
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～」



- 19 -

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育

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



- 20 -

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育

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
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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)
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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
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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
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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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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

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→
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