


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）

平成２４年度 町の予算規模



- 2 -

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
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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
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