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平成２９年度事業報告書

平成29年4月１日から

平成30年3月31日まで

Ⅰ 事業の実施状況

平成29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、平成27年度

に策定した中期経営計画(平成27年度～平成31年度)のＰＤＣＡを行い、事業調査委員会におい

て同計画の見直しを行った。一方、事業運営については、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、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。

１. 市町村等振興助成事業

・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29年度は、40市町村及び4広域市町村圏事務組合へ109件、1億4,981万8,835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。

事 業 項 目 助成先 金額 (円) 備 考

13市町村 30,802,149 ミュージックフェスタなどの

4広域圏 10,500,000 イベント事業等

イ）地域産業振興事業 5 5市町村 8,059,457 産業まつり等

ウ）地域環境保全推進事業 4 4市町村 7,620,707 河川水質調査事業等

エ）地域文化振興事業 22 19市町村 26,977,180 県外市町村との交流事業等

19市町村 28,717,027 海外ホームステイ派遣事業、

1広域圏 1,500,000 研修生受入事業等

カ）地域情報化推進事業 2 2市町村 5,503,000 道路台帳図電子化事業等

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

助成
件数

21

21オ）地域国際交流推進事業

ア）地域活性化推進事業

30,139,31531市町村34地域学力向上支援事業

149,818,835合 計 109
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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29年度は、地域づくり団体等が行う第1部の事業に対し783万8,000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192万

6,000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】

No 団 体 名 事業名 事業内容

（一社） すぐに役立つ実践講座こ 保育現場、図書館、学校等のおは

1 沖縄県子どもの本研究会 那覇市 どもと楽しむおはなしと なし会や読み聞かせに役立てる小

わらべ唄 物作りや実演を学ぶための講座を

開催。

赤土等対策の協働取組に 赤土等流出によりサンゴの生息環

よる“美ら島・美ら海”を未 境の悪化が続き、温暖化問題、漁

2 NPO法人おきなわグリー 那覇市 来へ（シンポジウム） 業、観光業等への影響が懸念され

ンネットワーク ～協働取組による環境保 ている。これらの課題について地域

全・温暖化対策と地域の で取り組んだ先進地事例などを紹

持続発展に向けて～ 介するシンポジウムを開催。

年末美化清掃CGG(クリー 日頃継続的な連携が難しい都心部

3 新都心安全なまちをつく 那覇市 ン・グリーン・グレイシャ での大規模清掃活動を通じて、自

る会 ス）運動 治会や地域住民、事業所、行政と

の交流を実施。

天願川を活用した地域づくりに関し

4 うるま市水と緑を考える会 うるま市 天願川を活用した地域活 て、河川活用の原点である「川遊

性化事業 び」の部分に焦点をあて、シンポジ

ウムを開催。

伝統文化の継承と歴史的 「ウスデーク」や「ハンタ道」などの

5 与那城平安座自治会 うるま市 遺産の取り組みシンポジ 伝統文化について、勉強会、シンポ

ウム ジウム及び講演会を開催。

夏休み期間などを利用して沖縄の

わくわくドキドキ 沖縄の 伝統文化に精通した講師による講

6 みどり町５・６丁目自治会 うるま市 伝統文化の体験 演会やワークショップを開催し、子

どもたちに紅型や壁画の製作を体

験。

海洋プラスチック及びビデオ映像に

サンゴ礁の積極的保全を よる美術インスタレーション作品の

7 Okinawa Seaside Laboratory 宜野湾市 目的とした美術展示会及 展示、小・中学生を対象としたワー

びワークショップ クショップを開催し、パンフレットや

オリジナルシールを作成・配付。

石垣市女性団体ネットワ 人と地域が繋がり合う パネルディスカッション及びワーク

ーク会議 活力あるまちづくり ショップを開催。

推 薦
市町村

石垣市8



- 5 -

No 団 体 名 事業名 事業内容

健康食材として新たな価値を共有

特定非営利活動法人 浦添市地域特産品てだ するために、地域特産品であるて

9 あきみよ 浦添市 桑茶の魅力について（講 だ桑茶の一般市民向けの無料講

演会） 演会を開催し、今まで開発したレシ

ピを小冊子にして配付。

佐伯市と浦添市の子どもたちが、

佐伯・沖縄文化交流プロ 演劇を通して交流し、客観的な視

10 まちづくりNPOうらそえ 浦添市 ジェクト タカラとワカ～ 点と視座で生まれ育った地域のこ

海を越える軌跡～ とを深く知るために、平田大一氏を

招き交流ワークショップを開催。

羽地地区で、平和学習を行い、参

11 名護市青少年育成協議 名護市 羽地平和学習事業 加者により平和マップの作成を行

会羽地支部 う。また、地域青年の絵で紙芝居を

作成。（紙芝居講座）

専門ガイドの講師を招き、地元

一般社団法人 名護市 風水のまち並みの保全と 住民も一緒に風水思想により形

12 羽地ネットワーク 地域活性化事業 成された真喜屋集落を散策して

地域住民の手でマップを作成し、

地域ガイドを育成する。

犯罪理論で防ぐ！地域高 地域見守りハザードマップを作成

13 沖縄県認知症行方不明 沖縄市 齢者・こども見守りホット し、そのマップに基づいて実際にパ

者家族の会 スポットパトロール隊 トロールを実施。

孤独な介護者を作らないシステム

NPO法人 介護疲れを吹き飛ばせ や地域及び仲間のサポートによる

14 街のえんがわ山桃 沖縄市 ～介護者の癒し方を探ろ 介護者を癒やす方法を探り、仕組

う～ みを構築するために、ワークショッ

プ及びシンポジウムを開催。

起業に必要な「事業、資金計画」

キャリア教育×地域連携 「プレゼン力」「接客マナー」等に関

15 糸満中学校PTA 糸満市 起業ワークショップin糸満 するワークショップを開催し、中学

中学校 生が作成した事業計画をプレゼン

テーションし、表彰。

行政・学校と連携し、ITでの街おこ

一般社団法人 ITの街いとまんを目指し しに成功した自治体から講師を招

16 イノベーション糸満 糸満市 て！大人の役割とジュニ 聘して講演会を開催し、小中学生

ア人材育成 を対象にプログラミング等に関する

セミナーを開催。

糸満市の農水産物を活用した「ご

当地グルメ」を一堂に集め、地域住

17 いとまん美味いものとど 糸満市 糸満うまいものフェスタ 民に糸満の芸能を鑑賞しながら食

け隊 してもらい、糸満の食と芸能を体感

してもらうフェスタを実施。

地域に愛着と誇りを持ち、 高嶺中学校に隣接する「南山城址」

主体的に行動する生徒の の歴史、「南山グスク群」の国指定

18 高嶺中学校 PTA 糸満市 育成～歴史劇「南山王国 に向けた活動等を学ぶとともに、歴

南山王物語」～ 史劇「南山城と王物語」を学習発表

会で披露。

推 薦
市町村
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No 団 体 名 事業名 事業内容

移住者が急速に伸びている地域だ

19 豊見城市我那覇自治会 豊見城市 復活！笑顔とびかう！夏 が、自治会加入率は減少傾向にあ

祭り る。自治会総ぐるみで約40年ぶりに

夏祭りを開催。

津波古区の民俗芸能「天人」「ミ

20 南城市津波古区 南城市 佐敷字津波古区芸能交流 ルク」などを披露し、区外から

祭 も優秀な芸能を招聘して芸能交

流祭を開催。

沖縄の歴史を語る上で貴重な730

21 シュガーホール助っ人倶 南城市 ７３０バスで行くなんじょう バス車内で音楽ライブを楽しみな

楽部 音楽ゆらり旅 がら、観光気分で90分間の市内ド

ライブを実施。

フットパスコースづくり研 フットパスのコースづくりについて

特定非営利活動法人 修事業 専門家からアドバイスを受けなが

22 沖縄の風景を愛さする会 （ﾌｯﾄﾊﾟｽ講習＆体験会in ら、フットパスのコースづくりを体験

恩納村）（ 〃 in南城市） してもらうワークショップを開催。

つきしろ芸術展覧会『秋の 集落の芸術作家の作品や外部より

文化祭』事業 招致した芸術作家の作品を展示。

伝統漁法シーラ（フーヌイ 地元の海人の伝統的な漁法でシー

24 国頭村宜名真区 国頭村 ユ）釣り体験 ラ釣りを体験してもらい、加工（さば

き、天日干し）及び試食を実施。

25 くにがみ児童クラブ 国頭村 身近な自然を感じよう！ やんばるの動植物を実際に観察

し、昼夜の自然環境を体験。

子ども会（地域）で取り組 自然災害から「命を守り・生きる力」

26 今帰仁村諸志子ども会 今帰仁村 む防災教育－「命を守り・ を身につけるために、ワークショッ

生きる力」を身につける－ プ及び講演会を開催。

渡久地行政区豊年祭 専門家による実技指導を行い、ま

27 本部町渡久地行政区 本部町 継承事業 た、豊年祭の準備から実施までを

映像に記録し、アーカイブ化。

村の社会福祉事業の推進のため

読谷村社会福祉協議会 読谷村 の功労、他の模範となる個人及び

28 団体を表彰。また講演会を開催。

石平地区から普天間川流域へ桜小

石平家人衆会桜小路まつ 路を発信するため、桜の開花にあ

り わせて琉球伝統芸能等の発表会

や地域住民の交流会を開催。

志多伯字内は湧水をはじめ御嶽や

歴史的文化遺産保存活 石獅子等の歴史的文化遺産が多く

30 志多伯伝統文化保存会 八重瀬町 用事業 存在する。これらのパンフレットを

作成し、それを基に文化遺産巡りを

実施。

阿波連地区の誇りと愛着を育む運

渡嘉敷村 誇りと愛着を育む愛郷の 動として、伝統芸能発表、景観整備

心運動 の一環として花の植樹及び環境保

全のワークショップを開催。

推 薦
市町村

阿波連小学校PTA

石平家人衆会 北中城村

第11回

読谷村社会福祉大会

29

31

南城市
・

恩納村

つきしろ自治会23 南城市
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No 団 体 名 事業名 事業内容

多良間村における景観保全、形

多良間村の植樹活動をと 成、森づくりの一環として希望の森

32 ふるさとを楽園にしたい会 多良間村 おした村づくりと地域資源 に植樹を行う。また、ノニ・ニンニク

活用による活性化事業 ・トウガラシ等の特産品化の講習会

を実施。

八重山出身の木工職人を講師に招

33 八重山広域市町村圏事務 「モノづくり木工ワークショ き、県内に植生する樹木を材料に、

組合 － ップ」人材育成黒潮塾 自分の手になじむ木工品を作るワ

ークショップを開催。

【第２部】

No 団 体 名 事業名 事業内容

「おきなわアジェンダ２１・県民環

低炭素な地域づくり推進 境フェアinなご」において環境に配

1 沖縄県 － 事業 慮した自動車の運転「エコドライブ」

の講義や運転の体験等、パネル展

示、ブースでの説明を実施。

不登校・ひきこもりの状態にある子

子どもの不登校・ひきこ どもたちへの関わり方について知

2 うるま市 － もりへの理解や支援の る機会を設け、教育研究所の役割

周知事業 についての周知を図るため、専門

家による講演会を開催。

地域内外の多様な人や組織、力、

宜野湾市地域コーディネ 資源をつなぎ合わせて、解決の動

3 宜野湾市 － ーター養成講座 きをつくりだすコーディネーターを育

成することを目的に、講座を開設。

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29年度は、7団体(東村、嘉手納町自治会長会、金武町伊芸区自治会、浦添市大平自治会、

竹富町、渡名喜村、糸満市西崎ニュータウン自治会)に320万8,000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29年度は『沖縄における木造住宅の動向と気候風土に適した住まいづくりに関する研

究（琉球大学）』へ84万円、『沖縄観光はどこへ向かう～県民の幸せにつながる観光をめざし

て～(沖縄シンクタンク協議会）』へ71万円の助成を行った。

推 薦
市町村

推 薦
市町村
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Ⅱ 理事会・総会等運営状況

１．理事会

開 催 年 月 日 審 議 事 項 等

平成29年5月31日(水) 代表理事の職務執行状況報告

(1)平成２８年度事業報告及び決算の承認の件

(2)任期満了に伴う役員の選任の件

(3)平成２９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29年6月26日(月) ・代表理事（会長及び専務理事）の選定の件

平成29年10月13日(金） 代表理事の職務執行状況報告

・沖縄県地域振興協会事業調査委員の選任の件

報告事項
・中期経営計画の点検結果の報告等について

平成30年2月26日(月） 代表理事の職務執行状況の報告

(1)中期経営計画(平成27年度～平成31年度)改定計画(案)の

承認の件

(2)平成３０年度事業計画(案)及び収支予算(案)の承認の件

(3)公益社団法人沖縄県地域振興業協会嘱託職員の管理に関

する要綱の一部改正の件

報告事項
・事業調査委員会からの答申について

２．総 会

開 催 年 月 日 議 決 （ 承 認 ） 事 項

平成29年6月26日 (月) (1)平成２８年度決算の承認の件

(2)任期満了に伴う役員の選任の件

報告事項
・平成２８年度事業報告の内容報告の件
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３．事業調査委員会運営状況

開 催 年 月 日 審 議 事 項

平成29年11月14日(火） ・中期経営計画の点検と計画後期の取り組みについて

平成29年12月25日(月） ・中期経営計画の点検と計画後期の取り組みについて

平成30年1月29日(月） ・答申案について

平成30年2月19日(月） ・委員長から会長への答申


