
平成28年度事業報告書

平成28年4月１日から

平成29年3月31日まで

Ⅰ 事業の実施状況

平成28年度は、低金利状況が続く中で、金融市場の動向を見極めつつ、基本財産の効率的な

運用を図り収入の確保に取り組むとともに、引き続き管理費等の経費節減に努めた。一方、事

業運営については、対米請求権事業の見直しに関する答申に基づき、社会経済情勢の変化に対

応した事業展開を基本的な視点とし、協会の財政的に限られた運営資源を効果的に活用するこ

とを踏まえ、事業の見直しを行い、当協会の目的である地域における文化の高揚及び地域の振

興を図るための諸事業を実施した。

＜公益目的事業＞

１.市町村等振興助成事業

(１) 対米請求権地域振興事業

地域の特性を生かした個性豊かな地域づくりを推進するため、市町村等が行う事業を対象

に助成を行うものである。（原則として国及び県の補助対象となるものを除く。）

平成28年度は、40市町村及び4広域市町村圏事務組合へ108件、1億4,814万6,142円の助成

を行った。

なお、事業項目別の件数、市町村実施数、広域圏実施数、助成額は次のとおりである。

14市町村 26,305,234
4広域圏 11,200,000

イ）地域産業振興事業 5 5市町村 9,670,000 産業まつり等

ウ）地域環境保全推進事業 5 5市町村 8,997,363 河川水質調査事業等

エ）地域文化振興事業 22 18市町村 26,823,645 県外市町村との交流事業等

21市町村 34,572,722
1広域圏 800,000

カ）地域情報化推進事業 ― ― ―

地域学力向上支援事業 33 31市町村 29,777,178
地域運営の学習塾の支援、
検定料の半額補助等

40市町村及び
4広域圏

備　　　　考

ア）地域活性化推進事業 20

　　　合　　　　　計 108 148,146,142

　　　事　業　項　目
助成
件数

助成先 　金額（円）

オ）地域国際交流推進事業 23
海外ホームステイ派遣事業、
研修生受入事業等

ミュージックフェスタなどの
イベント事業等



(２) 対米請求権市町村軍用地跡地利用対策事業

駐留軍用地跡地及び駐留軍用地等の総合的かつ計画的な有効利用を促進することによっ

て、住民の生活環境整備と福利増進に資するため、市町村等が行う軍用地跡地利用計画の

策定や環境調査、地権者意向調査、企業等の誘致に関する調査等跡地利用の推進に関する

広範な取り組みに対する助成事業である。

平成28年度は、読谷村の読谷村ICTと農業の連携した跡地利用推進可能性調査業務に対

し300万円の助成を行った。

２. 地域活性化助成事業

県内の地域づくり団体等が、地域の振興及び活性化を目的として、地域づくりの担い手

となる人材育成及び地域づくりに関する情報の共有等を図るために実施するワークショッ

プ、フォーラム、セミナー等の交流事業の企画に対し所定の審査を経て選定された事業に

助成する事業である。

平成28年度は、地域づくり団体等が行う第1部の事業に対し577万4,000円の助成を行い、

県又は市町村が行う大規模プロジェクトの取り組みを支援する第2部の事業に対し100万円

の助成を行った。

なお、助成団体及び事業内容は、次のとおりである。

【第1部】

推　薦
市町村

１
大石公園まちづくり委員
会

那覇市 大石公園ひまわり祭り事業
大石公園を拠点としている公園ボランティアを中心に日頃
から育成管理している花苗木を用いて、「ひまわり祭り」を開
催した。

２ 琉球文化芸能研究会 浦添市
野村流名人　幸地亀千代直
筆工工四の保存・普及・継承
事業

野村流の幸地亀千代直筆の工工四と当時編纂、発刊した
工工四、その他当時の写真や音源をデジタル化してアーカ
イブし、そのアーカイブ資料などを展示解説するワークショッ
プを開催した。

３
NPO法人ジョン万次郎上
陸之地記念碑建立期成
会

糸満市
ジョン万スピリッツに学ぶ人
材育成事業

ジョン万次郎の上陸地小度浜から高安家までの道のりを実
際に歩いて歴史的な背景を探索した。また研究者による講
演会とパネルディスカッションを実施した。

４
一般社団法人
糸満市観光協会

糸満市
体験子どもフェスティバル
2016

糸満市に関連のある企業・団体・個人経営者など、４０数社
と官公庁が連携して、本物の職業体験を提供する「体験子
どもフェスティバル」を開催した。

５ イノベーション糸満 糸満市
未来のICTクリエーター育成
事業

児童、生徒を対象にＩＴ関連のキャリア教育としてプログラミ
ングと動画作成を体験させるセミナーを開講し、成果発表を
行った。

６ 赤道南大通り会 うるま市 第13回　観月の夕べ

本島中部地区のランドマークでもある中部病院の駐車場を
利用して、金管バンド・エイサー・民謡・舞踊等を披露し、地
域住民のコミュニケーションの場を創出するとともに、通り会
のPR活動を行った。

７
特定非営利活動法人
沖縄の風景を愛さする会

うるま市
風景を楽しむフットパス大学
講座事業

地域住民が自らの地域を案内し、まちづくりの様々な展開
が可能なフットパスの説明・普及推進ができる人材を育成
するために講座を開催した。

８ 尚巴志の語り部 南城市
「創作　尚巴志ものがたり」舞台
発表会

地元の偉人尚巴志の知名度を高め、地域の歴史を語り継
ぐため、読み聞かせ本「尚巴志のものがたり」の舞台発表を
行った。

NO 団体名 事業名 事業内容



推　薦
市町村

９ 南城市文化協会 南城市 写真で街おこし事業

歴史と文化の街南城市として、世界遺産の史跡や国指定の
グスク、御嶽、エイサー等の伝統芸能及び景観等を被写体
とした写真を募集した「第１回南城市フォトコンテスト」を開
催し、南城市祭りで表彰した。

10 南城市津波古区 南城市 津波古中秋の宴事業
かつて首里城の庭（ウナー）で冊封使を歓待するために開
催された中秋の宴を再現した舞台を津波古公民館で開催し
た。

11
野底つぃんだら祭り実行
委員会

石垣市 野底つぃんだら祭り

野底地区は出身の異なる開拓移民がそれぞれ運営してい
る背景があり、比較的に新しい集落である。出身地や世代
を超えたつながりを生み、地域活性化を図るための「祭り」
を開催した。

12
特定非営利活動法人
八重山織物工芸産業振
興会

石垣市 苧麻績み講習会
八重山上布の原料である苧麻糸不足により上布生産量が
減少している。八重山上布の継続と発展のため、宮古地域
から熟練の技術者を招聘し、苧麻績み講習会を開催した。

13 月眺み大会実行委員会 嘉手納町 第3回　月眺み大会
嘉手納町の水釜で眺める月を歌った「月眺み」を町内外に
広く宣伝し、音楽を通した地域振興を図ることを目的に第3
回月眺み大会を開催した。

14 北中城大城自治会 北中城村
第１５回ムーンライトコンサート
「花と緑に囲まれた芸術の里
づくり」

花と緑に囲まれた芸術の里づくりの一環として「ムーンライト
コンサート」を開催した。

15 中城村PTA連合会 中城村
「いのちのまつり　地球が教
室」映画上映及び講演会

絵本「いのちのまつり」シリーズの原作者である草場一壽氏
を招聘し、草場氏が制作した映画「いのちのまつり　地球が
教室」の上映会と講演会を開催した。

16 沖縄県自治会連合会 西原町
地域活性化自治会活動基盤
作り事業

自治会連合会の会員等の意見の集約を図りながら、定期
的な勉強会を開催し、「自治会運営の手引書」を作成した。

17 西原東小学校PTA 西原町 花いっぱい笑顔をひろげよう
町内の花づくり講師を迎え、生徒、保護者、地域ボランティ
アを対象に講習会を行い、花々を育て学校から地域へ花を
配布し、地域の緑化推進と環境美化に役立てた。

18 南風原町照屋区 南風原町 空手文化塾
沖縄伝統の空手を生んだ歴史についての講演会や青少年
の健全な育成を図るための「夏休み・空手文化塾」を開催し
た。

19
志多伯獅子舞棒術保存
会

八重瀬町
志多伯獅子加那志豊年祭継
承事業

志多伯の伝統行事を保全する人材を育成するために、棒
術・舞踊教室を開催し、成果発表を行った。

20 八重瀬風景ネットワーク 八重瀬町
「熱帯カルストフェスタ」熱帯
カルストを遊び学ぶ

１年後にオープンする「観光拠点施設」の重要なポイントとし
て、八重瀬町の具志頭地区に広がる熱帯カルストの景観や
特徴を町民に知ってもらうため、「熱帯カルストフェスタ」を開
催した。

21 伊是名自治会 伊是名村
手作りピザ窯処「イヒャ
ジュー邸」ワークショップ

伊是名村にある土、水、石、わらを主材料とし、「あるもので
（何かを）作り上げる」という作業について専門家を招聘し、
実際に土窯を作るワークショップを開催した。

22
八重山広域市町村圏事
務組合

― 人材育成黒潮塾

離島における行財政運営を共通の題材として、県内の島嶼
自治体における公共施設等の管理運営の現状や観光業等
の振興策、離島島民の生活環境等について視察及び講演
会を開催した。

NO 団体名 事業名 事業内容



３. コミュニティ活動促進事業

地域住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛

上げることを目指すため、市町村又は市町村が認めるコミュニティ組織が、コミュニティ活動に

直接必要な備品の購入に対し助成する事業である。

平成28年度は、8団体(東村、惣慶区、屋嘉区自治体、新赤道自治会、嘉手納町、上勢区自治会、

新島区自治会、久宇良自治公民館)に388万6,000円の助成を行った。

４. 地域振興研究助成事業

県内の研究機関等が行う、沖縄の地域振興及び文化の高揚に寄与することを目的とする政

策提案型の研究に対し助成する事業である。

平成28年度は『観光地における「逃げるバリアフリー」～観光地における移動・災害弱者

に対する避難対応～（特定非営利活動法人バリアフリーネットワーク会議）』へ139万118円、

『沖縄型就労支援モデル構築についての研究(沖縄女子短期大学）』へ120万5,882円の助成を行

った。

＜その他の事業＞

・ 協会創立３５周年記念事業

平成２８年度で、当協会が創立３５年の節目を迎えるにあたり、記念事業として、記念誌の作

製及び記念講演会を開催した。

記念誌は「対米協３５年のあゆみ」と題して、協会が実施してきた事業を記録として残すため

２００部を作製し、会員をはじめ関係団体に配布した。

創立３５周年記念講演会は，次のとおり開催した。

・趣旨：市町村職員、自治会、まちづくり団体等が、地域づくり活動の活性化に資するため。

・テーマ：『そうだ、葉っぱを売ろう！』～人は誰でも主役になれる～

・講師：横石知二氏（徳島県上勝町 株式会社いろどり代表取締役社長）

・開催年月日：平成２８年１１月１７日（木）

・場所：沖縄県市町村自治会館２階ホール

・参加者：県及び市町村職員、自治会、NPO 等まちづくり団体、一般県民 (約100名）

【第２部】

推　薦
市町村

1 名護市 ―
名護博物館特別展
「名護親方・程順則展
－実母と岳母の逗子寄贈記念－」

石垣市に所在していた「程順則岳母の厨子」が名護市に寄
贈されることを記念し、程順則に関する展示会及び講演会
を開催した。

NO 団体名 事業名 事業内容



Ⅱ 理事会・総会運営状況

１．理事会

平成28年 5月 10日 (火）代表理事の職務執行状況報告

(1) 平成２７年度事業報告及び決算の承認の件

(2) 役員(理事)の選任の件

(3) 平成２８年度定時総会招集の決定の件

報告事項

・ 基本財産預託状況について

平成28年11月25日 (金）(1) 役員(理事)の選任の件

(2) 法人名称の変更の件

(3) 定款の一部変更の件

(4) 平成２８年度臨時総会招集の決定の件

平成29年 2月 27日 (月) 代表理事の職務執行状況報告

(1) 平成２９年度事業計画(案)及び収支予算(案)の承認の件

(2) 平成２８年度臨時総会招集の決定の件

(3) 公益社団法人沖縄県対米請求権事業協会諸規程等の改正の件

(4) 協会シンボルマーク制定の件

報告事項

・ 基本財産預託状況について

平成29年 3月 15日 (水）(1) 役員(理事)の選任の件

(2) 定款の一部変更の件

(3) 会計処理規程の一部改正の件

平成29年 3月 24日 (金）(1) 平成２８年度臨時総会の決議の省略についての承認の件

(2) 役員(理事)の選任の件

(3) 定款の一部変更の件

平成29年 3月 29日 (水)

２．総　会

平成28年 5月 30日 (月）(1) 平成２７年度決算の承認の件

(2) 役員(理事)の選任の件

報告事項

・ 平成２７年度事業報告の内容報告の件

平成28年12月26日 (月）(1) 役員(理事)の選任の件

(2) 法人名称の変更の件

(3) 定款の一部変更の件

平成29年 3月 27日 (月）(1) 役員(理事)の選任の件

(2) 定款の一部変更の件(書面決議）

開  催  年  月  日 審　　議　　事　　項　　等

(書面決議）

(書面決議）

・ 専務理事（代表理事）選定の件
(書面決議）

開  催  年  月  日 議　　決　　(　　承　　認　　)　　事　　項


