
様式３

事業計画書

計画No. 2 計画期間 平成17年度～平成21年度 （　5　年間）

対象地域

対象となる事業は概ね以下のとおりであり、このうちから毎年度の事業計画を策定する。

名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、金武町、伊是名村

北部地域においては雇用機会の脆弱性や住宅確保の困難性から、若年層の都市部への流出が顕著で地域コミュニティの崩壊など地
域の活性化が失われている状況にある。近年、北部振興事業等により生産施設等の整備が鋭意進められ雇用の拡大が図られ、活気を
取り戻しつつある地域もあるが、地域定住によるコミュニティの回復といった面では、依然として課題が残されている。特に、北部
地域の面積は沖縄県の36.2%を占めるものの、人口は9.3%とアンバランスな人口配置となっている。これらの問題を解決するために
は、豊かな生活空間の中で住民が安全で安心して暮らせる環境作りに取り組むことが肝要である。
住民の生活に密着した生活道路に関しては、住民等が頻繁に利用するにもかかわらずすれ違いが困難な区間の解消を図るととも

に、通学路等において歩行者を重視した道路交通環境の整備を図り、道路交通の安全性・快適性を高める必要がある。
また、子育て世帯等の若年層や自力では世帯人数に応じた住宅を確保できない世帯へは、低廉で快適な住空間の確保が必要となっ

ている。
北部地域の集落の多くは、海岸線沿いに立地しており、台風・高潮時には背後集落の浸水被害、農作物等の塩害、道路の通行規制

に伴う孤立集落の発生など、住民生活や産業活動に支障を来しており、地域の安全性を高める海岸保全対策も必要である。
さらには、農山漁村地域の住みよい生活環境を確立し、快適にして潤いのある環境を形成するため、集落単位に集落排水施設や集

落道、公園緑地等の整備が必要である。
このため本計画では、豊かな「やんばる」の自然景観等に配慮しつつ、安心快適な生活道路の整備、低廉で快適な公営住宅の整

備、海岸背後の地域住民の生命・財産を防護する海岸保全施設の整備、農業集落の生活環境を向上させる農村整備などの事業を集中
的に実施することにより、「定住条件の整備」を図ることとする。

地域における生活環境基盤の整備により安全・安心・快適な生活空間を創出し、定住人口の維持・拡大に資する。

　※北部圏域の平成17年4月1日現在人口：126,336人

①道路事業：頻繁に利用されるにも拘わらずすれ違いが困難な区間の解消　現況値「約55km」→目標値「約40km」（約25%解消）
　　　　　　道路利用者の満足度　現況値「2.9」→目標値「3.3」

②公営住宅事業：公営住宅応募世帯数の低減　現況値「614」→目標値「400」

③海岸事業：台風・高潮等の災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域面積　現況値「646.4ha」→目標値「555.3ha」

④農林事業：農業振興地域に対する集落整備事業等の実施面積比率　現況値「23.2%」→目標値「37.0%」

アウトカム指標

ゾ ー ン 名

テ ー マ

テーマの内容

成 果 目 標

対 象 事 業

北部全域

定住条件の整備
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No. 新規/継続 事業主体 種別
概算事業費
（国費ベース）
（千円）

事業名

国道449号から国道449号バイパスへアクセスする道路について、袋小
路の解消、及び幅員狭小、急カーブによる隘路を解消することにより、

利便性の高い快適な交通ネットワークの形成を図る。73,200

事業の必要性

延長　L=170m
幅員　W=9.0m
用地購入　A=935m2
物件補償　3件

延長　L=310m
幅員　W=9.0m
用地購入　A=1,550m2
物件補償　2件

2-1

事業概要
（概略の工事量を記入する）

道路
宇茂佐１３号線道路改良
事業

2-2 羽地中央線道路改良事
業

新規 道路

新規 名護市

名護市 128,400

国道58号間を結ぶ道路について、幅員狭小による隘路を解消すること
により、国道58号の渋滞緩和を行い、利便性の高い快適な交通ネット
ワークの形成を図る。

2-3 村道安根塩屋線道路改
築事業

新規 大宜味村 道路

全体延長　L=1,704m
道 路 幅 員 W=11.0m
14.5m
橋梁　L=100m　W=10.5m

737,600

国道58号を起点・終点とし、将来の大宜味村の中心地となる公有水
面埋立地内の幹線道路について、新設することにより様々な交流施設

や地域住民利便施設の整備を促進するとともに、村内内陸部とのネット

ワークを強化し、大宜味村の観光振興・産業振興を図る。

2-4 渡喜仁天底線道路改良
事業

新規 今帰仁村 道路

全体延長　L=700m
幅員　W=9.25m
用地購入　A=3,149m2
物件補償　3件

130,000

県道名護運天港線から浄水場や小学校、食肉販売センター等へアク

セスする道路について、幅員狭小による隘路を解消し、安全性の高い

快適な交通ネットワークの形成を図る。

2-5 山里屋比久線道路改良
事業（泉河原地区）

新規 本部町 道路
延長　L=800m
幅員　W=7.25m
用地購入　A=4,800m2

133,200

県道115号線を起点に町道野原赤道線にアクセスする道路のうち、山
里と野原集落を結び生活道路、産業廃棄物最終処分場への通行路

となっている区間について、幅員狭小、急勾配による隘路を解消すること

により、安全性・利便性の高い交通ネットワークの形成を図る。

2-6 山川・北里線道路改良
事業

新規 本部町 道路

延長　L=690m
幅員　W=7.25m
用地購入　A=1,400m2
物件補償　建物2件

95,600

県道114号線から山川・豊原・北里集落等へ通過し国道505号にアク
セスする道路について、幅員狭小による隘路を解消することにより、安全

性の高い快適な交通ネットワークの形成を図る。

2-7 古島線道路改良事業 新規 本部町 道路

延長　L=810m
幅員　W=7.50m
用地購入　A=1,330m2
物件補償　作物

125,000

町道野原赤道線から、野原・古島・謝花各集落を結び、陸上競技

場、ホテル、ゴルフ場等へアクセスする道路について、幅員狭小、急カー

ブによる隘路を解消することにより、安全性の高い快適な交通ネットワー

クの形成を図る。
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No. 新規/継続 事業主体 種別
概算事業費
（国費ベース）
（千円）

事業名 事業の必要性事業概要
（概略の工事量を記入する）

2-8 町道111号線道路改築
事業

継続 金武町 道路

延長　L=750m
幅員　W=14.0m
用地購入　A=2,791m2
物件補償　建物22軒

585,600

国道329号から公共施設（小中学校、総合福祉センター、武道館等）
を経由して国道金武バイパスへアクセスする道路について、幅員狭小に

よる隘路を解消することにより、安全性・利便性の高い快適な交通ネッ

トワークの形成を図る。

2-9 名護運天港線道路改良
事業

新規 沖縄県 道路
総延長　L=790m
橋梁　L=42m
幅員　W=10.5～13.0m

532,800

名護市屋部より、本部半島を横断し今帰仁村運天港に至る道路にお

いて、幅員狭小な集落内道路への進入を抑制、及び通学路としての機

能を向上させることにより、安全性の高い快適な交通ネットワークの形成

を図る。

2-10 喜如嘉団地整備事業 新規 大宜味村 住宅
耐火構造2階建て
戸　　数　10戸
1戸当り面積　A=79.3m2

119,049

若年層の村外流出の著しい大宜味村において、子育て世帯等の若年

層や自力では世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、大宜味村にお

ける定住人口の拡大（域外流出の抑制）及び地域コミュニティーの活性

化を図る。

2-11 上原団地整備事業 新規 大宜味村 住宅
耐火構造2階建て
戸　　数　10戸
1戸当り面積　A=79.3m2

119,049

若年層の村外流出の著しい大宜味村において、子育て世帯等の若年

層や自力では世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、大宜味村にお

ける定住人口の拡大（域外流出の抑制）及び地域コミュニティーの活性

化を図る。

2-12 根路銘団地整備事業 新規 大宜味村 住宅
耐火構造2階建て
戸　　数　10戸
1戸当り面積　A=79.3m2

119,049

若年層の村外流出の著しい大宜味村において、子育て世帯等の若年

層や自力では世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、大宜味村にお

ける定住人口の拡大（域外流出の抑制）及び地域コミュニティーの活性

化を図る。

2-13 津波団地整備事業 新規 大宜味村 住宅
耐火構造2階建て
戸　　数　10戸
1戸当り面積　A=79.3m2

119,049

若年層の村外流出の著しい大宜味村において、子育て世帯等の若年

層や自力では世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、大宜味村にお

ける定住人口の拡大（域外流出の抑制）及び地域コミュニティーの活性

化を図る。

2-14 田嘉里第２団地整備事
業

新規 大宜味村 住宅
耐火構造2階建て
戸　　数　10戸
1戸当り面積　A=79.3m2

119,049

若年層の村外流出の著しい大宜味村において、子育て世帯等の若年

層や自力では世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、大宜味村にお

ける定住人口の拡大（域外流出の抑制）及び地域コミュニティーの活性

化を図る。
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No. 新規/継続 事業主体 種別
概算事業費
（国費ベース）
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事業名 事業の必要性事業概要
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2-15 塩屋埋立団地整備事業 新規 大宜味村 住宅
耐火構造2階建て
戸　　数　20戸
1戸当り面積　A=79.3m2

237,398

若年層の村外流出の著しい大宜味村において、子育て世帯等の若年

層や自力では世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、大宜味村にお

ける定住人口の拡大（村外流出の抑制）及び地域コミュニティーの活性

化を図る。

2-16 江洲団地整備事業 新規 大宜味村 住宅
耐火構造2階建て
戸　　数　10戸
1戸当り面積　A=79.3m2

119,049

若年層の村外流出の著しい大宜味村において、子育て世帯等の若年

層や自力では世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、大宜味村にお

ける定住人口の拡大（域外流出の抑制）及び地域コミュニティーの活性

化を図る。

2-17 （仮称）中心市街地公営
住宅建設事業

新規 名護市 住宅

建築戸数　56戸
高層耐火構造6～8階建て
1戸当り面積　101.1m2
基本設計

823,526

密集し老朽化した建物が建ち並び活気が失われつつある名護中心市

街地において、子育て世帯等の若年層や自力で世帯人数に応じた住

宅を確保困難な世帯に対応するため、周辺環境および地域福祉に配

慮した公営住宅を整備することにより、中心市街地における定住人口の

拡大（市街地からの流出）、及び市街地の活性化を図る。

2-18 （仮称）三共地区公営住
宅建設事業

新規 名護市 住宅
建築戸数　12戸
中層耐火構造3階建て
1戸当り面積　85.5m2

176,023

余暇・交流拠点の一角を担う名護市三共地区（幸喜、許田周辺）にお

いて、子育て世帯等の若年層や自力で世帯人数に応じた住宅を確保

困難な世帯に対応するため、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備する

ことにより、三共地区（域外流出人口の抑制）の定住人口の拡大、及

び地域コミュニティーの活性化を図る。

2-19 （仮称）羽地・屋我地地
区公営住宅建設事業

新規 名護市 住宅
建築戸数　24戸
中層耐火構造3階建て
1戸当り面積　94.0m2

381,466

若年層の人口流出が著しい羽地・屋我地地区において、子育て世帯

等の若年層や自力で世帯人数に応じた住宅を確保困難な世帯に対

応するため、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、羽地・

屋我地地区の定住人口（域外流出人口の抑制）の拡大、及び地域コ

ミュニティーの活性化を図る。

2-20 （仮称）久志地区公営住
宅建設事業

新規 名護市 住宅
建築戸数　12戸
中層耐火構造3階建て
1戸当り面積　85.5m2

182,824

若年層の人口流出が著しい久志地区（二見以北１０区）において、子

育て世帯等の若年層や自力で世帯人数に応じた住宅を確保困難な

世帯に対応するため、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することによ

り、久志地区の定住人口の拡大（域外流出人口の抑制）及び地域コ

ミュニティーの活性化を図る。

2-21 （仮称）屋部地区公営住
宅建設事業

新規 名護市 住宅
建築戸数　12戸
中層耐火構造3階建て
1戸当り面積　85.5m2

183,977

若年層の人口流出が著しい屋部地区において、子育て世帯等の若年

層や自力で世帯人数に応じた住宅を確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、屋部地区の定

住人口の拡大（域外流出人口）及び地域コミュニティーの活性化を図

る。
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概算事業費
（国費ベース）
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事業名 事業の必要性事業概要
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2-22 町営住宅伊豆味第２団
地整備事業

新規 本部町 住宅
耐火構造2階建て
戸数　16戸
1戸当り面積　A=79.3m2

227,288

県道84号線沿い本部町伊豆味地区において、子育て世帯等の若年
層や自力で世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するた

め、低廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、本部町における

定住人口の拡大（域外流出人口の抑制）及び地域コミュニティーの活

性化を図る。

2-23 町営住宅瀬底第２団地
整備事業

新規 本部町 住宅
耐火構造2階建て
戸数　6戸
1戸当り面積 A=79.3m2

88,451

瀬底小中学校に隣接する瀬底区において、子育て世帯等の若年層や

自力で世帯人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するため、低

廉で快適な賃貸公営住宅を整備することにより、本部町における定住

人口（島外流出人口の抑制）の拡大及び地域コミュニティーの活性化を

図る。

2-24 町営住宅新里第３団地
整備事業

新規 本部町 住宅
耐火構造2階建て
戸数　8戸
1戸当り面積　A=79.3m2

115,082

旧新里小学校跡地において、子育て世帯等の若年層や自力で世帯

人数に応じた住宅が確保困難な世帯に対応するため、低廉で快適な

賃貸公営住宅を整備することにより、本部町における定住人口（域外

流出人口の抑制）の拡大及び地域コミュニティーの活性化を図る。

2-25 楚洲海岸高潮対策事業 新規 沖縄県 海岸
離岸堤工　L=225m
護岸工　L=200m 1,009,800

沖縄本島北部東海岸に位置する楚洲海岸において、台風や冬季波

浪時等における交通阻害、民家の越波・飛沫被害を解消するため、離

岸堤や護岸を整備することにより、災害に強いやんばるの創出を図る。

2-26 安田漁港海岸高潮対策
事業

新規 沖縄県 海岸

人工リーフ（B=50/60m）　L=660m
中央突堤　L=70m
北突堤　L=200m
養浜工　L=600m
砂防林帯　L=100m
仮設道路　一式

1,350,000

国頭村安田漁港において、越波及び飛沫被害を解消するため、こ
れまで実施してきた事業とも併せ、海浜の浸食を抑制する人工リー
フ、砂防林帯等を整備することにより、災害に強いやんばるの創出
を図る。

2-27 国頭浜漁港海岸高潮対
策事業

継続 国頭村 海岸

人工リーフ　L=190m
護岸工　L=200m
養浜工　L=200m
防潮林　L=200m

107,300

国頭村浜漁港地区において、悪天候時の高潮対策、養浜工事を行
うことにより、国道58号の交通の円滑化、観光施設へのアクセス強
化、後背集落の建物及び農作物等への被害解消、及び地域コミュ
ニティーの活性化を図る。

突堤工　3基
護岸工　L=370m
護岸（養浜工）　V=57,000m3
潜堤工　L=340m
飛沫防止工　L=340m

1,469,700

台風時等の越波等による住宅被害を防止するため、突堤、護岸、
養浜等の面的整備方式の海岸保全施設を整備することにより、高
潮・波浪に対する海岸防護機能を高める。また、豊かな砂浜を創出
することにより、爬竜戦競争などの伝統行事の復活を支援しつつ、
地域を豊かにする“やんばる型”観光の形成を図る。

2-28 浜崎港海岸（浜崎地区）
高潮対策事業

新規 沖縄県 海岸
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様式３

No. 新規/継続 事業主体 種別
概算事業費
（国費ベース）
（千円）

事業名 事業の必要性事業概要
（概略の工事量を記入する）

農業水利施設として整備され、羽地内海を一望できる真喜屋ダムにつ

いて、自然学習の場として、また農業、水質保全に対する地域住民の

啓発の場として芝生広場、トイレ、駐車場等の利便施設を整備すること

により、農村環境の向上、活力あるの村社会の形成を図る。

2-34 共生保安林整備事業 新規 沖縄県 農林
植栽工　A=3.00ha
防風工　L=5,700m 45,228

伊是名村の上水道水源であるメンナー地区貯水池上流の保安林にお

いて、水源涵養、土砂（赤土）流出等の災害防備等のため、環境防災

林整備事業を実施し上水の安定供給がなされることにより、豊かな住

環境空間の創出を図る。

農業用排水施設整備　3路線（790m）
農道整備　12路線（4,230m）
農業集落道整備　4路線（940m）
農業近代化施設等用地　1箇所（1,300m2）
集落防災安全施設　防犯灯等　45箇所
特認　1箇所（300m2）

369,572

さとうきび、パイン、茶、野菜、花卉等の多様な作物生産を行っている呉

我地区において、生産基盤及び集落環境整備を行い、農家の経営安

定化を図る。

2-33 地域用水環境整備事業
（真喜屋地区）

新規 名護市 農林
景観保全施設　一式

利用、管理施設　一式
134,333

2-32 集落地域整備事業(呉我
地区)

新規 名護市

沖縄本島金武湾港の湾奥部に位置する砂浜海岸において、荒天
時における越波等による被害を解消するため、突堤、護岸、養浜等
の面的整備方式の海岸保全施設を整備することにより、高潮・波浪
に対する海岸防護機能を高める。

2-31 集落地域整備事業(饒平
名地区)

新規 名護市 農林

農業用排水施設整備　2路線（390m）
農道整備　6路線（3,610m）
農業集落道整備　5路線（1,530m）
農業集落排水施設整備　1路線（350m）
農村公園　1箇所（3,000m2）
集落防災安全施設　防犯灯　40基
集落緑化施設整備　1箇所（2,200m2）
特認　1箇所（300m2）

391,467

さとうきびを基幹作物にパインや花卉等の生産を行っている饒平名地区

において、農道の路面の浸食や法面崩壊、農業排水路の通水障害を

解消し、集落環境及び農家の経営安定化を図る。

護岸工　L=440m
飛沫防止工　L=430m 207,000

沖縄本島金武湾港の湾奥部に位置する砂浜海岸において、荒天
時における越波等による被害を解消するため、護岸、飛沫防止等
の海岸保全施設を整備することにより、高潮・波浪に対する海岸防
護機能を高める。また、豊かな砂浜を創出することにより、“やんば
る型”観光の形成を図る。

2-30 金武湾港海岸（村内原
地区）高潮対策事業

継続 沖縄県 海岸

突堤工　4基
護岸工　L=250m
護岸養浜工　V=61,000m3
飛沫防止工　L=650m

553,230

2-29
金武湾港海岸（チヨ原・
伊地田原地区）高潮対
策事業

継続 沖縄県 海岸

農林

全体概要事業費 11,309,359
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様式３－参考

事業計画書

計画No. 2 計画期間 平成17年度～平成21年度 （　5　年間）

対象地域

No. 事業主体 種別 備考（関連する対象事業等）

宇茂佐１３号線道路改良事業

村道安根塩屋線道路改築事業

塩屋埋立団地整備事業

村道安根塩屋線道路改築事業

山里屋比久線道路改良事業（泉河原地

区）

町道111号線道路改築事業

名護運天港線道路改良事業

名護運天港線道路改良事業

歩道整備、L=0.9km、歩道幅員W=3.5m×2

歩道整備、L=0.7km、歩道幅員W=3.0m×2

L=2,200m、W=10.0m

L=5.6ｋｍ

7 一般国道505号　今帰仁村与那嶺 沖縄県 道路

6 一般国道505号　今帰仁村仲宗根 沖縄県 道路

A=32.7ｈａ
公営住宅用地A=3,300m2

「長寿の里」づくりに実現に向けた事業

5 国道金武バイパス 国直轄 道路

4 一般県道　115号線 沖縄県 道路

2
大宜味村地先（塩屋湾外海）公有水面埋立

事業
大宜味村

公有水面
埋立

3 文化交流施設整備事業 大宜味村 非公共

施工地区面積=80.2ha、 計画人口=5,200人1 宇茂佐第二土地区画整理事業
宇茂佐区
画整理組
合

区画整理
事業

事業概要

ゾ ー ン 名

テ ー マ

関 連 事 業

北部全域

事業名

名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、金武町、伊是名村定住条件の整備
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様式３－参考

No. 事業主体 種別 備考（関連する対象事業等）事業概要事業名

（仮称）中心市街地公営住宅建設事業

（仮称）三共地区公営住宅建設事業

（仮称）羽地・屋我地地区公営住宅建設

事業

根路銘団地整備事業

津波団地整備事業

田嘉里第２団地整備事業

江洲団地整備事業

喜如嘉団地整備事業

上原団地整備事業

A=3,300m2

A=1,195m2

A=2,314m2

16
（仮称）羽地・屋我地地区公営住宅用地取得

事業
名護市 住宅

A=2,649m2

A=2,500m2

15 （仮称）三共地区公営住宅用地取得事業 名護市 住宅

14 （仮称）中心市街地公営住宅用地取得事業 名護市 住宅

A=2,825m2

A=2,500m2

13 江洲団地用地取得事業 大宜味村 住宅

12 田嘉里第2団地用地取得事業 大宜味村 住宅

A=2,460m2

A=2,482m2

11 津波団地用地取得事業 大宜味村 住宅

10 根路銘団地用地取得事業 大宜味村 住宅

9 上原団地用地取得事業 大宜味村 住宅

8 喜如嘉団地用地取得事業 大宜味村 住宅
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様式３－参考

No. 事業主体 種別 備考（関連する対象事業等）事業概要事業名

国頭浜漁港海岸高潮対策事業

浜崎港海岸（浜崎地区）高潮対策事業

金武湾港海岸（村内原地区）高潮対策事業

金武湾港海岸（チヨ原・伊地田原地区）高潮

対策事業

集落地域整備事業(饒平名地区)
集落地域整備事業(呉我地区)

（仮称）屋部地区公営住宅建設事業

町営住宅伊豆味第２団地整備事業

国頭浜漁港海岸高潮対策事業

国頭浜漁港海岸高潮対策事業

（仮称）久志地区公営住宅建設事業

突堤2基、護岸920m、離岸堤100m
養浜工120,000m3、飛沫防止工920m

農道13路線、集落道17路線、集落排水2路線
管理施設2箇所、農村公園3箇所等

人工リーフ、護岸工、養浜工、防潮林植栽工

人工リーフL=135m、養浜工L=95m
護岸工L=55m、防潮林帯L=40m

25 集落地域整備事業（振慶名地区） 名護市 農業農村

24 金武湾港海岸屋嘉地区 沖縄県 海岸

養浜工L=580m、突堤工L=210m、離岸堤L=60m

突堤工L=280m、養浜工L=340m

23 浜崎漁港海岸高潮対策事業 本部町 海岸

22 浜海岸高潮対策事業 沖縄県 海岸

A=3,917m2

A=9,013m2

21 国頭海岸浜地区高潮対策事業 沖縄県 海岸

20 国頭海岸辺土名地区高潮対策事業 沖縄県 海岸

A=2,314m2

19 町営住宅伊豆味第２団地用地取得事業 名護市 住宅

18 （仮称）屋部地区公営住宅用地取得事業 名護市 住宅

17 （仮称）久志地区公営住宅用地取得事業 名護市 住宅
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様式３－参考

No. 事業主体 種別 備考（関連する対象事業等）事業概要事業名

集落地域整備事業(饒平名地区)
集落地域整備事業(呉我地区)

集落地域整備事業(饒平名地区)
集落地域整備事業(呉我地区)

農道4路線、集落道4路線、農業排水1路線
管理施設1箇所、農村公園1箇所等

農道8路線、集落道2路線、農業排水4路線
管理施設1箇所、農村公園1箇所等27 集落地域整備事業（運天原地区） 名護市 農業農村

26 集落地域整備事業（屋我地区） 名護市 農業農村
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