生産農家

の活性化と所得増を図ると共に地産地消と観光資

源としての山羊食文化の推進を図る。

研修会の実施（４回）

視察研修会の実施（１回）

山羊舎基本計画・基本設計

研修会の実施（４回）

視察研修会の実施（１回）

山羊舎基本計画・基本設計

（今後の展開方針）

H26年度　山羊舎実施設計

　　　　　　 山羊舎建設工事

H27年度　備品購入

　　　　　　 優良品種導入

H28年度　優良品種導入

10月変更

（事業追

加）

備考

平成25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】

久米島町久米島町久米島町久米島町

事業名

事業

番号

H25成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

H25活動目標（指標）：平成25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。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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 37　久米島町

パ 細 H25事業内容 H25活動目標（指標） 今後の展開方針等

備考

平成25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】

久米島町久米島町久米島町久米島町

事業名

事業

番号

H25成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

2

久米島特産品開発・販路開

拓事業

Ｈ24～Ｈ33

2 ① 久米島紬販売促進事業 Ｈ24～Ｈ33

　久米島紬の付加価値を高め販路拡大を図るた

め、消費者ニーズに即した商品開発や新商品の展

示会やファッションショーの開催、問屋呉服店への

販即訪問等を支援する。

・島外での展示会開催数　　　６回

・商品開発試作品製作数　　　６反

・島外での展示会開催数　　　６回

・商品開発試作品製作数　　　６反

（今後の展開方針）

H26年度：

東京での展示会（１回）

県内での展示会（３回）

2 ② 海洋深層水全国展開事業 Ｈ24～Ｈ33

　海洋深層水関連商品の販路拡大を図るため、首

都圏において開催される商談会への参加及びPR用

パンフレットの作成を行う。

・商談会出展（首都圏）

　２ブース（３日間）

・ＰＲ用パンフレット作成

　4,000部

・商談会出展（首都圏）

　２ブース（３日間）

・ＰＲ用パンフレット配布

　4,000部

（今後の展開方針）

H26年度：商談会出展

（首都圏1回）

2 ④ 久米島特産品販路開拓事業 Ｈ24～Ｈ33

　本町特産品の販路拡大及び若手後継者の育成を

図るため、流通・商品開発専門の外部アドバイザー

やコーディネーターを配置し新商品の開発や既存商

品のデザイン等の改良等を行う他、知名度向上の

ため県内・県外での開催される物産展への定期的

な出店やビジネス戦略等の研修会等を実施する。

・外部アドバイザーを設置し、商品の

洗練化と差別化を図るとともに久米

島在住のアドバイザーを育成する。

・久米島商工会が実施する商品開

発・販路拡大の支援

・食品製造業者の育成及び指導（10社）

・久米島在住のアドバイザーの育成（１名）

・商品開発・販路拡大の支援（７件）

（今後の展開方針）

H26年度：商品開発、販路拡大

3 久米島観光誘客促進事業

3 ① 久米島観光振興促進事業 Ｈ24～Ｈ33

　久米島の良さを効果的に伝え観光客の誘客を促

進するため、島の魅力を活かした旅行商品の企画、

各種イベントの開催や広報活動等を実施し、観光産

業の振興を図る。

・旅行社招聘：12社（12名）

・クーポン発券：5,000部

・広報活動：７件

・イベント開催：４件

・旅行社招聘：12社（12名）

・クーポン発券：5,000部（バス利用1,760名）

・広報活動：７件

・イベント開催：４件（参加人数2,300名）

（今後の展開方針）

H24～H33

観光イベントによる誘客、商品開

発及び広報活動により、観光入

域客の増加を図る。

3 ② 久米島観光調査事業 H25

　久米島観光における効果的な誘客戦略を構築す

るため、マーケティング調査と現状実態把握を行

い、変化が著しい旅行者のニーズ調査を実施する。

観光動態調査の実施 観光動態調査の実施

H25活動目標（指標）：平成25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。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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 37　久米島町

パ 細 H25事業内容 H25活動目標（指標） 今後の展開方針等

備考

平成25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】

久米島町久米島町久米島町久米島町

事業名

事業

番号

H25成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

3 ③

久米島観光WEBプロモーショ

ン事業

Ｈ25～Ｈ33

　本町の観光誘客の課題である知名度不足の解消

を図るため、大手IT企業を活用した観光プロモー

ションを実施する。

国内大手の旅行及び宿泊予約サイ

トを活用した誘客促進

国内大手のWEBエージェントを活用し、春夏秋冬

の情報を４回発信する。

（今後の展開方針）

H25～H33

WEBサイトを活用した観光プロ

モーションを実施し、誘客を促進

する。

4

久米島観光客受入体制整備

事業

4 ① 地域発信力強化促進事業 Ｈ24～Ｈ25

　新たな久米島の魅力等を効果的に発信する地域

の情報発信力の強化を図るため、地域FM放送局を

活用した情報発信システムの整備を行う。

難聴地域に中継局（1箇所）を設置す

る

難聴地域を解消し情報発信力を強化する。

4 ②

安心安全な観光まちづくり事

業

H25～H26

　安心安全な観光まちづくりを目指し、津波被害対

策として緊急避難階段等の整備を行う。

避難階段の委託設計の実施 避難階段委託設計の実施

（今後の展開方針）

H26年度：避難階段の工事

H27年度：供用開始

10月変更

（計画変

更に伴う

各目標変

更）

4 ③ ヤジヤーガマ整備事業 Ｈ24～Ｈ25

　本町唯一の鍾乳洞であるヤジヤーガマを観光施

設としての利活用を促進するため、自然環境や生

息する動植物に配慮した自然体験施設として整備

する。

駐車場（８台収容）、階段（６箇所、

L=43ｍ）の設置及び洞窟内遊歩道

（295ｍ）の整備

駐車場（８台収容）、階段（６箇所、L=43ｍ）の設

置及び洞窟内遊歩道（295ｍ）の整備

（今後の展開方針）

Ｈ26年度供用開始

5

久米島環境保全・美化推進

事業

5 ① 赤土等流出防止対策事業 Ｈ24～Ｈ33

　農地保全はもとより観光資源である海岸の保全を

図るため、裸地状態の畑へグリーンベルト（ベチ

バー）の植栽や増殖を行うとともに、排水路に堆積

した赤土のしゅんせつ等を実施する。

ベチバー苗が不足しているため、増

殖（株分け）し裸地状態の圃場へ植

栽を実施する。

ベチバー苗が不足しているため、増殖（株分け）

し裸地状態の圃場へ植栽を実施する。

（今後の展開方針）

H26年度：

ベチパー苗の増殖

ベチパー苗の配布・植え付け

H25活動目標（指標）：平成25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。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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 37　久米島町

パ 細 H25事業内容 H25活動目標（指標） 今後の展開方針等

備考

平成25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】

久米島町久米島町久米島町久米島町

事業名

事業

番号

H25成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

5 ②

球美の島エコアイランド化推

進事業

Ｈ24～Ｈ25

　低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配

慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置され

ている水銀街灯のLED化事業等を実施する。

　久米島町内全域に設置されている

水銀街灯をＬＥＤ街灯へ移行する。

　各地域の設置要望が高い箇所から順次、水銀

街灯からＬＥＤ街灯へ移行工事を実施する。

Ｈ26年度：供用開始

5 ③ 球美の島緑化推進事業 Ｈ24～Ｈ26

　久米島に自生している花や花木（クメノサクラ、ツ

ツジ、椿、ショウキズイセン等）の保全を図るため

に、島の在来花木を年中楽しむことができる公園整

備を実施する。

球美の島緑化公園予定地内ツバキ・

ツツジゾーン工事の実施

球美の島緑化公園予定地内ツバキ・ツツジゾー

ン工事の完了

Ｈ26年度：管理棟建築工事

Ｈ27年度：供用開始

5 ④ 環境美化促進事業 Ｈ24～Ｈ33

　本町の海岸線に漂着する漂着ゴミや観光地の美

化作業後の草木等の回収、処理体制の強化を図り

豊かな自然環境を保全するため、回収した漂着ゴミ

等を処理場へ運搬するために必要な車両等を購入

する。

【運搬車両導入】

・塵芥車両(１台)

・４トンクレーン付きダンプ車両(１台）

・２トンダンプ車両(１台）

【運搬車両導入】

・塵芥車両(１台)

・４トンクレーン付きダンプ車両(１台）

・２トンダンプ車両(１台）

（今後の展開方針）

H26年度：不法投棄ゴミの回収・

処理

5 ⑤ 観光地美化緑化促進事業 Ｈ25～Ｈ33

観光地としての魅力向上を図るため、観光客が訪

れる観光施設や公共施設、観光地へのアクセス道

路等の美化清掃や各種イベント向けの緑化を行う。

アクセス道路除草　４箇所

公園除草　９箇所

観光施設トイレ清掃　１０箇所

文化財関係除草　３０箇所

イベント緑化　４箇所

作業用草刈り機等（８台）導入

アクセス道路除草　４箇所

公園除草　９箇所

観光施設トイレ清掃　１０箇所

文化財関係除草　３０箇所

イベント緑化　４箇所

作業用草刈り機等（８台）導入

（今後の展開方針）

H26～H33

アクセス道路除草　４箇所

公園除草　９箇所

観光施設トイレ清掃　１０箇所

文化財関係除草　３０箇所

イベント緑化　４箇所

12月変更

（計画変

更に伴う

各目標変

更）

6

久米島地域資源発掘・活用

促進事業

6 ①

沖縄らしい風景づくり推進事

業

Ｈ24～Ｈ33

　本町の優れた景観を次世代に受け継ぎ独自の景

観形成を推進するため、行政担当者のスキルアップ

を図り、町景観条例に基づく景観形成に取り組む団

体及び個人が実施する屋根等の外観の景観形成

に有効な部分の新設及び改良に要する経費の一部

を助成する。

・県内研修２回、県外研修２回

・景観活動団体助成５団体

・景観形成助成２戸

・県内研修２回、県外研修２回

・景観活動団体助成５団体

・景観形成助成２戸

(今後の展開方針)

助成団体数（累計）

　H33年度：40団体

助成戸数（累計）

　H33年度：20戸

6 ② 古民家活用事業 Ｈ24～Ｈ25

　本町に数多く点在する伝統的な赤瓦の古民家を

保全活用し美しい景観の創出を図るため、本町の

偉人である仲原善忠生家の保全整備等を実施す

る。

仲原家改修工事の実施 仲原家改修工事の実施 H26年度：供用開始

H25活動目標（指標）：平成25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。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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 37　久米島町

パ 細 H25事業内容 H25活動目標（指標） 今後の展開方針等

備考

平成25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】

久米島町久米島町久米島町久米島町

事業名

事業

番号

H25成果目標（指標）

計画

期間

事業概要

6 ③ 個性豊かな文化の振興事業 Ｈ24～Ｈ33

　伝統芸能の保存及び後継者育成を推進し地域伝

統文化の振興を図るため、文化振興の活動を行

なっている団体の行う保存継承イベント開催を支援

する。

１.古典民謡大会の開催（1回）

２.民俗芸能発表会の開催（1回）

古典民謡大会出演者数　20名

古典民謡大会来場者　250名

民俗芸能発表会出場者　130名

民俗芸能発表会来場者　600名

(今後の展開方針)

H26年度

古典民謡大会開催

（1回開催、出演者30名）

民俗芸能出場者数（累計）

（1回開催、出演者150名）

6 ④ 文化遺産保存活用事業 Ｈ24～Ｈ33

　豊かな自然とともに、数多く残されている地域色豊

かな歴史文化等の文化遺産を活かした観光振興を

図るため、町指定文化財である石墓の調査及び修

復整備や古文書（博物館資料）の修復、貴重生物

のはく製の制作、町内行事映像記録の収集等を行

う。

・古文書翻刻丁数：1,000丁

・古文書修復ﾏｲｸﾛ撮影件数：1,500

丁

・文化遺産（島尻石墓）修復・記録保

存　１件

・鳥類剥製資料制作　51体

・町内記録映像取得　50件

・古文書翻刻丁数：1,000丁

・古文書修復ﾏｲｸﾛ撮影件数：1,500丁

・文化遺産（島尻石墓）修復・記録保存　１件

・鳥類剥製資料制作　51体

・町内記録映像取得　50件

（今後の展開方針）

H25年度：修復委託

H26年度：供用開始

6 ⑤

久米島現代版組踊り創作事

業

Ｈ24～Ｈ33

　若い世代の地域づくりへの積極的な参画を促進し

魅力ある観光地形成を図るため、久米島の歴史的

遺産にスポットをあてた創作現代版組踊りを実演す

る。

　久米島の歴史的按司の「笠末若茶

良」を題材にした現代版組踊公演の

開催（1回）。

現代版組踊出演者数　30名

現代版組踊公演来場者数　300名

（今後の展開方針）

久米島でのイベント等での公演

や他事業を活用し、島外での公

演を行なうことで久米島の魅力

のアピールを行なう。

6 ⑥ 大綱曳き保存復活事業 H25

　伝統的行事の保存継承と文化的資源を活用した

観光振興を図るため、合併以前、旧村（具志川村）

で伝統行事として実施されていた大綱曳き10数年

ぶりに復活させ、大綱曳きイベントを実施する。

①大綱曳きイベント記録映像制作

②衣装購入

①大綱曳きイベント記録映像制作

②衣装購入

7

久米島教育環境の充実・整

備事業

7 ① 英語指導員配置事業 Ｈ24～Ｈ33

　小学校における外国語活動及び国際理解教育を

充実させるために英語指導員を配置する。

英語指導員配置数：小学校１名

英語指導員による授業時間数：

小学校３・４年生：120時間

小学校５・６年生：210時間

(今後の展開方針)

小学校3・4年生授業時間（累計）

　H33年度：1,200時間

小学校5・6年生授業時間（累計）

　H33年度：2,100時間

H25活動目標（指標）：平成25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。

H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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