


は じ め に

町民のみなさまには、日ごろから町政運営へのご支援と深いご理解、ご協力

をいただき厚くお礼申し上げます。

本年度の予算は、町民のみなさまの目線や思いに立ち、町民のみなさまが何

を望んでいるのか、どうすることが町民福祉の向上や効率的なサービスに繋が

るかなど様々な観点から徹底的な精査・見直しに取り組むとともに、各種事業

の財源は、町民のみなさまからお預かりした税金であることを常に念頭に置き、

最小の経費で最大の効果を上げられるよう、第四次南風原町総合計画に掲げた

「ともにつくる黄金南風の平和郷」の実現を目指した予算を編成しました。
こ が ね は え さ と

また本年度は、第四次南風原町総合計画の後期基本計画の初年度の重要な年

となります。地域社会への愛着と誇り、そして自ら責任を持って暮らす町民が、

個々の思いを表し、意見を交わし、夢や目標を実現していく、そのようなまち

づくりを目指して諸施策を展開していきます。

そこで、町民のみなさまが南風原町の予算を具体的に知っていただくため、

内容をわかりやすく解説した「ハイさいよーさん～見るだけで、すべてがわか

る町の予算～」を平成１７年度から作成しています。

本書は、本年度に実施する事業について、図表や写真を用いながら、わかり

やすい言葉を使って作成しています。町民のみなさまの税金がどのように使わ

れ、町政に反映されているかを、ぜひご確認していただきたいと思います。

また、後半の資料編では、町の財政（お金、財産）の状況のだけでなく、町

の人口や面積などについても質問形式で説明しています。

町民のみなさまが、本書により町政の問題点、疑問点を見いだしていただき、

よりよいまちづくりのための議論の一助として有効にご活用されますことを心

から願っています。

また、この説明書には、まだまだ改善すべき点があると思いますが、お気づ

きの点がありましたら、遠慮なくご意見をいただければ幸いです。

本年度も、町民をはじめ多くの皆様の町政への積極的な参加とご支援、ご協

力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

平成２４年５月

南風原町長 城間俊安



平成２４年度 各部方針

■議会事務局長 宮城政行

今年度も引続き議会運営、所管事務調査等の充実を図ります。また、ホームページや議会だよ

りを分かりやすく読みやすく記事を充実させて、議会活動の情報を分かりやすく伝えてまいります。

議会では、昨年設置した「議会活性化調査特別委員会」を中心に議会の機能をより発揮するた

めの運営のあり方や議会活性化に関する調査、研究を実施して議会基本条例の制定に向けて継

続して取り組んでまいります。

今年４月には、議会の活動状況や情報の提供、町民との意見交換を行う、議会活動報告会を開

催いたします。

■総務部長 新垣吉紀

少子高齢化の進展や厳しい雇用状況等が反映される社会情勢や住民ニーズの多様化など、町

行政には様々な対応が求められています。そのような中、今後５年間の本町まちづくりの目標とな

る「第四次南風原町総合計画後期基本計画」と、その目標達成に向けた様々な事業を展開するう

えでの指針となる「第三次南風原町行政改革大綱」及び「実施計画」が昨年度策定されました。

また、本年度より新たに沖縄振興に寄与することを目的として「沖縄振興特別推進交付金」制度

が導入されます。今年度の本町行政運営については、本町の課題解決とさらなる町民福祉の向上

に向けた諸施策を当交付金制度も有効活用し、町民の皆さんと「協働によるまちづくり」に取り組ん

でまいります。

■民生部長 金城宏伸

高齢者福祉は、要支援・要介護状態となる方の支援や自らの積極的な健康づくりを促し、地域

における介護予防事業に取り組みます。また、地域包括支援センターに正職員の社会福祉士を配

置し事業を強化していきます。

障がい者福祉は、障害者自立支援法の新たなサービス制度の追加があり、障がいのある方が利

用しやすい事業展開に取り組みます。日中一時支援事業（ゆうな園）については、今後も直営で運

営し、発達障がい児支援を行っていきます。

子育て支援は、待機児童の解消を図るため、保育園の弾力化枠の継続と、認可保育園の増改

築により次年度からの入所定員９０人の増を図ります。認可外保育園については、助成を増額し充

実強化を図ります。また、私立幼稚園就園奨励補助金は、今まで４歳・５歳児が対象でしたが、今

年度から３歳まで対象年齢を拡大し、保護者の負担軽減を図ります。学童クラブ事業につきまして

は、昨年度より２学童増えて、子ども達の放課後の居場所づくりの拡充を図ります。

国民健康保険事業は、特定健康診査の受診率向上のため休日健診・夜間健診を実施し、特定

保健指導を強化して、長寿で活力ある健康なまちを目指します。保険者証はこれまで世帯で１枚

の交付でしたが、今年度から被保検者一人につき１枚にし、利便性の向上を図ります。
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■経済建設部長 赤嶺勤

経済建設部におけるハード面での新規事業として、町道１０号線、町道１１３号線の道路改良事

業、ウガンヌ前公園、津嘉山３号公園、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業の各公園整備

事業を行います。また、継続事業として、黄金森公園、花・水・緑の大回廊公園、津嘉山公園、津

嘉山２号公園の各公園整備事業、宮平学校線街路整備事業、町道４７号線道路改良事業を始

め、生活環境の整備として、交通安全対策事業、下水排水路整備事業等を行います。

ソフト面では、隔年で実施している「ふるさと博覧会」を開催致します。雇用対策として、県の重点

分野雇用創造事業を活用した「南風原町地域観光まちづくり推進事業」、農業振興関係として、宮

城地区畑地かんがい排水路等整備事業、野菜振興対策事業のミツバチ交配委託、地力増強対策

事業（土づくり奨励補助金・緑肥ひまわり種子補助金）等を行います。また、下水道整備事業や土

地区画整理事業についても継続して実施致します。

■教育部長 新垣好彦

教育委員会では、学習支援員、特別支援教育支援員の配置を継続し、小学校１学年・２学年を

対象にした３０人以下学級、３学年の３５人以下学級の編成と就学援助（要保護・準要保護）制度を

堅持することで、教育・学習環境の充実を図ります。各学校では「学校公開日」を設定し、保護者・

町民誰でも学校の授業等を参観できるようにします。また、不登校対策の一環として、両中学校の

適応指導教室に指導員を各１人配置していきます。授業では、電子黒板を活用した情報教育の充

実を図ります。学力推進対策においては、今年度も６名の教諭を先進地に派遣するとともに、地域

ぐるみで学校を支える「学校支援地域本部事業」を引き続き推進します。

学校施設は、翔南小学校のエレベーター設置や北丘小学校の新川斜面通学路調査及び北丘

幼稚園園舎増築事業などを行っていきます。また、各幼稚園で平成25年度からの保育時間延長

や給食提供に向けて給食受室の整備を進めてまいります。

学校給食共同調理場では安全で安心なおいしい給食を提供していきます。

中央公民館、図書館を充実した生涯学習の場として活用していきます。子ども平和学習は小学

生に学習の機会を多くするために人数を増やしました。青少年国際交流事業としてハワイに中学

生８人を派遣します。また、今年から青年海外派遣事業として2人を南米へ派遣して現地の青年や

町人会の皆さんとの交流を図ります。今年は、復帰40周年の機会に町民劇場を開催してまいりま

す。町史編纂事業は戦争編（本編）を発刊いたします。
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平成２４年度 町の予算規模について

日本経済は、東日本大震災の影響等により依然として厳しい状況にあるが、先行きについて

は、各種の政策効果などを背景に、景気が持ち直し傾向にあることが期待されています。しか

しながら、電力供給の制約や原子力災害の影響、さらには、デフレの影響、雇用情勢の悪化が

懸念されております。

こうした社会情勢の中で、本町の平成２４年度当初予算は、平成２３年１１月から平成２４年２

月にかけて編成されました。全会計予算総額は、平成２３年度と比較して７億４２０万円の増とな

っています。

収入面では、町税において、年少扶養控除廃止に伴う影響による町民税の増があったもの

の、固定資産税（家屋）において、平成２４年度の評価替えによる下落分の影響により、町税全

体で７８６万円の微増となっています。また、地方交付税は９，４００万円の増を見込んでいま

す。支出面では、翔南小学校エレベーター等設置事業、津嘉山２号公園整備事業、北丘幼稚

園園舎増築事業、幼稚園給食受室設置事業等の新規事業や、区画整理事業、公園整備事

業、道路整備事業などの継続事業を予定しています。また、進展する少子高齢化の影響など

により医療費等に係る経費は年々増加傾向にあります。以上のように、収入で大きな増は見込

めないものの、支出は様々な事業の実施で増となっており、不足した財源を補てんするために

平成２４年度も財政調整基金から６，９１１万円を繰り入れています。

今後も各種事業の財源は町民の皆様からお預かりした税金であることを常に念頭に置き、限

られた収入の中で、施策必要性、緊急性及び効果を検討し、事業の重点化を図り「ともにつく

る黄金南風の平和郷」の実現を目指してまいります。
こ が ね は え さ と

平成２４年度と２３年度の各会計の予算規模一覧表

H２４ H２３ 増減額
対前年度
増減率（%）

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝C C÷Ｂ＝D

一 般 会 計 1,091,613 1,067,870 23,743 2.2

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

443,320 422,781 20,539 4.9

下 水 道 事 業
特 別 会 計

76,307 65,098 11,209 17.2

土 地 区 画 整 理
事 業 特 別 会 計

114,101 99,703 14,398 14.4

農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計

3,235 2,839 396 13.9

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

18,064 17,929 135 0.8

合 計 1,746,640 1,676,220 70,420 4.2

会　計　別

（単位：万円）
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平成２４年度の新たな事業一覧

まちづくり目標 事　　業　　概　　要 詳細ページ

【新規】 青年海外研修派遣事業
　これまでは、移民地からの受入事業のみを行ってきましたが、平
成24年度より南米やハワイ等町出身者の移民地に町の青年を派
遣し交流事業の充実を図ります。

17

【新規】 南風原町民劇場実行委員会補助金
　祖国復帰40周年の節目に、平成12年以来実施できなかった町
民劇場を開催します。 18

【新規】 幼稚園給食受室設置事業

　平成25年度から幼稚園の保育時間を延長するため、給食提供
を行います。そのため、平成24年度に給食受室の整備を行いま
す。

30

【新規】 北丘幼稚園園舎増築事業 　入園児の増加に伴い園舎の増築を行います。 31

【新規】 翔南小学校エレベーター等設置事業　
　翔南小学校に身体障がい者用エレベーターとトイレの整備を行
います。 31

ちむぐくるでつく
る福祉と健康の
まち

【拡充】 認可外保育園事業・町単独事業

　認可外保育園の充実を図るため、児童一人当たりの運営補助
金を700円から1,000円に増額し、新たに傷害保険補助と歯科検
診補助を行います。

39

【新規】 住宅リフォーム支援事業
　緊急経済対策の一環として、町民のみなさんの自己住宅におけ
る修繕、補修、耐震補強をする為のリフォ－ム等に対し助成を行
います。

97

【新規】 南風原町地域観光まちづくり推進事業
　県の重点分野雇用創造事業を活用し、町の観光産業振興を図
るため、観光協会の設立に向けて支援します。 98

【新規】 ふるさと博覧会事業 　隔年で実施しているふるさと博覧会を開催します。 98

【新規】 防災体制強化事業
　今後の災害時等に対応するため、災害時用毛布、災害用保存
食等の充実と、デジタルMCA携帯･無線電話装置を導入します。 100

【拡充】 不発弾処理促進事業
　民間工事における磁気探査については、これまで県に申請する
方法でしたが、平成24年度からは町に申請する方法に変わりま
す。

102

【新規】 ウガンヌ前公園整備事業
　宮平地区の住民から要望のあった、ウガンヌ前公園の整備を行
います。 106

【新規】 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 　過去に整備した公園の再整備を行います。 107

【新規】 下水排水路整備事業(大名地区) 　大名地区の土水路となっている水路を整備します。 109

【新規】 町道１０号線道路改良事業
　交通量の多いが幅員が狭く歩道もないため、町道10号線の整備
を行います。 117

【新規】 町道１１３号線道路改良事業 　整備を行うことで集落地の通り抜けのできるようにします。 119

【新規】 まちづくり推進事業
　町民サービスの向上や町民の意見を町政に生かすため、アン
ケート調査を行います。 142

【新規】 オーサリング人材育成事業
　県の重点分野雇用創造事業を活用し町発刊図書の電子化を行
います。 145

人もまちもきらき
ら育つまち

工夫と連携で産
業が躍動するま
ち

みどりとまちが調
和した安心・安全
のまち

行財政計画

事　　業　　名　　称

平成２４年度 町の予算規模
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「南風原町第４次総合計画」にもとづいた平成２４年度事業別予算一覧
Ⅰ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

Ⅱ ひともまちもきらきら育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会広報広聴活動強化事業 189 議会事務局 10

広報・広聴事業 857 総務課 10

町善行・功労賞事業 61 総務課 12

女性政策推進事業 28 企画財政課 12

みんなでつくるま
ち

区長（自治会長）事務委託事業 4,075 総務課 13

（単位：万円）

事業名称

みんなで考え、み
んなで創るわくわ
くするまち

情報の共有できる
ひらかれたまち

自ら考え行動する
まち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

花・水・緑の大回廊公園運営費 385 教育総務課 14

各種スポーツ教室 106 教育総務課 14

各種スポーツ大会 98 教育総務課 15

子ども平和交流事業 119 生涯学習文化課 16

青年海外研修派遣事業 122 生涯学習文化課 17

南風原町民劇場実行委員会補助金 60 生涯学習文化課 18

国際交流事業（育英会） 350 生涯学習文化課 19

県外派遣事業費（育英会） 200 生涯学習文化課 19

放課後子ども教室推進事業 152 生涯学習文化課 19

学校支援地域本部設置事業 246 生涯学習文化課 20

社会教育補助金及び負担金 769 生涯学習文化課 20

陸軍病院壕公開活用事業 624 生涯学習文化課 21

公民館活動の充実事業 2,937 生涯学習文化課 22

図書の整備充実事業 1,002 生涯学習文化課 22

公民館講座事業 184 生涯学習文化課 23

（単位：万円）

事業名称

人もまちもきらきら
育つまち

地域に学び、地
域を愛する人を育
む、ふるさと教育

事業別予算一覧
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Ⅱ ひともまちもきらきら育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

学校給食用材料に係る経費 18,601 教育総務課 24

調理場運営事業 2,391 教育総務課 24

調理場施設維持管理事業 2,151 教育総務課 25

教育相談事業 415 学校教育課 26

就学奨励事業 5,758 学校教育課 26

英会話教育の充実 1,508 学校教育課 27

小中学校図書購入事業 234 学校教育課 27

学校教育事業 3,713 学校教育課 28

特別支援教育支援員（ヘルパー）配置事業 4,531 学校教育課 28

小学校（学校管理費・教育振興費） 8,680 学校教育課 29

中学校（学校教育費・教育振興費） 4,820 学校教育課 29

学習支援員等配置事業 1,337 学校教育課 30

幼稚園 809 学校教育課 30

幼稚園給食受室設置事業 2,447 学校教育課 30

北丘幼稚園園舎増築事業 2,700 学校教育課 31

翔南小学校エレベーター等設置事業　 5,106 学校教育課 31

人もまちもきらきら
育つまち

（単位：万円）

事業名称

個性を伸ばし、豊
かな心と健やかな
体を育む、地域に
根ざした学校教
育

事業別予算一覧
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Ⅲ ちむぐくるでつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

子ども手当事業 86,277 こども課 32

宮平保育所運営事業 3,249 こども課 33

認可保育園事業・補助（保育所運営費） 118,423 こども課 34

延長保育促進事業 5,888 こども課 36

障がい児保育事業 1,761 こども課 36

一時保育事業 633 こども課 37

認可保育園事業・町単独事業 1,610 こども課 38

認可外保育園事業・町単独事業 675 こども課 39

認可外保育園事業・補助事業 1,459 こども課 39

母子父子家庭医療費助成事業 1,559 こども課 40

こども医療費助成事業 6,967 こども課 41

幼稚園就園奨励事業 1,133 こども課 42

長期療養者支援事業 80 こども課 42

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） 443,320 国保年金課 43

国民健康保険特別会計繰出金（一般会計） 32,151 国保年金課 51

国民年金事務費 1,538 国保年金課 52

高齢者医療対策費 25,738 国保年金課 53

婦人がん検診事業 1,087 国保年金課 53

住民健診（健康診査）事業 2,176 国保年金課 54

後期高齢者医療特別会計 18,064 国保年金課 56

介護予防事業 2,147 保健福祉課 57

家族介護支援事業 571 保健福祉課 59

緊急通報体制等整備事業 67 保健福祉課 61

高齢者地域支援体制整備・評価事業 414 保健福祉課 61

包括的支援事業 2,002 保健福祉課 63

（単位：万円）

事業名称

ちむぐくるでつくる
福祉と健康のまち

ともにつくる、健康
づくりと保健福祉
のサービス基盤
の整備

事業別予算一覧
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Ⅲ ちむぐくるでつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

介護保険運営事業 27,007 保健福祉課 64

マタニティー事業 28 保健福祉課 66

新生児妊産婦訪問指導事業 110 保健福祉課 66

赤ちゃんすこやか広場事業 51 保健福祉課 66

離乳食実習事業 27 保健福祉課 67

母子栄養強化事業 6 保健福祉課 68

１歳６ケ月児健康診査事業 245 保健福祉課 68

３歳児健康診査事業 227 保健福祉課 68

妊婦一般健康診査事業 4,354 保健福祉課 69

乳児一般健康診査事業 584 保健福祉課 70

歯の健康フェア事業 32 保健福祉課 70

予防接種事業 14,052 保健福祉課 71

社会福祉団体育成事業 8,914 こども課 73

自殺対策事業 118 保健福祉課 75

ボランティア活動補助事業 35 こども課 76

児童館運営事業・単独 2,587 こども課 77

学童保育事業・補助 4,820 こども課 78

次世代育成支援対策事業 332 こども課 79

地域子育て支援拠点事業 1,624 こども課 79

重度心身障がい者医療費助成事業 5,504 こども課 80

市町村地域生活支援事業 2,759 保健福祉課 81

自立支援医療費事業 6,447 保健福祉課 84

障がい者自立支援特別対策事業 440 保健福祉課 84

介護給付・訓練等給付事業 46,038 保健福祉課 85

敬老会事業 114 保健福祉課 88

高齢者祝金支給事業 249 保健福祉課 88

ちむぐくるでつくる
福祉と健康のまち

（単位：万円）

事業名称

ともにつくる、健康
づくりと保健福祉
のサービス基盤
の整備

ともにつくる、ちむ
ぐくるで支えあう
安心して暮らせる
まち

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅳ 工夫と連携で産業が躍動するまち

Ⅳ みどりとまちが調和した安心・安全のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

農業員会運営事業 919 まちづくり振興課 89

野菜振興対策事業 72 まちづくり振興課 90

さとうきび振興対策事業 66 まちづくり振興課 90

農業団体育成強化 92 まちづくり振興課 91

ビニールハウス設置事業 105 まちづくり振興課 92

地力増強対策事業 523 まちづくり振興課 92

畑地かんがい井戸設置補助事業 60 まちづくり振興課 92

農地深耕・荒廃地解消事業 70 まちづくり振興課 93

畜産公害・環境保全対策事業 150 まちづくり振興課 93

家畜伝染病予防事業 74 まちづくり振興課 93

宮城地区畑地かんがい排水等整備事業 10,058 都市整備課 94

労働者・退職者等支援事業 1,723 まちづくり振興課 95

商工会の育成強化 1,756 まちづくり振興課 95

琉球絣等伝統工芸事業 2,051 まちづくり振興課 96

住宅リフォーム支援事業 1,000 まちづくり振興課 97

南風原町地域観光まちづくり推進事業 821 まちづくり振興課 98

ふるさと博覧会事業 800 まちづくり振興課 98

（単位：万円）

事業名称

工夫と連携で産
業が躍動するまち

南風原産品を創り
伸ばす農業の振
興

賑わい・就労を創
る商業、製造業、
新規産業の振興

ネットワークで創るレ
クリェーション・観光の
振興

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

消防力の整備強化 41,138 総務課 99

防災体制強化事業 416 総務課 100

防犯対策事業 326 総務課・まちづくり振興課 101

不発弾処理促進事業 764 総務課 102

みどりとまちが調
和した安心・安全
のまち

（単位：万円）

事業名称

安心・安全に暮ら
せるまちづくり



- 8 -

事業別予算一覧

Ⅳ みどりとまちが調和した安心・安全のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

黄金森公園運営費 1,190 教育総務課 103

黄金森公園整備事業 24,398 都市整備課 104

花・水・緑の大回廊公園整備事業 3,002 都市整備課 105

ウガンヌ前公園整備事業 1,101 都市整備課 106

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 15,003 都市整備課 107

都市公園管理事業 972 都市整備課 108

下水排水路整備事業(大名地区) 552 都市整備課 109

河川整備事業 300 都市整備課 110

下水道事業（下水道事業特別会計） 76,307 区画下水道課 111

下水道事業特別会計繰出金 16,757 区画下水道課 114

農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） 3,235 区画下水道課 115

農業集落排水事業特別会計繰出金 2,094 区画下水道課 116

交通安全対策事業 600 都市整備課 117

町道１０号線道路改良事業 2,601 都市整備課 117

町道１１３号線道路改良事業 1,002 都市整備課 119

町道４７号線道路改良事業 10,099 都市整備課 120

道路維持費事業 1,666 都市整備課 121

宮平学校線街路事業 20,742 都市整備課 122

石油貯蔵施設立地対策等事業 590 都市整備課 123

津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） 114,102 区画下水道課 124

土地区画整理事業繰出金 33,296 区画下水道課 127

（単位：万円）

事業名称

みどりとまちが調
和した安心・安全
のまち

快適で文化的に
暮らせるまちづく
り

便利で人が集まる
まちづくり
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事業別予算一覧

Ⅴ 環境と共生する美しく住みよいまち

Ⅵ 行財政計画

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

環境保全対策事業 415 住民環境課・区画下水道課 128

公害対策事業 114 住民環境課 132

指定ごみ袋還元基金事業 680 住民環境課 133

ごみ減量促進事業 1,871 住民環境課 135

ごみ処理対策事業 24,620 住民環境課 137

し尿処理事業 4,280 住民環境課 138

（単位：万円）

事業名称

環境と共生する美

しく住みよいまち
環境の浄化再生
と公害の防止

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会運営事業 9,268 議会事務局 139

会議録作成事業 198 議会事務局 140

監査委員事業 152 議会事務局 140

企画事務事業 5,311 企画財政課 141

まちづくり推進事業 43 企画財政課 142

電子計算事務事業 7,908 企画財政課 143

電子自治体推進事業 879 企画財政課 144

オーサリング人材育成事業 1,720 企画財政課 145

住基・印鑑登録・外国人登録事務事業 881 住民環境課 146

住民基本台帳ネットワークシステム事業 124 住民環境課 147

町県民税に係る経費 1,197 税務課 148

軽自動車税に係る経費 301 税務課 148

固定資産税に係る経費 944 税務課 148

賦課徴収事業 2,703 税務課 150

行財政計画
健全な行財政運
営

（単位：万円）

事業名称



Ⅰ みんなで考え、みんなで創る
わくわくするまち
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議会広報広聴活動強化事業
（担当：議会事務局 局長：宮城政行）

○議会広報広聴活動強化事業 １８９万円

議会内容を町民に分かりやすく伝えるため、定例会で決まったことや、各議員が南風原町の仕

事などの全般にわたって町長に質問する一般質問を要約した、「議会だより」を年４回（５月、８月、

１１月、２月）発行し、町内全戸に配布しています。なお、「議会だより」は町のホームページの議会

情報から閲覧することもできます。

また、より多くの方々が議会の傍聴をして頂けるよう、３月、６月、９月、１２月に開かれる議会定

例会の会期日程案が固まった時点で、「議会だより臨時号」を各字自治会の掲示板へ掲示し、事

前に皆様へお知らせしていますので、こちらの方もぜひご覧下さい。

主な経費 議会だより印刷製本費など １８９万円

▲「議会だより」編集状況 ▲県議長会の広報コンクールで優秀賞を受賞しました

広報・広聴事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

○広報・広聴事業 ８５７万円

１．広報紙の発行

「広報はえばる」は、町の事業内容や活動状況を町民の皆さまに広く知らせ、理解していただ

くために毎月１日に発行している町独自の広報紙です。

「広報はえばる」は各字自治会の区長さんを通して、町内に配布しており、町内のショッピングセ

ンターやスーパーでも手に入れることができます。さらにハワイ、ブラジルなど海外の町人会を始

め、友好都市のレスブリッジ市にも郵送し、海外、県外との架け橋となっています。

また、「広報はえばる」には、平成17年度から有料広告を掲載しており、収入の確保もおこなっ

ています。

情報の共有できるひらかれたまち
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主な経費

「広報はえばる」の印刷代（毎月約１１，１００部発行） ５００万円

[１部あたりの経費（白黒１６頁、カラー４頁）・・・約３８円]

広報掲示板設置補助金 １８万円

広報はえばる郵送代 １３万円

消耗品費・日本広報協会負担金等 ３万円

2．ホームページの更新

インターネットで公開している、南風原町のホームページ「はえばるＮＥＴ」をリニューアルし、

多くの情報をタイムリーに発信することで、よりわかりやすいホームページを提供します。

ホームページ更新委託料 ３００万円

「はえばるＮＥＴ」アドレス

http://www.town.haebaru.okinawa.jp

Ｅメールアドレス

kouhou@town.haebaru.okinawa.jp

３．電光掲示板の運用

兼城十字路に電光掲示板が設置されました。

電光掲示板を活用し町のお知らせ等の情報発信

を行います。

主な経費 ↑現在の町のホームページ↑

通信費 ９万円

光熱水費 １４万円

兼城十字路に設置された電光掲示板↑

情報の共有できるひらかれたまち
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町善行・功労賞事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

○町善行・功労賞事業 ６１万円

昭和５５年４月１日に南風原村から南風原町になったことを記念して、毎年４月１日に町政施行

記念「表彰式典」を行っています。式典では町のいろいろな分野で頑張った人や良い行いをした

人、沖縄一や日本一になった人に「功労賞」、「善行賞」、「よいこと沖縄一・日本一賞」や「と津別

賞」を贈り、お祝いしています。今年度も「町政施行記念式典」

が行われ、２９個人、７団体が表彰されました。

主な経費

功労・善行賞表彰報償費 ３３万円

祝賀会費用など ２８万円

平成２４年４月１日に行われた町制施行記念「表彰式典」

女性政策推進事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○女性政策推進事業 ２８万円

現代社会の問題となっている少子高齢化や社会の変化による経済活動の急速な変化に対応し

てしていく上で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく，そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現させることが課題となってい

ることから第二次男女共同参画計画「まじゅんプラン」の策定を行いました。平成２４年度は、男女

共同参画推進会議を２回設け委員の方々と意見交換をして推進に取り組んでいきます。

また、女性の翼(平成２３年度はハワイ)への派遣につ

きましても、引き続き「南風原町男女共同参画推進事業

補助金交付要綱」により、助成してまいります。

■主な事業

女性団体等の交流会の開催：年２回

男女共同参画推進会議の開催：年６回

男女共同参画週間でのＰＲ事業：６月

女性の翼派遣 助成事業 ▲第２次男女共同参画「まじゅんプラン」策定に

おける推進会議委員からの提言書の提出

■主な経費

男女共同参画推進会議(委員の)報酬と費用弁償） １２万円

女性団体や女性リーダー等の情報交換会 ３万円

男女共同参画講演会講師謝礼金 ３万円

女性の翼助成金 １０万円

自ら考え行動するまち
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区長（自治会長）事務委託事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

○区長（自治会長）事務委託事業 ４，０７５万円

町内には１９の区・自治会があります。皆さんご存じのように、各字の公民館や自治会集会所が

あり、区長や自治会長が地域のまとめ役を担っています。各地域によって多少、仕事の内容は違う

かもしれませんが、地域住民の皆さんへマイク放送で各地域や役場からの情報をお知らせしたり、

綱引きや盆踊りなどの地域の行事のとりまとめをしたり、子ども達の交通安全や登下校時のパトロ

ールなど地域や役場と一緒に行っています。

また、町の広報紙「広報はえばる」など各家庭に配るお知らせの配布に関すること、税金・農業・

経済・商工・選挙に関することなど２１項目にわたって町と契約をして、町の仕事を手伝っていただ

いています。役場の情報が町民の皆さん一人ひとりに行きわたるように毎月２回は、役場で会議を

開いています。

主な経費

旅 費 １１万円

区長（自治会長）事務委託料 ４，０１６万円

区長（自治会長）研修補助金 ４８万円

↑定例区長会の様子↑

←長崎県雲仙市小浜町平松自治会で自主防災組織

についての研修(平成23年6月)

みんなでつくるまち



Ⅱ 人もまちもきらきら育つまち
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花･水･緑の大回廊公園運営費
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○花・水・緑の大回廊公園運営費 ３８５万円

那覇空港自動車道「南風原道路」の高架下を利用した花・水・緑の大回廊公園は、町民が施設

を利用しやすいように管理嘱託員を配置し、利用者が安全で快適にスポ－ツが楽しめるような施

設の管理運営を行います。

（設置施設)

・テニスコ－ト ・スケ－トボ－ド場 ・インラインスケ－ト場 ・３ｏｎ３バスケットコート ・パークゴルフ場

主な経費

嘱託員２名（交代制） １７５万円 保険料 １７万円

光熱水費 ６８万円 清掃用品など ２５万円

保安警備委託料など １００万円

In f o rma t i o n
☆開場時間

平 日‥‥午後１時～午後９時

土日祝日‥‥午前９時～午後９時

（但し、利用は午後８時４５分まで）

☆休 場 日‥‥毎週月曜日

（但し、月曜日が法に規定する祝日の場合は、

その翌日を休場日とします。）

★花・水・緑の大回廊公園の施設ご利用の際は、公園管

理事務所【888-0994】 （パークゴルフ場は陸上競技場

管理事務所【889-0502】）までお問い合わせ下さい。

▲スケートボード場の利用状況

各種スポーツ教室
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○各種スポーツ教室 １０６万円

生涯スポ－ツ活動を促進する目的で各種スポ－ツ教室を開催しています。各種スポ－ツ教室を

通し、参加者にスポ－ツの楽しさや楽しみ方を知ってもらうと同時に、仲間づくりを促進します。ま

た、町民の皆さんが安全なスポ－ツ活動が行えるよう、運動するうえでの正しい知識を指導します。

主な経費

水泳教室講師謝礼金 ３２万円 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ講師謝礼金 ８万円

アイススケート教室講師謝礼金 １０万円 保 険 料 ２６万円

ウォーキング教室講師謝礼金 １６万円 消耗品費 １４万円

水

泳

教

室

ウ

ォ

｜

キ

ン

グ

教

室

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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各種スポーツ大会
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○各種スポ－ツ大会 ９８万円

１．スポ－ツ大会

子どもから高齢者までが参加できるスポ－ツ大会を開催し、スポ－ツを通じて健康維持、体力

増進を図り、地域でのスポ－ツ活動を推進します。

主な開催行事

高齢者スポーツ大会（グラウンドゴルフ、ペタンク）、かすり駅伝小学生大会、新春マラソン

大会、ウォ－クキング大会、年代別スポーツ大会（ソフトボール、グランドゴルフなど）

主な経費

各種スポーツ大会への賞品代等 ２６万円

保険料 １４万円

他 消耗品費等 ２０万円

▲年代別スポーツ大会 ▲かすり駅伝小学生大会

２．小・中学生陸上競技大会

黄金森公園陸上競技場がオープンした平成１３年から、町内小・中学生陸上競技大会が開催

され、今年は第１２回目の大会が行われます。町内４小学校と２中学校の児童生徒の交流、

親睦をはかり、南風原町民であるという連帯感を育てます。また、児童生徒一人ひとりの競技力

と基礎体力の向上と健全育成を目的に開催します。大会当日は、多くの町民の皆さまの応援を

お願い致します。

主な経費

役員弁当代等 １２万円

賞状印刷費 ４万円

他 保険料、消耗品費等 ２２万円

第12回南風原町小・中学生陸上競技大会

日 時・・・・平成２４年９月１５日（土）

午前８時３０分開会式

会 場・・・・黄金森公園陸上競技場
▲小・中学生陸上競技大会

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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子ども平和学習交流事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○子ども平和交流事業 １１９万円

町内の小学校６年生を対象に、戦争や平和、差別や人権についての学習を深めるための事業

です。主に、本研修の旅費や宿泊費などの経費に使われます。今年度は人数を増やしさらに充実

を図ります。

１．事前研修

①学習会

南風原の戦争の実態、沖縄戦やアジアの戦争につい

て、ビデオや文献、体験者のお話を聞いたりして勉強し

ます。また広島の原爆、ハンセン病などについて数回に

わたって学習します。

②巡検

南部戦跡めぐりや基地めぐりに出かけます。

③宿泊学習

名護市の屋我地にある「愛楽園」を訪ね、療養してい

▲首里城周辺の戦跡を学習 る方からハンセン病の話、差別についての話など、体験

を通して学習します。そこでは１泊をし交流を深めます。

▲「ヒストリート」(沖縄市)で戦後史の学習

④学習したことはグループで協力してまとめ、お父さんお母さん、役

場の皆さん、先生方に報告発表します。

２．本研修

３泊～４泊の日程で、広島やその他の地域や施設を訪ね原爆の実態を勉強したり、大阪人

権博物館（リバティおおさか）、国立民族学博物館（みんぱく）、立命館大学国際平和ミュージ

アムなどの施設を訪ねて、学習を深めます。

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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▲「アオザイ」を試着！（リバティおおさか） ▲見学したことのまとめ（大阪のホテル）

▲広島平和記念公園での学習

経費内訳

引率旅費（2人） ２６万円

補助金（１６人） ８０万円

報告書印刷 １３万円

南風原町青年海外派遣事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○南風原町青年海外派遣事業 １２２万円

平成元年度から外国在住の南風原町出身者の子弟を研修生として１ヶ月から３ヶ月間受け入

れ、必要な技術の習得や沖縄の歴史文化の学習、親戚や町民との交流を重ねてきましたが、研修

生たちは母国へ帰り、研修生同士のネットワークを構築しつつあり、ブラジルではすでに組織化し

たメンバーが、次の派遣研修生の激励会や報告会を企画するなど事業の

成果をうまく生かしています。さらに、移民先との人的、物的、精神的なつ

ながりを確立しつつ、それぞれの国への理解を深めていくための新規事

業で南風原の青年を南米やハワイへ２人程度約１ヶ月間海外に派遣する

予定です。予算は、旅費、宿泊費、研修費等に使われます。

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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南風原町町民劇場実行委員会補助金
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○南風原町民劇場実行委員会補助金 ６０万円

１９９０年（平成２年）第１回町民劇場「イッパチの夢を賭ける」、平成７年第２回町民劇場黄金南

風の詩～南風原の歴史文化物語・未来からの贈り物～」、平成９年には平和創造劇「卒業証書～

南風原國民学校５２年目の夏～」そして、平成12年第３回町民劇場「弓太郎幻想～琉球の男・新

垣弓太郎物語～」をこれまでに上演してきました。当初５年に一度の割合で上演していたので、３

回目からは１０年ぶりの上演となります。平成２４年度は、沖縄の復帰４０周年にあたるため、この４０

年の南風原の歴史を振り返り、老若男女が、交流しながら町の将来をより深く考えていくような充実

した楽しい劇にしたいと思います。予算は、報償費、印刷性本費、衣装・大道具小道具等の消耗

品等に使われます。

２０００年 １９９８年平和創造劇 「卒業証書」

第３回町民劇場

「弓太郎幻想～琉球の男・新垣弓太郎物語～」
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国際交流事業（育英会）
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○国際交流事業（育英会） ３５０万円

町内の青少年リーダーを海外に派遣し、教育・文化・歴史・産業などの視察学習、現地のミドル

スクール（中学校）体験入学やホームステイを行っています。この事業では、国際的視野を広める

とともに、ホームステイ先の家族らとの友情を深め、国際時代に柔軟に対応できる青少年を育てる

ことを目的としています。この事業は平成５年度からスタートし、訪問先はアメリカ合衆国ハワイ州と

町の友好都市であるカナダ国レスブリッジ市で交互に行っていま

す。今年はアメリカ合衆国ハワイ州へ中学生を派遣します。

主な経費

国際交流事業に参加する生徒への育英会補助金

３５０万円

ミドルスクールのクラスメイトの生徒のみなさんと一緒に→

（平成２３年度事業：カナダ研修）

県外派遣事業（育英会）
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○県外派遣事業（育英会） ２００万円

本町に在住する小学生・中学生及び地域青年会等が沖縄県等を代表して、体育的行事及び文

化的活動に参加するために県外等に派遣される場合に要する経費に対し、助成金を交付してい

ます。南風原町の文化・スポ－ツの振興発展及び青少年の健全育

成の一環として実施しています。

主な経費

航空運賃への助成金 ２００万円

徳島県で行われる大会に向けて激励を受ける子どもたち→

放課後子ども教室推進事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○放課後子ども教室推進事業 １５２万円

各小学校区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して行われます。地域の

方々が子どもたちといっしょに勉強やスポ－ツ・文化活動を行うことで、地域住民の交流の場を創

り、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。

ハロウィン 普段の様子 クリスマス会
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学校支援地域本部設置事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○学校支援地域本部設置事業 ２４６万円

地域で学校を支援することで、子どもたちは多様な体験・経験ができ、またきめ細かな教育がで

きるようになり、学校教育の充実が図られます。また、地域住民が自らの経験や知識を子どもたち

の教育に生かすことができ、地域のきずなづくりにつながることで、地域の教育力向上を図ります。

事業内容は、学校支援ボランティアが、町内各小・中学校の依頼に応じた学校支援活動を行う

ものです。

学校と学校支援ボランティア間の調整のために、地域コーディネーターを２名配置します。

～学校支援ボランティア活動のようす～

宮平公民館での夏休み宿題教室 ミシン指導 沖縄大学との協働事業締結

社会教育補助金及び負担金
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○社会教育補助金及び負担金 ７６９万円

１．団体補助金

社会教育団体などの活動の活性化や支援、育成のため補助金や負担金を支出しています。

町女性連合会補助金 １１７万円 町ＰＴＡ連絡協議会補助金 ２０４万円

町青年連合会補助金 ９０万円 町青少年健全育成協議会補助金 ４５万円

町子ども会育成連絡協議会補助金 ５４万円

町ジュニアリーダークラブ補助金 ８万円

島尻地区青少年健全育成協議会負担金 ３万円

沖縄県社会教育委員連絡協議会負担金 １万円

南部広域視聴覚ライブラリー負担金 １０３万円

その他 １万円

２．学級開設補助金

①高齢者学級 104万円

各字、各自治会の老人クラブへの補助金です。健康づくりや余暇を有意義に過ごすための

趣味や教養に関する講演会や学習会などを開催しています。地域での若い世代との交流や

ボランティア活動なども行っています。（平成２３年度は１６団体へ補助金を支出しました。）
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②家庭教育学級 ３９万円

各小・中学校ＰＴＡの文化教養委員が中心となり、家庭教育に関する学習会や親子のふれ

あい事業を開催しています。毎年、小・中６校合同の「教育講演会」も開催しています。

（平成２３年度は１１月に宮本延春氏による教育講演会を行いました。）

平成23年度「教育講演会」。演題は『オール１の落ちこぼれ 教師になる』

陸軍病院壕公開活用事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○陸軍病院壕公開活用事業 ６２４万円

南風原町は、平成2年に太平洋戦争（沖縄戦）時の“負の遺産”である「沖縄陸軍病院南風原壕

群」を全国に先駆けて町の文化財（史跡）に指定しました。戦争体験者が減少していく中、沖縄戦

の記憶を後世に伝える「生き証人」としての壕を保存していくことがその大きな目的でした。

壕群は、黄金森という小高い丘にあり、縦横2ｍ、長さ10～70ｍの横穴壕が30数本あったといわ

れています。ここは戦争で傷ついた兵士達の手当てをするための病院でした。壕の天井や壁に

は、ツルハシやクワによる掘削痕や、火炎放射器で焼かれたと思われる黒く焦げた跡が残り、床と

壁には壕の落盤を防ぐための支柱をはめ込む穴や焼け焦げた支柱が残るなど、6７年前の沖縄戦

の様子が今でも記憶されています。

陸軍病院壕は、平成18年に20号壕の整備工事を行い、平成19年から壕内を一般公開していま

す。ガイドの案内で壕内に入り、そこで起きた出来事を聞き、暗闇や空気を感じる体験を通して、

戦争の悲惨さや愚かさ、過去のあやまちを再び繰り返してはいけないという

反省とともに、平和と命について考え、平和を創り出すことの大切さを学ぶ

ことができる場として活用しています。

20号壕内の見学風景→

主な経費

壕管理・案内ガイド謝礼金 ５４３万円

壕安全管理委託料 ２０万円

消耗品、印刷費、光熱水費等 ４７万円

その他 １４万円
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公民館活動の充実事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○公民館活動の充実事業 ２，９３７万円

南風原町立中央公民館が１０月1日に、多くの町民、関係者出席のもと厳かにかつ盛大に開館

いたしました。

新館では旧館同様、生涯学習の拠点として事業を展開し、各種公民館講座、サークル活動はも

ちろんのこと、505名収容可能な黄金ホールをフルに活用していきます。10月の開館以来、月に約

8，500人が利用しています。今後も多角的に保育園・幼稚園から高校・大学まで、教育活動の発

表の場として、また、音楽・芸能・舞踊などの発表の場としてさらに充実発展を目指して参ります。

主な経費

公民館長報酬 １３０万円

管理嘱託員報酬 １６１万円

臨時職員賃金 ２３０万円

公民館の光熱水費 ９６５万円

冷房管理委託料など施設の管理委託費 １，１５９万円

他、コピー機使用料など事務経費 ２９３万円

道継ねーで旧館から新館へ 開館幕開け「黄金の響き」 公民館サークル発表会

図書の整備充実事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○図書の整備充実事業 １，００２万円

中央公民館と同施設内に図書館も同時に開館いたしました。旧図書室に比べ延べ面積が３３７

㎡となり3倍の広さになりました。蔵書数も増え、児童コーナー、閲覧コーナー、学習コーナーも新

設され、清潔感があり静かで環境に恵まれ、開館以来、月に約2，000人が利用しています。今後も

町民の期待に応えられる図書の整備充実を図って参ります。

また、図書館は町内にお住まいの方はもちろんのこと、町外の方で町内にお勤めの方もご利用

になれますので、お気軽にご利用下さい。

※図書館は毎週火曜日が休館日となっております。

主な経費

司書嘱託員報酬 ３７４万円

図書購入費 ３１６万円

図書システム使用料 １９５万円

庁用備品購入費 ５４万円

その他の(印刷製本費等) ６３万円

▲図書館の様子

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育



- 23 -

公民館講座事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○公民館講座事業 １８４万円

平成２３年度は１９の講座を開催し４３５人が受講しました。児童・生徒のための夏休み親子講座

など、子どもからご年配の方まで幅広い年齢層に対応できるよう趣向をこらして開催しております。

また、各字公民館でも出前講座を１２自治会で開催し、８５４人が参加しております。毎年２月に

は「公民館まつり」を行い、講座受講者に出展し、公民館サークル会員や自治会講座の皆さんが

日頃の練習の成果を発表しています。

町広報紙やホームページ、平成２４年度公民館学級講座のパンフレットをご覧になり、お気軽に

お申し込みください。

主な経費

公民館講座講師謝礼金 １７０万円

公民館講座案内等印刷費 1４万円

♪平成２４年度の公民館講座紹介♪

パソコン入門（昼間）、パソコン入門（夜間）、パソコン中級（夜間）、

かすり太鼓、少年少女コ－ラス、夏休み絵画、家庭料理、男の料理、

歌碑めぐり、家庭園芸、袋物工芸、夏休み陶芸教室、ウチナーグチ入門

しっくいシーサー、ヴォイストレーニング、生花、古典太鼓、

身近な薬草、インテリア雑貨制作、

←歌碑めぐり講座の様子

宜野湾市森川公園「羽衣伝説の地」

公民館活動実践発表会の様子→

（兼城・照屋・与那覇・中央公民館より発表）

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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学校給食用材料に係る経費
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○学校給食用材料に係る経費 １億８，６０１万円

学校給食費は小学生月額３，８００円（一人当たり、一食２０９円）、中学生月額４，３００円（一人

当たり一食２３７円）の１１月ケ分の給食費を徴収しています。また、一食あたりの平均栄養基準は、

小学校６6０ｋcal、中学校85０ｋcaｌになっています。

学校給食共同調理場では、総合的な安全管理を基本に、常に児童、生徒等に安全・安心でお

いしい給食を提供するためにできる限り県内産、町内産を利用するように努めてます。

学校給食配膳の準備 学校給食週間での給食交流会

調理場運営事業
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○調理場運営事業 ２，３９１万円

１.共同調理場施設委託費 ３９３万円

安全でおいしい給食を作るために、学校給食調理場の施設等はいつも清潔にしておかなけ

ればなりません。そのため、人の体に悪影響を与える細菌がいないか定期的に検査したり、ねず

みやゴキブリなどの害虫が施設内に入れないような処置を専門の業者に委託しています。また、

食器・食缶洗浄機等の定期点検や換気扇、グリ－ストラップの清掃等も専門の業者に委託して

います。

主な経費

微生物検査委託料 ５０万円、野そ等防除委託料 ３４万円

食器・食缶洗浄機管理委託料 ３２万円、ごみ収集運搬委託料 ４２万円

ルーフファン等清掃委託料 ３２万円、グリーストラップ維持管理委託料 ３７万円

施設の運営に関する委託料 他 １６６万円

２．給食調理機の購入・修繕などの整備費 １，９９８万円

毎年新一年生には、新しい食缶を購入し使用しています。また、平成25年度からの町立幼稚

園の給食実施に伴い、事前準備のための備品購入を行います。

主な経費

幼稚園給食に伴う備品購入費 １,７３２万円

包丁まな板殺菌庫備品購入費 他 １００万円

機械修繕費 ８６万円

調理場運営費 他 ８０万円

平成２３年度に購入した給食配送車輌↑

個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を育む、地域に根ざした学校教育
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調理場施設維持管理事業
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○調理場施設維持管理事業 ２，１５１万円

児童・生徒のみなさんから徴収した給食費は、すべて給食の材料費として使っています。給食を

作るためには調理場の電気代、水道料金、ガス代、食器を洗う洗剤などの消耗品費などの経費が

必要になります。

主な経費 ボイラー用等燃料代 ４５０万円

光熱水費 ７９０万円

腸内細菌検査手数料 ４４万円

給食費関係消耗品代 他 ８６７万円

学校給食共同調理場にはこんな機械があります

ガススチ－ムコンベクションオ－ブン：スチ－ムやオ－ブン等で調理する機械です。

食缶類洗浄機 ： ２本のレーンで、高さの異なる食缶などを超高圧で洗浄します。

食器類洗浄機 ： 食器の洗浄、整理まで自動処理します。スプーンなども自動洗浄します。

消毒保管庫 ： 食器や食缶の消毒効果を高めるため、蒸気で温熱殺菌した後保管します。

ライスボイラー ： １台で１，０００名の給食を調理することができます。

高速ミキサー ： 液体の撹拌・混合作業またタレ作りなどの機械。

自動フライヤー ： 揚げ物によって、油温を調節し、美味しく調理することができます。

サイの目機 ： 根菜類をサイコロのように切る機械。

学校が夏休みのとき、共同調理場はどうしてるの？

学校が夏休みなどで給食を作らない日は、調理員は調理場内の機械類を分解し、整備や

清掃を行います。また、おいしい給食を作るために、いろいろな研修を行って技術をみがいて

います。

事務職員も含めて共同調理場職員全員で給食費を納め忘れた家庭へ出向き、徴収業務

を行っています。また、給食費の納め忘れのないように、広報車で町内を回りお知らせしてい

ます。

スライサーによるカットの様子 職員の手作業による食器磨き

（夏休み期間中の作業)

個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を育む、地域に根ざした学校教育
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教育相談事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○教育相談事業 ４１５万円

生徒の心の悩みや不安などをじっくり聞き、その問題解決にあたるため、南風原町教育相談支

援センター（心の教室）を設置しています。

児童・生徒が悩み等を気軽に話せ、ストレスを和らげることができるよう第３者的な存在として教

育相談員と町から委嘱された２名の心の教室相談員を身近に配置することで、学校や関係機関と

連携をとりながら、不登校や児童虐待など問題解決のために速やかに対応します。

主な経費

相談員報酬・謝礼金 ３９６万円 電話代ほか １９万円

ご相談はこちらまで 南風原町教育相談支援センター

教 育 相 談 員 心の教室相談員 心の教室相談員

山 城 直 三 大 城 賢 二 永 吉 瑞 乃

場 所 南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）内

電 話 番 号 ０９８－８８９－０５０１

※ お気軽にご相談ください。

就学奨励事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○就学奨励事業 ５，７５８万円

経済的な理由で学校生活に支障をきたさないように、対象となる小・中学校の児童生徒の保護

者の方に学用品費、修学旅行費、学校給食費等の援助を行っています。今年度から、新たにクラ

ブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費が対象になりました。

主な経費

要保護準要保護児童生徒援助費 ５，６２５万円

特別支援教育就学奨励費 １３３万円

（内訳） 国庫補助金 １１７万円

町負担分 ５，６４１万円

個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を育む、地域に根ざした学校教育
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英会話教育の充実
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○英会話教育の充実 １，５０８万円

１．中学校での英会話教育

国際理解教育の一環として、英語を母国語とする外国人とのコミュニケーションにより英語に

親しみ、また国際社会で使える英語を習得させることを目的として、南風原中学校、南星中学校

にそれぞれ１名のALT（外国人英語指導助手）を配置してい

ます。

主な経費

外国人英語指導助手報酬 ７７０万円

傷害保険料 ３万円

ALTとの授業風景（南風原中）→

２．小学校での英会話教育

町では、いろいろな国を学ぶための学習のひとつとして、英語教育活動を行い、児童が英語

に触れたり、外国の文化に慣れ親しむ体験活動を行っています。そのために、町内にある４つの

小学校に、英語に関する専門的な知識をもった４名の日本人の英語指導助手（JTE）を配置して

います。

主な経費

小学校英語指導助手報酬等 ７２０万円

３．土曜日英会話教室の開催

町内の小学生を対象にした、英会話教室を休業日の土曜

日に、中央公民館で開いています。期間は、１年間を３期に

分けて、１期当たり１５時間で簡単な英語によるコミュニケーシ

ョン（会話など）の楽しさを味わせて、英語に対する興味や関

心を芽生えさせています。

主な経費

臨時職賃金 １５万円

▲土曜日英会話教室の様子

小中学校図書購入事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○小中学校図書購入事業 ２３４万円

子どもの豊かな読書経験の機会を充実していくためには、子どもの知的活動を増進し、様々な興

味・関心にこたえる魅力的な学校図書を整備・充実していくことが必要であります。その為の図書室

の本を購入する経費であります。

主な経費

消耗品費 １６７万円

図書購入費 ６７万円

個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を育む、地域に根ざした学校教育
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個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を育む、地域に根ざした学校教育

学校教育事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○学校教育事業 ３，７１３万円

学校教育課が管理する小・中学校や幼稚園に関する経費で、町内全ての学校で共通して必要

な事に使います。例えば、小中学校のパソコンとサーバーの保守管理、全国学力・学習状況調査

の採点・集計業務、小中学校パソコンのウイルス対策ソフトなどの費用を支出しています。

また、ＰＣＢを県外で処理するための費用として、ＰＣＢ汚染物処理委託料（運搬費・処理費）を予

算化しています。

主な経費

就学指導委員会にかかる経費 ３３万円

不登校対策委員会謝礼金等 １６万円

学習支援謝礼金 ２５万円

ＰＣＢ汚染物処理委託料 ７５４万円

学力及び知能検査に係る経費（委託料） ２７２万円

パソコン保守管理委託料 ４４１万円

就学時健診委託料 ７１万円

ゴミ収集運搬委託料 １４６万円

全国学力・学習状況調査採点・集計業務 ９６万円

ライセンス使用料（ウイルス対策ソフト他） ３７３万円

備品購入費（パソコン 他） ４８０万円

町学力向上対策委員会補助金 ２１６万円 ↑県外で処理されるPCB汚染物

島尻地区教育研究所負担金 ５１１万円

適応指導教室設置負担金 ４３万円

JET負担金 ２７万円

バックアップサーバー使用料 ７４万円

その他 １３５万円

特別支援教育支援員配置事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○特別支援教育支援員配置事業 ４，５３１万円

現在、肢体不自由や多動性などの障がいを持った幼児・児童・生徒が町内の幼稚園や小学校、

中学校に通園・通学しています。障がい児一人ひとりの教育を保証し、自立して生きていくことので

きる力を育むことが重要となっています。

その幼児児童生徒達が安全に学校生活が送れるよう支援するため、特別支援教育支援員を派

遣し、始業時から下校時までの間を支援しています。平成２４年度は、幼稚園に預かり保育を含め

て１２人、小学校に２２人、中学校に３人を派遣します。

主な経費 （内 訳） 幼稚園 １，１１１万円

小学校 ２，９９７万円

中学校 ４２３万円
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小学校（学校管理費・教育振興費）
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○小学校（学校管理費・教育振興費） ８，６８０万円

町内にある南風原小学校、津嘉山小学校、北丘小学校、翔南小学校、４小学校の子どもたちが

安心して学校生活を送れるように、学校設備の維持・管理及び各教科やクラブ活動などにかかる

経費となっています。学校管理費として、学校で使う電気・ガス・水道の光熱水費の費用、学校施

設の修理などの費用に使われます。また教育振興費として、各教科で使う教材や備品などの費用

として使われ、例えばアイススケートリンク使用料や家庭科で使う電動ミシンなどを購入する経費と

なっています。

南風原小学校にかかる経費 ２，１１５万円

津嘉山小学校にかかる経費 ２，２３６万円

北 丘 小学校にかかる経費 ２，４６５万円

翔 南 小学校にかかる経費 １，８６４万円

小学校のアイススケート教室の様子→

中学校（学校管理費・教育振興費）
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○中学校（学校管理費・教育振興費） ４，８２０万円

町内にある南風原中学校、南星中学校、２中学校の生徒たちが安心して学校生活が送れるよう

に、学校設備の維持・管理及び各教科やクラブ活動などにかかる経費となっています。

学校管理費として、学校で使う電気・ガス・水道の光熱水費の費用、学校施設の修理などの費

用に使われます。また教育振興費として、各教科で使う教材や備品などの費用として使われ、例え

ば体育で使うバレーボールネット・プールコースロープや社会科で使う地球儀などを購入する経費

となっています。また、各種大会で優秀な成績を納めた生徒たちを県大会や九州大会などへ派遣

する費用も支出しています。

南風原中学校にかかる経費 ２，４５５万円

南 星 中学校にかかる経費 ２，３６５万円

▲中学校の授業風景



- 30 -

個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を育む、地域に根ざした学校教育

学習支援員配置事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○学習支援員配置事業 １，３３７万円

町立小・中学校に学習支援員を各学校に一人づつ（計６人）配置し、学習が遅れがちで特別に

学習支援を必要とする児童生徒に対し、同支援員を活用し基礎学力を定着させます。また、町立

中学校（２校）の適応教室に担当指導員を１名づつ配置し、不登校生徒の指導や不登校気味の生

徒の通級により指導を行います。

主な経費

小学校 ７４３万円

中学校 ５９４万円

学習支援員による指導の様子→

幼稚園
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○幼稚園 ８０９万円

町内の南風原幼稚園、津嘉山幼稚園、北丘幼稚園、翔南幼稚園の４幼稚園の園児たちが安心

して幼稚園での生活を送れるように施設設備の維持や、教材費に係る経費となっています。幼稚

園の建物や授業で使う教材の修理、電気・水道の費用、行事で使う事務用品、飼育している動物

のえさ代などを支出しています。

南風原幼稚園にかかる経費 １９０万円

津嘉山幼稚園にかかる経費 ２５０万円

北丘幼稚園にかかる経費 １８５万円

翔南幼稚園にかかる経費 １８４万円

幼稚園給食受室事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○幼稚園給食受室事業 ２，４４７万円

平成２５年度より町立幼稚園の保育時間を延長し、給食を開始します。その給食実施に向けて、

４幼稚園への給食受室の整備と必要な備品の購入を行います。町立幼稚園へ安全でおいしい給

食を提供することにより、幼稚園就園率の向上及び５歳児の待機児童の解消に繋げます。

給食受室にかかる設置工事 １，６９０万円

給食受室にかかる備品購入費 ７５７万円

南風原幼稚園の給食受室の設置予定場所→
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幼稚園園舎増築事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○幼稚園園舎増築事業 ２，７００万円

北丘幼稚園は、毎年園児数が増加しており、クラス増が計画されています。そのため、クラスの

教室不足を解消する為に園舎を増築します。平成２５年度からの保育時間延長と給食開始に伴う

給食受室の増築も行うことで、幼稚園就園率の向上及び５歳児の待機児童の解消に繋げます。

経費の内訳

北丘幼稚園園舎増築等にかかる経費 ２，７００万円

交付金（学校施設環境改善交付金） ８９２万円

町 債 １，３５０万円

一般財源 ４５８万円

預かり保育の様子↑

翔南小学校エレベーター等設置事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：仲里 淳）

○翔南小学校エレベーター等事業 ５，１０６万円

学校施設の充実を図るため、翔南小学校にエレベーターと身障者用トイレを設置します。本町

はこれで全ての学校に同施設が設置されることになり、身体に障がいのある児童生徒が安心して

学校生活を送ることができます。

経費の内訳

翔南小学校エレベータター等設置工事 ５，１０６万円

【内訳】補助金（学校施設環境改善交付金） ６５３万円

町 債 ３，３３０万円

一般財源 １，１２３万円

平成２３年度に整備した南星中学校エレベーター→



Ⅲ ちむぐくるでつくる
福祉と健康のまち
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子ども手当事業（平成24年3月30日に児童手当に改正）
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○子ども手当事業（平成24年3月30日に児童手当に改正） ８億６，２７７万円

平成２４年４月１日から子ども手当制度に代わり、児童手当制度により支給されることとなります。

４月～５月分の手当については、従前の子ども手当と制度内容に変更はありませんが、６月分から

は所得制限が導入されます。

児童手当法の規定に基づき、国、県、町、事業主が費用を負担し、それ以外の経費について

は、全額を国が負担することになっています。支払月は、平成２４年６月、１０月、平成２５年２月とな

ります。

【 支給の内容（これまでと平成２４年度の違い） 】

主な経費

児童手当 ８億５，９８０万円

（国：６億３，００４万円、

県：１億１，４８８万円、

町：1億１，４８８万円）

システム改修委託料 ２００万円

郵送代等 ９７万円

※平成23年10月～平成24年3月までの名称は「子ども手当」です。

名称

月額

名称

月額

１万５千円

１万円

１万５千円

1万円

年代

０歳～３歳未満

３歳以上（第１子・第２子）

３歳以上（第３子以降）

０歳～３歳未満

３歳以上（第１子・第２子）

３歳以上（第３子以降）

中学生

平成２２年～平成２３年９月まで

１万３千円

子ども手当

児童手当

平成２３年１０月～平成２４年

中学生

年代

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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宮平保育所運営事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○宮平保育所運営事業 ３，２４９万円

町立宮平保育所は唯一の町立保育所であり、働く父母が安心してあずけられる場として、家庭

に代わりこどもが安全で楽しく生活できるように努めています。

町立保育所と法人保育園は、ともに国の基準を満たしており保育内容について違いはありませ

ん。ただ、多様化する保育ニーズに応えていく取り組みや、特別な支援を必要とする子どもへの適

切な対応と早期発見が望まれるようなケースについて、町立保育園が先駆けとなって取り組んで法

人保育園の模範となる役割を担っています。

▲ こいのぼり掲揚式で ▲エイサーの練習のようす

主な経費

調理師報酬・臨時職員賃金 １，８４６万円

日常の保育業務を行う臨時職員（保育士）や、非常勤の調理員を雇用しています。

給食材料費 ６９７万円

栄養のバランスがとれた園児の給食・おやつ・ミルクの材料代です。

光熱水費 ２５６万円

保育所を運営するにあたって必要な電気・水道・ガスの使用料金です。

その他の費用 ４５０万円

保育所を運営するにあたって必要不可欠な行事費、事務用品費、健康診断料、施設の

修繕費、電話料金、保険料、衛生管理的な経費となります。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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認可保育園事業・補助（保育所運営費）
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○認可保育園事業・補助（保育所運営費） １１億８，４２３万円

保育所は、乳幼児を持つ保護者が仕事をしていたり、病気や出産のため十分な保育ができない

場合に、保護者に代わってその乳幼児を保育することを目的とする施設です。近年、核家族の増

加や共働き家庭の増加、勤務形態の多様化により保育の要求が高まっています。町では、その要

望に応えるために町立宮平保育所や法人保育園（認可保育園）１０園での保育を実施していま

す。午前７時から午後６時までの間、保育を行う法人保育園（認可保育園）１０園に、町から補助金

を助成し、乳幼児の保育を促進しています。

★Ｐｏｉｎｔチェック！

認可保育園とは園の広さや設備、職員の数や資格、保育内容について、

国が設けた基準をクリアして認可された保育園です。

各園への補助金額（主食費含む）

津嘉山保育園 １億４，７２０万円

かねぐすく保育園 １億１，２８１万円

はなぞの保育園 １億 ３２２万円

若夏保育園 １億２，３７１万円

みつわ保育園 １億２，４９６万円

さんご保育園 １億２，６７２万円

はえばる保育園 １億３，５５５万円

ﾏｲﾌﾚﾝｽﾞ保育園 １億 １８３万円

てぃだ保育園 １億 ３５０万円

なのはな保育園 １億 ４７３万円

合 計 １１億８，４２３万円 ▲楽しいプール遊び

▲クリスマス会の様子 ▲町内認可保育園合同運動会

法人保育園の運営には、保育料の他、国・県・南風原町からの補助を受けて運営しています

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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▲認可保育園運営費補助金（主食費除く）年度別・財源別グラフ

▲ 県内類似団体町村保育所年度別定数グラフ
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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延長保育促進事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○延長保育促進事業 ５，８８８万円

延長保育は、仕事などにより定刻の時間に保育園へ乳幼児を送り迎えできない保護者に対応

するために、午前７時から午後７時まで延長して保育を行う事業です。町内では、法人保育園（認

可保育園）１０園で実施します。町は、延長保育事業に対して法人保育園へ補助金を助成し保育

の充実を図ります。

主な経費

認可保育園延長保育促進事業補助金 ５，８８８万円

※ 費用の２／３を国、県が負担しています。

← 絵本の読み聞かせ

障がい児保育事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○障がい児保育事業 １，７６１万円

障がい児の発達と障がい児保育の総合的な推進を図るため、原則として集団保育が可能な３歳

以上の障がい児の保育を実施する事業です。町内では、町立宮平保育所及び法人保育園（認可

保育園）９園で実施します。町は、障がい児保育事業を行う法人保育園（認可保育園）に対して補

助金を助成し障がい児保育の充実を図ります。

主な経費

町立宮平保育所臨時職員賃金 １８６万円

法人保育園障がい児保育実施補助金 １,５７５万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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一時保育事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○一時保育事業 ６３３万円

１．特定保育事業

特定保育事業は、国の特別保育事業補助金を受け、国・県・町でそれぞれ１／３の負担率に

より行っています。事業内容としましては、保護者が一定程度（１ヶ月当たり概ね６４時間以上）の

日時について家庭保育が困難であり、かつ、同居の親族その他の者が保育することが困難な場

合に就学前児童を保育するものです。

町内では、町立宮平保育所や法人保育園（認可保育園）２園で実施します。町は、特定保育

事業を行う法人保育園（認可保育園）に対して補助金を助成し保育の充実を図ります。

主な経費

宮平保育所運営費 １００万円

法人保育園補助金（みつわ保育園・かねぐすく保育園） １６２万円

※費用の一部１７５万円をを国・県が負担しています。

２．一時預かり事業

本事業は、次世代育成支援対策交付金事業で国・町１／２の負担率により行われています。

事業内容としては、保護者の仕事、職業訓練、就学等により週３日又は、月１５日以内を限度と

して、断続的に家庭での保育が困難となる児童や、保護者の傷病・災害・事故・出産・看護・介

護・冠婚葬祭により、緊急・一時的に家庭での保育が困難となる児童をお預かりする事業です。

町内では、町立宮平保育所や法人保育園（認可保育園）２園で実施します。町は一時預かり

事業を行う法人保育園（認可保育園）に対して補助金を助成して保育の充実を図ります。

主な経費

宮平保育所運営費 １０１万円

法人保育園補助金（みつわ保育園・かねぐすく保育園） ２７０万円

※費用の一部１８５万円を国が負担しています。

データで見る町内法人保育園のすがた（１０園の平均）

単位：万円

園児の数 １１４．９人

運営の補助額 １億１，３２８

１園あたり 傷害保険の補助額 ９

の状況 延長保育の補助額 ６００

傷害児保育の補助額（９園が実施） １７５

保育士数に対する補助額 ６６

すべて実施した場合の補助額 １億２，１７８

保育士の数 園児４．２人に１人

園児の状況 園児１人の保育にかかる費用（年額） ９９

園児１人の保育にかかる費用（月額） ８．３

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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認可保育園事業・町単独事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○認可保育園事業・町単独事業 １，６１０万円

保育所は、乳幼児を持つ保護者が仕事をしていたり、病気や出産のため十分な保育ができない

場合に、保護者に代わってその乳幼児を保育することを目的とする施設です。近年、核家族の増

加や共働き家庭の増加、勤務形態の多様化により保育の要求が高まっています。

法人保育園補助金は、保護者の保育料を軽減するため、町が保護者に代わり、法人保育園（認

可保育園）に支払っている補助金です。

1．法人保育園運営補助金 ７８７万円

児童１人あたり月５００円を各法人保育園に補助しています。

２．法人保育園職員への給与補助 ６２４万円

職員１人あたり月２，０００円を各法人保育園に補助しています。

３．保育園及び園児の傷害保険料補助 １０５万円

法人保育園で育児中の園児がケガなどをした場合に対応するため、保険をかけており、

その保険料を町が負担しています。

４．その他、児童福祉審議会委員報酬、講師謝礼金など ９４万円

人保育園の状況

▲野外活動のようす

★Ｐｏｉｎｔチェック！

認可保育園 ： 沖縄県が定めた保育所敷地面積などの基準を満たし、県から認可された保

育園を認可保育園といいます（町内には１０園あります）。

認可外保育園 ： 沖縄県の基準を満たしていない保育園や、基準を満たしていても県の都

合により認可されていない保育園のことです（町内には１３園あります）。

単位：人
保 育 所 名 児童定員 保育士数
津嘉山保育園 150 34
かねぐすく保育 90 26
はなぞの保育 90 24
若 夏 保 育 園 120 26
みつわ保育園 120 31
さんご保育園 120 25
はえばる保育園 120 30
ﾏｲﾌﾚﾝｽﾞ保育園 90 22
て ぃだ保育園 90 20
なのはな保育園 90 22

合　　　計 1080 260
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認可外保育園事業・町単独事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○認可外保育園事業・町単独事業 ６７５万円

認可外保育園に対し、保育の充実、児童の福祉向上を図ってもらうために補助をしています。

１．認可外保育園運営補助金 ５７８万円

認可外保育園に通う町内園児１人当たり月１，０００円の補助を行っています。

２．保育園及び園児の賠償責任保険料補助 ２２万円

保育園で育児中の園児に事故があった場合に対応するため、賠償責任保険をかけてお

り、その保険料を町が負担しています。

３．保育園及び園児の傷害保険料補助 ３９万円

保育園で育児中の園児がケガなどをした場合に対応するため、保険をかけており、その

保険料を町が負担しています。

４．園児の歯科検診補助 ３６万円

園児の歯科検診を２回実施するため、１回分の検診料を町が負担しています（１回は補助

事業）。

認可外保育園事業・補助事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○認可外保育園事業・補助事業 １，４５９万円

１．南風原町認可外保育事業補助金 １，３３５万円

園児の健康診断、歯科検診、また、１歳以上６歳未満児の牛乳代などへ補助を行っていま

す。また、平成２０年度よりお米代の補助も行っています。

※ 費用の一部を県が３６８万円負担しています。

２．認可外保育園研修事業補助金 １２４万円

県の研修をうけた認可外保育園に対し、保育材料費の補助を行います。

※ 負担割合は県９０％、町５％、認可外保育園５％となっています。
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母子父子家庭医療費助成事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○母子父子家庭医療費助成事業 １，５５９万円

１８歳未満の児童を扶養している母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成し母

子父子家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ります。

所得制限があり、医療費の助成を受ける場合、毎年現況届を提出し、受給資格証の更新

が必要です。

医療費助成の範囲

医療費の自己負担分から、一部負担金を控除した額が対象となります。

（但し、医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付、他の法律等で負担する分を

控除した額となります。）

一部負担金とは…

通院…１ヶ月１診療機関（科）につき１，０００円

入院…入院時食事療養費の半額

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H17 H１8 H19 H20 H21 H22 H23 H24

350
500 500 579 519 530 551

771
350

502 503
594

528 539 563

788

万円

年度

母子父子家庭医療費助成事業年度別当初予算グラフ
県負担金 町負担金

母子父子家庭

医療費助成金

1,558万円

印刷

製本費

1万円

平成24年度当初予算の主な使い道

助成対象人数 1,215名

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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こども医療費助成事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○こども医療費助成事業 ６，９６７万円

こども達の健やかな成長に役立てるために、町に住む中学校卒業までのこども達に対し、

医療費の助成を行います。

なお、助成を受けるためには、「受給資格者証」の申請が必要です。

助成
対象年齢

０歳～２歳 ３歳（満４歳の誕生日月まで）
４歳～

中学校卒業まで

通院 全額助成
１ヶ月１診療機関（科）につき１，０００円を

控除した額を助成
助成対象外

入院
入院時食事療養費

全額助成
半額助成
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2,818 2,900 2,890 2,618 3,059 2,900 3,029 3,313

2,824 2,992 3,000 2,779
3,800

2,898 3,460 3,654

万円

年度

こども医療費助成事業年度別当初予算グラフ
県負担金 町負担金

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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幼稚園就園奨励事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○幼稚園就園奨励事業 １，１３３万円

１．私立幼稚園就園奨励事業

町内に住んでいる３歳～５歳のお子さんが、私立幼稚園に通う場合で、町が示す一定の条件に

該当した場合に、私立幼稚園を通して就園奨励費補助金を交付します。幼稚園教育の充実と、保

護者の負担軽減を図るためのものです。補助金の一部は国からも支出されています。

（内訳）国庫補助金 ３２５万円 町負担分 ８０８万円

平成２３年度に就園奨励費対象となった私立幼稚園は６カ所です。

＊平成２４年度より対象年齢を拡充し３歳から対象となります。

２．公立幼稚園就園奨励事業

町立幼稚園に通うお子さんの世帯が、経済的理由で入園料、保育料、預かり保育料の納付が

困難な場合は、保護者が幼稚園を通して町に減免の申請をし、町が示す一定の条件に該当す

れば上記保育料等が減免されます。

長期療養者支援事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○長期療養者支援事業 ８０万円

世帯主が病気療養のため３か月以上入（通）院した場合に、月額２万円（公的年金受給者につ

いては月額1万5千円）の最長１年間を支給し、生活の保障をします。主な支給要件は以下のとおり

です。

・南風原町に１年以上住んでいる者

・前年の町民税が一定額以下である者。

（世帯に13,000円を超える人がいない及び世帯の合計額が25,000円を超えない。）

・生活保護や公的年金や各種福祉年金を受給していない者。

主な経費

長期療養者に対する生活援助費 ８０万円
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国民健康保険事業（国民健康保険特別会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：大城光子）

○国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） ４４億３，３２０万円

国民健康保険、「国保」とは、 自営業や農家または職場などの健康保険に加入していない人

が、病気やケガをしたとき、安心して病院で医療が受けられるようにするための保険です。加入者

の誰もが、安心して平等に医療が受けられるように保険税を出し合い、いざというときの医療費にあ

てる「助け合い」の精神に基づいた制度です。

「国保」の運営は、加入者のみなさんが納めた税金だけではなく、国・県・町も費用を負担してい

ます。私たちの健康を守る大切な「国保」を正しく理解し、みんなで守っていきましょう。

※「国保」は、加入者に国保税を納めてもらい、医療費など決まった目的のために

支出しています。そのため、町の一般会計とは切り離して、国民健康保険特別

会計で運営しています。

★国保用語チェック！

一般被保険者 ： 会社の健康保険、各種共済組合、後期高齢者医療制度に
加入していない75歳未満の被保険者

退職被保険者 ： 会社や公務員などの他の保険に一定期間加入していた人で、
退職して国保に加入した60歳以上65歳未満の被保険者

前期高齢者 ： 65歳以上75歳未満の被保険者

後期高齢者 ： 75歳以上の被保険者

１ 医療給付事業 ・・・ ２２億９，６８９万円

病気やけがなどにより病院で、診察や治療を受けると、病院で直接支払う金額は、医療費の３

割で、残りの７割は病院からの請求により、町の国保会計から支払います。なお、７０歳以上の方

は所得に応じて１割又は３割の個人負担となり、未就学児は２割の個人負担となります。

＜主な経費＞

・ 一般被保険者療養給付費 ・・・ ２１億７，８４９万円

一般の被保険者の診察や治療に対しての医療費を病院

などに支払います。

・ 退職被保険者等療養給付費 ・・・ ９，５４２万円

退職被保険者の診察や治療に対しての治療費を病院などに支払います。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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・ 一般被保険者療養費 ・・・ １，５１０万円

一般の被保険者が、保険証を持たずに病院で診察や治療を受けると、医療費の全額を自己

負担することになりますが、その後、町（役場）で療養費支給申請の手続きを行えば、かかっ

た医療費の７割を支給します。また、柔道整復師による施術を受けた場合やコルセット等の装

着を行った場合なども療養費が支給されます。

・ 退職被保険者療養費 ・・・ １０４万円

退職被保険者が、保険証を持たずに病院で診察や治療を受けると、医療費の全額を自己負

担することになりますが、その後、町（役場）で療養費支給申請の手続きを行えば、かかった

医療費の７割を支給します。また、柔道整復師による施術を受けた場合やコルセット等の装着

を行った場合なども療養費が支給されます。

・ 審査支払手数料 ・・・ ６８４万円

診療報酬の審査支払手数料は、沖縄県国民健康保険団体連合会に支払います。

２ 高額療養費 ・・・ ３億５，７１７万円

医療費の自己負担額が、一定金額を超えた場合は、その超えた額を町の国保会計から支給

し、保険加入者の負担を軽減します。該当者には、役場から通知を出しますので、通知が届い

てから払戻の申請となります。

＜主な経費＞

・ 一般被保険者高額療養費 ・・・ ３億３，２７４万円 その他 ・・・ ２０万円

・ 退職被保険者等高額療養費 ・・・ ２，４２３万円

※年間 100 万円を超える医療費の件数及び医療費を生活習慣病であるのか・そうでないかで比較しました。
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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※H20・H21の年間100万円を超える医療費件数を男女別・年齢別で比較しました。

３ 後期高齢者支援金等 ・・・ ５億４５９万円

平成２０年度から後期高齢者医療に係る経費をまかなうために、被保険者数に応じて、社

会保険診療報酬支払基金に支援金として支出します。

＜主な経費＞

・ 後期高齢者支援金 ・・・５億４５４万円

・ 後期高齢者関係事務費拠出金 ・・・ ５万円

４前期高齢者納付金 ・・・１５０万円

前期高齢者（65歳以上75歳未満）の加入人数の多い国民健康保険と少ない健康保険組

合等において生じる前期高齢者に係る医療費の不均衡を調整するため、全保険者を基準に前

期高齢者の加入率によって納付金が算定され、町の国保から社会保険診療報酬支払基金へ納

付金として支出されます。

＜主な経費＞

・ 前期高齢者納付金 ・・・ １４５万円

・ 前期高齢者関係事務費拠出金 ・・・ ５万円
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５ 老人保健医療費拠出金 ・・・ １５６万円

老人医療に係る経費をまかなうために、社会保険診療報酬支払基金に拠出金（負担金）を

支出します。（平成２２年度精算分）

＜主な経費＞

・ 老人保健医療費拠出金 ・・・ １５３万円

・ 老人保健事務費拠出金 ・・・ ３万円

６ 介護納付金 ・・・ ２億２，９２２万円

平成12年度より介護保険制度が始まり、40歳から64歳までの方（介護第2号被保険者）は、加

入している健康保険から介護保険の保険料を納めることになりました。

介護保険第２号被保険者のうち、国保税とともに納められた国保加入者分の介護保険料を、

社会保険診療報酬支払基金へ支出します。

＜主な経費＞

・ 介護納付金 ・・・ ２億２，９２２万円

※南風原町国民健康保険加入者の高血圧患者数を年度ごとに比較しました。

項目 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

高血圧疾患人数 656人 689人 775人 821人 798人 809人 860人

増減 33人 86人 46人 ▲ 23人 11人 51人

国保被保険者数 ③ 12,683人 12,819人 12,741人 11,224人 11,306人 11,192人 11,211人

比率　①÷③＝④ 5.2% 5.4% 6.1% 7.3% 7.1% 7.2% 7.7%

南風原町国民健康保険被保険者高血圧疾患人数推移（5月1日現在）
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７ 高額医療費共同事業医療費拠出金 ・・・ １億６，４２５万円

高額医療費共同事業は高額な医療費の発生による国保財政に与える影響を緩和するため、

レセプト(診療報酬明細書)1件あたり80万円を超える医療費を対象として各市町村の国保からの

拠出金を財源として59/100の交付金を交付する事業です。同事業の費用として国保連合会へ

拠出します。

＜主な経費＞

・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 ・・・１億６，４２２万円

・ 高額医療費共同事業事務費拠出金 ・・・ ３万円

（財源内訳：国４，１０５万円、県４，１０５万円、町８，２１２万円）

８ 保険財政共同安定化事業拠出金 ・・・ ６億３，２２２万円

保険財政共同安定化事業は市町村間の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るため、

レセプト(診療報酬明細書)1件あたり30万円を超え80万円以下の医療費を対象として各市町村

の国保からの拠出金を財源として交付金を交付する事業です。同事業の費用として国保連合会

へ拠出します。（平成１８年１０月から実施）

＜主な経費＞

・ 保険財政共同安定化事業拠出金 ・・・ ６億３，２１９万円

・ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 ・・・ ３万円

９ 出産育児一時金 ・・・ ４，２４２万円

国保加入者に子どもが産まれたとき、出産育児一時金として４２万円を支給します。町（役場）

で出産育児一時金を受け取るには印鑑が必要です。

10 葬祭費 ・・・ １００万円

国保に加入している方がなくなったときは、葬祭を行った人に２万円支給します。その場合に

は印鑑を持って役場で手続きが必要です。

11 健康づくり事業 ・・・ ５，５２２万円

国保へ加入している方に、医療費以外に特定健康診査・特定保健指導や健康管理に対する

支援を行います。加入している方の健康意識を高め、病気の予防や早期発見などにより健康増

進を図ります。

① 特定健康診査等事業 ・・・ ４，８３７万円

特定健康診査・特定保健指導実施計画に基づき、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣

病予防のための健診・保健指導を行います。

＜主な経費＞

・ 特定健康診査等委託料 ・・・ ２，８０２万円 ・ 嘱託員報酬 ・・・ １，７０２万円

・ その他の経費 ・・・ ３３３万円
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② 健康づくり事業 ・・・ １４５万円

健康づくりや疾病予防のために骨粗しょう症検診やはり・きゅう・あん摩・マッサージなどの

施術に対する支援を行います。

＜主な経費＞

・ 骨粗しょう症検診補助金 ・・・ ５４万円

・ はり、きゅう、あん摩、マッサージ補助金 ・・・ ９１万円

③ 訪問指導・保健衛生普及事業 ・・・ ３９１万円

特定健診等の受診者のうち、生活習慣病およびメタボリックシンドロームやその予備群

等、その他必要な方に対し、自分自身の体の状態が理解でき、病気の予防・改善や健康づ

くりに取り組めるように、保健師や管理栄養士が相談などをとおして支援します。

＜主な経費＞

・ 保健師 ・・・ ２６２万円

・ 検査委託料 ・・・ ６４万円

・ その他の経費 ・・・ ６５万円

④ 医療費通知事業 ・・・ １４９万円

自治会での集団健診の様子→

12 保険税収納率向上特別対策事業 ・・・ １，９０６万円

国保加入者に、国保を理解してもらい、国保税の納付率を向上させて、財政の健全化を図り

ます。平成20年度から新たな医療制度による国保税の納付に対応するために、納付嘱託指導

①補助額

検診名 対象者 補助金額

骨粗しょう症 ４０歳以上の方で年１回 840円

はり、きゅう、あん摩、マッサージ 年１回（１２月分） 800円

　 H20 H21 H22 H23 H24

目標数値 35% 40% 50% 60% 65%

実績 35.1% 35.9% 42.2%

目標数値 40% 40% 40% 45% 45%

実績 36.7% 44.3% 47.6%
内臓脂肪症候群の該当者・

予備群の減少率 10%減少

南風原町特定健診・特定保健指導の実施計画に基づく目標数値・実績

特定健診の受診率（又
は結果把握率）

特定保健指導の実施
率（又は結果把握率）
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員を７名体制にし、これまで以上に国保加入者への納付指導や口座振替を促進し納付率の向

上を図ります。また国保税システムを活用して、国民健康保険への加入や脱退の管理や納付状

況の把握を行います。

＜主な経費＞

・ 納付指導員報酬（７名） ・・・ １，８４８万円

・ その他の経費 ・・・ ５８万円

13 その他の経費（人件費等） ・・・ １億２，８１０万円

▲ちむぐくる館での集団健診の様子。

▲自治会での集団健診の様子。

税額 納付率

一般 退職 老人 合計 （万円） （％）

H16 5,167 9,864 1,098 1,524 12,486 72,138 94.09

H17 5,330 9,955 1,243 1,485 12,683 73,774 94.74

H18 5,488 10,060 1,300 1,459 12,819 75,026 94.59

H19 5,525 9,878 1,439 1,424 12,741 76,303 94.50

H20 5,167 10,812 412 0 11,224 67,055 94.92

H21 5,163 11,016 290 0 11,306 68,478 94.41

H22 5,175 10,943 249 0 11,192 67,094 95.11

国保加入者数及び保険税納付率推移

年度 世帯数
加入者数（人）

※上記の世帯数、加入者数は各年度ごと平均の数値となります。

※上記納付率は、（収入済額－還付未済額）÷（調定額－不納欠損額）×100で算定しています。
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国民健康保険特別会計繰出金（一般会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：大城光子）

○国民健康保険特別会計繰出金 ３億２，１５１万円

国保事業の円滑で適正な運営に役立てるため、また国保財政の健全性を図るために一般会計

から、国保特別会計に対し繰出しています。

１ 保険基盤安定繰出（保険税軽減分） ・・・ １億１，９１４万円

低所得世帯の、保険税を軽減（２割、５割、７割）する制度があります。

その軽減した額を、一般会計より国保特別会計へ繰出しています。

＜主な経費＞

・ 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分）

・・・ １億１，９１４万円

・ 内訳

県負担金 ・・・ ８，９３５万円

一般財源 ・・・ ２，９７９万円

２ 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） ２，５９９万円

国保の保険税は、世帯の所得などできめられます。また、保険税額は市町村が決定するた

め市町村により額のちがいがあります。そのため、市町村によって国保税の収入に格差があり、

国保会計の財政力に違いがでてきます。国保財政の健全化を図ることや、保険税が市町村で

大きな較差が生じないように、一般会計から繰出しています。

＜主な経費＞

・ 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） ・・・ ２，５９９万円

・ 内訳 国負担金 ・・・ １，３００万円

県負担金 ・・・ ６５０万円

一般財源 ・・・ ６４９万円

３ 職員給与費等繰出金 ・・・ １億９４７万円

国民健康保険課の職員の人件費や事務費な

どの支出のため、一般会計より繰出しています。

＜主な経費＞

・ 職員給与費等繰出金 ・・・ １億９４７万円
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４ 出産育児一時金繰出金（制度的繰入金） ・・・ ２，８２８万円

国保加入者が、出産した場合に国保特別会計から４２万円を出産育児一時金として支給し

ます。その支給する、４２万円の2/3の額を一般会計から国保特別会計へ繰出しています。

＜主な経費＞

・ 出産育児一時金繰出金 ・・・ ２，８２８万円

５ 財政安定化支援事業繰出金 ・・・３，８６３万円

国保特別会計の財政基盤の安定を図るために、国

保税の軽減世帯数や町内病院の病床数、高齢者数

などの数値を基に計算して、一般会計から国保特別

会計へ繰出しています。

＜主な経費＞

・ 財政安定化支援事業繰出金 ・・・ ３，８６３万円

国民年金事務費（一般会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：大城光子）

○国民年金事務費 １，５３８万円

国民年金とは、日本国内に住所のある２０歳以上６０歳未満のすべての人が加入し、老齢・障害

・死亡の保険事故に該当したときに基礎年金を支給する公的年金制度です。

町では、国民年金に関する、「資格関係届出の受理・審査」、「保険料免除申請等の受理・審

査」、「老齢年金諸届の受理・審査」、外国人２０歳到達者に係る情報の社会保険事務所への提

供、国民年金の資格取得時等における保険料の納付督励、年金に関する広報、年金相談など

を行います。

＜主な経費＞

・ 報酬 ・・・ １６３万円

・ 職員給与等 ・・・１，０８４万円

・ 臨時職員賃金 ・・・ ２７３万円

・ その他の経費 ・・・ １８万円

※ 費用を国が１,０８１万円負担しています。
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高齢者医療対策費（一般会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：大城光子）

○高齢者医療対策費 ２億５，７３８万円

町では、後期高齢者医療制度の開始に伴い、沖縄県後期高齢者医療広域連合等に、後期高

齢者医療広域連合負担金（市町村定率負担金）及び後期高齢者事業費等繰出金（事務費、保険

料保険基盤安定負担金）などの、経費を負担しております。

主な経費

後期高齢者医療給付費負担金 １億８，４８８万円

後期高齢者はり、きゅう、あん摩、マッサージ補助金 ２０万円

後期高齢者医療広域連合負担金 １，６２６万円

後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 ８３４万円

後期高齢者保険料保険基盤安定負担金（保険料軽減分） ４，７７０万円

婦人がん検診事業（一般会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：大城光子）

○婦人がん検診事業 １，０８７万円

町では、婦人がん検診を集団検診（ちむぐくる館）及び個別検診で行っています。個別検診は、

医療機関に個人で直接電話で予約します。

集団検診 ： 実施期間 平成２４年９月１２日、１８日、２５日（３回）

個別検診 ： 実施期間 平成２４年４月１日～平成２５年２月２８日

※ 指定医療機関 ： とよみ生協病院、沖縄赤十字病院、南部徳洲会病院

沖縄県総合保健協会、豊見城中央病院附属健康管理センター

沖縄第一病院（乳がんのみ）、与那原中央病院（子宮がんのみ）

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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○女性特有のがん検診推進事業

子宮頸がん検診・乳がん検診
がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、健康保持・増進を図るため、がん検

診受診率を５０％に上げることを目的として、下記表の年齢の女性に対して、子宮頸がん及び乳が

んに関する検診手帳と検診費用が無料となるクーポン券を送付し、受診促進を図ります。

主な経費

婦人がん検診委託料金 １，００５万円 その他の経費 ８２万円

住民健診（健康診査）事業（一般会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：大城光子）

○住民健診（健康診査）事業 ２，１７６万円

町民の健康増進を図るため、２０歳から４０歳未満の方で学校・職場などで健康診査を受けられ

ない方や生活保護受給者を対象に、基本健康診査（身長、体重、血圧、腹囲、尿検査、血液検

査、医師の診察）を行います。また、４０歳以上の方は、胃・肺・大腸のがん検診も受診できます。

＜主な経費＞

基本健康診査委託料金 ・・・ １７４万円 （個別町負担額１人５，４００円、集団町負担額１人４，９００円）

胃検診委託料 ・・・ ９３４万円 （胃検診町負担額１人３，５００円）

肺がん検診委託料 ・・・ ６５２万円 （肺がん検診町負担額１人１，２００円）

大腸がん検診委託料 ・・・ ２３１万円 （大腸がん検診町負担額１人１，０００円）

その他 ・・・ １８５万円

年齢 生年月日 年齢 生年月日

２０歳 平成 3 年4月2日～平成 4 年4月1日 ４０歳 昭和46年4月2日～昭和47年4月1日

２５歳 昭和61年4月2日～昭和62年4月1日 ４５歳 昭和41年4月2日～昭和42年4月1日

３０歳 昭和56年4月2日～昭和57年4月1日 ５０歳 昭和36年4月2日～昭和37年4月1日

３５歳 昭和51年4月2日～昭和52年4月1日 ５５歳 昭和31年4月2日～昭和32年4月1日

４０歳 昭和46年4月2日～昭和47年4月1日 ６０歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日

【子宮頸がん無料クーポン券対象年齢】 【乳がん無料クーポン券対象年齢】

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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6月6日 水 宮城 8:30～10:30 宮城構造改善センター

新川

東新川

6月19日 火 津嘉山 8:30～10:30 津嘉山公民館

6月20日 水 津嘉山 8:30～10:30 津嘉山公民館

宮平

山川

7月2日 月 与那覇 8:30～10:30 与那覇コミュニティセンター

7月20日 金 兼城 8:30～10:30 ちむぐくる館

照屋

本部

第二団地

兼本ハイツ

大名

北丘ハイツ

宮平ハイツ

慶原

第一団地

7月30日 月 喜屋武 8:30～10:30 喜屋武集落センター

8月2日 木 神里 8:30～10:30 神里構造改善センター

9月30日 日 全体 8:30～10:30 ちむぐくる館

10月17日 水 ナイト健診 18:00～19:30 ちむぐくる館

10月30日 火 ナイト健診 18:00～19:30 ちむぐくる館

11月25日 日 全体 8:30～10:30 ちむぐくる館

2月10日 日 全体 8:30～10:30 ちむぐくる館

○

○

※集団健診で実施している胃がん検診はバリウムのみです。胃カメラは実施しておりません。

土 8:30～10:30 ちむぐくる館 ○

○

6月29日 金 8:30～10:30 ちむぐくる館

×

×

○

○

○

○

7月24日 火

8:30～10:30

　健　　診　　場　　所 胃がん検診

○

○

※ナイト健診では、がん検診を実施しておりません。

8:30～10:30 ちむぐくる館 ○

7月28日

○

新川コミュニティセンター

○

○

平成２４年度　集団健診日程

対象区域 受付時間健診日

6月8日 金
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後期高齢者医療事業（後期高齢者医療特別会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：大城光子）

○後期高齢者医療事業（後期高齢者医療特別会計） １億８，０６４万円

平 成 ２ ０年 ４ 月 か ら『 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 』 が 始 ま りま し た 。

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 よ り 「 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 」 が 実 施 さ れ ま し た 。 こ の 制 度 で は 、 県 内 す

べ て の 市 町 村 が 加 入 す る 沖 縄 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ う る ま 市 石 川 在 ） が 運 営

主 体 と な り ま す 。 広 域 連 合 で は 、 被 保 険 者 の 資 格 管 理 、 保 険 料 や 給 付 の 決 定 な ど を 行

い 、 各 市 町 村 は 、 保 険 料 の 徴 収 と 申 請 、 届 出 の 受 付 、 被 保 険 者 証 の 引 き 渡 し な ど の 窓

口 業 務 を行 って い ま す 。

＜ 主 な 経 費 ＞

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 １ 億 ７ ， １ ７１ 万 円

そ の 他 （ 人 件 費 ・ シス テ ム 委 託 料 等 ） ８ ９３ 万 円

★Ｐｏｉｎｔチェック

国民全ての人が、75歳の誕生日の当日からは後期高齢者医療制度の被保険者

となります。また６５歳以上で７５歳未満で一定の障がいのある方も対象となります。

後期高齢者医療制度では、被保険者証が１人に１枚ずつ交付され、被保険者と

なる全員が1人ひとり保険料を納めることに変わります。

平成２４年度の今年は、昭和12年生まれの方が、誕生日の日から新たに後期高齢

者医療制度に加入することとなります。

◎ 自己負担割合:お医者さんにかかるときの自己負担は、下の表のとおりです。

所得区分によって異なります。

◎ 保険料の決め方 : 被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて

負担する「所得割額」の合計になります。

※平成 24 年度より上限変更

※ 低所得世帯の方は、保険料が軽減される場合があります。

・ 均等割額保険料 … ２割軽減 ・ ５割軽減 ・ 8.5割軽減 ・ ９割軽減

・ 所得割額保険料 … ５割軽減

区　　　分 区分Ⅰ 区分Ⅱ 一般
現役並み
所 得 者

負担割合 １割 １割 １割 ３割

均等割額 所得割額 保険料

48,440円 (所得－330,000円）×8.8% （上限は５５万円）
＋ ＝
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介護予防事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○介護予防事業 ２，１４７万円

１ 特定高齢介護予防通所事業（施設型）

外出機会の少ない高齢者に対し、通所介護施設を利用して日帰りでレクリェ－ション、食事、

入浴などいろいろなサ－ビスを提供することで、生きがいと社会参加を促進し、社会的な孤独感

の解消や自立した生活の支援を行います。

主な経費 特定高齢介護予防通所事業委託料 １９１万円

利用料：１回 ７００円 実施施設：介護老人福祉施設嬉の里、沖縄第一病院

平成２３年度利用状況：「嬉の里」６人 、 「沖縄第一病院」１０人

２ 一般高齢介護予防通所事業（地域型） ６１９万円

地域の公民館・集会所を拠点にして健康チェック・レクリェ－ション・趣味活動（グラウンドゴル

フ、健康講話、工作など）を提供し、おとしよりの生きがいと健康づくり、社会参加を促進し、社会

的孤立感の解消や自立した生活の支援を行います。又、各地域で活動しているみなさんとボラ

ンティアが一堂に会し、ふれあいいきいきサロン交流会を１年に１回開催しています。

主な経費 一般高齢介護予防通所事業委託料 ６１９万円

１６の自治会と町総合保健福祉防災センターで実施しています。

実施施設 ： 「町総合保健福祉防災センター、各自治公民館・集会所」

（平成２３年度は、延べ２４０回実施３，２４９人が参加しました。）

▲健康体操のようす ▲いきいきサロン交流会のようす

３ 栄養改善事業（配食サ－ビス）

自宅で生活する高齢者が健康で自立した生活を送ることができるために、栄養バランスのとれ

た食事を届け、高齢者の食生活の確保と健康の維持を図ると共に、安全の確認をするなど生活

の支援を行います。

主な経費 栄養改善事業委託料 ６２６万円

対象者 ： おおむね６５歳以上の単身高齢者、高齢者のみの世帯やこれに準ずる世帯

の高齢者等で調理が困難な方。

内 容 ： 月曜から金曜の希望する曜日の昼食、夕食（祝日、年末年始除く）

利用料 ： １食 ３００円（平成２３年度は５０人に、合計７，８１２食支援しました。）

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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▲高齢者の栄養バランスに配慮した食事（写真は実際の配食サービスされた食事です）

４ その他、各種介護予防事業 ７１１万円

介護は必要としないが、要支援・要介護の状態に陥る可能性が高い高齢者を対象に、介護

予防を目的として、その他各種介護予防事業を実施します。

① 運動機能向上事業（一般高齢者） １６６万円

一般高齢者対象事業は、４地区の自治会等に専門の委託事業者が出向き一般高齢者の

身体に応じた運動プログラムで指導、週１回で３ヶ月程度実施します。

▲自治会・公民館等で実施された運動機能向上事業（一般高齢）の様子▲

② 操体事業

介護予防を目的とした健康体操の一つとして、操体法の講師を派遣して指導しています。

主な経費 操体事業講師謝礼金 ２４万円

実施場所 ： 町総合保健福祉防災センター（毎月第２水曜日）（自主活動・毎週）

津嘉山公民館（毎月第２水曜日）（自主活動・毎週）

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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③ 介護予防講演会等

介護予防のための研修会や講演会を開催し、住民に対し

て啓発を行います。また、介護予防事業をスムーズに行うた

め、看護師等を配置し各種介護予防事業を実施していきま

す。

主な経費

介護予防事業看護師報酬等 ５２１万円

▲介護予防講演会のようす

家族介護支援事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○家族介護支援事業 ５７１万円

１ 家族介護者支援交流事業（元気回復事業） ４５万円

介護が必要とされる高齢者や認知症の高齢者などを自宅で介護している家族の方々が、他

の家族との交流や情報交換、レクリェーションを通して日頃の介護疲れを軽減し心身のリフレッ

シュを図れるよう支援します。

主な経費 家族介護者等支援事業委託料 ４５万円

実施内容 ： 懇談会、ピクニック等の交流事業

対 象 者 ： 高齢者等を在宅で介護している家族

２ 家族介護教室 １０万円

自宅で家族を介護している方が、介護の方法や保健福祉制度、介護者自身の健康づくりな

どについて学び、介護者の精神的・身体的負担の軽減を図ります。

主な経費 家族介護者等支援事業委託料 １０万円

実施内容 ： 認知症高齢者の理解について、負担の少ない介護法、福祉用具の活用と

住宅改修などを学びます。

対 象 者 ： 高齢者等を介護している家族及び地域の支援者等。

平成２３年度は５回実施し、９７人が参加しています。

ご相談はこちらまで 南風原町社会福祉協議会

場 所 南風原町字宮平６９７番地１０

電話番号 ８８９－３２１３ ※ お気軽にご相談ください。

３ ねたきり老人見舞金支給事業 ８０万円

この事業は、ねたきり老人に対して見舞金を支給し、福祉増進を図ることを目的とします。支給

対象者は、６ヶ月以上引き続き寝たきりの６５歳以上の在宅（病院での入院含む）の方で、食事、

入浴、排泄など、日常生活する上で介助が必要な方に見舞金を支給しています。なお、老人ホ

ームに入所している方や、町が支給する他の見舞金を受けている方は支給の対象外となります。

主な経費 寝たきり老人見舞金 ８０万円

※平成２３年度は６５人に支給しています。
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４ 老人福祉医療助成金支給事業 ３６６万円

自宅（入院含む）で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者に対し、健康保険などの保険外負担

となっているおむつ代の助成をします。

主な経費 老人福祉医療助成金 ３６６万円

対 象 者 ： 次の要件全てに該当する方が支給対象となります。

①６５歳以上で、おむつ使用が６ヶ月以上継続している方。

②介護保険の適用入院（入所）していない方。

③南風原町に住民登録してから６ヶ月以上になる方。

④生活保護受給者でない方。

支給額 月額２，５００円【平成２３年度は１７８人に助成しました。（延べ月数１，７４１月分）】

５ 介護用品支給事業 ６０万円

自宅で高齢者を介護している家族の負担を軽減し、要介護者の家庭生活の継続と向上を図

るため、介護用品を支給します。（介護保険第２号被保険者で、特定疾病に該当する者を含み

ます）

主な経費 介護用品消耗品費 ６０万円

対 象 者 ： 本町に住所が有り要介護４又は５に相当し、町民税非課税世帯で自宅に

住む高齢者などを介護している家族。（入院中は給付を受けることができませ

ん）

給付の方法 ： 町に申請して給付券を受取り、町が指定した薬局で給付券を提示し必要な

用品と交換します。

給 付 額 ： １人あたり年額７万５千円

（家族介護元気回復事業に参加しない場合は月額８，３３３円）

用品の種類 ： 紙おむつ、尿とりパット、消臭剤等

平成２３年度は１１人に補助しました。（延べ月数９２月分）

６ 南風原町介護者の会（にじの会）補助金 １０万円

南風原町介護者の会（にじの会）は介護者間の連携を密にし、お互いが絣（かすり）をつむぐ

ように心と心を織りあわせ、協力と助け合いでよりより介護につなげる様に努め地域の理解と協

力を拡げながら、在宅で安心して介護ができることを目的に結成されました。

会員は、在宅療養者の介護者及びその他会の目的に賛同する人です。主な事業は、情報交

換及びリフレッシュ事業、関係機関の主催する事業への参加協力、講演会及び研修会等の実

施です。
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緊急通報体制等整備事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○緊急通報体制等整備事業 ６７万円

町内に住所を有するおおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及び高齢者のみの世帯等に必要

に応じて緊急通報装置を設置します。緊急時に受信センターが迅速かつ適切な対応を行い、平

常時には相談を受け付けたりする事業です。高齢者の日常生活上の安全の確保と不安の解消を

図ります。

【対象者】

町内に住所を有するおおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及び高齢者のみの世帯等

【実施時期】

２４時間体制で年間を通して利用できます

【受信センター】

㈱シルバーサービス沖縄 （住所：豊見城市字翁長８６９ 電話番号：８９１－６６９９）

主な経費

在宅老人緊急通報システム使用料 ６７万円

※平成２３年度は１６人が利用しました。

高齢者地域支援体制整備・評価事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○高齢者地域支援体制整備・評価事業 ４１４万円

１．軽度生活援助事業 ９４万円

この事業は、日常生活をしていくことに支障がある高齢者世帯に対して、家事をするホ－ムヘ

ルパ－（お手伝い）を派遣し、高齢者の健康の維持や生活の安定を目的とします。６５歳以上で

介護保険の要介護認定を受けていない方が対象です。費用は１時間当たり１２０円で利用でき

ます。平成２３年度の利用者は延べ９３人で、６６５時間の利用がありました。

主な経費 軽度生活援助事業委託料 ９４万円

サービスの内容

①外出するときの援助

②ふとんなどの日干しや衣類の洗濯、出し入れ

③家の周りの清掃

④家の中の整理・整頓
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２．ふれあいコ－ルサ－ビス事業 ３７万円

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などへ定期的に電話をかける事で、健康状態の確

認や心のふれあいを図ります。週３回利用することができます。個人負担はありません。平成２３

年度は利用者１０人で、１，１２９回利用されています。

主な経費 ふれあいコールサービス事業委託料 ３７万円

３．高齢者日常生活用具給付事業 １７万円

この事業は、高齢者が自立するための支援や介護予防を促進することを目的とし、日常生活

用具を必要とする６５歳以上の高齢者が、元気で安心して生活を送るために日常生活用具を支

援する事業です。対象者は、介護保険サービス対象となっていない方で特に必要性がある方と

なります。

主な経費 日常生活用具給付費 １５万円

福祉電話設置費 ２万円

給付及び貸与できる用具

歩行支援用具（手すり、スロ－プ等）、腰掛便座（ポ－タブルトイレ）、入浴補助用具（シャワ

－用椅子等）、電磁調理器、火災警報機、自動消火器、福祉電話などがあります。

（福祉電話は所得の低い１人暮らし高齢者又は高齢者世帯で、緊急連絡手段の確保が必

要な方が対象となります。基本料金・通話料は本人負担となります。）

※１割負担で購入できますが、所得に応じた負担や支給額には限度があります。

※平成２３年度の日常生活用具の給付は４件ありました。

４．外出支援サービス事業 ２６６万円

① 町に住所を有するおおむね６５歳以上の在宅高齢者で、一般の交通機関を利用する事

が困難な方に対し、リフト付きワゴン車で自宅と医療機関等の送迎を行います。

利 用 料 ： １回につき２００円

利用時間 ： 月～金曜日の午前９時から午後５時（祝日・年末年始は休み）

利用範囲 ： 町内及び隣接する市町村

② 高齢者の方で歩行に不安があるために、自分で「一般高齢介護予防通所事業」の提供

場所（地域公民館・集会所）まで歩くことが困難で、家族などの援助が困難な方の送迎を行

います。（利用料は無料です）

主な経費

外出支援サービス事業委託料（町社会福祉協議会へ委託） ２６６万円
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包括的支援事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○包括的支援事業 ２，００２万円

１．地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で生き生きと生活できるように、様々な支援を行う地域介護の中核

拠点となる「地域包括支援センター」を設置し、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーなど

専門職を配置して、高齢者やその家族の相談を受けたり、「介護予防ケアマネジメント」を行いま

す。

具体的には・・・・・

①高齢者に関する介護保健・福祉・医療等の総合相談。

②高齢者虐待の防止、権利擁護に関する支援。

③要支援１・２の方のケアプラン作成。

④市町村、関係機関との調整や、ケアマネジャーの支援。

主な経費

地域包括支援センター運営費 １，２４７万円

包括支援センターネットワークシステムに係る経費等 ９５万円

※地域包括支援センターは平成２２年度から町直営となっています。

２．在宅介護支援センター運営事業（地域型）

在宅介護支援センタ－は、高齢者が住みなれた町で安心して暮らしていけるように、自宅に

居ながら、保健・福祉・介護の相談などを行う身近な相談窓口です。各種の福祉サービスが利

用できるように、地域包括支援センターと連携をとりながら「介護の予防」と「生活の支援」に重点

を置いて支援を行います。

具体的には・・・・・

①自宅での介護に関する相談を行います。

②介護サ－ビスを受ける為の利用手続きをお手伝いします。

③保健・福祉・介護サ－ビス等の紹介をします。

④介護保険に該当しない方々への生活支援サ－ビスを紹介します。

⑤高齢者の生活状況を把握し課題の早期発見・解決の支援を行います。

主な経費

在宅介護支援センター運営事業委託料 ６５３万円

（町社会福祉協議会へ委託）

３．地域包括ケア推進協議会

地域包括支援センターの適切な運営に関する事項等や福祉事業の円滑な推進のため推進

協議会を設置。

主な経費 地域包括ケア推進委員謝礼金 ７万円
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介護保険運営事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○介護保険運営事業 ２億７，００７万円

南風原町の介護保険は、「沖縄県介護保険広域連合」に加入する事によって、運営されていま

す。介護保険広域連合が、安定的に運営されるよう、介護給付費及び予防給付費に要する費用

の１２．５％に相当する額を介護保険広域連合に支出しています。

主な経費

沖縄県介護保険広域連合負担金 ２億６，９９０万円

その他の経費 １７万円

【沖縄県介護保険広域連合】http://www.okinawa-kouiki.jp/index.html

広域連合では、２８市町村が一つの大きな組織を作ることによって、介護保険財政を安定させ、

介護サービスの平準化を図っていきます。また、構成市町村の英知を結集して、保険料やサービ

スの適正化をはじめ、離島などサービス基盤の不十分な地域への対策など、諸課題の解決に取り

組むことによって、効率的で質の高い事業の実施を目指しています。

平成２４年度から６５歳以上の方 (第1号被保険者)の年間保険料が

改定されました。

３年ごとに見直しを行う第１号被保険者のランク地域、保険料が下記のとおり改定されました。

南風原町は、平成２１年度から平成２３年度まで第２ランク地域で、平成２４年度から平成２６年度も

同じ第２ランク地域となります。

　これまでのランク地域（H21～H23） 　これからのランク地域（H24～H26）

第1ランク地域 第1ランク地域

宜野座村・久米島町・南大東村・北大東村・
渡名喜村

北中城村・南大東村・北大東村

第2ランク地域 第2ランク地域

南風原町・南城市・東村・恩納村・北中城
村・伊平屋村・本部町・国頭村・伊江村・読
谷村・嘉手納町・中城村・座間味村

南風原町・豊見城市・南城市・金武町・嘉手
納町・北谷町・久米島町・東村・伊江村・読
谷村・中城村・座間味村

第3ランク地域 第3ランク地域

豊見城市・今帰仁村・北谷町・粟国村・伊是
名村・八重瀬町・大宜味村・金武町・与那原
町・渡嘉敷村

本部町・八重瀬町・与那原町・国頭村・大宜
味村・今帰仁村・恩納村・宜野座村・伊平屋
村・伊是名村・渡嘉敷村・粟国村・渡名喜村
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第1ランク
第2ランク
（南風原

町）
第3ランク 第1ランク

第2ランク
（南風原

町）
第3ランク

第1段階
生活保護受給者、または
世帯全体が住民税非課税
かつ老齢福祉年金受給者

20,940 27,336 31,458 第1段階
生活保護受給者、または
世帯全体が住民税非課税
かつ老齢福祉年金受給者

29,964 34,494 38,544

第2段階

世帯全体が住民税非課税
で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万
円以下の方

25,128 32,804 37,750 第2段階

世帯全体が住民税非課税
で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万
円以下の方

34,758 40,013 44,711

第3段階
世帯全員が住民税非課税
であって第2段階以外の方

31,410 41,004 47,187 第3段階
世帯全員が住民税非課税
であって第2段階以外の方

44,946 51,741 57,816

第4段階
本人が住民税非課税で世
帯に住民税課税者がいる
場合

41,880 54,672 62,916 第4段階
本人が住民税非課税で世
帯に住民税課税者がいる
場合

59,928 68,988 77,088

第5段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が200万
円未満の方

52,350 68,340 78,645 第5段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が190万
円未満の方

74,910 86,253 96,360

第6段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が200万
円以上の方

62,820 82,008 94,374 第6段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が190万
円以上400万円未満の方

89,892 103,482 115,632

第7段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が400万
円以上600万円未満の方

98,881 113,830 127,195

第8段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が600万
円以上の方

107,870 124,178 138,758

これまでの保険料
（H21～H23）

これからの保険料
（H24～H26）

保険料年額

６５歳以上の方 (第1号被保険者)の年間保険料

段階 対 象 者

保険料年額

段階 対 象 者



- 66 -

マタニティー事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○マタニティー事業 ２８万円

第１子・２子目の妊婦さんを対象に偶数月にマタニティー教室を開催しています。４回コースとな

ります。１回目は文学療法セラピストによる講話、２回目は栄養士による妊婦の栄養についての講

話、３回目は助産師によるお産のしくみと呼吸法実習、４回目は栄養士による調理実習の内容で

す。安心してお産にのぞめるよう、これから産まれてくる我が子のために学んでみませんか。

主な経費 講師等謝礼金 ２０万円

消耗品など ８万円

新生児妊産婦訪問指導事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○新生児妊産婦訪問指導事業 １１０万円

助産師または保健師が初妊婦さんや生後１ヶ月前後の赤ちゃんのいる家庭を訪問します。主に

第１子を訪問していますが、希望する方にも実施しています。産前産後の体調や子育ての相談に

ご活用ください。

主な経費

新生児訪問及び

妊産婦訪問指導委託料 １１０万円

赤ちゃんすこやか広場事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○赤ちゃんすこやか広場事業 ５１万円

４ヶ月～６ヶ月の赤ちゃんを対象とし、赤ちゃんすこやか広場を３回コースで年６回開催します。

対象者には通知し予約制で行っています。

事業内容は、１回目は保育士による遊びについてや絵本の紹介、保健師による乳児の発達に

ついての講話、２回目は栄養士による離乳食実習、３回目は助産師によるベビーマッサージや保

健師による事故予防や予防接種についての講話となっています。

各専門の講師より相談・指導をうけることで、育児不安を抱えやすい乳児期のお子さんをもつお

母さんたちの不安解消を図ります。親同士の交流をとおして、子育てサロンへの参加へつながった

りと、楽しく育児をする環境づくりのきっかけにもなっています。

主な経費 講師等謝礼金 ３６万円 消耗品など １５万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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▲ベビーマッサージの様子 ▲おもちゃづくりの様子

離乳食実習事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○離乳食実習事業 ２７万円

５ヶ月以降の赤ちゃんをもつお母さんを対象に、離乳食実習を実施しています。

栄養士の指導のもと、３～４名を１グループとして前期・中期・後期の離乳食を作り赤ちゃんと一緒

に試食します。また、栄養士・保健師による相談もおこなっており、離乳食のすすめ方や育児につ

いての相談ができます。

実習中は母子保健推進員がお子さんをお預かりしています。

主な経費 講師等謝礼金 １５万円 材料費など １２万円

↑離乳食実習に使う食材と実習中の母子保健推進員による子守↑

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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母子栄養強化事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○母子栄養強化事業 ６万円

生活保護法による被保護世帯、市町村民税非課税世帯及び所得税非課税世帯に属する妊産

婦及び乳児のうち医師により栄養強化を行うことが必要と診断された者、体重の増えが悪い乳児に

対し、牛乳・粉ミルク等の品目を定められた期間で支給します。

主な経費

ミルク等支給費 ６万円

１歳６ヶ月児健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○１歳６ヶ月児健康診査事業 ２４５万円

１歳７ヶ月～９ヶ月児を対象に身体発育及び精神発達の面から医師、歯科医師等による総合

的な健康診査をおこないます。毎月１回実施しています。

健診の内容は１.発達チェック ２.身長・体重・胸囲・頭囲の測定 ３.尿・血液検査 ４.小児科医

診察 ５.歯科医診察 ６.歯科衛生指導 ７.栄養相談 ８.保健相談となっています。

主な経費

医師等謝礼金 １２８万円

検査委託料など １１７万円

管理栄養士による栄養相談のようす→

３歳児健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○３歳児健康診査事業 ２２７万円

３歳４ヶ月～５ヶ月児を対象に、身体発育及び精神発達を医師、歯科医師などによる総合的

な健康診査をおこないます。毎月１回実施しています。

健診の内容は、１.尿検査２.身体測定３.視力検査４.発達チェック５.小児科医診察６.歯科医診

察７.歯科衛生指導８.栄養相談９.保健相談となっています。

健診と同時に視力・聴力の検査もできる良い機会となっています。

主な経費

心理相談士等謝礼金 ５６万円

健康診査委託料 １４４万円

消耗品など ２７万円

←３歳児健康診査のようす
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妊婦一般健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○妊婦一般健康診査事業 ４，３５４万円

妊婦健診の公費負担が最大１４回に拡大されています！！
～健やかな妊娠・出産のために妊婦健診を受けましょう～

妊婦健診は保険適用外のため、その費用が全額自己負担となります。妊婦さんの経済的負担

を軽減する目的で、平成21年度から公費負担回数が最大１４回に拡大されました。妊婦健康診査

受診票に記載された検査項目については、無料で受診することができます。さらに平成23年度よ

り、新たな検査項目（クラミジア抗原検査）も公費助成の対象となりました。検査項目も充実していま

すので、定期的な健診を心がけましょう。

また、県外での里帰り出産を希望する妊婦さんにも公費負担で健診が受けられるように、妊婦健

康診査費用の助成をおこなっています。

対象：南風原町に住民票がある妊婦さん（外国人登録の方も含む）

主な経費

健康診査委託料 ４，３０４万円 助成金 ２０万円

消耗品など ３０万円

妊娠
週数

妊娠
月数

望ましい
健診時

期

公費健
診受診
時期

公費
負担額

　8～11 ３ヶ月 １回目 12,540円

12～15 ４ヶ月 ２回目 5,040円

16～19 ５ヶ月 ３回目 9,820円

20～23 ６ヶ月 ４回目 5,000円

24～25 ５回目 6,000円

26～27 ６回目 5,040円

28～29 ７回目 9,290円

30～31 ８回目 6,000円

32～33 ９回目 5,040円

34～35 １０回目 9,820円

36 １１回目 6,000円

37 １２回目 5,040円

38 １３回目 5,040円

39 １４回目 5,040円

※親子（母子）健康手帳交付時の週数に応じて必要な回数の受診票が発行されます。

８ヶ月

１．基本的な健康診査　２．血液検査（血液型検査、貧血検査、血糖検査、HBｓ抗原検査、HCV抗体
検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体検査、HIV抗体検査、ｸﾗﾐｼﾞｱ抗原検査）　３．子宮頸が
ん検査　４．超音波検査

９ヶ月

７ヶ月

１．基本的な健康診査　２．超音波検査

１．基本的な健康診査　２．血液検査（貧血検査）　３．超音波検査

健　　診　　内　　容

１．基本的な健康診査

4週間に
1回

２週間
に
１回

１週間
に
１回

１．基本的な健康診査

１．基本的な健康診査

１．基本的な健康診査

１．基本的な健康診査　２．超音波検査

　※「１．基本的な健康診査」では、問診等による健康状態の把握、体重測定、血圧測定、尿検査等の定期検査、保健指導が行われます。

　※上記それぞれの検査については、公費負担により無料で受診することができますが、項目以外の検査料は自己負担となります。

　　・・・例えば、超音波検査がない２回目、６回目、９回目、１２～１４回目で超音波検査を受けた場合の検査料金は自己負担になります。

１．基本的な健康診査　２．血液検査（貧血検査、GOP･GPT）　３．帯下培養　４．超音波検査

１０ヶ月

妊婦健康診査内容及び公費負担額等

　※「健診受診時期」については、１回目を８週で受診した場合の例です。

１．基本的な健康診査　２．超音波検査

１．基本的な健康診査　２．血液検査（貧血、血糖検査）　３．超音波検査　４．ＨＴＬＶ－１抗体価検査

１．基本的な健康診査　２．超音波検査
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乳児一般健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○乳児一般健康診査事業 ５８４万円

１歳未満の乳児を対象に前期（生後３ヶ月以降）と後期（生後９カ月以降）に各１回、身体測定

や尿・貧血検査、小児科医による診察や保健師・栄養士による相談をおこない、乳幼児の発育

発達について確認します。毎月１回実施しています。

主な経費

健康診査委託料 ５５１万円

消耗品など ３３万円

身体測定の様子→

歯の健康フェア事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○歯の健康フェア事業 ３２万円

乳歯の健康は丈夫な永久歯をつくる基となるため、乳幼児期におけるむし歯予防はとても

大切です。生活習慣や食生活のあり方などについて、健診や相談をとおして一緒に考えます。

内容は歯科医師の講話と健診、歯科衛生士による歯磨き指導とフッ素塗布、栄養相談、保健

相談、母子保健推進員による歯にいいおやつの紹介や幼児に必要な食事量などを紹介してい

きます。歯の健康を親子で考えるいい機会となっています。

主な経費 医師、歯科衛生士等謝礼金 １９万円

消耗品など １３万円

▲ 歯科医師による健診 ▲ 母子保健推進員による染め出しの様子
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予防接種事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城 吉廣）

○予防接種事業 １億４，０５２万円

１ 乳幼児や児童・生徒の予防接種

予防接種は、病原体からつくられたワクチンを接種することによって、免疫をつくるものです。

大部分の感染症は一度かかると、その病気に対する免疫ができます。同様に感染症の原因とな

る病原体（ウィルスなど）の毒性を弱めたワクチンを接種することにより、病気にかからないように

免疫をつくり、お子さんを感染症から守ることができます。

乳幼児や児童・生徒の予防接種は、集団（総合保健福祉防災センタ－）・個別（指定病院）で

実施します。対象となるお子さんのおられる保護者には個別に通知します。

①予防接種の種類

☆ポリオ（小児マヒ）

・対象年齢：生後３ヶ月～７歳半未満

・接種場所：総合保健福祉防災センタ－（集団接種）

・接種回数：２回 ・接種期間：春・秋にそれぞれ１回

・年間受診者数：１，１００名 ・１人当たり経費：１，４２７円

☆ＤＰＴ（Ｄ：ジフテリア、Ｐ：百日咳、Ｔ：破傷風）

・対象年齢：生後３ヶ月～７歳半未満

・接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

・接種回数：初回３回接種後、１年後に１回 ・接種期間：通年

・年間受診者数：２，５００名 ・１人当たり経費：５，９５３円

☆ＭＲ（麻しん（はしか）・風しん（三日はしか））

・対象年齢：１歳～２歳未満、５歳～７歳で小学校就学前の１年間

中学１年生相当年齢の者・高校３年生相当年齢の者

・接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

・接種回数：各年齢とも対象年齢期間中に１回接種 ・接種期間：通年

・年間受診者数：１，６００名 ・１人当たり経費：１０，７７３円

☆ＤＴ（ジフテリア・破傷風）２期

・対象年齢：小学６年生

・接種場所：総合保健福祉防災センタ－（集団接種）

・接種回数：１回

・接種期間：１０月

・年間受診者数：４００名

・１人当たり経費：１，４２７円（集団接種）、６，２０５円（個別接種）
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☆ＢＣＧ（乳幼児結核）

・対象年齢：生後３ヶ月～６ヶ月未満

・接種場所：沖縄県総合保健協会

・接種回数：１回 ・接種期間：通年（１２ヶ月）

・年間受診者数：５５０名

・１人当たり経費：６，０００円（集団接種、個別接種）

☆日本脳炎

・対象年齢：７歳半未満

・接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

・接種回数：１期初回２回・１期追加１回 ・接種期間：通年

・年間受診者数：１，８００名 ・１人当たり経費：７，８３３円

※今年度も、下記の予防接種も実施いたします。（実施方法は他の個別接種に準ずる。）

☆子宮頸がんワクチン

・対象年齢：中学１年生～高校１年生（３回接種）

・１人当たり経費：１回につき１５，９３９円

☆ヒブワクチン

・対象年齢：０歳～４歳（３回～１回）

・１人当たり経費：１回につき ８，８５２円

☆小児用肺炎球菌ワクチン

・対象年齢：０歳～４歳（４回～１回）

・１人当たり経費：１回につき １１，２６７円

２ 高齢者の予防接種

高齢者（６５歳以上）のみなさんのインフルエンザ予防接種は、１１月初旬から翌年の２月末日

の間に町指定医療機関（予約制）でおこないます。予約の方法は、個別通知した資料に接種で

きる医療機関のリストがありますので、受けたい医療機関に各自で電話予約してください。

主な経費

予防接種ワクチン、医薬材料の経費 ９２万円

医師への予防接種委託料 １億３，７０１万円

予防接種通知の経費 １６０万円

その他の経費 ９９万円

※予防接種を受けるとその病気にかかりにくくなったり、かかっても重症になることを防ぐことが

できます。また、受ける方が多ければ多いほど流行を防ぐことができます。そのため、たくさん

の方に接種していただけるよう、町では予防接種の自己負担を免除し、病気の予防活動につ

なげています。

◎日本から麻しんを排除するためには、受診率９５％以上の達成が必要です。
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社会福祉団体育成事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○社会福祉団体育成事業 ８，９１４万円

１．南風原町社会福祉協議会への補助金 ８，０６０万円

社会福祉協議会は、地域の住民やボランティア、福祉・保健などの関係者、町役場などの行政

機関と協力して福祉のまちづくりを進めています。民間組織としての自主性と、住民や社会福祉関

係者に支えられた公共性という二つの側面を持った組織です。

■南風原町社会福祉協議会の主な活動

①連絡調整活動

ア．福祉保健施設団体連絡会の開催 イ．各種関係機関との連携

②調査研究及び広報・啓発活動

ア．委員会の開催（総務・財政委員会、企画・広報委員会）年３回

イ．低所得世帯の調査 ウ．児童・生徒・教員の福祉意識調査

エ．事業総括会議の開催（年２回） オ．福祉まつりの開催

カ．新規事業・活動に関する調査・研究（成年後見制度・就労支援・地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ）

キ．ホームヘルプサービス利用者満足度調査

ク．社協だより「ちむぐくる」平成２４年４月より毎月発行（年１２回）

ケ．地域福祉懇談会の実施（５地区）など

③低所得者福祉に関する事業（生活福祉資金貸付、助け合い金庫貸付、歳末たすけあい募

金による年末激励金の支給、米券等の支給援助）

④高齢者福祉に関する事業（在宅介護支援センタ－運営、介護予防等事業の実施、友愛訪

問活動促進事業、高齢者健康づくり推進事業、福祉機器貸出事業、訪問介護事業、介護

予防訪問介護事業）

⑤児童福祉に関する事業（こいのぼり掲揚式、子育て支援事業、ファミリ－サポ－トひびきへ

の支援）

⑥障がい（児）者福祉に関する事業（障害福祉サ－ビスの実施、地域生活支援事業の実施、

障がい者パソコン教室、県難聴・言語障害教育研究会への助成、町手をつなぐ育成会へ

の支援）

⑦ひとり親家庭福祉に関する事業（就労支援事業、母子寡婦福祉制度説明会）

⑧苦情解決事業の実施

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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⑨ふれあいのまちづくり推進事業

ア．小地域福祉ネットワ－クづくり推進事業（推進地区の指定１６ヶ所、ネットワーク連絡会、

小地域福祉ネットワーク宿泊研修会開催）

⑩日常生活自立支援事業等の推進（地域福祉権利擁護事業、日常的金銭管理支援事業）

⑪支えあうまちづくり事業

各小学校区にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、子育て世帯、障がい者世帯、高齢

者世帯等を含む全ての個人・世帯を対象に要支援者を把握するとともに、住民による支えあ

い助け合い活動を推進します。

・生活課題の把握と情報共有のシステムづくり

（１）コミュニティソ－シャルワ－カ－の配置（各小学校区）

（２）福祉マップづくり （３）見守り活動、生活支援活動

（４）地域福祉推進会議（仮称）の設置

・まちづくりサポ－トセンターの設置・運営

（１）提供会員、依頼会員の登録・斡旋

⑫各種福祉団体の支援

⑬その他の事業 民生委員・児童委員宿泊研修会の様子↑

・災害等支援活動の実施（災害等見舞金の支給）

↑支えあうまちづくり事業（福祉マップ作り）のようす。 ↑まちづくりサポ－トセンタ－（個人住宅改修）のようす。

子育て支援事業 【子育てサロン開催地区：平成２４年３月時点】

№ 地区名 開 催 日 場 所

１ 与那覇 毎週金曜日 午前１０時～正午 与那覇ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ-

２ 新 川 毎月第１・２・４水曜日 午前１０時～正午 新川ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ-

３ 兼 城 毎週木曜日 午前１０時～正午 兼城公民館

４ 照 屋 毎月第１・３・４木曜日 午後２時～午後４時 照屋ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ-

５ 第二団地 毎週月曜日・木曜日 午前１０時～正午 第二団地集会所

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち



- 75 -

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち

２．その他の団体への補助金・負担金

沖縄県市町村総合事務組合負担金 ７万円

町民生委員児童委員協議会補助金 ８４７万円

ふれあい福祉相談室

南風原町社会福祉協議会では、町民の日常生活上の悩みごとに対し、適切な助言・援助

を行い、問題解決を図ります。

■一般相談 （月曜日から金曜日 午前９時～正午 午後２時～４時）

経済的なこと、家族のこと、ＤＶ、財産問題、サラ金問題、医療費、年金問題、

学資資金等の借入、高齢者・障害者（児）に関する相談、子どもの不登校、福祉

制度の利用等、どんな事でも気軽にご相談下さい。

■専門相談

・弁護士による法律相談（毎月第２・３・４木曜日 午前１０時～正午）予約制

・司法書士によるサラ金相談（毎月第３水曜日 午前１０時～正午）予約制

※相談は無料で、秘密を厳守いたします。

※社会福祉協議会に来られない方には、電話で相談に応じます。

※いずれの相談も、祝日及び年末年始はお休みです。

ご相談に関するお電話は、ＴＥＬ ８８９－６２７０ までお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

社会福祉法人南風原町社会福祉協議会

〒901-1104 南風原町字宮平６９７番地１０ ＴＥＬ８８９－３２１３ ＦＡＸ８８９－６２６９

自殺対策事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○自殺対策事業 １１８万円

精神保健福祉士に依頼し、対面相談支援事業及び普及啓発事業を実施し、自殺予防のための

相談支援や町民に向け情報提供を行い、必要に応じ保健所・社会福祉協議会と連携を図りながら

自殺対策に取り組んでいきます。そのほか、自殺予防に関するパンフレット・リ－フレットを９月の自

殺予防週間にあわせて町の広報と一緒に配布します。

主な経費

相談員謝礼金 ５０万円 パンフレット代 ６８万円

【 南風原町の自殺数の年次推移（人数）】

＊（ ） は死因別順位

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

死亡総数 172 171 162 195 201 181

自殺 男性 8（4位） 13（2位） 　4（5位） 2 　6（5位） 6 4

女性 3（5位） 1 1 1 2 0 4

合計 11（5位） 14（5位） 5 3 　8（5位） 6 8
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ボランティア活動補助事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○ボランティア活動補助事業 ３５万円

南風原町社会福祉協議会内にある「ボランティアセンター」では福祉に対する教育やボランティ

ア活動員の育成を行っています。町では、町社会福祉協議会をとおして、ボランティアセンターへ

補助金を支出しています。

主な経費 ボランティア活動補助金 ３５万円

～～～～～～～～ ボランティアセンターの活動をご紹介します！ ～～～～～～～～

ボランティアセンターでは、子どもから高齢者までの福祉に対する理解を深めてもらえるような活

動を行っています。福祉教育推進事業は教育委員会と共催で実施しており、保育園、幼稚園、小

・中・高２３校の福祉教育推進校が活発な活動を展開しています。また、福祉の学習に取り組む学

校へ人材・社会資源を活用したプログラム、体験学習用機材の貸し出し、教職員による出前講座

を行います。今年度は、町民の福祉教育を総括し、今後のあり方や推進方策を研究協議するため

２年間にわたり「福祉教育研究会」を設置し、調査・研究を行います。

ボランティアに対するニ－ズは今後ますます多様化することが予測されることから、住民の知識と

技能を活かしたボランティア活動の機会づくりや活動支援を継続して実施し、ボランティアセンター

基盤の整備に努め、あわせて専門性を持ったＮＰＯとも積極的に連携・協働し、活動を支援しま

す。また、災害時に迅速に対応できるよう行政や関係機関・団体、民生委員・児童委員、自治会長

等と日頃から連携し、災害時要支援者の避難等支援を行うための支援ネットワークづくりに取り組

むとともに、町が実施する防災訓練に参加し災害時の社協の役割を確認します。

１．福祉教育の推進

①福祉教育連絡会の開催

②福祉教育推進事業助成（２３ヶ所）

③教員等の福祉教育研修会の開催

④福祉教育研究会の開催

２．ボランティア養成研修の充実

①１０代のボランティア研修会

②ボランティア養成講座の開催

３．ボランティアセンターの基盤整備

①コーディネート機能の充実

②ボランティア団体・NP０等との連携

③ボランティア活動の振興

４．災害ボランティアセンターの機能充実
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児童館運営事業・単独
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○児童館運営事業・単独 ２，５８７万円

町内には４つの児童館（北丘、兼城、本部、津嘉山）があります。児童館では、子供たちに遊び

と学びの場を提供し、子ども教室、クラブ活動、人形劇鑑賞、スポーツ大会等の活動を行っていま

す。また、児童館の管理運営は、１２名（各児童館３名）の児童厚生員と臨時職員が行います。児

童厚生員は、いろいろな研修や県内各地の児童館などと情報交換を行い、よりよい児童館づくり

や児童の健全育成を行っています。

１．子ども教室

北丘児童館：トールペイント教室、科学あそび教室、クッキング教室他

兼城児童館：町史跡めぐり教室、クッキング教室、玩具作り教室他

本部児童館：お菓子作り教室、折り紙教室、工作教室他

津嘉山児童館：ニュースポーツ教室、トールペイント教室他

２．クラブ活動

北丘児童館：幼児クラブ、エイサークラブ、絵画クラブ他

兼城児童館：幼児クラブ、エコクラブ、チャレンジクラブ他

本部児童館：親子リトミック、チャレンジクラブ、卓球クラブ他

津嘉山児童館：幼児クラブ、エイサークラブ、スポーツクラブ他

３．人形劇

４児童館、４母親クラブ合同で人形劇鑑賞会を行います。

４．スポーツ大会

チャレンジランド、合同スポーツ大会など各児童館や４児童館合同でイベントを行います。

＊その他４児童館合同で自然体験キャンプ、音楽鑑賞会、南風原町児童館まつり、南部地区児

童館まつりを行います。

■主な経費

児童厚生員報酬 １，４４６万円

臨時職員賃金 ３５２万円

光熱水費 ９２万円

消耗品費 ６０万円

児童館の修繕等 ２３１万円

その他の経費 ４０６万円

ご連絡はこちらまで

北 丘 児 童 館 ８８９－３８８３ （宮平４８９－１） 北丘小学校入口近く

兼 城 児 童 館 ８８９－６１１４ （兼城８４） 兼城公民館裏

本 部 児 童 館 ８８９－５００８ （本部１１６） 本部公民館の隣

津嘉山児童館 ８８８－２９２５ （津嘉山６６３－１） 津嘉山公民館近く

※ お気軽にご利用下さい。

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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学童保育事業・補助
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○学童保育事業・補助 ４，８２０万円

１．学童クラブ補助金 ４，５３９万円

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童を対象に、一定の条件を満たした学童

保育事業を実施している学童クラブに対し、町から補助金を助成し、児童の健全な育成を図るこ

とを目的とした事業です。また、障害者のいる学童クラブへは、補助金の加算を行っています。

各学童クラブへの補助金額と学童クラブの人数は次のとおりです。なお、人数は平成２３年度の

平均を掲載しています。平成２４年度より竹の子学童クラブと第二こがね森学童クラブが新たに

対象となります。

よなは学童クラブ補助金 ４０９万円（６６人）

北丘学童クラブ補助金 ４２９万円（６２人）

津嘉山学童クラブ補助金 ４２１万円（４９人）

学童クラブわんぱく家補助金 ４１８万円（４４人）

ドルチェ学童クラブ補助金 ４４５万円（３７人）

こがね森学童クラブ補助金 ６１１万円（３６人）

みやび学童クラブ補助金 ３０４万円（２４人）

翔南学童クラブ補助金 ４５７万円（３２人）

竹の子学童クラブ補助金 ４３４万円（４１人）

第二こがね森学童クラブ補助金 ６１１万円（３６人）

２．学童クラブ設置補助金 １００万円

新たに学童クラブを実施するための改修や必要な設備の設置などの環境設備に補助するこ

とで、学童クラブの設置促進を図る事業です。平成２４年度は第二こがね森学童クラブが対象と

なります。

３．放課後児童クラブ環境改善事業補助金 １８１万円

学童クラブ施設の老朽化や破損に伴い、児童の安全・衛生上問題があると思われる施設・設

備の改修及び修繕に要する経費を補助する事業です。平成２４年度はドルチェ学童クラブが対

象となります。

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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次世代育成支援対策事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○次世代育成支援対策事業 ３３２万円

ファミリーサポートセンターが主な事業となります。ファミリーサポートセンターとは、保育園の開

始前や終了後、保育園までの送迎、学童保育終了後、保護者等の病気や急用等、冠婚葬祭や他

の子どもの学校行事の際、買い物等外出時など、一時的に子どもを預かって欲しいけれど頼れる

人がいない世帯の子育て支援のため、育児について助け合う相互援助活動を行うものです。町社

会福祉協議会へ業務を委託し、平成２２年度よりスタートしました。労働者や児童の福祉の向上を

図っていきます。

【 センターの業務 】

①会員の募集、登録などに関すること ②相互援助活動の調整 ③会員を対象に相互援助

活動に必要な知識を習得するための講習会の開催 ④会員の交流を深め、情報交換の場を

提供するための交流会の開催 ⑤子育て支援に関する関係機関との連絡調整に関する業務

⑥広報活動

主な経費 ファミリーサポートセンター事業委託料 ３３２万円

（内訳） アドバイザー報酬 ２２８万円

消耗品等事務費 １０４万円

地域子育て支援拠点事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○地域子育て支援拠点事業 １，６２４万円

地域子育て支援拠点事業は、町の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的として、育児

不安などについての相談指導、子育てサークルなどへの支援や地域の保育需要に応じた特別保

育事業などの実施、また町の保育についての情報を提供したり、家庭内保育を行っている人への

支援を行います。町内では、町立宮平保育所（ふくぎの家）や法人保育園（認可保育園）２園で行

っています。町は、地域子育て支援拠点事業を行う法人保育園（認可保育園）に対して補助金を

助成し、保育の充実を図ります。

主な経費 宮平保育所臨時職員賃金 ３７３万円

認可保育園地域子育て支援拠点事業補助金 １，１８５万円

その他の経費 ６６万円

※ 費用の一部を国が８１２万円負担しています。

（単位：人）
保育所(園)名 こども 大人 合計
宮平保育所 4,124 2,985 7,109

津嘉山保育園 2,833 2,298 5,131
かねぐすく保育園 1,529 1,152 2,681

合計 8,486 6,435 14,921

平成２３年度 年間利用状況

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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重度心身障害者医療費助成事業
（担当：民生部 こども課 課長：上間 諭）

○重度心身障害者医療費助成事業 ５，５０４万円

心身に重度の障害のある方が医療機関を利用した場合、その自己負担額分（保険適用外

は除く）に対し、医療費が助成されます。

入院時食事療養費は、半額の助成となります。

申請には、受給者証の提示が必要です。

医療費助成対象者

医療保険に加入している方で障害の程度がいずれかに該当する方。

１．身体障害者手帳１級又は２級の方

２．療育手帳A1（最重度）：A2（重度）の方

３．身体障害者手帳で３級かつ療育手帳B1（中度）の方

４．療育手帳B1（中度）で特別児童扶養手当１級の支給対象児童

５．療育手帳B1（中度）で障害基礎年金１級を受給している方
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4,000

5,000

6,000
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2,040 2,220
1,583

2,237 2,397 2,366 2,287 2,423

2,040
2,227

2,459

3,020 3,200 3,175 3,050 3,081

万円

年度

重度心身障害者医療費助成事業年度別当初予算グラフ
県負担金 町負担金

重度心身障害者（児）

医療費助成金

5,341万円

その他の経費

163万円

平成24年度当初予算の主な使い道

臨時職員賃金 161万円

印刷製本費 2万円

助成対象人数 608名
一人当たり予算87,845円

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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市町村地域生活支援事業
（担当：民生部 保健福祉 課長：大城 吉廣）

○市町村地域生活支援事業 ２，７５９万円

障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・

効果的に実施し、障がい者及び障がい児の福祉増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず

町民が相互の人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを

目的としています。

１．コミユニケーション支援事業 ２６５万円

①手話通訳設置事業

聴覚障がいの方のコミュニケーションの支援を行うため、

手話通訳士を保健福祉課障がい班に配置しています。

主な経費 手話通訳士報酬 ２１３万円

その他の経費 １万円

②手話要約筆記奉仕員派遣事業 ▲手話奉仕員養成講座のようす

聴覚障がい者に対し、集会や通院などの場合に手話通訳者を派遣し、コミュニケーションの

支援を行う。聴覚障がいの方からの申し出により登録された手話奉仕員・要約筆記奉仕員を

派遣します。

主な経費 手話・要約筆記奉仕員派遣報償費 ５０万円

保険料 １万円

２．相談支援機能強化事業 ２４１万円

地域の障がい者の福祉に関するいろいろな問題について、障がい者や障がい児の保護者から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行います。

主な経費 相談員（社会福祉士）報酬 ２４１万円

３．発達障がい児支援事業 ３９９万円

「ゆうな園」を拠点に、発達が気になる乳幼児、又は自閉症やアスペルガー症候群等の広汎性

発達障がい、学習障がい（ＬＤ）、注意欠落多動性障害（ＡＤＨＤ）等の発達障がいを有する乳幼

児等について、成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援拠点の整備を構築する

ことを目的として南風原町発達障がい児支援拠点整備事業を行います。

主な経費

発達支援心理士報酬 ２１０万円

保育士賃金 １７６万円

消耗品費等事務費 １３万円

ノルウェーのサンタ・ニッセと→

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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↑ゆうな園プール遊び ↑５月の遠足

４．南風原町障がい者地域自立支援協議会 ２７万円

相談支援をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりを協議します。

・障がい者の自立した地域生活を支援するための方策

・処遇困難な障がい者への支援の方策

また、下部組織としてワーキングチームを設置し協議会に必要な基礎資料の収集や、町の障

がい者相談員の事案解決に向けての助言を行います。

主な経費 自立支援協議会委員・ワーキングリーダー謝礼金 ２７万円

５．日常生活用具給付等事業 ５６８万円

重度障がい者に対して日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具

の給付又は貸与をします。

主な経費 日常生活用具給付等費（福祉機器・住宅改修等） ５６８万円

６．移動支援事業 ７９９万円

屋外の移動に困難がある障がい者・障がい児の地域で

の自立生活及び社会参加を促すために、外出支援を行う

事業です。

主な経費

移動支援事業委託料 ７９９万円

７．地域活動支援センター機能強化事業 ４５０万円

地域で生活する障がい者が、憩いと利用者どおしの交流の場として利用する場所で、地域の

方との交流会などがあります。 また、創作活動または生産活動の提供、社会との交流の促進な

ど便宜を図り機能訓練・社会適応訓練の活性化を目的とする事業です。対象施設はてるしのワ

ークセンターです。

主な経費 地域活動支援センター委託料 ４５０万円

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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８．福祉機器リサイクル事業 １１万円

不用になった福祉機器について、これを必要とする他の方などに紹介します。

主な経費 福祉機器リサイクル事業委託料 １１万円

９．その他事業 １５８万円

①日中一時支援事業 ３６万円

障がい者などの日中における生活の場を確保し、障がい者などの家族の就労支援および障

がい者などを日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業です。

②社会参加促進事業 ６４万円

イ．手話奉仕員養成事業

聴覚障がい者のコミュニケーション支援を図ることを目的として、手話奉仕員派遣事業に必

要な登録奉仕員の養成をします。

主な経費

手話奉仕員養成講座講師謝礼金 ６４万円

ロ．点字・声の広報等発行事業 ３８万円

文字による情報入手が困難な障がい者のために、点字での訳、声での訳などの方法を使

って、町の広報や障がい者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に提供

します。

主な経費

点字・声の広報等発行事業委託料 ３８万円

ハ．ボランティア活動支援事業 ２０万円

障がいの方やその家族などの団体が行う活動に対する情報提供などの支援や障がいの方

のボランティア活動を育成します。

主な経費

ボランティア活動支援事業委託料

２０万円
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自立支援医療費事業
（担当：民生部 保健福祉 課長：大城 吉廣）

○自立支援医療費事業（更生医療給付事業） ６，４４７万円

身体障害者手帳の交付を受けた１８歳以上の方で、その障がいを軽減・除去し、日常生活能力

や職業能力の回復向上をはかるために必要な医療（医療に要する費用）が必要とされた場合に、

更生医療費の給付（支給）を行ないます。

なお、世帯の所得に応じ自己負担があります。

主な経費 障害者自立支援医療費 ６，４４０万円

自立支援医療費審査事務委託料 ７万円

【 公費負担の内容 】

角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植手術抗ＨIＶ療

法など

※人工透析の１人当たりの年間の医療費は約５００万円です。近年は生活習慣病（糖尿病）によ

る人工透析療養者も増えています。

障がい者自立支援特別対策事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○障がい者自立支援特別対策事業 ４４０万円

平成１８年４月の障がい者自立支援法施行にともなう激変緩和や新たな事業に速やかに移行で

きない事業者の経過的な支援など、新法への円滑な移行の促進を図り、障がい者及び障がい児

が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する事業です。

１．事業運営安定化事業 １２４万円

障害者自立支援法の新体系に移行した事業所が、移行する前の収入に比べて１０％以上収

入減になった場合に前年の収入の９０％(9割補償)までを補助する事業です。

２．移行時運営安定化事業 １００万円

事業運営安定化事業(9割補償)の適用を要さない事業所が、旧体系施設から新体系へ移行

した場合に、従前(移行前)の収入額を補助する事業です。

３．通所サービス利用送迎経費補助金 １７８万円

障害者自立支援法による通所サービスにおいて、利用者がサービスを利用しやすくするととも

に、送迎サービスの利用にかかる利用者負担の軽減を図ることを目的とした補助金です。

４．相談・支援充実強化謝礼金 ３８万円

障がいや発達が気になる子に対して、作業療法士や言語聴覚士が個別指導や相談支援に

関わり、保育者や保護者に対して個々の発達に適した指導・助言を行います。
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介護給付・訓練等給付事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○介護給付・訓練等給付事業 ４億６，０３８万円

心身に障がいがある方に、障がいの程度や介護の必要度、また身のまわりの状況等によって、

生活を支えるための様々な障害福祉サービスを提供します。

障害福祉サービスには、居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所（ショートステイ）、施設入所支援

などの介護給付と就労移行支援や自立訓練などの訓練等給付に分けられ、その種類と内容は次

のとおりです。

１．障害程度区分認定調査員報酬 ２１６万円

障がい者の介護の必要度を調査し認定するものです。区分の認定のためには障害程度区分

認定審査会の審査を必要としますので、１カ月程度の期間を要します。

２．障がい者自立支援給付費 ４億４，７９０万円

①短期入所費 ２９３万円

障がいのある方を介護している家族が、病気、出産、冠婚葬祭などの理由で介護できなく

なった場合に、介護者の負担を軽減するために、一時的（７日以内）に施設で障がいをもった

方の世話をします。

②児童デイサービス費 ７，３２２万円

心身に障がいのある児童がデイサービスセンターへ通い、療育や集団生活による個々の

特性にあった支援を受けます。

③居宅介護費 ２，９９１万円

障がいのある方で、日常生活に対する支援が必要な方に対して入浴、排せつ、食事などの

身体介護や料理、掃除などの家事援助を訪問介護員（ホームヘルパー）が行います。なお、

世帯の所得に応じて自己負担があります。

(1)家事援助：障害によって困難な家事などのお手伝い

(2)身体介護：入浴や食事・更衣などの身のまわりのことや，車いすなどで通院する際の介護

(3)通院介助：移動が困難な障がい者が通院する際の，自宅と病院などの間の介護

(4)行動援護：知的又は精神障がいにより外出が困難な方の支援

④同行援護 ３４６万円

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等について、余暇活動などの外出

時に同行し、移動に必要な情報の支援や排泄、食事等の介護をします。

⑤生活介護費 ５，８９９万円

障がいがあり 、常に介護を必要とする方に，主として昼間に障がい者支援施設等におい

て入浴、排せつ、食事などの日中介護を行うとともに創作活動または生産活動の機会を提供

します。
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⑥共同生活援助事業 ４８９万円

知的障がい・精神障がいを持った方が、生活援助体制を備えたアパート等で共同生活をす

る自立した生活を支援します。共同生活を行っている方は１０名です。

⑦機能訓練（身体訓練） ９５万円

身体に障がいのある方が、理学療法士や作業療法士の身体的リハビリテーションや日常生

活向上の支援を受け、地域生活を営むうえで、身体の機能の維持・回復などをの安定を図る

と共に障がい者の生活の安定を図ります。

⑧施設入所費 １５，１７４万円

施設に入所している障がい者に対して、主として夜間に入浴、排せつ、食事などの介護を

行います。 入所人数：５９名（平成２３年年度）

⑨共同生活援助（特別給付） １４４万円

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

⑩宿泊型自立訓練 ３９万円

生活のリズムを整えながら、生活能力の維持向上のための食事や家事等の日常生活能力

を向上するための訓練を行うものです。（日常生活訓練・社会適応訓練等）

⑪生活訓練（知的・精神訓練）費 ４４８万円

知的障がい・精神障がいのある方が、食事や家事等の日常生活を向上するための支援や

日常生活向上の相談支援を受け、地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上などをの安

定を図ると共に、障がい者の生活の安定を図ります。

⑫就労移行支援費 １，１１１万円

就労を希望する障がい者に対して、一定期間にわたり職業訓練等を通じて、一般就労に必

要な知識、能力向上のための訓練を行います。

⑬就労継続支援費（A型・B型） ９，７８６万円

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者が施設への通所により、就労や生産活

動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった方に対しては一般就

労等への移行に向けて支援を行います。

⑭相談支援事業（サービス利用計画作成費） １１万円

障がい福祉サービス（重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練

及び共同生活援助を除く。）の支給決定を受けた方などに対して、福祉サービスの利用調整

や計画的な利用を支援するサービス利用計画を作成します。
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３．療養介護費 ６４２万円

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関（施設）での機能訓練、健康の保持及び介護等

の福祉支援を図るために給付を行います。

４．補装具給付費 ７２６万円

身体に障がいのある人（児童）が日常での生活を向上させるために、失われた身体の機能を

補うための用具の給付や修理を行います。障がいの内容や程度に応じて、補装具の支給、修理

を行います。一部個人負担があります。なお、介護保険の対象者は介護保険制度が優先に適

応されますが、特殊な機能が必要な場合には利用できます。また、本人の体にあうようオーダー

メイドも可能です。

補装具の種類

視覚の障がい：眼鏡・コンタクトレンズ・義眼・盲人安全つえ

聴覚の障がい：補聴器・イヤモールド

肢体の障がい：義手・義足・上肢装具・下肢装具・車いすなど

補聴器 →

バギー（子ども用車椅子）→

５．療養介護医療費 １９４万円

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関（施設）での医療にかかる給付を行う事業です。

６．主治医意見書作成手数料 ４３万円

障害者自立支援給付を利用するときに、障害程度区分認定が必要なサービスを利用するとき

に主治医の意見書が必要となります。

７．自立支援支払い事務委託料 ６９万円

国民健康保険団体連合会への請求にかかる審査手数料です。
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敬老会事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○敬老会事業 １１４万円

町内に在住する７０歳以上の高齢者を対象に敬老会を開催し、長寿のお祝いをします。敬老会

では琉球舞踊や演劇、民謡の演奏などの余興で長寿を祝っています。

平成２３年度の敬老会には約６００人あまりの方が参加しました。

主な経費

敬老会飲食代等 ９９万円 敬老会余興謝礼金 １５万円

▲出演者も参加者も一対になった余興 ▲約６００名余が参加した敬老会のようす

高齢者祝金支給事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：大城吉廣）

○高齢者祝金支給事業 ２４９万円

高齢者の長寿を祝い、長年にわたり社会に貢献してきた功績に感謝し祝金や記念品を支給しま

す。トーカチ(８８歳)の方に１万円の祝金と１万5千円相当の記念品、カジマヤ－（９７歳）の方に３万

円の祝金、新百歳になられた方に５万円の祝金、１００歳以上の方に２万円の祝金を贈呈します。

主な経費 高齢者祝金等 ２４９万円

▲家族総出でカジマヤー祝い ▲一家そろってトーカチ祝い

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち



Ⅳ 工夫と連携で産業が
躍動するまち
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農業委員会運営事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○農業委員会運営事業 ９１９万円

農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられてい

る行政委員会で、農業者と団体等の代表によって構成されている公平・公正な農業委員会です。

主な業務は、毎月農業委員会総会（会議）を開催し、農地法に基づく許可申請、届書等の審査

や、農地と農家の実情把握、農家相談、農地の利用・権利関係の調整・あっせん等を行っていま

す。

１．農業委員報酬（１６名） ５９７万円

２．臨時職員賃金（１名） １６１万円

３．旅 費 １００万円

毎月開催される農業委員会総会や、農地の調

査およびパトロール等における交通費として支出

しています。

４．会長交際費 １万円

▲農地パトロールの様子

５．需用費 ２１万円

農業者年金の普及推進用のパンフレットや認

定農業者への情報提供活動（農業新聞）として支

出しています。

６．役務費 １５万円

農業委員選挙人名簿登載申請書、遊休農地

意向調査票、農業者年金案内の郵送代として支

出しています。

７．委託料 １６万円

農地等総合管理システム保守・機器保守の委

託料として支出しています。 ▲改正農地法に関する研修会の様子

８．各種負担金 ８万円

沖縄県農業会議負担金、南部地区農業委員会会長会負担金、沖縄県農業委員会等職員

協議会負担金として支出しています。

南風原産品を創り伸ばす農業の振興
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野菜振興対策事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○野菜振興対策事業 ７２万円

１．かぼちゃ出荷量競作会報償 ２万円

県の拠点産地認定を受けたカボチャの更なる

生産向上をめざすとともに、農家の生産意欲を

高めるため町内の優良農家を表彰します。

２．みつばち交配委託料 ５０万円

広範囲に渡るかぼちゃの受粉作業を従来の手交配に加えミツバチの

交配を導入することで、手の行き届かない範囲まで受粉させ、かぼちゃ

の増産を図っています。

安心・安全のみつばちマーク→

▲みつばち巣箱設置の様子

３.かぼちゃ花粉交配用品種 ２０万円

寒い時期のかぼちゃの着果不良対策とし

て、寒い時期でも花粉の出が良い花粉交配用

品種かぼちゃ種子に対し補助を行っています。

▲花粉交配用品種かぼちゃ

さとうきび振興対策事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○さとうきび振興対策事業 ６６万円

１．さとうきび競作会報償 ７万円

さとうきび生産農家の意欲の高揚による生産振興を進めるため生産技術及び経営改善の面

で創意工夫した優良農家を表彰します。

２．さとうきび生産見込み調査費 ５万円

県の委託をうけて収穫面積、収量、糖度等の見込み調査を行ないます。

南風原産品を創り伸ばす農業の振興
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３． さとうきび種苗ほ設置委託事業 ５４万円

基幹作物であるさとうきびの生産の安定と品質の向上及び奨励品種の普及促進を図るため、農

家へさとうきび種苗の管理育成を委託し、育成したさとうきび

の苗を生産農家へ供給する事業です。

競作会の様子→

農業団体育成強化
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○農業団体育成強化 ９２万円

農業団体の上部組織である普及事業連絡協議会が事業を運営するための補助金です。普及

事業連絡協議会は、農業青年クラブ、農業生活研究会、農友会、生産部会の上部団体で、農業

の振興及び農家生活の改善に必要な研修・情報交換並びに各農業団体相互の連携を図ることを

目的にしている団体です。

主な経費 普及事業連絡協議会補助金 ９２万円

▲ふぇーばる物産展農産物コーナーの様子 ▲平成２３年度総会の様子

沖縄県農業青年技術交換大会で最優秀賞を受賞した南風原町農業青年クラブ
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ビニールハウス設置事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○ビニールハウス設置事業 １０５万円

風水害を避け、収益性の高い作物への転換や生産拡大で安定した農業所得を得るために鉄骨

・パイプ等のビニールハウスを設置した農家に対して、経費の1０％以内で補助をしています。

主な経費

ビニールハウス設置補助 １０５万円

▲平成23年度に補助を受けて設置したﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ

地力増強対策事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○地力増強対策事業 ５２３万円

農産物の生産を増やすため土地に栄養を与え、作物を育てる力を強くするための事業です。本

町では、農家が農協から堆肥・緑肥種子を購入する際に、その費用の一部を補助します。

主な経費

堆肥購入 ５００万円

※一袋（１５㎏）に対し５０円の補助

緑肥種子の購入 ８万円

緑肥ひまわり １５万円

▲緑肥用で植えられたひまわり

畑地かんがい井戸設置補助事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○畑地かんがい井戸設置補助金事業 ６０万円

畑地の利用を高めるとともに、作物の増産をはかるため、畑地かんがいのための井戸を設置した

団体または個人に対して、経費の３０％以内で補助を行います。

主な経費

畑地かんがい井戸設置補助 ６０万円

▲平成23年度に補助を受けて設置された井戸
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南風原産品を創り伸ばす農業の振興

農地深耕・荒廃地解消事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○農地深耕・荒廃地解消事業 ７０万円

農業者が農用地内の有効利用を図るため、荒ぶ地・遊休農地を深耕した団体または個人に対

して補助を行います。

主な経費

農地深耕・荒廃地解消補助金 ７０万円

▲農地深耕の様子

畜産公害・環境保全対策事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○畜産公害・環境保全対策事業 １５０万円

畜産農家において、悪臭を押さえるとともに畜舎等の消

毒を行い、病害虫の発生を防ぐための薬品購入経費に対

し、一部補助を行います。

主な経費

悪臭公害処理薬品代等 １５０万円

家畜伝染病予防事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○家畜伝染病予防事業 ７４万円

家畜（豚・牛）の伝染病の予防注射を行うための経費です。

主な経費

家畜伝染病予防注射・証紙代 ７４万円

牛の予防注射の様子→
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宮城地区畑地かんがい排水等整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○宮城地区畑地かんがい排水等整備事業 １億５８万円

１．事業概要

本地区の農業経営は、野菜・サトウキビを主体とし、ハウスによるキュウリ・ニガウリ等の栽培に

転換が図られつつある畑作地域です。以前に畑地かんがいが整備された地区でありますが、パ

イプラインや水源・配水施設の老朽化により破損等が頻繁に生じ、営農に多大な支障をきたして

います。そこで畑かん再整備を導入し安定的な農業経営の確立を図るものです。

２．今年度の事業内容

今年度は、給水栓、配水管工事及びﾌｧ-ﾑﾎﾟﾝﾄﾞ（貯水タンク）の工事を行います。

給水栓、配水管工事、ﾌｧ-ﾑﾎﾟﾝﾄﾞ工事 ９，３５１万円

用地取得 ６５１万円

測量試験費 ５０万円

消耗品 ６万円

※ 財源内訳：国補助８０％、県補助１１％、町費９％

３．地区概要

①受益面積：２１．６ｈａ

②受益戸数：１１６戸

③主要工事：農業用用排水施設・暗渠排水(１，１７８ｍ)

ファームポンド１基、幹線支線管路、給水栓(１７０基)

④工 期：平成２１年度～平成２５年度

⑤位 置 図

H24 事業予定箇所

ファームポンド

南風原産品を創り伸ばす農業の振興
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労働者・退職者等支援事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○労働者・退職者等支援事業 １，７２３万円

町独自の雇用対策事業として、町内に在住している求職者を対象に作業員を雇用し、就業機

会の創出を図ります。今年度は１０名を採用し、道路・公園・河川・生活排水路等の清掃作業を行

っています。

また、沖縄における駐留軍等労働者の離職者対策事業等へ出資をしています。

緊急雇用作業員賃金 １，７０９万円

沖縄駐留軍離職者対策センタ－補助金 １４万円

商工会の育成強化
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○商工会の育成強化 １，７５６万円

１．南風原町商工会補助金 ７５６万円

商工会は、地域の商工業の振興と住みよい地域づくりため、町内の商工業者によって組織さ

れた総合的経済団体です。指導団体として、その地域内に

あるすべての商工業者について、公正な立場から地域商工

業の総合的な改善や発展を図り、社会一般の福祉の増進に

取り組んでいます。活力ある魅力的なまちづくりに寄与して

いる町商工会に対し、町も補助金を支出しています。

南風原町商工会の主な仕事

■金融相談：中小規模企業にとって事業資金の確保は、経営上一番重要な問題です。融資

を申込む際、依頼する適当な保証人がいないうえ、自己の担保能力も乏しいというのが実

態です。そこでこのような経営基盤の弱い小規模企業のために、国や県などの、低金利で

安心して借りられる各種融資制度の利用相談、指導を行っています。

■税務・経理相談：収入や支払い、税金などの記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近

代的経営を推進していただけるよう、記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。

■経営相談：企業の体質改善・経営強化などで困っている小規模企業の経営相談に乗り指

導・助言を行います。

■労務相談：労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指

導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

■創業支援・経営革新支援：新規に事業を始めようとする人に対する事業計画及び融資の相

談又、現在の事業拡大や新たな事業を創出するための相談・指導を行います。

賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興
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２．南風原町商工会貸付金 １，０００万円

南風原町商工会は、国、県、町の補助金や会員による会費などで事業運営を行っています。

しかし、補助金や会費は全額が年度始めに入ってくるわけではありません。事業を運営するため

にもまとまった資金が必要であり、その間の運営資金として町商工会へ貸付を行います。なお、

貸付金は、年度内に全額町にもどってきます。

琉球絣等伝統工芸事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○琉球絣等伝統工芸事業 ２，０５１万円

１．琉球絣後継者育成事業補助金 ２８万円

琉球絣事業協同組合が開講する後継者育成事業に対して補助しています。

※この事業には国、県も補助し琉球絣事業協同組合も負担しています。

■研修内容 ： デザイン、括り、染色等の総合的学習（技術者養成）
く く

■研修期間 ： 平成２４年７月～平成２５年２月（予定）（土日祝祭日休み）

▲平成２３年度後継者育成事業研修生 ▲平成２３年度後継者育成事業研修の様子

２．琉球絣事業協同組合への補助金 ３４２万円

南風原町の特産品である琉球かすりの振興を目的に、琉球絣事業協同組合が行う、研修派

遣事業、販路開拓、宣伝活動、展示即売等の経費に対して補助しています。

■琉球かすり会館／℡８８９－１６３４

■開館時間／月～土 ９：００～１７：３０

日曜・祝祭日閉館

※琉球絣の反物、バッグ、ウェア－なども販売していま

す。お気軽に足をお運びください。

賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興
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賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興

３．伝統工芸ふれあい広場事業への負担金 ２１万円

沖縄県と沖縄ふれあい広場実行委員会が主催する、県内各産地の伝統工芸品を展示紹介

し、需要の開拓、販路拡大を図る「沖縄工芸ふれあい広場」事業に対しての負担金です。

「沖縄工芸ふれあい広場」は、年に１度（例年１１月頃）開催しています。

町からは琉球絣の機織りの実技や反物、バッグ、ウェア－等の展示を行い琉球絣を紹介して

います。

４．（財）伝統的工芸品産業振興協会費 ５万円

伝統的工芸品産業振興協会では、伝統的工芸品の良さを広く国

民に普及し需要開拓を推進するため、伝統的工芸品月間を中心とした

各種事業をはじめ、コンクール展示会の開催の他各種媒体でのＰＲを

実施するとともに、併せて産地の振興計画策定の指導、各種の調査研

究、伝統証紙の発行等を行っています。

５．琉球絣事業協同組合への貸付金 １，５００万円

琉球絣事業協同組合は、国・県・町の補助金と組合員の会費で組合を運営しています。

しかし、補助金や会費がすぐには入ってくるわけではありません。その間の運用資金（生産者へ

の製品（反物）代金支払い等）として貸し付けを行っています。なお、貸付金は年度内に全額町

にもどってきます。

６．その他 １５５万円

ふるさと博覧会で選出された琉球かすりの女王には、各種イベントへ出席してもらい南風原町

と琉球絣のピーアールをしていただいています。その際、謝礼金を支払っています。

琉球かすりの女王謝礼金及び研修費 １０万円

かすり会館施設工事費 １１３万円

琉球かすりの女王ユニフォーム作成委託料・原材料費 ３２万円

住宅リフォーム支援事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○住宅リフォーム支援事業 １，０００万円

南風原町民が自己の居住する住宅を、町内の施工業者を利用しての

修繕、補修等を行う場合に補助金を交付する事業です。

住宅改修・リフォームに係る自己負担の軽減と、町内建設関連産業の

経済情勢の活性化と小規模事業者の促進、また雇用の促進及び安定を

図るために行います。
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南風原町地域観光まちづくり事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○南風原町地域観光まちづくり推進事業 ８２１万円

既存の観光資源の保存・再生・活用に重点を置いた観光まちづくりを目指し、『何度も訪れたく

なるような魅力ある地域観光まちづくり』を推進します。

なお、この事業は県の緊急雇用創出事業臨時特例補助金を活用しており、町商工会へ事業を

委託して実施します。

委託料の内訳

人件費（給与･社会保険等） ７９３万円

事業費（講演会・研修費） ２８万円

※委託先の町商工会に設置された「地域観光まちづくり推進室」を中心に事業を推進します。

今回、字本部を盛り上げようと地域でがんばっている「かすりロード盛り上げ隊」がみどり香るまち

づくり企画コンテストで入賞し、かすりの道を活性化させ、絣産業を盛り上げています。

表彰を受けた「かすりロード盛り上げ隊」→

ふるさと博覧会補助事業

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○ふるさと博覧会補助事業 ８００万円

町民が誇れる地域の重要なイベントとして位置づけ、本町産業を一同に集め展示・販売を行い

ます。また、地域の芸能や文化を広く内外にアピールします。平成１６年から一年越しの開催となっ

ていますが、「福祉まつり」や「児童館まつり」と同時開催し、産業まつり、文化芸能まつり的要素に

加え「ちむぐくるでつくる福祉のまち」づくりと生涯学習の機運を高めるためのイベントとして、さらに

充実した内容で開催予定の事業です。（本実行委員会に対しての町補助金）

主な経費 第17回はえばるふるさと博覧会実行委員会補助金 ８００万円

↑前回実施されたふるさと博覧会の様子↑

ネットワークで創るレクリェーション・観光の振興



Ⅴ みどりとまちが調和した
安心・安全のまち
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消防力の整備強化
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

○消防力の整備強化 ４億１，１３８万円

東部消防組合は、昭和５１年４月に与那原町、佐敷村、南風原村の１町２村で発足しました。そ

の後、昭和５２年３月には西原村が加入し、現在では南風原町、与那原町、西原町の３町（旧佐敷

町は平成21年4月1日付けで脱退）でお金を出し合い運営しています。

主な経費

東部消防組合負担金 ４億１，１３８万円

？東部消防組合について教えて！

平成２４年度の東部消防組合の予算額は、収入・支出ともに１１億５，５５４万円です。収入は３町

がそれぞれ支出した負担金と国庫補助金などで構成され、収入の９６．４％、金額にして１１億１，４

１１万円は３町からの負担金となっています。負担金の負担割合は地方交付税の算定の基礎とな

っている基準財政需要額を基に計算しており、南風原町３６．９％、与那原町１９．７％、西原町４

３．４％となっています。

また支出の８１％が東部消防組合の人件費に充てられていま

す。その他の主な経費は消防車や救急車、機器類の保守点検

料となっています。

東部消防組合は、３町民の生命と財産を災害（火事や交通事

故）などから守り、より安全で、安心して住めるまちづくりを進めて

います。また、３町で一つの東部消防組合消防団を設置し、団員

６０名で各種災害に備えています。

　出初め式
で、日頃の
成果を披露
する東部消
防署のみな
さん。

安心・安全に暮らせるまちづくり
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防災体制強化事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

○防災体制強化事業 ４１６万円

１．沖縄県防災情報システム市町村負担金 ８万円

沖縄県と県内市町村・消防を結び、気象情報の伝達と、災害情報の収集・共有を行うシステ

ムです。ＦＡＸ受信のように遅れがなく注意報・警報や地震・津波情報を敏速に受信し、それらの

情報を最大限に利用して防災体制を強化します。

２．沖縄県総合行政情報通信ネットワーク市町村負担金 ７３万円

沖縄県と県内市町村とを専用のケーブル線で結び、お互いの仕事の効率化と災害に強いネット

ワークの構築を目指します。対象となるコンピュータネットワークシステムは住基ネット、介護ネッ

ト、国保ネット、ＬＧＷＡＮ、防災情報などです。

３．防災に係る経費など ３３５万円

大規模な災害が起こった時の事を想定して、避難場所や食糧確

保、医療機関との連携など、総合的な計画を整備しなければなりま

せん。大規模地震などによる各種災害の発生を想定し、各防災関

係機関相互の機密な連携、協力の下に実践的な防災訓練を行い ▲炊き出し訓練の様子

ます。訓練では、迅速で的確な応急活動を実施するとともに、町民

に広く、防災思想の普及・啓発を図ることを目的としています。

平成２３年度はイオン琉球南風原店前の南風原与那原バイパス

内で地域住民の皆さんも参加しての防災訓練を実施しました。

平成２３年１１月１４日にイオン琉球南風原店前の南風原与那原

バイパス内で行われた防災訓練には、近隣の与那覇、宮城、北丘

ハイツの皆さんを始め、町赤十字奉仕団、与那原警察署、東部消 ▲倒壊家屋からの救出の様子

防本部（消防団、防火女性クラブ）、南部水道企業団、町社協、南

風原電水会など多くの団体・機関の皆さんが参加・協力して行わ

れました。この防災訓練では、消火訓練の他にも、避難誘導訓練、

避難所設営訓練、炊き出し訓練、住民による救助訓練、衝突車輌

救助訓練傷病者選別訓練(ﾄﾘｱｰｼﾞ)など総合的に行われました。

また、今年度は、災害時用毛布、災害用保存食、デジタルMCA

携帯・無線電話装置を購入し、今後の災害時等に対応するため ▲給水訓練の様子

充実を図ります。

・傷病者選別訓練（トリアージ）とは

別名、トリアージと言い、災害発生時に最善の救命効果 を得るため、多数の

傷病者を重傷度と緊急性によって選別し、治療の優先度決定する訓練です。

※トリアージで使用する色 ： 黒（死亡）、赤（重度）、黄（中度）、緑（軽度）

▲衝突車輌救助訓練

安心・安全に暮らせるまちづくり
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安心・安全に暮らせるまちづくり

防犯対策事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○防犯対策事業 ３２６万円

１．与那原地区防犯協会負担金 ４９万円

与那原警察署管内1市２町（南風原町、与那原町、南城市）で組織され与那原警察署内に与

那原地区防犯協会の事務局を設置しています。１市２町の夜間街頭指導の参加、防犯講演会

等を開催しています。又、市町には車用防犯マグネットの配付、スーパー内での防犯対策のパ

ンフレットの配付を行ったり様々な活動を実施しています。

また近年、地域の自主防犯組織の育成につとめており、新川自治会や老人クラブ連合会など

が組織されています。

２．与那原地区少年補導員協議会補助金 ８万円

与那原警察署管内１市２町村でお金を出し合い、「与那

原地区少年補導員協議会」を作っています。協議会では、

１市２町の不登校対策会議の出席や夜間街頭指導を行

い、防犯協会と連携を取りながら活動を進めています。

▲防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙの様子

３．沖縄被害者支援ゆいセンター補助金 ２万円

県内での被害者からの電話相談、面接相談を実施し、被害者の法廷や警察への付き添いな

ど心のケア活動等の支援を行っています。

４．防犯消耗品 ７万円

近年、全国各地で不審者による児童生徒の拉致や拉致未遂など凶悪犯罪が多発していま

す。南風原町でも数年前に拉致未遂事件が発生したこともあり、防犯パトロールを行う地域や企

業などが増えているのが現状です。町では、防犯パトロールなどで使用する防犯パトロールグッ

ズを購入し、パトロールをおこなっています。パトロールを実施することでアピールとなり、窃盗犯

などに対する抑止力となります。

５．地域見守りパトロール特別補助金 ３１万円

南風原町老人クラブ連合会は、子どもたちの登下校時の安全

を守る地域見守りパトロールを行っており、のべ１７８５名の方が参

加しました。その活動に対して、地域見守りパトール特別補助金

を支出しています。

地域見守りパトロール報告会→

６．自治会防犯灯の設置修繕費補助金 １６０万円

南風原町民の夜間の治安維持を計り、すべての町民が安心して生活ができ、「犯罪のない明

るい社会」をつくるため、防犯灯の設置や修繕を各自治会と協力して行っています。
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７．役場管理防犯灯事業 ６９万円

集落の間の通学路で、今後住宅がたくさん建つと予想される場所に限

り、町が防犯灯を設置し維持管理を行いっています。

町が管理している防犯灯の修繕料、電気料など

集落間防犯灯→

不発弾処理促進事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

○不発弾処理促進事業 ７６４万円

南風原町では、戦後６０年余経過した現在でも多くの不発弾が発見されており、平成２３年度に

は、３件の不発弾現地処理があり防護壁を使用しての処理を行いました。この防護壁を使用する

事により処理時の避難半径を半減させ（例：２３０ｍ→１０６ｍ）安全で迅速な処理を行うことができま

す。なお、１回の防護壁の構築・撤去等で約３５万円の経費が掛かります。また平成２４年度途中よ

り、民間住宅等開発に対する磁気探査支援事業を予定していますので、詳細が決まり次第お知ら

せ致します。

主な経費

不発弾処理費 １０５万円

磁気探査委託料 ６５９万円

南風原町内の不発弾発見届出数及び現地処理件数

発見届出件数 内現地処理件数

平成１９年度 ３７ ３ 強固な不発弾処理用防護壁(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)

平成２０年度 ６６ ５

平成２１年度 ７５ １１

平成２２年度 ５９ ５

平成２３年度 ４１ ３

※発見届出件数には、機関銃・小銃の銃弾等も含まれています。 サマリヤ人病院敷地内で発見された↑

１２５㎏爆弾

安心・安全に暮らせるまちづくり
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黄金森公園運営費
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○黄金森公園運営費 １，１９０万円

黄金森陸上競技場、野球場では、町民が安全で快適にスポーツを楽しめるように、管理指導員

（昼間：１名・夜間：交代制２名）及び清掃員を配置して施設の管理運営を行っています。また、ウォ

ーキングコースを多くの町民に利用していただけるよう、公園は午前６時頃から開門しています。

那覇空港自動車道南風原道路高架下のパークゴルフ場の運営管理も黄金森陸上競技場管理

事務所で行っています。

主な経費

管理指導嘱託員報酬 ３８２万円

電気料、水道料など ４５８万円

保安警備委託料など １２７万円

工事請負費（管理事務所等クーラー取替え） １５０万円

消耗品（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、清掃用具など） １４万円

使用料、修繕料など ５９万円

▲陸上競技場の利用状況

◆ご利用について

開場時間

陸上競技場・野球場‥‥‥午前９時～午後１０時 （但し、利用は午後９時４５分まで）

パークゴルフ場‥‥‥‥‥午前９時～午後７時（受付・午前９時～午後５時）

休 場 日 ： 年末年始の１２月２９日～１月３日

◆詳しくは、下記までお問い合わせください。

黄金森陸上競技場管理事務所 ８８９－０５０２／教育委員会教育総務課 ８８９－２６２０

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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黄金森公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○黄金森公園整備事業 ２億４，３９８万円

黄金森公園は住民の憩いの場、コミニュティー形成の場、また、スポーツや文化活動の拠点とな

る公園で、陸上競技場・軟式野球場・テニスコート・各施設駐車場等の整備を終えたところです。

今後は各施設周辺の遊歩道及び遊戯施設等の整備を行います。黄金森公園整備事業は、国の

補助を受け事業を行います。

事業費 ２億４，３９８万円

国庫補助対象事業費 ２億４，０００万円

国の補助（１／２） １億２，０００万円

町債（町の借金） １億１，１５０万円

一般財源 １，２４８万円

本年度は、陸上競技場に隣接する擁壁が崩壊の恐れがあるため災害防除の整備、園路整備、

ちむぐくる館西側の多目的広場の造成や用地補償が主な内容です。

事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ２億１，７１８万円

調査設計委託費 ２３２万円

用地費･補償費 ２，０５５万円

事務費 ３９３万円

黄金森公園工事計画図

▲平成２３年度中央公民館駐車場整備完了

国の補助

金1億
2,000万円

49%町債(町の

借金)1億
1,150万円

46%

一般財源

1,248万円

5%

黄金森公園収入

工事費 2
億1,718万
円89%

用地・補償

費2,055万
円8.4%

委託料232
万円1%

事務費393
万円1.6%

黄金森公園支出

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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快適で文化的に暮らせるまちづくり

花・水・緑の大回廊公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○花・水・緑の大回廊公園整備事業 ３，００２万円

本公園は、那覇空港自動車道の高架下に町民の憩いの場としてレクレーション施設や遊歩道を

造り、植栽により緑化を行います。整備箇所は、国道３２９号線近くにある南風原北インターチェン

ジ付近から、南風原南インターチェンジ付近までの２．５Ｋｍの区間で、面積は５．５ｈａとなっていま

す。本年度は、園路及び芝広場の整備工事を行う予定です。花・水・緑の大回廊公園整備事業

は、国の補助を受け事業を行います。

事業費 ３，００２万円

国庫補助対象事業費 ３，０００万円

国の補助（１／２） １，５００万円

町債（町の借金） １，３５０万円

一般財源 １５２万円

事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ２，９０１万円

調査委託費 １０１万円

花･水･緑の大回廊公園工事計画図

▲整備した花・水・緑の大回廊公園

工事費

2,901万円

97%

委託費

101万円

3%

花･水･緑の大回廊公園支出

国の補助

金1,500万
円50%

町債(町の

借金)1,350
万円45%

一般財源

152万円

5%

花･水･緑の大回廊公園収入
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快適で文化的に暮らせるまちづくり

ウガンヌ前公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○ウガンヌ前公園整備事業 １，１０１万円

本公園は、字宮平が区民の行事などを開催し、区民の交流の場として利用されています。区民

より公園としての整備要望があるため、多目的広場や便益施設、夜間照明等を整備し、地域の交

流、レクリエーションの場として活用出来る都市公園の整備を行います。

事業期間は、平成２４年から平成２７年度までの期間で整備を完了する予定です。

本年度は、実施設計を予定しています。

事業費 １，１０１万円

国庫補助対象事業費 １，１００万円

国の補助（１／２） ５５０万円

町債（町の借金） ４９０万円

一般財源 ６１万円

事業費の内訳（支出）

調査委託費 １，１０１万円

▲現在のウガンヌ前公園

国の補助

金

550万円
50%

町債(町の

借金)490
万円
44.5%

一般財源

61万円

5.5%

ウガンヌ前公園収入

調査委託

費1,101万
円 100％

ウガンヌ前公園支出
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都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 １億５，００３万円

本事業は、平成２４年度から平成２５年度までに公園施設の機能保全や安全性の確保等、都市

公園における総合的な安全・安心対策事業を緊急かつ計画的に実施し、子供たちや高齢者をは

じめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進するために新設された事業です。

南風原町長寿命化計画に基づき、近隣公園の施設の改築・更新及びバリアフリ－化を行い安

全・安心な公園施設を確保し機能保全を図ります。本年度は、宮城・本部公園の遊戯施設、運動

施設、園路等の整備を行う予定です。都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業は、国の補助

を受け事業を行います。

事業費 １億５，００３万円

【収入】 【事業費の内訳（支出）】

国庫補助対象事業費 １億５，０００万円 公園整備工事費 １億４，４４１万円

国の補助（１／２） ７，５００万円 調査委託費 ５６２万円

町債（町の借金） ６，７５０万円

一般財源 ７５３万円

▲現在の遊具(本部公園) ▲現在の遊具(宮城公園)

国の補助

金7,500万
円50%

町債(町の

借金)6,750
万円45%

一般財源

753万円

5%

都市公園安全・安心対策

緊急総合支援事業収入

工事費

1億4,441
万円96.3%

調査委託

費562万円

3.7%

都市公園安全・安心対策

緊急総合支援事業支出

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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都市公園管理事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○都市公園管理事業 ９７２万円

黄金森公園、本部公園、宮城公園、神里ふれあい公園、花・水・緑の大回廊公園の維持管理を

行う費用です。公園利用者が野球場、テニスコート等施設を利用するときに支払う使用料は、公園

の維持管理に使われます。町民が快適に利用出来るように各公園内の施設維持管理に使われる

予算です。

主な経費

１．需用費（消耗品費・修繕料など） ３２５万円

・各公園のトイレットペーパー、草刈の際の機械燃料代、照明の電気料や水道料金、各

公園の遊具や施設の修繕費などの経費です。

▲芝生の張り替え状況 ▲公園内の園路灯の修繕状況

２．委託費 ３２６万円

・各公園のゴミ収集、トイレなどの汚水処理、夜間の警備、花・水・緑の大回廊公園の

実施設計を専門の業者に委託します。

３．賃借料 ６４万円

・本部公園の駐車場部分の土地の賃借料等です。

４．その他の経費 ２５７万円

・各公園の施設の維持を行うための人夫賃や原材料の購入、各協会への負担金等に

係る費用となっています。

▲ 台風により破損した、黄金森公園野球場倉庫の扉補修状況

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水排水路整備事業（大名地区）
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○下水排水路整備事業（大名地区） ５５２万円

当地区は、公共下水道未整備地区であり、また、排水路も未整備であるため生活雑排水が里道

に垂れ流し状態であり衛生面で悪影響がでています。

現在進行中の道路改良工事の完成時には雨天時に雨水が大量に流入し生活環境をさらに悪

化させることが予想されます。そのため排水路を整備して地域環境の改善を図ります。

全体事業概要

事業費：５５２万円 事業年度：平成２４年度

大名地区排水路整備工事： L=６３．０ｍ

工事費：５０１万円

委託費： ５１万円

財源内訳

国補助 ５０％

町 費 ５０％

▲位置図 ▲整備予定箇所

▲現在の排水路の状況

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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河川整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○河川整備事業 ３００万円

町内の安里又川、手登根川、宮平川、長堂川の維持管理を行う費用です。河川には、大雨や

台風等により土砂が流れ込んで堆積した場合や破損した箇所などを維持補修しています。

事業費内訳

河川浚渫工事費３００万円は、すべて町の単独予算となっています。

▲河川の中に堆積した土砂や草木の除去作業状況

着手前 完 成

▲平成２２年度河川整備事業（宮平川上流）

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水道事業（下水道事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：赤嶺一男）

○下水道事業（下水道事業特別会計） ７億６，３０７万円

下水道は、国の補助を受けて整備を行ない、川や海の公共用水域を保全し、

地球の自然環境も含め、町民の皆さんの生活環境を良くするための公共財産で

す。南風原町で行っている下水道整備事業は、整備区域の拡充を図り下水道

に接続された皆さまの家庭や、事業所等から排出されるさまざまな汚水（水洗ト

イレ、台所、浴室、洗濯水など）を、まとめて最終処理場（那覇浄化センター）で

浄化処理し、きれいな水にしてから海に放流する（一部再利用）未普及解消下

水道事業（汚水）と、雨水を速やかに排除し、浸水を防除すべく浸水対策下水

道事業（雨水）があります。また又、昨年度から管路の延命をはかるための調査

をする地震対策下水道事業（長寿命化）が加わります。

なお、下水道事業特別会計のなかの汚水処理費は、下水道使用料で運営す

ることとなっており、使用者から下水道料金を徴収しています。

１．下水道（国庫補助関連）事業費 ４億４６３万円

未普及解消下水道事業（汚水）、浸水対策下水道事業（雨水）、地震対策下水道事業（長寿

命化）の３事業で内訳は次のとおりです。

総事業費 国庫補助金 町債(町の借金) 町単費

４億４６３万円 ２億４，０００万円 １億６，４５０万円 １３万円

【 平成２４年度の事業内容 】

①汚水処理整備を進める、未普及解消下水道事業として ・・・ １億５，７９５万円

主に津嘉山土地区画整理区域内の整備を行います。また、与那覇、新川、津嘉山、山川

地内でも汚水管布設工事を行う予定です。

工事期間：平成２４年６月～平成２５年３月

②雨水を速やかに排除し町民のみなさんの生命・財産等を浸水から守る、浸水対策下水道

事業として・・・２億２，６６８万円

工事期間：平成２４年６月～平成２５年３月

③管路の長寿命化を図るため破損等調査する、地震対策下水道事業として・・・２，０００万円

期間：平成２４年６月～平成２５年３月

下水道の整備で
↓

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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▲平成２４年度下水道工事場所（与那覇・新川地内）（汚水）

▲平成２４年度下水道工事場所（津嘉山・山川）（雨水・汚水）

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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２．下水道維持管理事業 １，７３６万円

①下水道維持管理補修工事 ９５０万円

既設の下水道施設の破損、周辺道路の陥没等に伴う補修工事に要する費用及び国道、

県道の道路、河川改築に伴う、下水道施設占用物件の移設等に係る費用です。

②下水道台帳整備及び下水道工事調査設計委託料 ４００万円

下水道法で義務づけされている下水道台帳等の整備に係る費用です。

③水質、水量及び管内調査、清掃委託料等 ３８６万円

流域下水道との接続地点での水質、水量調査や除外施設設置者（飲食店など油を取り除

くための施設を設けている）から排出される汚水の水質調査並びに下水道管の詰まり等の清

掃やテレビカメラ等により、管内を確認をするための調査費用等です。

３．下水道普及運営事業 ３４９万円

下水道へ接続する家庭や事業所が増えるよう普及促進を図り、下水道特別会計を効果的・効

率的に運営していくために係る費用です。

①水洗便所改造等貸付金 １５０万円

下水道が整備されると、その地域の町民のみなさんは、自宅から下水道管へ接続する義務

があります。その接続の費用は個人負担となっております。下水道管へ接続する為に係る費

用を町が無利子で貸付をし、水洗化の向上を図っております。

但し、貸付ける限度額は、３０万円（アパート等は８０万円）となっております。

②修正設計委託料等 １２０万円

今年度、下水道工事箇所の修正設計委託料です。

③他負担金等 ７９万円

下水道体験学習に係る経費や、沖縄県下水道協会等への負担金を支払っています。

４．流域関連事業 １億１，０３７万円

流域下水道は、複数の市町村（那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町）で一つの処理場（那

覇浄化センター）を持ち、県が管理し運営する下水道のことです。この処理場で汚水をきれいな

水にするための維持管理費や町内から処理場までの下水管を建設する費用は、構成する４つ

の市町村で、汚水量の割合によって負担しあっています。

経費の内訳

流域下水道維持管理負担金 ９，０７６万円

流域下水道建設事業負担金 １，９６１万円
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下水道体験学習を開催しています！

区画下水道課では、児童生徒の夏休み期間中に、小学生を対象に「下水道体験学習」を

開催しています。

子ども達に上水道から下水道までを観察することで、水が循環していること、水の大切さを

理解してもらうために行っています。体験学習では、町内の川の透明度を調べたり、マンホー

ルの中をのぞいたり、那覇浄化センターの見学などを行っています。

親子でお気軽にご参加下さい。

▼ 下水道体験学習のようす

▲水をきれいにするのもたいへんだ～ ▲マンホールの中はどうなってるかな？

５．公債費、他 ２億２，７２２万円

事業の実施にともなう借入金の返済に充てる、元利償還金や南部水道企業団への使用料徴

収委託料、職員給与費、予備費等の費用総額です。

下水道特別会計繰出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：赤嶺一男）

○下水道特別会計繰出金 １億６，７５７万円

下水道事業特別会計は、公費でもって賄うことが認められている経費以外は基本的に、下水道

を使用している方が納める下水道使用料で運営することになっております、しかし整備の途中で、

利用人口がまだ４割程度のため、その方々だけで負担をすると、高額な使用料となってしまいま

す。それを抑えるため一般会計から下水道事業特別会計へ支出しています。

下水道事業特別会計繰出金 １億６，７５７万円

南風原町の下水道マンホール→
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農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：赤嶺一男）

○農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） ３，２３５万円

近年、農業集落地域は、生活形態の多様化により家庭などから排出されるトイレ水、生活雑排

水（台所、洗濯など）等が原因で、排水路等が悪臭を放ち、また河川の水質悪化が懸念されていま

す。農業集落排水の整備は、排水路や川などの公共水域の水質保全が保たれ、きれいな農業用

水を確保し、集落地域の環境改善を行ってます。

南風原町では、神里地区と宮城地区に農業集落排水が整備されています。農業集落排水事業

特別会計も下水道事業特別会計と同じように、使用している方が納める使用料で運営することとな

っており、使用者から下水道料金を徴収しています。

１．神里地区農業集落排水事業 １，７３８万円

神里地区は、集落排水（下水道）を平成１５年度から供用開始しています。各家庭から排出さ

れる汚水等は、下水道管を通り汚水処理施設に運ばれ処理されております。高度処理された水

は農業用水に再利用し、また水分を取り除いた汚泥は、コンポスト（堆肥）化し、畑に戻す循環

型農業を目指しています。

①神里地区農業集落排水普及運営事業 １００万円

神里地区の下水道使用料の徴収を南部水道企業団に委託する

ための費用や、各世帯が、下水道本管等へ接続する際にかかる工

事費の一部を、無利子で貸し付けするための費用(貸付金)、整備

地域内での水質の調査料等を計上しています。

②神里地区集落排水維持管理事業 １５０万円 ▲神里地区農業集落排水処理施設

・管路布設工事費、路面修復材料費

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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③神里地区汚水処理施設維持管理事業 １，４８８万円

・汚水処理施設の機械を安全に運転していくための管理費、処理場施設内の修繕費

・汚水処理施設から排出される汚泥を搬送し、再利用化するための委託費用

・汚水処理施設等の運転に要する費用など

２．宮城地区農業集落排水事業 ５８４万円

宮城地区は、平成１５年度から国･県の補助を受け平成１８年度に事業完了し、平成１９年４月

から供用開始しております。

①宮城地区農業集落排水普及運営事業 ４３４万円

宮城地区の下水道使用料の徴収を南部水道企業団に委託するための費用や、各家庭が

下水道本管等へ接続する際の費用を無利子で貸し付けする費用(貸付金)、公共下水道へ

接続する方式のため、流域下水道の管理者である県に維持管理に係る負担金を支払う費

用等を計上しています。

②宮城地区集落排水維持管理事業 １５０万円

・汚水管布設工事、路面修復材料費

３．公債費など ８８３万円

農業集落排水事業を行うために借りた借金の返済金（元金・利子）です。

内訳

・元金償還金 約５９６万円

・利子償還金 約２８７万円

農業集落排水事業特別会計繰出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：赤嶺一男）

○農業集落排水事業特別会計繰出金 ２，０９４万円

農業集落排水の運営に要する経費は、下水道と同じく利用者の皆様からの使用料で賄うことに

なっております。しかし、現在の使用料だけでは運営ができないため、一般会計から農業集落排水

事業特別会計へ経費の一部を繰り出しています。

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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交通安全対策事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○交通安全対策事業 ６００万円

交通違反者の罰則金を財源とし、交通事故の発生件数、人口が集中している地区の人口、道

路の延長により計算され、国から配分されたお金で地方自治体が行う事業です。

この事業でガードレール、横断防止柵や道路反射鏡（カーブミラー）、などの交通安全施設の設

置及び補修を行っています。今年度も昨年同様に、各字自治会から取りまとめられた要望箇所の

現場を精査し、町内の交通安全施設の設置及び補修を行い、町内の交通安全の向上を図りま

す。

主な経費

交通安全施設設置工事及び修繕費 ６００万円

※工事及び修繕費は５５０万円（国）、５０万円（町）の負担になっています。

▲基礎床堀施工状況 ▲カーブミラー設置状況

町道１０号線道路改良事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○町道１０号線道路改良事業 ２，６０１万円

この道路は、県道南風原与那原線を起点とし、那覇市境界までを終点とする１級町道です。近

郊には健康増進施設の「環境の杜ふれあい」や那覇・南風原クリーンセンター、県立開邦高校があ

ります。また当町道と那覇市道鳥堀１２号線が整備連結されたことにより、南部地域から那覇市へ

の通勤通学路として利用されている重要な路線となっています。しかしながら、道路の起点から中

間地点までが地すべり危険区域に位置し、地形的に急勾配になっているため集落箇所において、

地すべりが生じ路面中央部付近まで沈下が起きて危険な状態にあります。又、歩道もなく道幅が

狭い箇所もあることから、接触事故等も多発し、地域住民の交通安全確保が厳しい状況となってい

ます。

本路線を整備することにより歩行者の安全と通勤通学、各施設等への交通の利便性が確保さ

れ、地域の生活環境も改善が図られます。

本年度は実施設計委託と物件調査委託を実施します。

便利で人が集まるまちづくり
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【全体事業概要】 【平成２４年度の事業費内訳】

総事業費：１７億７，３００万円 事業費 ２，６０１万円

事業年度：平成２４年度～平成２８年度 《収入》

改良工事：距離＝８４１ｍ 国の補助（８０％） ２，０８０万円

工事区間：県道南風原与那原線と那覇市 町債(町の借金) ４６０万円

道鳥堀１２号線とを結ぶ区間 一般財源 ６１万円

《支出》

委託費 ２，６０１万円

←現在の町道10号線の状況
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「環境の杜」ふれあい
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町道１１３号線道路改良事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○町道１１３号線道路改良事業 １，００２万円

この道路は、宜野湾南風原線(県道２４１号線)を起点とし、終点は既存集落が立ち並ぶ箇所で

の袋地形状となっております。しかし、近郊には「沖縄県公文書館」や「県立南部医療センター」等

公共施設があり、現在、宜野湾南風原線（県道２４１号線拡幅工事）道路整備事業が進められてい

るため、年々交通量が増加しております。地域より以前から、防災・安全性の面から通り抜けできる

道路整備を強く要望されていました。本路線を整備することにより既存集落の安全性と交通の利便

性が確保され、地域の生活環境も改善が図られます。本年度は実施設計委託と物件調査委託を

実施します。

【全体事業概要】 【平成２４年度の事業費内訳】

総事業費：３億８，０００万円 事業費 １，００２万円

事業年度：平成２４年度～平成２７年度 《収入》

改良工事：距離＝１９２ｍ 国の補助（８０％） ８００万円

工事区間：県道２４１線を起点とする新規路線 町債(町の借金) １８０万円

一般財源 ２２万円 《支出》

委託費 １，００２万円
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町道４７号線道路改良事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○町道４７号線道路改良事業 1億９９万円

この事業は、国道３２９号線と町道１１号線を結ぶ町道４７号線の一部を整備するもので、町道１１

号線を起点とし、国道南風原与那原バイパスに町道２４号線を経由して終点とする２級幹線町道で

す。周辺には那覇バスのターミナル、県立公文書館や県立病院の南部医療センターがあり、通勤

通学路及び地域の病院等へのアクセス道路として利用されている重要な路線です。しかしながら、

本路線のほとんどは歩道がなく、子供達の通学時における接触事故など、歩行者及び車両の通

行に危険な状態です。そのため、本路線を整備することにより歩行者の安全や通勤通学路、南部

医療センターへの交通の利便性が確保され地域の生活環境の改善を図ります。本年度は用地買

収２８筆、物件補償を４件予定しております。

【全体事業概要】 【平成２４年度の事業費内訳】

総事業費：１億９９万円 事業費 １億９９万円

事業年度：平成２３年度～平成２５年度 《収入》

改良工事：距離＝１１４ｍ 国の補助(80％) ８，０００万円

工事区間：町道１１線と町道２４号線とを 町債(町の借金) １，８８０万円

結ぶ区間 一般財源 ２１９万円

《支出》

用地費 ６，００１万円

補償費 ４，００１万円

事務費 ９７万円

▲現在の町道47号線の状況
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道路維持費事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○道路維持費事業 １，６６６万円

町民及び地域住民が毎日使う道路は新しい道路もあれば古い道路もあります。古くなった道路

は傷みが激しく穴があいたり、ヒビが入ったりしてしまいます。傷んだ道路は危険で、交通事故など

の原因にもなりますので、破損した箇所の維持補修を行うと共に、歩道や道路敷などの除草を行

い、歩行者の安全を図ります。

（主な事業内容） （事業費内訳）

① 道路面の清掃及び舗装の修繕 人夫賃 ５１５万円

② 道路側溝、排水の清掃及び修繕 草木等の処理 ２００万円

③ 街路樹の伐採、せん定 重機等使用料 ３７０万円

④ 台風や水害後の道路及び排水等の清掃 原材料費 ３６０万円

⑤ 需要費 維持工事費 １５０万円

⑥ その他 消耗品等費 ７１万円

▲大雨により道路へ土砂が流出した状況 ▲ 流出した土砂の除去作業中

平成１９年度より「すぐやる班」の業務として町内各所にわたり、町民のみなさまの要望・苦情等

にお答えするため日々迅速に対応しております。平成２３年度中の処理件数は下記のとおりとなり

ます。本年度も同様にすぐやる班において町民が快適に過ごせるよう対応していきたいと思いま

す。

すぐやる班対応件数 ４１５件

主な対応内容

① 草木等の伐採 ６１件

② 町道等側溝の修繕 ６０件

③ 町道等側溝の清掃 ６４件

④ 町道等道路修繕 ６８件

⑤ 排水溝土砂撤去作業 １０件

⑥ 公園遊具修繕 ９件

⑦ 公園施設修繕 ５０件

⑧ その他 ９３件 ▲破損したふたの取替をしているところ

便利で人が集まるまちづくり
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宮平学校線街路事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○宮平学校線街路事業 ２億７４２万円

宮平学校線は、県道２４１号線（南風原町中央線）から南風原小・中学校沿いを経由し、宮平地

内を通り国道３２９号線当間原交差点部を含む道路です。

この道路は、小学校、中学校、公園、保育所等の公共施設が点在し住宅が密集しているなか、

曲がりくねった形状（カーブ）が連続する狭く複雑な道路で、通勤・通学に支障をきたし危険な状態

でした。交通渋滞の解消と安全で快適な歩行者空間を確保するために、整備を行っています。

箇 所 名 ： 南風原町字兼城 ～ 南風原町字宮平

全 体 計 画 ： 延長Ｌ＝９４２ｍ 幅員Ｗ＝１８ｍ（工事前の状況Ｗ＝４～７ｍ）

全体事業費 ： ４４億２，５００万円（国費３５億４，０００万円）

※２３年度までの事業費計４１億３，０００万円（国費３３億・・・・・全体の８０％）

事 業 期 間 ： 平成１１年度～平成２６年度

【 平成２４年度事業費 ２億７４２万円の内訳 】

《収入》 国庫補助金：１６，４００万円、町債（町の借金）：３，９００万円、一般財源：４４２万円

《支出》 用地費：４，３０１万円、補償費：１６，２０１万円、事務費：２４０万円

宮平学校線は、平成２４年３月末現在で事業の進捗は９８％で、今年は国道３２９号当間原交差

点部の交通渋滞解消に向けての用地取得や建物移転を予定しています。

国の補助金

16,400万円

79.1%

町債(町の借

金)3,900万
円18.8%

一般財源

442万円

2.1%

宮平学校線街路事業収入

補償費

1億6,201万
円78.1%

用地費

4,301万円

20.7%

事務費

240万円

1.2%

宮平学校線街路事業支出

便利で人が集まるまちづくり
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南風原中学校

石油貯蔵施設立地対策等事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○石油貯蔵施設立地対策等事業 ５９０万円

この事業は県の補助により行われるもので、石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉

の向上を図ることや石油貯蔵施設の設置の円滑化に資することを目的とする事業です。今年度の

整備箇所は、昨年に引き続き手登根川の転落防止柵設置工事と、新たに宮平川側道舗装工事を

行い通学路として整備いたします。

全体事業概要

事業費：５９０万円 事業年度：平成２４年度

手登根川転落防止柵設置整備： L=44.0m

宮平川側道舗装工事： L=600.0m

▲手登根川位置図 ▲宮平川側道位置図

▲手登根川 ▲宮平川側道

便利で人が集まるまちづくり
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津嘉山北土地画整理事業（土地区画整理事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：赤嶺一男）

○津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） １１億４，１０２万円

津嘉山北土地区画整理事業は、平成２年頃から地域住民や土地所有者の皆様と共に、まち

づくり（案）などについて議論と検討を重ねながら作成され、事業計画が平成５年に国から認可

をうけ、同年から事業が始まりました。この事業は国の補助を受けて行っています。

【土地区画整理事業の概要】

◆土地区画整理事業とは、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される地区を健全な市街

地にするために、道路・公園・河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利

用の増進を図る事業です。

◇土地区画整理事業の仕組み◇

◆地区内の土地所有者等が、土地を少しずつ提供（減歩）し、道路・公園などの公共用地や保留

地に充てます。各個人の土地は、地形や形状が改善されて再配置（換地）されます。この結果、

図の様に道路・公園等の公共施設が整備されます。また、個人の土地は区画が整理されるとと

もに、無接道の土地も接道することとなり、土地活用が図りやすくなります。

※保留地とは、売却することで事業費を得るための土地のことです。

※地権者の宅地の面積は土地区画整理事業後に減少しますが、道路や公園などの公共施設

の整備や、宅地の整地によって利用価値が上がります。

◇事業の特徴及び効果◇

・事業区域内の道路、水路、公園等土地の区画が整えられ生活環境が改善されます。

・上・下水道など、生活に必要な施設が総合的に整備され、衛生環境の向上が図られます。

・土地の所有者などが公平に土地等を負担し、また利益も公平に受けられます。

・区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年培われてきた地域のｺﾐｭﾆﾃｨが生かさ

れます。

・子どもの遊び場や住民の憩いの場である公園が確保されます。

便利で人が集まるまちづくり
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【津嘉山北土地区画整理事業の概要】

●事業の名称

那覇広域都市計画事業

津嘉山北土地区画整理事業

●都市計画決定

平成５年１０月２６日

●事業計画の認可

平成６年３月２５日

●仮換地指定(100%)

平成１１年５月２０日

●施行者の名称

南風原町

●施行地区の面積

７１．４ｈａ（町全体の約７％）

●施行期間

平成５年度～平成２５年度

●総事業費

約２７８億円

●平成２３年度までの事業進捗

事業費＝約１８９億円

進捗率＝約６８％（総事業費ベース）

【平成２４年度 津嘉山北土地区画整理事業の概要】

●平成２４年度の主な事業内容

１．道路築造工事及び宅地造成工事

２．造成工事のための建物等の移転補償

便利で人が集まるまちづくり
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写真番号：① 写真番号：②

写真番号：③ 写真番号：④

便利で人が集まるまちづくり
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便利で人が集まるまちづくり

【平成２４年度 津嘉山北土地区画整理事業費内訳】

平成２４年度事業費 １１億４，１０２万円

土地区画整理事業繰出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：赤嶺一男）

○土地区画整理事業繰出金 ３億３，２９６万円

津嘉山地区土地区画整理事業をスムーズに行うため、一般会計から「土地区画整理事業特別

会計」へ３億３，２９６万円を繰り出しています。

主な経費

土地区画整理事業繰出金 ３億３，２９６万円

県補助金・負担金

5億2,189万円

（46％）

借入金

2億8,530万円

（25％）

町負担金

3億3,383万円

（29％）

収 入

工事請負費

2億4,705万円

（22％）

建物等移転補償費

6億5,306万円

（57％）

調査設計費

3,646万円

（3%）

事務費･公債費等

2億445万円

（18％）

支 出
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環境保全対策事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：赤嶺一男）

○環境保全対策事業 ４１５万円

町民の生活環境を守り、住み良い環境を維持するため様々な活動を行っています。

１．環境保全の啓発・対策 ２２６万円

定期的に町内を巡回し、地域の環境状況の把握や環境関係の苦情処理、ごみの収集状況

や不法投棄などに対処しています。本年度も不法投棄監視等町内巡回警備を警備会社へ委託

し、土日の早朝や夜間の監視パトロールや野焼きに対する指導を強化します。また、監視カメラ

を設置し違法行為の未然防止に努めていきます。

主な経費としては警備委託料・環境保全啓発ポスター・立て看板等の作成です。

▲ごみの不法投棄・不法投棄禁止の警告板・監視カメラ

２．蚊・そ族昆虫等の駆除 １６万円

ボーフラ、蚊、そ族昆虫等の衛生害虫を駆除し、生活環境の保全に努めています。

主な経費は蚊・そ族昆虫駆除薬剤の購入費です。

①蚊（ボウフラ）駆除

・駆除場所：苦情があった場所（個人所有地を除く）

・駆除回数：随時

・使用薬剤：スミチオン１０ＦＬ

②ヤスデ対策

ヤスデは土壌動物の一種で有機物を分解する有益な動物であり

ますが、多量に発生すると不快な害虫と呼ばれるため駆除対策を

しています。

・駆除剤補助制度：町ではヤスデ駆除剤を半額（１２００円を６００

円）で販売しています。販売先は「住民環境課 生活環境班窓

口」になっております。

↑大量発生したヤスデ↑

環境の浄化再生と公害の防止
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③ハチ対策

町内で苦情のあるハチの種類はミツバチ、アシナガバチの苦情がほとんどですが、まれに

スズメバチの苦情もあります。ハチは基本的に危険なので所有地内外を問わず町で駆除を行

っています。しかし、床下など町で駆除が困難な場合は、所有地管理者に駆除をお願いして

います。

↑ミツバチの分封（ﾌﾞﾝﾎﾟｳ）↑ ↑アシナガバチの巣

【ミツバチが巣分れの時にみられる現象でミツバチの大群がかたまり状になっています】

ミツバチが分封する時は、人に害を及ぼすことはありませんので駆除する必要はないと思って下さい。蜂が嫌いな方は、近よら

ないようにして飛び立つのを待ちましょう。ミツバチの分封はそんなに見られるものではありません。留まっているところから離れ観

察しましょう。近距離で写真撮影をしても、蜂に危害を加えない限り襲われることはありません。蜂が衣服に留まってもしばらくすると

飛び立つので手で払い落としたりしないようにしましょう。

３．狂犬病予防集合注射の実施など ４２万円

生後９１日以上の犬は、その犬の所在する市町村への登録と毎年１回の狂犬病の予防注射

が法律で義務づけられています。狂犬病は犬をはじめ、人間を含めた多くの動物に感染し、発

病するとほぼ１００％死に至る恐ろしい病気です。そこで町では毎年５月頃町内１４カ所で狂犬

病予防集合注射を実施し接種率の向上に努めています。

また、これまで犬の登録申請等をする場合は、役場まで足を運んでいただいてましたが、登録

事務を動物病院へ委託することで、犬の登録申請等も動物病院でできるようになっています。

主な経費はハガキ印刷代、案内通知代、犬鑑札・注射済票等購入費、犬登録事務等委託料

です。

▲狂犬病予防集合注射のようす。

環境の浄化再生と公害の防止
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環境の浄化再生と公害の防止

①野犬の捕獲

飼い犬以外の犬を野犬といい、野犬は人畜その他に

危害を加える恐れがあるため町で捕獲しています。最近

の傾向としては、飼い犬が捨てられ野犬化したと思われ

る犬が多く捕獲されたり、放し飼いされている犬が野犬と

間違われて捕獲されるケースや、飼い犬が子犬を生ん

で育てられず引取を余儀なくされることが多く見られ、飼

い主の自覚と責任が求められています。

▲飼い主の飼育放棄で引取られた子犬

②野良猫対策

猫は、登録の義務がなく、放し飼いされていることが多

いので飼い猫と野良猫との区別がつかず、町で捕獲して

ません。しかし、屋敷内にふん尿をしたり、夜なき等で苦

情があった場合は猫保護器の貸し出しを行っています。

▲飼い主の飼育放棄で引取られた子猫

４．ハブ対策

南風原町内でもハブ咬傷事故は毎年のように発生して

います。ハブ咬傷の８０%以上は集落内や畑で発生していま

す。町内でも数多く生息すると思われますので、ハブの被

害を減らすために町では捕獲器（中にねずみが入ってい

る）の貸し出しや、対策方法の相談等を行っていますので、

ハブを見かけた等ありましたら生活環境班へご相談くださ

い。

▲ハブ捕獲器で捕獲されたハブ

最近５年間のハブ咬傷発生状況

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年

沖縄県 １０２ ９１ ９５ ９６ ７９

南風原町 ２ ２ ２ １ １

※沖縄県はハブ・ヒメハブ・サキシマハブ・タイワンハブの合計、南風原町はハブのみ。

５．その他環境保全に係る経費 １万円

環境保全の取り組みを推進するため、協議会や民間団体等へ負担金や補助金を交付して

います。

主な経費は沖縄県アジェンダ21県民会議補助金等です。
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環境の浄化再生と公害の防止

６．浄化槽設置補助金 １２９万円

家庭などから排出される生活雑排水等が河川等を汚染する原因の一つとなっているため、

生活雑排水等を適切に処理し、公共用水域の環境保全の向上を図るため、浄化槽の普及促

進に努めています。

町では、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、くみ取り便所及び既

設の単独処理浄化槽から浄化槽に転換をする方に対し、浄化槽の設置に係る費用の一部を

補助しています。

※浄化槽の設置補助には、対象地域等に条件がありますので、詳しくは区画下水道課まで

区画下水道課 電話 ８８９－２５０８

平成２４年度事業計画

全体事業費 １２９万円

（５人・７人・１０人槽各１基）

財源内訳

国庫補助金 ： ６５万円

県補助金 ： ３２万円

町負担分 ： ３２万円

７．沖縄県合併処理浄化槽普及促進市町村協議会補助金及び負担金

１万円

・浄化槽には、し尿のみを処理し、生活雑排水（台所、風呂場
等）は未処理のまま河川等に放流する単独処理浄化槽と、し
尿及び生活雑排水等を合わせて処理する合併処理浄化槽が
ありました。
　しかし、浄化槽法が改正されたため、平成１３年度より単独処
理浄化槽の設置が禁止となり、合併処理浄化槽の設置が義務
づけられたため、浄化槽＝合併処理浄化槽となりました。

★用語解説★
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公害対策事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

○公害対策事業 １１４万円

町では、旧 終処分場跡地等に関する「那覇市・南風原町公害防止対策連絡協議会」を設置

し、公害パトロールを毎月実施し、公害発生の有無を確認しています。また、公害対策のため「公

害対策審議会」、「河川環境対策協議会」を設置しています。公害の発生防止は、事業者に課せ

られた責務です。環境へ悪影響を及ぼすものは積極的に防止し、公害等のない住みよいまちづく

りを目指しましょう。

１．公害に関する各種協議会

及び審議会の委員報酬等 １６万円

公害に関する各種協議会及び審議会を設置し、各委員の

意見を取り入れ公害を防止し町の生活環境の保全に努めま

す。

▲大気汚染（野焼き）

２．河川の水質調査 ４９万円

国場川水系の水質の実態を把握するため、国場川水系流域の市・町が合同で調査を行い

これらの調査結果をもとに国場川水系の環境保全対策の基礎資料を得ることを目的とします。

また、合わせて町内の河川の水質の現況と年度ごとの変動

を把握することができ、河川の水質汚濁の防止につなげま

す。

・平成２３年度調査ポイント（６ヶ所）

前田橋（字宮城）、大子橋（字兼城）、池原橋（字兼城）、

武川良橋下流（字喜屋武）、新垣橋（字山川）

安里又川上流

▲水質調査の様子

２．自動車交通騒音の測定等 ４９万円

居住環境の保全に役立てるため、町内の要所３地点を選んで、道路の自動車交通騒音を

測定し、実態を把握します。

・平成２３年度測定ポイント（３箇所）

国道３２９号（字宮平６６６番地の１）

国道３２９号（字兼城６０３番地）

県道１２８号線（字津嘉山５４７番地）

測定の様子（字宮平） 測定の様子（字兼城）

環境の浄化再生と公害の防止
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指定ごみ袋還元基金事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

○指定ごみ袋還元基金事業 ６８０万円

町民のみなさまが購入している町の指定ごみ袋の売上収入を基金として積立て、環境学習、ご

みの資源化や減量、環境保全活動の助成を行っています。

主な事業内容と主な経費

１．資源ごみ集団回収等事業報償金 ９２万円

資源の有効利用とリサイクルの推進を図るため、資源ごみ集団回収団体に報償金を交付

しています。報奨金の交付を受けようとする団体は、役場住民環境課で資源ごみ集団回収事

業実施団体の登録が必要になります。

▲資源ごみ集団回収の様子

２．生ごみ処理機等購入補助金 ５０万円

ごみの資源化・減量化の一環として、生ごみ等の自己処理を推奨し、堆肥化を促進するた

め生ごみ処理機等購入補助金を交付しています。補助に関しては事前に役場住民環境課へ

申請が必要になります。

処理容器 １世帯につき２基まで

購入額の８割補助（限度額6,000円）

処理機（電気式） １世帯につき１台

購入額の５割補助（限度額30,000円）

環境の浄化再生と公害の防止
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環境の浄化再生と公害の防止

３．エコセンター運営費 ２６５万円

リサイクル情報の収集・提供、フリーマーケットや環境講座等の開催など、リサイクルの普

及・啓発活動、環境情報の発信拠点として、はえばるエコセンターを運営（委託）しています。

町内児童館と連携したこども達への環境学習や一般向けの環境学習等、より一層環境情

報発信の場として取組を充実させていきます。

▲はえばる豚のお肉販売ｺｰﾅｰ ▲エコセンターで販売しているエコ商品（布ぞうり・廃油セッケン）

４．環境学習支援事業 ６３万円

これまでの環境学習をさらに強化していくため、平成２３年度から町内全小学校での環境

学習に取り組んでいます。４年生を対象に模擬買い物でのごみ減量・リサイクルの意識を芽

生えさせていく「買い物ゲーム」を予定しています。

▲こども達のごみツアー ▲学校での買い物ゲームの様子

５．町民憲章推進協議会（環境アップ事業）補助金 ３０万円

学校や各字、自治会での花いっぱい運動を推進する「町民憲章推進協議会」に補助金を

交付し活動を助成しています。

６．住宅用太陽光発電導入支援補助金 １８０万円

化石代替エネルギーの導入を促進することにより、地球温暖化の原因となる温室効果ガ

スを削減するとともに、省エネルギーや環境保全に対する意識啓発を図るため、住宅用太陽

光発電システムの設置者に対して１件当たり３万円の補助金を交付します。
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ごみ減量促進事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

○ごみ減量促進事業 １，８７１万円

本町の第４次総合計画においては、ごみの減量化を実現するための行動理念である５R活動（リ

フューズ・リデュース・リユース・リペア・リサイクル）の実践を推進し、循環型社会をめざすことをまち

づくり目標を達成するための柱としています。また、「ごみの発生抑制」をごみ処理行政の中心課

題として位置づけ、平成１５年５月に策定された「南風原町ごみ減量化実施計画書」が計画どおり

に実施できなかったことを反省し、引き続き同計画を推進してごみ減量を図り、町民・事業者・行政

との連携による循環型社会を目指します。

１．廃棄物減量等推進審議会 １０万円

一般廃棄物の減量及び処理に関する事項について、町長の諮問に応じ調査・審議するため

審議会を設置しています。

▲審議会の様子 ▲町長への答申

２．循環型社会形成推進費、その他ごみ減量推進費等 １８２万円

循環型社会形成推進員を配置し、子供たちの環境学習や各家庭での生ごみ処理を推進する

ための取組や事業所のごみ減量等を強化し、町内で発生するごみの減量化を促進します。

あわせて、次世代へ引き継ぐ循環型社会に向けて、取り組んでいきます。

環境の浄化再生と公害の防止
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３．はえばるリサイクルループ事業 １,６７９万円

南風原町では、町内で排出される食品廃棄物を資源として再利用する「はえばるリサイクルル

ープ事業」に取り組んでいます。これまで焼却処理されていた消費期限切れ食品や食べ残し等の

食品残渣を豚の飼料や堆肥にして養豚や有機農業に活用しています。また廃食用油によるBDF

燃料の製造によりごみ収集車等の燃料も賄っています。はえばるにあったリサイクルの環ができる

ようNPO法人のぞみの里、事業所、町民、南風原町が協力し少しずつ”環”をつなげていき循環型

社会を構築する取り組みです。これからも町民のみなさまのご協力よろしくお願いします。

「はえばる版リサイクルループ」の事業により食品廃棄物が再利用され、作られた飼料は「はえば

る豚」のエサに、堆肥は野菜作りに活用されています。その肉の加工販売や野菜の販売などの取

組も始まり、環境と福祉が連携し障がいのある方の就労の場も生み出されました。 生産された食

材は安心安全な食材として、町立保育園の給食や町内飲食店で利用されていて肉の旨みがよい

と評判です。

環境の浄化再生と公害の防止
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ごみ処理対策事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

○ごみ処理対策事業 ２億４，６２０万円

１．ごみの収集運搬やごみの処理

町内から収集される「もやすごみ」「もやさないごみ」「有害・危険ごみ」「粗大ごみ」は、本町と那

覇市で設立した那覇・南風原クリーンセンターで破砕・焼却処分されます。町全域の家庭ごみの収

集運搬は、町から委託をうけた収集業者が各家庭の門口から収集運搬しています。ごみの出し方

について詳しくは「家庭ごみの正しい分け方・出し方」のポスターをご覧になるか生活環境班へ問

い合わせ下さい。

また、収集したごみ処理に掛かる経費や、那覇市・南風原町環境施設組合、那覇・南風原クリー

ンセンター、最終処分場（那覇エコアイランド）の管理運営費については、那覇市と南風原町のご

みの搬入量実績による割合で負担しています。平成１９年７月に本町東新川地区に建設された「環

境の杜ふれあい」の管理運営費については一定の負担割合で那覇市と負担しています。この施設

で使用される電力はすべて「那覇・南風原クリーンセンター」の余熱利用によって発電された余剰

電力、太陽光発電、小型風力発電でまかなわれています。

家庭ごみ収集運搬委託料 ３，７４４万円

那覇市・南風原町環境施設組合 １億５，８５４万円

その他（町指定ごみ袋製造費、町内清掃ごみ処理費等） １，６６９万円

▲那覇・南風原クリーンセンター ▲還元施設「環境の杜ふれあい」

２．資源ごみ・粗大ごみの処理

資源ごみ（アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、リターナブルびん、ダンボール、新聞・チラ

シ、紙パック、雑がみ・本類、布・古着類、草木、廃食用油）を分別収集し、リサイクル業者に処

理を委託しています。また、廃食用油（使用済みの天ぷら油）についてはNPO法人のぞみの里

でバイオディーゼル燃料に再生し、給食配送車やごみ収集車の計９台の車が給油し町内を走

行しています。家庭から出た廃食用油が燃料となって活用され資源の循環がなされています。

町では今後も循環型社会の形成に取り組んでいきます。

環境の浄化再生と公害の防止
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主な経費

資源ごみ･粗大ごみ収集運搬分別委託料

２，６０６万円

ガラスびん再商品化委託料 １６万円

事業所から出るびんの処理 １２万円

草木処理委託料 ７０９万円

粗大ごみ処理券販売委託料 １０万円

資源ごみの分別作業（南風学園）→

※粗大ごみの処理は予約制になっていますので、役場

住民環境課に電話で申し込み、粗大ごみ処理券を貼

って指定の日に出してください。

各家庭から出されたごみを収集する委託業者→

し尿処理事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

○し尿処理事業 ４，２８０万円

一般家庭のし尿・浄化槽汚泥は許可業者が収集運搬し、町が島尻消防清掃組合に処理を委託

していますので、島尻消防清掃組合へ処理委託料を支払いしています。また、し尿等下水道放流

施設の建設は南風原町・西原町・与那原町の３町共同による広域処理に向け取り組んできました

が、今年度から新たに中城村、北中城村が加入し５町村による新施設の建設に取り組んでいくこと

になりました。

し尿浄化槽汚泥処理委託料 ２，８８２万円

東部清掃施設組合負担金 １，３９８万円

※ し尿収集浄化槽清掃のお申し込み先（収集許可業者）

１号車 南風原衛生 ＴＥＬ：８８９－４５７３

２号車 津嘉山衛生 ＴＥＬ：８８９－４６９２

収集運搬の料金は主に許可業者の経費となりますが、隣町村の料金を

参考に標準的な料金表を許可業者に提示してありますので、ご確認のう

えお申し込みください。

環境の浄化再生と公害の防止
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議会運営事業
（担当：議会事務局 局長：宮城政行）

○議会運営事業 ９，２６８万円

１．議会の権限とは？

町議会は地方自治法などの法律によって多くの権限が与えられており、町政の重要な事柄を

審議・決定する大切な役目を持っています。主なものは次のとおりです。

①議決

議会に与えられた権限の中で最も重要なもので、

・条例の制定・改廃 ・予算の決定

・決算の認定 ・一定金額以上の契約の締結

など、町政の重要な事柄に関しては、全て町議会の議決が

必要です。

②調査と検査

町の仕事が、町議会の決定に従って適正に行われているかどうかを調査、検査します。

③意見書、決議

町民の福祉の向上や利益につながることについて、国、県、関係省庁などに意見書を提出し

たり、国政や社会問題などについて、議会の意思を明らかにするために決議を行ったりします。

④その他の権限

議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、町長が副町長、教育委員、監査委員など

を選任する場合の同意権、町民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。

２．議会運営に係る主な経費

①議員報酬 ４，６１８万円

議長： ３０万円（月額） ・ 副議長：２５万円（月額）

常任委員長：２４．２万円（月額）・その他議員: ２３．３万円（月額）

②議員期末手当 １，３１２万円

報酬額に１０％を乗じた得た額を加算した額に１００分の３１０を乗じた額（年間）

③議員共済会給付負担金等 ２，５６８万円（前年度比１，３６５万円減）

④旅費 ３７８万円（前年度比 ２２６万円減）

特別旅費（職員分） １４万円（前年度比 ２８万円減）

普通旅費（職員分） ８万円（前年度比 皆増）

費用弁償（議員分） ３５６万円（前年度比 ２０６万円減）

ア．費用弁償、所管事務調査費用

・議会議員が議会や委員会に出席すると、旅費として日額2,000円が一律に支給されま

す。これを費用弁償といいます。

⑤その他の経費（負担金等） ３９２万円

健全な行財政運営
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会議録作成事業
（担当：議会事務局 局長：宮城政行）

○会議録作成事業 １９８万円

法律で議長は、会議の結果に会議録を添えて町長へ報告することになっています。「会議録」は

議会の本会議の内容をありのままに記録した書類で、本会議の様子をテープに収録し、それを反

訳後、内容の調整をし、冊子にまとめます。議論された内容すべてを記録した唯一の証拠書類と

なるので、原本は重要な書類として保管されていますが、写しは、南風原町の図書室や文化セン

ターなどでも見ることができます。

主な経費

会議録印刷製本費 １９８万円

監査委員事業
（担当：監査委員事務局 局長：宮城政行）

○監査委員事業 １５２万円

監査委員は、法令により定められた権限（地方自治法第199条第3項）に基づいて、町の予算の

執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務等が法令等に従って適正かつ効率

的に行われているかなど行政運営全般について監査を行います。

１．法令に沿って正しく執行されているか

２．町民の福祉増進のため最少の経費で最大の効果を挙げているか

３．公正で合理的かつ効率的に執行されているか

上記のような観点から監査を行い、その結果を町長や町民の方々に提出し、公表します。

監査委員事業に係る主な経費

①監査委員報酬 １１６万円

・識見を有する者として選任された委員 ５．２万円（月額）

・町議会議員のうちから選任された委員 ４．４万円（月額）

②監査委員費用弁償 １６万円（旅費として1,000円／日額）

③その他の経費

（消耗品費等、負担金含む） ２０万円
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企画事務事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○企画事務事業 ５，３１１万円

１．南部広域市町村圏事務組合負担金（総務費） １６３万円

(衛生費) ４，７９０万円(南斎場建設負担金)

南部広域市町村圏事務組合（一部事務組合）

南部広域市町村圏事務組合では、第３次南部広域行政圏計画の基本構想・基本計画及び

実施計画等に基づき、圏域の総合的かつ一体的な振興整備のため、構成市町村からの出資と

県からの助成による「ふるさと市町村圏基金」を設置し、その果実（運用益）を活用して広域的な

各種事業（ソフト事業）や地域イベントの助成等を関係市町村やＮＰＯなど関係団体等との連携

により実施しております。

構成市町村

（市） ：糸満市、浦添市、豊見城市、那覇市、南城市

（町） ：南風原町、八重瀬町、与那原町

（離島）：久米島町、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、南大東村、北大東村

主な事業

①ふるさと市町村圏基金事業

１）南部広域圏南斎場（仮称） 建設事業計画の推進

２）共催事業／ＮＡＨＡマラソン、なんぶトリムマラソン

３）青少年健全育成事業／南部地区少年野球交流大会

４）情報発信事業／ホ－ムペ－ジ「まるごと！なんぶ沖縄」

５）芸術文化推進事業／日露交歓コンサ－ト２０１２沖縄公演

★『南斎場（仮称）の平成２５年度の供用開始をめざして』★

平成２４年度は、建設用地を取得後、造成、建設工事を着手し南部広域圏南斎場（仮

称）の平成２５年度中の供用開始に向け、構成６市町（糸満市、豊見城市、南城市、南風原

町、八重瀬町、与那原町）一丸となって取り組んでいます。

↑南部広域圏南斎場イメージ（実施設計）

←なんぶトリムマラソンでパフォーマンス賞を受賞し

た子ども達
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２．南部広域行政組合負担金 ３２５万円（事務局運営費負担金）

南部広域行政組合とは、

複数の市町村で事業を進めることが高い効果が得られると認められた下記①～④の事業を行

っています。

①視聴覚ライブラリー事業、②島尻教育研究所事業、③しののめ教室事業、④一般廃棄物

最終処分場事業

構成市町村

（市） ：糸満市、豊見城市、南城市、

（町） ：西原町、南風原町、八重瀬町、与那原町、

（離島）：粟国村、座間味村、渡嘉敷村、渡名喜村、南大東村、北大東村、

３．その他の経費 ３３万円

企画事務を運営するための消耗品費や、上記以外の関係団体への負担金も支払っていま

す。

内 訳

島尻地域振興開発推進協議会負担金 １９万円

沖縄地域産業立地推進協議会負担金 １０万円

沖縄県地域づくりネットワーク負担金 ２万円

消耗品費 ２万円

↑会議の様子

まちづくり推進事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○まちづくり推進事業 ４３万円

町民が行政サービスにどれだけ満足しているのかを把握するため、町民意識調査を実施し、町

民の意見を町政へ反映させるとともに、町民福祉の増進及び町民サービスの向上を図ります。ま

た、講演会を実施することで、今後の元気で活力あふれる協働のまちづくりを推進します。

主な経費

住民参画講演会講師謝礼金 ３万円

町民意識アンケート調査謝礼金 ４０万円

↑みどり生産部会による協働のまちづくり
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電子計算事務事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○電子計算事務事業 ７，９０８万円

町では事務事業のコスト圧縮や効率化を図るため、すべての住民サービスにおいて、「正確

さ」、「スピード化」、「効率化」が求められており、住民情報システムなど業務の多くをコンピュータ

により管理・運営しています。今後も業務が円滑に行われ、個人情報などが厳格に守られるように、

セキュリティー性を高めるためのシステム改修やコンピュータ機器の導入等を行い、これまで以上

に適正な運用を行います。

１．基幹システム（住民サービス系システム）の充実 ４，８４２万円

住民情報システムや税金・収納管理システム、福祉・健康管理システムなど、住民サービスと

生産性の向上を図るための電算システム導入や、今後の行政需要や財政改革に配慮した事務

体制や、業務運用の効率化を実現していきます。

主な経費

システム・機器使用料 ３，１４８万円

課税支援用システム使用料 ２２１万円

システム・機器保守委託料 ７１８万円

高速プリンタ・製本機等保守費 １２６万円

高速プリンタ・製本機等機器使用料 ３０万円

印刷製本・その他 ４９９万円

システム改修費（新制度への対応費） １００万円

２．情報系システム（事務処理部門）の充実 ３５３万円

一般に「事務部門」や「管理部門」などとよばれる事務事業の分野においても、パソコンなどを

活用した事務の合理化や、庁内事務における電子申請や電子決裁への積極的な取り組みを行

うことにより、コストバランスや生産性改善の視点に立ち業務運用の効率化を実現していきます。

また、電子決裁や新しい業務の事務改善等に対する、電子自治体に対応したアプリケーショ

ンへの移行や高度なセキュリティを確保しながら、一台の端末を多彩な業務に活用することがで

きるようシステムの改善を行います。

主な経費

電子自治体用アプリケーション等への移行費 ３４８万円

その他事務経費 ５万円

３．行政情報システムの強化 ２，７１３万円

顧客志向型の行政サービスや電子化を踏まえた業務改善が推進される中で、各サービス提

供者に対し、個人情報をはじめとする情報やデータを確実に守る基盤と体制が求められていま

す。特に行政の取り扱う情報は、明確な対策と管理責任を講じていかなくてはならないことから、

「操作者識別カードによる認証方式」と「通信の暗号化と通信相手チェック」の組み合わせによ
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り、情報漏洩や不正使用などの対策を施し安全な運用を強化します。

主な経費

技術支援SE費 ８１５万円、グループウェア運用支援費 １，１３４万円

機器の再構築費 ７６４万円

電子自治体推進事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○電子自治体推進事業 ８７９万円

町では国の電子政府推進計画（ＩＴ新改革戦略）を受け、いつでも、どこでも、誰でも情報通信技

術（ＩＴ）の活用による恩恵を実感できる社会の実現へ取り組んでいます。

１．総合行政ネットワーク事業 ２３５万円

地方自治体内のネットワークを相互に接続し、地方自治体間のコミュニケーションの円滑化、

情報共有の推進、行政事務の効率化を図ることを目的に、高度なセキュリティを確保した行政専

用のネットワーク「総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）」の運用経費です。現在このシステムを利用

して、さまざまな手続き（電子申請）やサービスの拡充ができるように整備を進めています。

主な経費 ＬＧＷＡＮ用サーバ設備等保守 １４７万円

LGWAN機器使用料 ８８万円

２．住民基本台帳ネットワークシステムの運営 ６３０万円

地方公共団体共同のシステムとして、住民基本台帳のネットワーク化を図ることで、住民の４

情報と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするためのシステムであり、電子政

府・電子自治体の基盤となるものです。今年度も、住民基本台帳カードによる証明書等の自動

交付サービスなど、休日や夜間でも円滑な証明の交付ができるよう努めてまいります。

主な経費

サーバーなど機器リース料 ４６６万円

その他機器保守料 １６４万円

▲役場玄関に設置されている自動

交付機。住基カード登録で土日、

時間外でも住民票などが受け取れ

ます（詳しくは住民環境課〔889-

4414〕へお問い合わせください。）
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３．電子自治体推進事業 １４万円

ＩＴ活用による住民の利便性の向上と行政運営の簡素・効率化等を推進するため、これまで書

面により行われている各種申請・届出等手続について、自宅や会社のパソコンからインターネッ

トを利用して手続ができるように、『行政手続等の電子化推進計画』の策定やインターネットを利

用した『電子申請・届出システム』の整備を進めてまいります。

主な経費

電子申請システム運用経費 １４万円

オーサリング人材育成事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○オーサリング人材育成事業 １，７２０万円

近年の書類・書籍の電子情報化をにらみ、今後も南風原町が『情報の加工・発信拠点』としての

地位を維持・確立するため、町の保有する発刊図書をオーサリング（電子化）することにより、町内

の雇用拡大と人材育成を図ります。

主な経費

オーサリング人材育成事業委託料 １，７２０万円

↑書籍のオーサリング（電子化）作業風景↑

↑電子書籍化の事例：『ふるさと自慢10連発（南風原町）』↑
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住基・印鑑登録・外国人登録事務事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

○住基・印鑑登録・外国人登録事務事業 ８８１万円

１．住民基本台帳・印鑑登録に関する事務

住民基本台帳は氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民

の方々に関する事務処理の基礎となるものです。住民票の写しの交付などにより、住民の方々の

居住関係を公証するとともに国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者

の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢簿の作成、生活保護及び予防接種に関する事

務、印鑑登録に関する事務処理のため等に利用されます。さらに平成23年７月１日から本町、豊見

城市、南城市、与那原町、八重瀬町の5市町間で住民票や印鑑証明が受け取れる広域行政窓口

サービス事業がスタートし、住民の利便性向上を図っています。

主な経費 申請書等印刷代 ５００万円

窓口対応臨時職員賃金 ２２６万円

その他の経費 １５４万円

２．外国人登録事務

外国人登録は、外国人の居住関係及び身分関係を明確にして在留外国人の公正な管理を目

的とするものです。外国人は日本に上陸した日から９０日以内に居住地の市区町村役場で外国人

登録の申請を行わなければなりません。なお、平成２４年7月に外国人登録法が廃止となり外国人

住民にも日本人と同じく住民基本台帳法が適用されます。

主な経費 沖縄県外国人登録事務協議会負担金 １万円

住民環境課からのお知らせ

窓口に来られた方へ 「本人確認」にご協力ください！！

☆お持ちいただく本人確認書類
・本人であると確認できる証明書

○官公署が発行した顔写真が貼付された証明書など

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書、

身体障害者手帳など

代理人の方へ 「委任状」の提出が必要です。
※代理人は、本人確認書類と請求者の代理人であることを明らかにする書類(委任状）が必要です。

※偽りその他の不正な手段によって戸籍及び住民票等の証明書の交付を受けた者は、

刑罰（３０万円以下の罰金）が科されます。

※印鑑証明書については、これまで同様印鑑登録証の提示のみで交付を受けることができます。

問い合わせ先 住民環境課 ℡８８９－４４１４
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住民基本台帳ネットワークシステム事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：知念功）

○住民基本台帳ネットワークシステム事業 １２４万円

住民基本台帳ネットワークシステム（以下、住基ネット）により、全国どこの市区町村でも、運転免

許証・パスポートなど（官公署発行の顔写真の入った証明書）を提示すれば住民票をとることがで

きます。ただし、住基ネットに加入していない市区町村ではできません。また住民にとって利便性の

高い住民基本台帳カードの交付なども行っています。

主な経費

住民基本台帳ネットワークシステム委託料 ２６万円

住民基本台帳カード発行機使用料 ９８万円

☆住基カードを取得し、自動交付機により各種証明書の発行が可能になります。

自動交付機を利用することで、土日及び時間外（７：００～２２：００）も可能になりました。那覇市内

の天久・首里りうぼう・ジャスコ那覇店でも自動交付機を利用できます。また、住基カードがあれば

電子証明書を取得し、e-Taxの申告等が自宅からインターネットを使ってできるようになります。

■■■ 自動交付機での交付可能な証明書 ■■■

住民票、印鑑登録証明書、所得証明書、納税証明書、資産証明書等

■■■ 自動交付機の設置場所と利用可能時間 ■■■

南風原町役場 （７：００～２２：００）

天久りうぼう、首里りうぼう （９：００～２２：００）

ジャスコ那覇店（１０：００～２２：００）

■■■ 印鑑登録証を住民基本台帳カードに併用 ■■■

町では平成２２年４月１日から印鑑登録証の新規交付を住民基本台帳カード（住基カード）

に併用させ、さらなる住基カードの普及促進を図るとともに、住民サービスの向上と窓口事務の

効率化を行っています。写真付き住基カードは公的な身分証明書としても利用でき、住基カード

の交付手数料は平成２６年３月３１日まで無料期間が延長されました。また自動交付機から証明

書を交付する場合は現行の手数料３００円から２００円となりよりお得で便利です。
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町県民税に係る経費
（担当：総務部 税務課 課長：金城郡浩）

○町県民税に係る経費 １，１９７万円

町県民税は、前年度の収入を基に、納税者それぞれの負担能力に応じて負担し合う性格の税

金であり、市町村では町民税と県民税を合わせて徴収いたします。

町民それぞれに公平・公正な税金を、賦課し納めていただく事を目的に使われる経費です。

主な経費

eLTAXに係る経費 ４０１万円

臨時職員賃金 ２５０万円

納付書等郵送費 ２５９万円

納付書印刷代など事務経費 ２８７万円

軽自動車税に係る経費
（担当：総務部 税務課 課長：金城郡浩）

○軽自動車税に係る経費 ３０１万円

軽自動車及び小型二輪車の登録・抹消申請に基づいて税をかける際に、登録に必要なデータ

の取得や調査照会などを、社団法人全国軽自動車協会沖縄県事務取扱所に委託します。

主な経費

軽自動車税申告調査委託料 １１７万円

納付書等郵送費 ８０万円

納付書印刷代など事務経費 １０４万円

固定資産税に係る経費
（担当：総務部 税務課 課長：金城郡浩）

○固定資産税に係る経費 ９４４万円

固定資産税（土地・建物・償却資産）に対する課税を適正に行うためには、その固定資産の正確

な把握、適正な評価（価格）が基本となります。土地や建物には様々な形態があり、適正な課税を

行い、その評価について納税者へより分かりやすく正確に説明する目的から、町では以下のような

業務を行っています。

１．不動産鑑定委託料（土地）

土地の固定資産税を評価するために基準となる標準宅地の下落や上昇の調査を不動産鑑

定士に依頼します。適正に土地の固定資産税を課税するための委託料です。

２．地番データ修正及び地目・地籍現況データ修正委託料（土地）

土地の分合筆（分けたり、ひとつにしたりすること）により、面積が変わった場合や所有者が変

わった土地のデータ修正を行い、その修正したデータで、図面を作成する業務です。土地の図

健全な行財政運営



- 149 -

面は、いろいろな場面で使われます。住所の確認、工事前の確認、道路の位置、境界の確認や

土地の評価を決めるときの参考資料となります。このような評価に使う資料を準備することで、納

税者に分かりやすく、納得できる説明を行うことができます。町では他に、土地の利用状況ごと

に色分けした図面や、地域の土地価格がわかりやすく表示された路線価図などを作成しており

ます。

３．路線価データ作成（土地）

固定資産税の土地評価を行う目的で整備した路線価等の情報を集

約し、それをインターネットで公開するためにデータ作成を行います。

情報を開示することにより固定資産税評価制度に対する信頼確保を

図る目的でデータ整備を行うものです。整備したデータは、（財）資産

評価センターに集約され同センターのホームページから自由に閲覧

できることになります。

４．地番図異動修正に係る画地測量（土地）

分合筆した土地は、奥行きや道路に面する長さが変化します。このような距離の変更を測量し

て土地を評価する業務です。一般的に土地が道に接しているほうが、出入りもしやすく便利で

す。また長細い土地や、形が悪い土地は利用しづらい土地となります。土地の評価は、このよう

な土地の便利性や形状も判断材料となります。

５．家屋評価システムＨＯＵＳＡＳリース料

固定資産税（家屋）の適正な課税客体を総合的に把握・管理し、課税漏れの防止や家屋滅

失の管理をさらに強化するため新たな家屋評価システムを導入します。

６．家屋調査システム保守管理委託

固定資産税（家屋）の適正な課税を行うためのシステムの保守を行います。評価計算の標準

化、検索、集計、住民情報総合システムへの転送、データの作成・修正を行うことで、事務のス

ピードアップを図ります。

７．固定資産税納付書作成及び事務経費

固定資産税の納付書を発行し発送するための経費と事務

用品などの消耗品費です。

主な経費

評価に伴う委託料及びリース料 ７０４万円

納付書等郵送費 １２３万円

納付書印刷代など事務経費 １１７万円

健全な行財政運営
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賦課徴収事業
（担当：総務部 税務課 課長：金城郡浩）

○賦課徴収事業 ２，７０３万円

町税（町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・たばこ税）の徴収業務であり、納税指導

や滞納整理（差押えなど）事務を行い税収の安定確保を目的とする経費です。職員６名に平成１６

年度から納付指導を専門とする嘱託職員４名、平成１９年度からは職員の徴収事務の向上を図る

ために徴税専門員（県税OB）1名を配置し、税負担の公平で効率的な町税の安定確保の向上に

取り組んでいます。

さらに、平成２１年度から収納管理・滞納整理事務の効率化と高度化を図るため滞納整理収納

支援システムを導入しています。

主な経費

納付指導員嘱託費 ７９２万円

徴税専門員報酬 ２０４万円

臨時職員賃金 ３０６万円

その他消耗品など ５３万円

郵送費等 ２４４万円

収納支援システム費等 ４７１万円

過年度還付金 ６３３万円

★Ｐｏｉｎｔチェック！

町では、町民の皆さんが毎日安心した生活が送れるよう防災・防犯体制、道路整備、福祉

の充実、教育の振興など民間だけではまかなうことのできない幅広い仕事を行っています。

このような仕事をしていくためには、資金が必要となります。その主要な財源となっているの

が税金です。滞納整理に係る費用を軽減することができれば、その分教育や福祉の費用が

増えることにもつながります。納税者のみなさま、期限内納付・口座振替にご協力ください。

よろしくお願いします。

↑小学校対象に行われた租税教室の様子↑



資 料 編（インタビュールーム）
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Ｑ１ 町の予算はどのようにしてできるのですか？

予算とは、南風原町の１年間の収入と支出の見積もりのことをいいます。家計に例えると、

「１年間の収入がいくらで、そのうちの生活費がいくら、ローンの返済がいくら」というものを示したも

のです。町長（役場）が予算案を作り、その案を議会に提出します。議会で可決（承認）されると、

正式に予算となります。

収入
（歳入） 町税 民生費

支出
（歳出）

109億円
32.1億円 41.4億円

109億円

国県支出金 土木費
31.9億円 18.5億円

教育費

交付税 12.6億円

21.9億円 総務費

11億円
借金 借金返済

10.5億円 9.7億円

その他
12.6億円 15.8億円

南風原町議会

その他
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～平成２４年度予算を例に説明します～

町全体の予算案を議会へ提出

各課の予算案を提出

各課へ通知

南風原町の予算ができるまで

①予算編成方針

②予算見積書の作成（担当課）

③役場内での調整

⑤予算（案）の審議・議決

⑥予算の執行

平成２３年

１０月下旬

平成２３年

平成２４年

１月～２月

平成２４年３月

平成２４年４月～

平成２５年３月

④予算（案）

教育費 土木費 福祉費衛生費

まちの予算 インタビュールーム
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平成２４年度の予算を例に、前のページの図にそって説明します。

①予算編成方針（平成２３年１０月下旬）

予算編成方針とは、国の方針や町の財政状況などを参考に、予算を作るときの基本的な考え方

を示したものです。この予算編成方針を役場の各課に通知します。各課はこれを基に予算の見積

もりを作成します。

②予算見積書の作成（平成２３年１２月中）

予算編成方針に基づき、事業の担当課では、予算見積書を作成します。皆さんの家庭でも、洗

濯機が古くなったから新しいものを購入したい、旅行に行きたい、など要望はたくさんあると思いま

すが、実際の収入に見合う範囲内で、優先順位を決めて家計をやりくりしていることと思います。

町も皆さんの家庭の家計と同じように、限られた収入（財源）の中で、優先順位をつけて事業を

選択し、予算を作っています。

③役場内での調整（平成２４年１月～２月）

役場内で、各課の予算見積書の内容について聞き取り（ヒアリング）を行います。ひとつ一つの

事業について、緊急性、必要性があるのか、法律や計画に沿ったものなのかなど、内容の確認を

行います。

④予算（案）の提出（平成２４年３月）

最終的に、１年間の収入の見積もりと、支出の見積もりを同じ額になるように調整し、予算（案）を

作ります。その後、予算（案）は、説明書をつけて、議会に提出されます。

⑤予算（案）の審議・議決（平成２３年３月）

提出された予算（案）は、３月の定例議会において審議が行われ、議決されます。議決の内容は

「原案可決」、「修正可決」、「否決、審理未了」の３種類あり、「原案可決」若しくは「修正可決」の議

決が行われば、予算案が予算として成立することになります。

⑥サービスの提供（平成２４年４月から平成２５年３月までの１年間）

議会の議決（予算成立）後、１年間の予算の使用計画に基づき、担当課において予算の執行

（サービスの提供）が行われます。

以上で、予算が作られサービスの提供として使われるまでを説明しました。町では、皆さんが支

払う貴重な税金を、最小の経費で最大の効果を得られるよう、効率的に使用してまいります。

まちの予算 インタビュールーム
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Ｑ２ 町の予算は毎年増えているのですか？

町の予算はみなさんの家庭の家計と同じように、得た収入（町税や国・県からの補助金など）や、

借金（町債など）をしながら、仕事をしてやりくりしています。町の予算は、人口の増加に伴う社会資

本の整備等により年々増加しています。なお、町の予算は、一般会計と５つの特別会計に分かれ

ており、各会計の説明は下記のとおりとなっています。

○一般会計

一般会計は民生費や土木費、教育費など、行政を運営するうえで最も基本となるもので、町の

予算の６２．５％が一般会計でまかなわれています。

○特別会計

■下水道事業特別会計

下水道を使用している方が納める下水道使用料で運営することとなっており、使用者から下水

道料金を徴収しています。平成２４年度の整備については、津嘉山土地区画整理事業地内を中心

に兼城地内、新川地内、与那覇地内を整備予定です。雨水施設については津嘉山地内を整備予

定です。
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■国民健康保険特別会計

通称「国保」の運営は、加入者の皆さんが納めた税金だけではなく、国・県・町も費用を負担して

います。加入者の誰もが安心して平等に医療が受けられるように保険税を出し合い、いざというとき

の医療費にあてる「助け合い」の精神に基づいた制度ですが、予算額は年々増加傾向にありま

す。また、平成２０年度から「健康診断制度」が変わり、国保加入者の健康診断受診率が低いとペ

ナルティがあります。健康診断を受診し、ひとり一人が自分の健康状態を管理することで医療費の

抑制にもつながります。

■土地区画整理事業特別会計

土地区画整理事業特別会計は津嘉山北土地区画整理事業を実施するため、平成８年度に創

設されました。平成２年頃から地域住民の皆さんや土地所有者の皆さんとまちづくり（案）などにつ

いて議論や討論を重ねながら実施しています。
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■農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は、平成１０年度に創設されました。神里地区は平成１５年度に供

用を開始しています。その後、平成１５年度から宮城地区の事業がスタートしました。平成１８年度

に事業完了し、平成１９年４月から供用開始しています。平成１９年度からは施設の維持管理が主

な経費となっています。農業集落排水事業も下水道事業と同じように使用者からの使用料を徴収

しています。

■後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、老人医療制度に代わる新しい医療制度「後期高齢者医療制度」

が平成２０年４月からスタートすることに伴い創設されました。後期高齢者医療に係る事務は役場と

沖縄県後期高齢者医療広域連合（うるま市）で行っています。
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Ｑ３ 平成２４年度の予算の配分はどうなっているのですか？

○一般会計予算の配分

ここでは、平成２４年度一般会計予算の収入と支出それぞれの内訳を説明します。どのようなお

金が町に入ってきて、どのように使っていくのかを見てみましょう。

①収入

南風原町の収入で一番大きな割合をしめているのは、町民税や固定資産税など、みなさんが町

に納める税金で３２億１，０３１万円で２９．４％です。ある特定の事業を行う目的で国から交付され

る国庫支出金が１５億７１３万円で１３．８％、日本のどの地域においても一定の行政サービスが提

供できるように、県・市町村へ国が交付する地方交付税（基準は国が決めています）が２１億８，７０

０万円で２０％、大きな事業を行うために国や金融機関から借り入れる町債（借金）が１０億４，８２０

万円で９．６％となっています。

※その他（１）の収入科目は諸収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金、寄附金、財産収入です。

※その他（２）の収入科目は地方消費税交付金、地方譲与税、地方特例交付金、自動車取得税交付金、利子割交付金、交通安

全対策特別交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金です。
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②目的別支出（一般会計）

平成２４年度当初予算と平成２３年度当初予算を目的別に分類したグラフです。目的別の主な

増減理由は下記のとおりとなります。

※記入例:増減項目 増減額（平成２３年度当初予算→平成２４年度当初予算）

【総務費】 電子計算事務事業 ▲１億 ５５９万円（１億８，４６７万円→７，９０８万円）

ふるさと博覧会事業 ８００万円（皆増）

【民生費】 児童(子ども）手当事業 ▲１億９，６９９万円（１０億５，９７６万円→８億６，２７７万円）

介護給付・訓練等給付事業 ２，９８１万円（４億３，０５７万円→４億６，０３８万円））

介護保険運営事業 ２，０２７万円（２億４，９８０万円→２億７，００７万円）

認可保育園事業・補助 ４，８２８万円（１１億３，５９５万円→１１億８，４２２万円）

【衛生費】 予防接種事業 ▲９００万円（１億４，９５２万円→１億４，０５２万円）

し尿処理事業 ▲８８７万円（５，１６７万円→４，２８０万円）

【土木費】 本部公園整備事業 ▲１億３，０５７万円（皆減）

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 １億５，０００万円（皆増）

津嘉山2号公園整備事業 １億円（皆増）

【教育費】 南星中学校エレベーター等設置事業 ▲５，４１５万円（皆減）

翔南小学校エレベーター等設置事業 ５，１０６万円（皆増）

北丘幼稚園園舎増築事業 ２，７００万円（皆増）
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97,343

その他

9,517

その他

11,522

万円

年度

一般会計支出（目的別経費）グラフ
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まちの予算 インタビュールーム

③性質別支出（一般会計）

平成２４年度当初予算と平成２３年度当初予算を性質別に分類したグラフです。性質別の主な

増減理由は下記のとおりとなります。

※記入例:増減理由 増減額（平成２３年度当初予算→平成２４年度当初予算）

【人件費】 職員給与（給料及び手当） ▲４，１３３万円（９億８，９１３万円→８億９，７８１万円）

【扶助費】 障害者自立支援給付費 ２，６６２万円（４億２，１２８万円→４億４，７９０万円）

こども手当費 ▲１億９，６８０万円（１０億５，６６０万円→８億５，９８０万円）

【物件費】 臨時職員賃金 １，４８２万円（１億６，９６９万円→１億８，４５１万円）

委託料 ▲１億６，６９４万円（７億６，２８３万円→５億９，５８９万円）

需用費 １，０８３万円（４億１，４９２万円→４億２，５７５万円）

【補助費等】

南部広域圏南斎場建設計画負担金 ８０７万円（３，９８３万円→４，７９０万円）

ふるさと博覧会実行委員会補助金 ８００万円（皆増）

【普通建設事業費】

本部公園整備事業 ▲１億３，０５７万円（皆減）

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 １億５，０００万円（皆増）

津嘉山2号公園整備事業 １億円（皆増）

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

H23

H24

人件費

159,446

人件費

158,478

扶助費

289,814

扶助費

282,924

公債費

96,292

公債費

97,343

物件費

157,904

物件費

146,675

補助費等

128,105

補助費等

131,285

普通建設事業

126,212

普通建設事業

150,948

繰出金

99,852

繰出金

113,996

その他

10,245

その他

9,964

万円

年度

一般会計支出（性質別経費）グラフ



- 159 -

Ｑ４ 平成２４年度の町税の収入と内訳はどうなっているの

ですか？
町税の収入は税の種類によって増減がありますが、全体を見てみると年々増加傾向にあります。

平成２４年度と２３年度を比較してみると、町民税は少年扶養控除の廃止の影響により増額となっ

ていますが、固定資産税の家屋が、評価替えの影響により減額となったため、固定資産税全体で

減となっています。

１．町税の内訳

平成２４年度予算の町税収入を占める割合でみると、固定資産税が１５億９，５５５万円で税金収

入の４９．７％を占めており、次いで町民税が１３億７５６万円、町たばこ税が２億１，２３３万円、軽自

動車税が９，４８７万円となっています。
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200,000

250,000

300,000

350,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

万円
町税 当初予算年度別推移グラフ

町民税 固定資産税

軽自動車税 町たばこ税

特別土地保有税

項　　目 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

町 民 税 87,021 91,648 93,286 89,890 95,984 117,648 124,054 127,277 127,067 125,186 130,756

固定資 産税 122,287 118,458 127,620 137,379 137,003 141,846 150,619 155,851 162,721 164,179 159,555

軽自動 車税 4,714 5,234 5,937 6,553 7,158 7,692 7,761 8,669 8,621 8,810 9,487

町たば こ税 25,498 27,341 24,774 26,861 27,278 28,251 26,546 23,757 20,312 22,070 21,233

特別土 地保
有 税

277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町 税 合 計 239,796 242,681 251,617 260,683 267,423 295,438 308,980 315,553 318,721 320,245 321,031

まちの予算 インタビュールーム
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Ｑ５ 町 の 借 金 （ 町 債 ） は ど の く ら い あ る の で す か ？

町では、道路整備や学校建設、下水道整備等の公共施設整備を行うにあたり、起債（町の借

金）を活用して事業（仕事）を行っています。その町の借金（町債残高）は､平成２３年度末（平成２４

年５月３１日）見込みで､全会計合わせて１５９億９，９２４万円､町民のみなさん１人あたりの借金の

額として算出しますと約「４５万円」になります。だだし、借金のなかには返済する元金と利子の額の

２５％～１００％程度が地方交付税（国からもらえるお金※）の中に措置される借金があり、そうした

ものを除いて町民一人あたりの借金の額として算出すると「２１万５千円」ほどになります。

（平成２４年３月末 南風原町の人口 ３５，５９１人）

南風原町の会計別町債残高（借金）の内訳

一般会計

112億2,614万円 70.2％

下水道事業特別会計

25億5,089万円 15.9％

区画整理事業特別会計

20億7,775万円 13.0％ 農業集落排水事業特別会計

1億4,446万円 0.9％

全会計合計 １５９億９，９２４万円
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400,000

一般公共事業債 義務教育施設整備事業債 一般単独事業債 災害復旧事業債 その他の起債

259,148

184,537

226,551

1,751

450,627
万円

南風原町一般会計性質別町債残高

まちの予算 インタビュールーム



- 161 -

目的別町債（地方債）用語説明

■公共事業等債・・・国の補助事業のうち地方負担分にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○宮平学校線街路整備事業

○黄金森、花・水・緑の大回廊公園など

■教育・福祉施設等整備事業債・・・保育所、小･

中学校等の施設整備にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○社会福祉（保育所）整備事業

○町道９３号線整備事業 など

■一般単独事業債・・・おもに国からの補助金を受けられない事業にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○町道３号線道路改築事業

○下水排水路整備事業（津嘉山、本部地区）など

■災害復旧事業債・・・台風や大雨等により被害を受けた道路や

河川、公共施設などの復旧工事にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○地域交流センター図書館復旧事業

○北丘小学校災害復旧事業 など

■その他の起債・・・減税補てん債や臨時財政対策債等、本来国が町に交付すべきものを国に代

わって町が借入した町債です。

■下水道事業債・・・下水道を整備するためにあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○公共下水道整備事業（新川、兼城、津嘉山 他）

■土地区画整理事業債・・・区画整理の事業にあてる町債です。

最近この借入を活用して行った事業

○津嘉山北土地区画整理事業

■農業集落排水事業債

この借入を活用して行った事業（平成１８年度以降より借入無）

○農業集落排水整備事業（神里、宮城地区）

まちの予算 インタビュールーム
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まちの予算 インタビュールーム

●町債（地方債）ってなに？
南風原町の収入となるものは、町民税・固定資産税などのみなさんが納める「税金」と国

からの地方交付税・国庫支出金、さらには、使用料・手数料などの現金収入があります。

通常はこれらの財源を活用し、各種行政サービス（仕事）を行っていますが、学校建設

や道路整備等の大規模な公共施設整備を行う場合は、現金収入以外に「借金」をして施

設を完成させ１０年から３０年にわたってその借金を返済しています。このような借金を「町

債（地方債）」といいます。これは、私たちが家を建てる際に住宅ローンを活用することと同

じ考え方です。

●なぜ、借金をするの？
① 町債（地方債）を活用することによって、「財政負担の年度間調整」を図ることがで

きます。つまり、計画的で効率的な財政運営（家計のやりくり）ができるということで

す。例えば、南風原町のように財政に余裕があるとはいえない町で、たくさんお金の

かかることをしようとすると、１年間に入ってくるお金だけでは足りないことがあります。

住宅ローンを考えてみてください。家を建てる費用をその年の給料だけでまかなえる

人は、一部の人を除き、ほとんどいないはずです。毎年の暮らしに無理な負担をかけ

ず、将来を考えながらお金のやりくりをしていくため借金をします。

② 町債（地方債）を活用することによって、「世代間の負担の公平」を図ることができま

す。例えば、南風原町の小学校を考えてみてください。何十年も利用されていく小学

校を、もしその年だけのお金で建ててしまったら、他の行政サービスができなくなって

しまうばりか、小学校の建設費用をその時に住んでいた町民だけが負担したというこ

とになってしまいます。将来にわたってたくさんの子供たちが長く大切に利用していく

小学校なのですから、それぞれの時代の町民が費用負担をしていった方が、世代間

の負担も平等といえます。
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●南風原町の借金って増えているの
町債（地方債）には、道路・公園・学校などを作るときに長期にわたって借りる町債と、国

の家計（財政）が悪くなったために、地方交付税を減らすかわりとして発行する臨時財政

対策債などがあります。

町債を借りたときは、町の家計（予算）の収入に「町債」として借り入れた額を計上しま

す。町債を返済するときには、元金と利子を支出とし公債費として計上します。平成２３年

度決算見込では、歳入の町債は約１２億２，７７０万円、歳出の公債費のうち元金の償還額

（返済分）は約９億５，８１７万円であり、差し引きすると借り入れ額が、２億６，９５３万円増

えています。町の借金については、保育園改築事業、町道改良事業、各種公園整備事

業、津嘉山北土地区画整理事業、公共下水道整備等の大型事業を実施していることから

毎年増加しています。今後も、翔南小学校エレベーター等設置事業、各種道路・公園整

備事業や区画整理事業等の公共施設の整備が予定されているため、町ではその年度の

元金償還額以下に町債の借入を抑制することで、後年度に町民のみなさまに過度の負担

を残さないよう努力していきます。

平成２３年度 南風原町町債返済（償還状況）

平成22年度 平成23年度 平成23年度返済（償還）額 平成23年度

末町債残高 借入額 元金 利子 計 末町債残高

157億2,971万円 12億2,770万円 9億5,817万円 2億8,323万円 12億4,140万円 159億9,924万円
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1,400,000

1,600,000

H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

1,159,352
1,260,561

1,337,514 1,382,601 1,423,131 1,425,669 1,460,556 1,515,968

1,572,971 1,599,924
万円

町債（起債）残高の推移（全会計）
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●町債のうちどれくらい交付税措置されてるの？
町債の中には、本来、国が補助金や交付金などの形で町に交付しなければならないも

のを国に代わって町が借金をし、その返済額を国が補てんしているものも含まれていま

す。また、公共施設などの整備が遅れている地域などで整備が進みやすいよう返済額の

一部を国が補てんする借金もあります。

このように、国が補てんする町債（借金）は、２５％～１００％の範囲で地方交付税の計算

に反映し町に交付されています。 町債の中に含まれる国が補てんする額はおよそ下記

のとおりとなります。

※町の借入金のうち、国から交付税として措置される額を将来にわたって正確に算出する

ことはできませんが、地方債実務ハンドブックをもとにおよその目安として計算しています。

国から交付税として措

置される額

８３億７，１５５万円

５２．３%

国からの措置がなく町

が実際に負担する額

７６億２，７６９万円

４７．７%

町債残高（借金）全会計１５９億９，９２４万円

一般会計での借金（起債）残額と普通交付税へ措置される金額

①一般会計借金の平成２３年度末現在高（見込み） ： １１２億２，６１４万円

②うち、国から交付される普通交付税へ措置される額： ６５億１，５８２万円

③交付税措置のない借金額： ４７億１，０３２万円

特別会計での借金（起債）残高と普通交付税へ措置される金額

①特別会計借金の平成２３年度末現在高（見込み） ： ４７億７，３１０万円

②うち、国から交付される普通交付税へ措置される額： １８億５，５７３万円

③交付税措置のない借金額： ２９億１，７３７万円
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Ｑ６ 貯 金 （ 基 金 ） は ど の く ら い あ る の で す か ？

町の貯金には、「財政調整基金」、「減債基金」、「目的基金」があります。その、貯金総額の残高

は、平成２３年度末見込み（平成２４年５月３１日）で２５億４，７９２万円となります。町民一人あたり

の額は約「７万２千円」となります。平成２２年度末残高と比較し基金残高合計で５億４，７９３万円、

一人当たりでは約１万５千円の減となります。主な要因は、歳入の地方交付税で算定誤りにより交

付税の交付額が減額になったことによるものです。なお、算定誤りにより収入されなかった交付税

は後年度で収入されます。

また、一人当たりの借金額「２１万５千円」を差し引きますと、マイナス「１４万３千円」となり借金の

方が多いことがわかります。町では、借金と貯金のバランスや経済の動向を考え、将来にわたっ

て、いろいろな財政分析を行いながら効率的な財政運営に努めます。

（平成２４年３月末 南風原町の人口３５，５９１人）
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万円
南風原町預金の年度別推移

合計 財政調整・減債基金 その他目的基金

まちの予算 インタビュールーム
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各基金の説明と残高

○財政調整基金残高 １７億２，６２５万円（前年度２２億２，６５６万円／５億３１万円減）

年度間のお金の不均衡を調整するためや、災害復旧などお金が不足したときに対応するため

に貯金（積立）をしている基金です。長期的な視野で計画的な財政運営を行うために，お金に余

裕のある年度に貯金を行い，お金に不足したときに使います。また、決算でお金があまったときは，

その全部または一部を積み立てることとなっています。

平成２４年度の当初予算は、収入が６，９１１万円の不足が見込まれましたので、この基金を使う

予定で予算を作っています。

○減債基金 ７，０１０万円（前年度６，９８７万円／２３万円増）

借金（町債）の返済にあてるために、貯金（積立）をしている基金です。

○土地開発基金 ２億１，２９０万円（前年度２億１，２２８万円／６２万円増）

公共施設建設の土地を購入することや、お金が不足する場合に対応するために、貯金（積立）

をしている基金です。増額の要因は、貸付利子によるものです。
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ふるさとづくり

基金7,320

ふるさとづくり

基金 6,750

福祉基金

23,897

福祉基金

24,360

福祉基金

24,358

リサイクル基金

489

リサイクル基金

1,084

リサイクル基金

1,106

一般廃棄物

処理施設建設基金

25,108

一般廃棄物

処理施設建設基金

732

一般廃棄物処理

施設建設基金 770

土地区画整理

事業基金7,029

土地区画整理

事業基金 2,737

職員退職手当特別

負担金引当基金

18,178

職員退職手当特別

負担金引当基金

18,245

環境整備基金

4,769

国民年金印紙

購入基金, 500

万円

年度

普通会計基金残高 年度別グラフ

まちの予算 インタビュールーム
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まちの予算 インタビュールーム

○ふるさとづくり基金 ６，７５０万円（前年度７，３２０万円／５７０万円減）

教育・文化・スポーツなどの振興や特色あるまちづくりのために、貯金（積立）をしている基金で

す。平成２４年度は、ふるさと博覧会、平和学習、県外派遣事業等に使うため１，０８０万円を取り崩

します。

○福祉基金 ２億４，２１５万円（前年度２億４，３６０万円／１４５万円減）

福祉活動や快適な生活環境をつくるために、貯金（積立）をしている基金です。増額の要因は、

預金利子によるものです。

○リサイクル基金 １，１０６万円（前年度１，０８４万円／２２万円増）

ごみの「資源化・減量化」を進めて、快適な生活環境づくりを行うために、貯金（基金）をしている

基金です。平成２４年度は、６８０万円を取り崩します。しかし、指定ごみ袋販売収入から経費を除

いて残ったお金をまた積立し、運用しています。

○一般廃棄物処理施設建設基金 ７７０万円（前年度７３２万円／３８万円増）

那覇市・南風原町ごみ処理施設事務組合で進められている、一般廃棄物処理施設（ごみ処理

場）の建設を推進するために、貯金（基金）をしている基金です。平成２４年度では、７６６万円を取

り崩し、那覇市・南風原町環境施設組合への負担金に充てます。

○職員退職手当特別負担金引当基金 １８，２４５万円（前年度１８，１７８万円／６７万円増）

団塊の世代の職員が定年を迎えるのに備え、退職手当特別負担金に充てるために、貯金（積

立）するための基金です。平成１７年度に創設されました。平成２４年度は、１，１１８万円を取り崩し

負担金に充てます。

○土地区画整理事業基金 ２，７３７万円（前年度７，０２９万円／４，２９２万円減）

土地区画整理事業の費用に充てるために、津嘉山北土地区画整理事業地区内の土地を売買

した保留地処分金を財源とする基金です。減額の要因は、平成２３年度からこの基金を活用し事

業を実施したことによるものです。
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Ｑ７ 特別職や職員などの給与は、どのように決められるの

ですか？
１ 特別職の報酬の決定の仕組みは？

町長や議会議員などの報酬は、町長が町内各種団体の代表者などで構成する「特別職報酬審

議委員会」に検討を依頼します。審議会では、具体的な報酬金額や改める日を検討し、委員会の

決定事項を町長に回答します。町長は、委員会での決定を尊重して改正条例案を作成し、議会に

議案として提出します。

改正条例案は、町議会の審議と議決を受けた後、告示されてから適用となります。

２ 特別職などの給与を、他町村と比べると？

南風原町の特別職などの報酬を、島尻郡内町村の平均と県内町村の平均で比較すると次の表

のとおりになります。

島尻郡内町村平均 全県町村平均

区 分 南風原町 （１１町村) （29町村)

町 長 790,000 円 634,421 円 683,636 円

副町長 645,000 527,653 563,730

教育長 604,000 488,789 521,668

議 長 300,000 234,191 263,871

副議長 250,000 194,355 220,343

議 員 233,000 181,391 204,452

郡内及び全町村：平成2３年４月１日現在

３ 一般職の給与の決定の仕組みは？

一般職の職員の給与の改正は、国の人事院勧告に基づいて行われています。職員の給与は、

全て条例や規則の規定に基づいて支給されています。

職員の給与については、町の広報紙「広報はえばる」で、毎年詳しく載せていますので、こちら

もご覧下さい。

職員一人あたりの 職員一人あたりの

区 分 １ 年 間 の 平 均 １ 年 間 の 平 均 職 員 の 平 均 年 齢

給 料 の 月 額 給 与 の 月 額

一般行政職 ３２５，９４６円 ３５４，３２７円 ４２才６ヶ月

平成2３年４月１日現在の当初予算より

※給料とは、基本給のことです。また、給与とは給料（基本給）に扶養手当などの手当

を加えた額です。

まちの予算 インタビュールーム
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Ｑ ８ 町 の 人 口 は 減 っ て い る の で す か ？

町の人口を５年毎の国勢調査でみると、昭和５０年頃から急激に増えてきています。２０年で人

口が約２培に増え、県都那覇市の東側に位置し、ベットタウンとしての役割を果たしています。

なお、平成２２年１０月に国勢調査が行われ確定値が公表されました。

昭和２０年は国勢調査の調査年にあたりますが、終戦直後のため、人口の把握ができており

ません。

↑子ども会まつりにて
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Ｑ９ 高齢者の人口割合はどのくらいですか？

高齢者（６５歳以上）の人口比率は右のグラフのように増加をしています。よりよい高齢化社会を

作っていくために、町では、高齢者が健康で、充実した生活を送ることができるように、健康づくり

推進事業や各字公民館で実施してい

る生きがい活動支援事業などいろいろ

な事業を行っています。

■■■５歳段階別の人口内訳（平成２４年３月３１日現在）■■■

（単位：人）
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まちのすがた インタビュールーム

Ｑ １ ０ 南 風 原 町 の 規 模 は ど の く ら い な の で す か ？
○面積でみると・・・

沖縄県には４１の市町村あり、竹富町が３３４．０２ｋ㎡で最も広い面積をもち、逆に最も面積の

小さい自治体は渡名喜村で３．７４ｋ㎡です。本町は県内で４番目に小さく、１０．７２ｋ㎡の面積と

なっております。

※数値は国土地理院（平成２３年１０月１日現在）の資料を参考にしています。
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行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ１

町
ちょう

　税
ぜい 　地方税法、条例により町民や町内の企業から徴収する税です（町民税

や固定資産税など）。

町
ちょう

　債
さい

　学校や庁舎などを建設する場合のように、長期間にわたって利用する
ことができ、多額の経費が必要なものの財源に充てるため、町が政府・公
営企業金融機構・銀行などから調達する長期的な借入金を「町債」とい
います。簡単にいうと、町の借金のことです。

地方
ち ほ う

交付税
こ うふぜい

　地方税収入の少ない地方公共団体にも財源を保障し、日本のどの地
域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税５税（所得税、
法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割合の額を、国が地方公共団
体に対して交付するものです。その基準は国が決めています。

国庫
こ っ こ

支出金
ししゅつきん

　国が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定
の割合で国が補助する場合に交付されるもので、①法によって国に負担
する義務のある国庫負担金、②財政的援助的な国庫補助金、③本来国
が行うべき事務を県や市町村へ委託する場合の国庫委託金に分類され
ます。

県
けん

支出金
ししゅつきん

　県が行うべき事業を町へ委託する場合や、町が行う事業に対して一定
の割合で県が補助する場合に交付されるもので、国庫支出金と同様、そ
の目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。

分担金
ぶんたんきん

 ・ 負担金
ふたんきん 　町で特定のサービスを受けた人が納めるお金。保育料、福祉施設入所

負担金などがあります。

地方
ち ほ う

譲与税
じょうよぜい 　法によって、国が国税として徴収し、一定の基準によって県や市町村に

譲与される税です。

配当
はいとう

割
わり

交付金
こ うふ きん

　上場株式などの配当には税がかかり、県民税として県に納められます
が、この税の一部を財源として、県が一定の基準により、町に対して交付
するものです。

株式
かぶしき

等
とう

譲渡
じょうと

所得
しょと く

割
わり

交付
こ う ふ

金
きん

　株式などの譲渡によって所得が発生した場合には税がかかり、県民税
として県に納められますが、この税の一部を財源として、県が一定の基準
により、町に対して交付するものです。

使用料
しようりょう

・手数料
てすうりょう 　町の施設の使用料や住民票の交付手数料として、利用者の皆さんが

支払うお金。

自動車
じ ど う し ゃ

取得税
しゅとくぜい

交付金
こ うふ きん 　自動車取得税の一部を財源として、県が町道の長さや面積に応じ町に

対して交付するものです。

利子
り し

割
わり

交付金
こ うふ きん

　金融機関などから利子の支払を受ける際には税がかかりますが、この
税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、町に対して交付
するものです。

繰入金
くりいれきん

　基金（町の貯金）を取り崩して、繰り入れるお金  ※基金には、年度間の不均
衡を調整するために積み立てられる財政調整基金や、ある目的のために積み立てる目的
基金があります。

収入用語チェック

まちの予算 行政用語解説
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行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ２

議会
ぎ か い

費
ひ

　議会の運営に使うお金。

総務費
そ う む ひ 　人事、企画、財政、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、町の総

括的な事務事業に使うお金。

民生費
みんせいひ

　障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉、生活保護、福祉医療、国民年金
など福祉全般に使うお金です。国民健康保険特別会計や老人保健特別
会計への支出も含まれます。

衛生費
えいせいひ 　住民健診や予防接種などの保健費、ごみやし尿処理などの清掃費な

ど、安全で衛生的な生活のために使うお金。

農林
のうりん

水産
すいさん

費
ひ 　農道や畑地かんがい施設の整備、畜産や営農の活性化などに使うお

金。

土木費
ど ぼ く ひ 　道路、橋りょうや河川、公園の整備運営、土地区画整理事業などに使う

お金。

教育費
きょういくひ 　幼稚園や小中学校、公民館、文化センターの施設建設や運営の費用

など、教育全般に使うお金。

公債費
こ う さ い ひ

　町債（町の借金）を返済する元利償還金（元金と利子）と一時的な借入
れをした場合の支払利息のことをいいます。
　町の借金を返済するために支払うお金。

労働費
ろ う ど う ひ

　労働者のための施設（共同福祉施設）の運営に使うお金。

商工費
しょうこうひ

　商工業や観光の振興に使うお金。

消防費
しょうぼうひ

　東部消防組合に対して町が負担するお金や、災害対策に使うお金。

災害
さいがい

復旧
ふっきゅう

費
ひ

　台風や豪雨により被災した道路や公園などの復旧のために使うお金。

予備費
よ び ひ

　緊急を要する場合などに、予算外の支出又は予算超過の支出に充て
るための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止され
ています。

支出用語チェック（目的別分類）

まちの予算 行政用語解説
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まちの予算 行政用語解説

行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ３

義務的
ぎ む て き

経費
け い ひ 　町の支出のうち、その支出が義務づけられ、簡単に削減することができ

ない経費をいいます。人件費、扶助費、公債費から構成されています。

投資的
と う し て き

経費
け い ひ 　道路、橋、公園、学校の建設など、社会資本の整備に要する経費のこ

とです。普通建設事業費、災害復旧事業費から構成されています。

人件費
じんけんひ

　議員の報酬、職員の給与などの経費です。

扶助
ふ じ ょ

費
ひ 　生活保護法、児童福祉法などの法令に基づいた生活保護費や児童手

当などの支給、町が単独で行う各種扶助のための経費です。

物件
ぶっけん

費
ひ 　町の経費のうち、消費的性質をもつ経費です。賃金、旅費、交際費、需

用費などがこれにあたります。

維持
い じ

補修費
ほ し ゅ うひ 　道路、公共施設などを利用者が気持ちよく使えるよう、修理したり管理

するための経費です。

補助費
ほ じ ょ ひ

等
とう

　町から他の地方公共団体（県、市町村、一部事務組合など）や民間に
対して、行政上の目的により交付される現金的給付に係る経費です。講
師謝礼金などの報償費、保険料などの役務費、負担金・補助金及び交
付金などが該当します。

普通
ふ つ う

建設
けんせつ

事業
じぎょう 　道路、橋、学校、庁舎など、公共施設・公用施設の新増設の建設事業

に必要とされる、投資的な経費のことです。

積立金
つみたてきん 　財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合に、年度

間の財源変動に備えて積立てる経費です。

投資
と う し

及
およ

び出資金
しゅっしきん

　財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性に
よる会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立
の際の出捐金や、開発公社などへの出資も該当します。

貸付金
かしつけきん 　地域住民の福祉増進や地域の振興を図るため、町が、直接あるいは間

接に、現金の貸付を行うための経費です。

繰出金
くりだしきん

　一般会計、特別会計および基金の間で、相互に資金運用をするもので
す。その会計から他の会計に資金を移す場合を「繰出」、他の会計から
その会計に資金が移される場合を「繰入」といいます。

支出用語チェック（性質別分類）
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まちの予算 行政用語解説

行政用語を確認しよう！Ｐａｒｔ４

経常
けいじょう

収支
し ゅ うし

比率
ひ り つ

　財政構造の弾力性（ゆとり）を判断するための指標です。地方税・普通交付
税など、使いみちを制限されない毎年収入される収入（経常的な収入）に対
する、人件費・公債費・扶助費など毎年支出される経費（経常的な支出）の割
合です。この割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな状況の変化に柔
軟に対応できることを示します。市で８０％、町村で７５％を超えると、財政構造
は弾力性を失いつつあり、厳しい財政運営を強いられることになります。

公債費
こう さ い ひ

比率
ひ り つ

　一般財源のうち、公債費（町の借金返済にあてる経費）に割り当てられた額
の、標準財政規模に対する割合です。この数値が高いほど、財政構造の硬直
性の高まりを示しています。財政運営上、１０％を超えないことが望ましいとさ
れています。

起債
き さ い

制限
せいげん

比率
ひ り つ

　財政の健全性を確保するため、公債費（町の借金返済にあてる経費）による
財政負担の割合を判断し、地方債の発行を制限するための指標です。２０％
を超えると、町債の借り入れが一部制限されます。

実質
じっしつ

公債費
こう さ い ひ

比率
ひ り つ

　平成１８年度から地方債許可制度が協議制度に移行したことにより、実質公
債費比率という新しい比率で起債制限等を行うこととなりました。実質公債費
比率は、分子に地方債の元利償還金（公債費）を置き、分母に標準財政規模
を置いて求めます。従来と異なるのは、分子の元利償還金に下水道など公営
企業の支払う元利償還金への一般会計からの繰り出し金、一部事務組合等
の公債費類似経費を参入します。実質公債費比率が18％を超えると、地方債
許可団体へ移行します。また25％を超えると、単独事業の起債が認められなく
なり、起債制限団体となります。

公債費
こう さ い ひ

負担
ふ たん

比率
ひ り つ

　公債費と一般財源の関係を見るための指標です。公債費（町の借金返済に
あてる経費）に割り当てられた一般財源の額が、一般財源総額に占める割合
で表します。この数値が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示していま
す。一般的には、財政運営上１５％が警戒ライン、２０％が危険ラインとされて
います。

補助
ほ じ ょ

事業
じぎょう

　町が、国や県から、負担金・補助金を受けて行う事業です。

単独
たんどく

事業
じぎょう 　町が国や県の補助などを受けずに、町独自の経費で任意に実施する事業

です。

一般
いっぱん

財源
ざいげん 　使いみちを特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。

町税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金などがこれにあたります。

特定
とく てい

財源
ざいげん 　補助金のように用途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、

町債などがこれにあたります。

一時
い ち じ

借入金
かりいれきん

　南風原町の支払資金が一時的に不足した場合に借り入れるもので、いわゆ
る回転資金です。借入の限度額を予算に定めるとともに、その年度の歳入を
もって年度内に返済しなければなりません。平成２３年度の一般会計の一時
借入金限度額は、３０億円です。

基金
き き ん 　特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるものと、定額の資金を

運用するために設けられるものがあります。財政調整基金、減債基金など。

その他財政用語チェック
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○役場庁舎各課案内

〒９０１－１１９５ 沖縄県島尻郡南風原町字兼城６８６番地 （市外局番０９８）

部　名 課　　　名 電話番号 ＦＡＸ番号 役場庁舎

議会
議会事務局

（監査事務局）
８８９－３０９７ ８８９－４４９９ ５階

総務課 ８８９－４４１５ ８８９－７６５７ ３階

会計課 ８８９－２６０７ ８８９－７６５７ １階

企画財政課 ８８９－０１８７

（情報処理班） ８８９－３７９２

８８９－４４１４

８８９－１７９７

８８９－４４１３

８８９－０５２３

こども課 ８８９－７０２８ ８８９－７６５７ ２階

国保年金課 ８８９－１７９８ ８８９－７６５７ ２階

保健福祉課 ８８９－４４１６ ８８９－７６５７ ２階

まちづくり振興課 ８８９－４４１２

（農業委員会） ８８９－４１６３

都市整備課 ８８９－１６３２ ８８９－７６５７ ４階

８８９－２５０８

８８８－０２６６

教育総務課 ８８９－２６２０ ８８９－２５１９ ４階

学校教育課 ８８９－６１８１ ８８９－２５１９ ４階

３階

１階税務課

民生部

８８９－７６５７

８８９－７６５７ １階

教育部

総務部

経済建設部

区画下水道課 ８８９－７６５７ ４階

８８９－７６５７ ４階

８８９－７６５７

住民環境課

お問い合わせは こちらまで
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○町の主な施設と関係機関案内

↑海抜表示板を設置しました

電話番号 ＦＡＸ番号

８８９－０５６８ ８８８－３２６５

８８９－７３９９ ８８９－０５２９

８８９－７３８１ ８８２－６５５６

８８９－３６９１ ８８９－０５６４

８８９－２０８８ ８８９－２２３６

８８９－１２３０ ８８９－１２３９

８８９－６５２０ ８８９－６９６４

８８９－３４０１ ８８９－３０８６

８８９－２０９５ ８８９－２２０４

８８９－０４３２ ８８８－０４９８

８８９－０５０２ ８３５－６７８８

８８２－６７０１ ８８２－６７２２

９２１－７８００ ９２１－７８０６

９６３－８０１１ ９６４－７７８５

９６３－８２１３ ８６０－６０２０

沖縄県後期高齢者医療広域連合
うるま市石川石崎１丁目１番

（うるま市石川庁舎３階）

南部市町村圏事務組合南斎場 那覇市旭町116-37（自治会館6階）

８８９－３９２０　（ＦＡＸ兼用）

８８９－４１０１　（ＦＡＸ兼用）

８８９－４５５９　（ＦＡＸ兼用）

８８９－６８１５　（ＦＡＸ兼用）

８８９－７１３３　（ＦＡＸ兼用）

南風原中学校 〃 　　兼城７８０

南星中学校 〃 　　照屋２００

北丘小学校 〃 　　宮平３３６

翔南小学校 　〃 　　喜屋武４５０

南風原小学校

沖縄県介護保険広域連合 北谷町字北谷2丁目6番2

黄金森陸上競技場 〃 　　宮平７１８－１

那覇市・南風原町環境施設組合 南風原町字新川６５０

〃 　　兼城６８５

津嘉山小学校 　〃 　　津嘉山６８４

北丘幼稚園 〃 　　宮平３３６

翔南幼稚園 　〃 　　喜屋武４５０

名　　　　　　称 住　　　　　　　所

津嘉山幼稚園 　〃 　　津嘉山６８４

南風原幼稚園

南風原町字兼城６８９

〃 　　喜屋武２５７

〃　　　宮城２４８

〃　　 宮平７８５

〃 　　兼城６８５

生涯学習文化課（中央公民館）

生涯学習文化課（文化センター）

教育委員会総務課
（学校給食共同調理場）

宮平保育所

保健福祉課・健康づくり班（ちむぐくる館） 〃 　　宮平６９７番地１０

お問い合わせは こちらまで
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