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平成 24年度施政方針

平成 24年第 1 南風原町議会定例会の開会にあたり、

予算案をはじめとする各議案の説明に先立ちまして、私の

町政運営に関する所信を申し上げ、町民の皆様はじめ、議

員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます①

はじめに

昨年 3月 11日 に発生した東日本大震災から、もうすぐ

1年が経とうとしています。世界最大級の地震や津波によ

り多くの尊い人命が奪われ、東京電力福島第一原子力発電

所の事故発生などにより、多くの住民から大切な故郷を奪

い、被災地に巨大な爪あとを残し、その影響は未だに続い

ており、復興にはまだまだ長い時間を要します。

この震災では、インフラ、地場産業、行政を含めた地域

社会全体が破壊されてしまいました。自然の猛威にはどん

な生物でも逃れることができないその衝撃は、今なお、私

たちの心に重くのしかかっています。自然の脅威は、防ぐ

ことができないこともあり、被災しても人命が失われない

ことを最重視し、災害時の被害を最小化する 「減災」の考

え方に基づき、災害に強い地域づくりを推進することが重

要な課題となります。

しかし、震災後の日本にあるのは、悲観ばかりではあり

ません。平成 23年の世相を表現する漠字に「絆」が選ば

れたように、町民の皆様からも義援金や救援物資の申出も

多数いただきました。このことに対して私は、町民皆様の
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誇 り高い精神を感じずにはいられません。人や地域とのつ

ながり、支え合いこそが、混迷する現代社会にあっても、

一筋の光明になるものと、私は確信しております。

私は平成 10年 5月 8日 に南風原町長に就任させていた

だいてから、15年目を迎えることとなりました。その間、

議員皆様方のご理解、ご協力をいただき、職務の重責を十

分認識しつつ、町民の皆様の負託に応えられるよう、全力

を尽くして町政運営の推進に努めることができましたこと

を、哀心よりお礼申し上げます。

また私は、平和憲法の理念を町政の場に活かしながら「子

どもたちには愛を、若者には夢と希望を、お年寄りには安

らざを」を一貫 し自らの信条として、日本で一番光 り輝く

南風原町をつくるため、協働のまちづくりに推進してまい

りました。本年度においても、お約束いたしました多くの

施策の実現に向けて誠心誠意 取り組むとともに、すべての

町民皆様の幸福度が高まるよう、昼夜を問わず全力で取 り

組んでまいります①

私は、沖縄県町村会の会長として、仲井真沖縄県知事、

翁長沖縄県市長会長とともに、「沖縄振興計画」の制度設計

や予算要求を再三再四にわたり国と交渉を行ってまいりま

した。その結果、平成 24年度より、これまで国が決定す

るしくみとなっていました 「沖縄振興計画」が、沖縄県自

らが決定することができる新たな 「沖縄振興計画」として

スター トすることとなりました。さらに、平成 23年度は

2, 301億 円でありました、内閣府沖縄振興予算が平成

24年度予算は、 2, 987億 円と686億 円の大幅増の
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予算が確保された ことは、誠に意義深いことと考えてお り

ます。 また、新たに沖縄振興 に資するための ソフ ト事業に

活用することができる沖縄振興特別推進交付金 として県内

市町村分 308億 円が措置され、本町は 6億 6千万円の配

分額とな ります。

今後 は、沖縄振興特別推進交付金を活用 し 「安心・安全

な社会の構築」、「健康・長寿や地域 コミュニティの形成」、

「将来 を担 う人材育成」、「観光 の振興」な どの町民福祉の

向上をはかるための多様な施策 を実施するために、職員 と

共に知恵 を絞 り、その効果 を最大限発揮 して事業を展開す

ることが必須 となってきます。そのための環境づ くりや、

課題解決 に積紅的に取 り組むため職員 と共に、町民との協

働によるまちづくりを積絋的に推進 してまいります。

以上の基本的な考えに基づき、平成 24年度に実施する

施策について、その骨子 を申し述べてまいります。

■ともにつくる黄金南風の平和郷について

第四次南風原町総合計画は 6年 目を迎え、後期基本計画

の初年度となります。計画の将来像で掲げている「ともに

つくる黄金南風の平和郷」に向けて、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まいります。

さらに基本理念として「平和」、「自立」、「共生」を掲げ、

「世界の恒久平和を願う町民の心を国内外へ発信し続ける、
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平和なまちづくり」、「新たな時代の中で、自立できる活力、

地域力のあるまちづくり」、そして、「自然や人と共生した

暮 らしを再生・創造していくまちづくり」を目指してまい

ります。

■みんなで考え、みんなで創るわくわくするまちについて

協働のまちづ くりを推進するためには、町民と行政の情

報共有が必要です。そのためにも積極的な情報開示に取 り

組むと同時に個人情報の取扱いについては、最大限の注意

を払い個人情報の保護に努めます。「広報はえばる」及び「南

風原町ホームページ」をはじめとする様々な媒体や機会 を

通 して迅速な情報発信に努めるとともに、町民の声が行政

に届きやす くなるように 「町政提案箱」や 「まちメール」

の活用促進、また各種委員会への住民参画 を推進 してまい

ります。

■4大プロジェク トの推進について

次に第四次総合計画で掲げた4大プロジェク トについて

であります。

黄金森公園整備事業につきましては、中央公民館と旧社

会福祉協議会を結ぶ園路の整備と陸上競技場後方から飯上

げの道に通じ黄金森頂上付近に位置する園路の整備を進め

てまいります。また、県道 82号線 (黄金森公園線)の都

市計画決定に伴い、新たな公園整備計画区域となった「ち
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むぐくる館」西側の画地を多目的広場として整備してまい

ります。

津嘉山北土地区画整理事業については、津嘉山西線・本部

公園線などの供用開始に向けて幹線道路工事をはじめ、物

件補償、造成工事等を推進し、地権者の土地利用が早期に

図られるよう努めてまいります。さらに、地区内を横断す

る現道の国道507号、国道507号バイパス沿線の土地利用ヘ

の関心も高まり、今後とも企業誘致の推進を図ってまいり

ます①

■人もまちもきらきら育つまちについて

地域の教育力の向上を目指して、家庭、学校、地域との

連携を強化し、町全体で教育に関することを考える「教育
の日」の関連事業として、教育関係者が一堂に会し教育長

表彰・教育講演会を今年も開催してまいります。

幼稚園教育については、多様化する保護者のニーズや地

域の現状などを踏まえ、保育時間延長に向けた調整を行い、

幼稚園児への給食の提供に向けて、給食配送車輌等の備品

や調理場施設内の整備も進めてまいります。

学校施設整備では、翔南小学校のエレベーター及び身障

者用 トイ レ整備事業、北丘幼稚園の園舎新増築事業を進め

てまいります。さらに、北丘小学校校舎と幼稚園園舎の延

命化として、大規模改造事業に向けた取 り組みを行ってま

いります。

すべての児童生徒が義務教育を円滑に受けることができ

るよう、教育の機会均等の精神に基づき、就学援助 (要保
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護・準要保護)事業を拡大し、その周知を図ってまいりま

す。

学校給食においては、食材の地産地消にも取り組み安全

で安心なおいしい給食を提供することにより、子どもたち

の健康づくりに努め、食育を推進してまいります。

青少年の国際交流は、中学生をハワイに派遣して海外移

住者子弟との交流を図つてまいります。また、初の試みと

して青年海外派遣事業を実施し、南米へ 2名 を派遣し交流

できるような取り組みを強化してまいります。

■ちむぐくるでつくる福祉と健康のまちについて

健康づくりの拠点である 「ちむぐくる館」の役割は大き

く、健康増進室の活用や健康相談等さらには自主的な健康

学習の場として、多くの町民がご利用できるようにしてま

いります。

また、「地域包括支援センター」に社会福祉士の正職員を

配置し、尚一層、介護予防・自立支援の推進と、権利擁護

などのサービスを包括的・継続的に提供してまいります。

障がい者福祉につきましては、障害者自立支援法に基づ

く地域支援事業に取 り組み、障がい者本人や家族の不安・

孤立感を解消できるよう、介護福祉士を配置し相談支援や

就労支援事業を行ってまいります。

保育園入所に係る待機児童対策としましては、入所定員

を、 1, 230名 まで拡大するため、継続事業であります

3保育園における増改築工事の年度内完成を目指します。
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さらに引き続き定員の弾力化を実施することで待機児童解

消に努めてまいります。また、認可外保育園につきまして

は、従来の県の補助事業であります健康診断、牛乳代、お

米代、おやつ代、職員研修補助の継続及び、町独自で行っ

ている運営補助金を児童一人当たり700円 から1, 00
0円 に増額いたします。また、新たに傷害保 F父補助と歯科

健診補助を実施し、認可外保育園支援の充実強化を図って

まいります。

放課後児童健全育成事業の学童クラブ事業につきまして

は、こがね森学童クラブの分離と竹の子学童クラブの運営

再開に伴い、昨年度より2学童増えて 10学童クラブヘの

補助を行い、子ども達の放課後の居場所づくりの拡充を図

ってまいります。

私立幼稚園就園奨励補助金は、今まで 4歳・ 5歳児を補

助対象 としていましたが、今年度から3歳児までを対象と

してお ります。対象年齢の拡大により保護者の負担軽減を

図つてまいります。

災害時の要援護者支援につきましては、町民生委員児童

委員連合会、町社会福祉協議会と連携し、支援体制の構築、

台帳の整備を行い要援護者の支援整備に努めてまいります。

国民健康保険事業の運営につきましては、厳しい状況に

ありますが、国民皆保険を堅持していくため、引き続き納

税相談や徴収口届託員を活用した保険税の収納対策と医療費

の削減を目的とする医療費適正化対策を推進してまいりま

す。

また、保瞼者証はこれまで世帯で 1枚の交付でしたが、

7



今年度か ら被保瞼者一人につき 1枚 とし、特定健診の受診

券や高齢受給者証 との一体型 とな り、さらにジェネ リック

医薬品希望シールの貼 り付けも可能にな ります。

■工夫と連携で産業が躍動するまちについて

次に産業の振興についてであります。

農業振興については、みつばちや花粉交配用品種の導入

によるカボチャ、ヘチマの増産、 ビニールハ ウス、かんが

い井戸設置の補助金、土づくりを奨励してまいります。

担い手の育成については、沖縄県農業青年技術交換大会

で、南風原町農業青年 クラブが最優秀賞を受賞 し、九州大

会へ派遣 されるため南風原町普及事業連絡協議会と連携し、

更なる活動を支援 してまいります。

雇用対策については、緊急雇用作業員 2人 を増員 し 10
人の雇用 と重点分野雇用創造事業によ り雇用対策 を実施 し

てまい ります。

更に、今年度は緊急経済対策の一環 として、町民が 自己

の居住す る住宅の修繕、補修、耐震補強の為の住宅改修・

リフォーム等 を行 う為の助成制度 として 「南風原町緊急経

済対策住宅 リフォーム支援事業」を実施 してまいります。

商工業振興については、「第 17 イまえばる2012ふ る

さと博覧会」の開催年となっていることから、年度当初よ

り実行委員会を発足してまいります。また、魅力ある観光

で地域が潤う町を目指して南風原町商工会と連携し「南風

原町地域観光まちづくり推進事業」を推進してまいります。
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■みどりとまちが調和した安心・安全なまちについて

まず道路事業についてであります。

町道 47号線道路改良事業については、用地の取得及び

物件補償を予定してお ります。平成 24年度より新規事業

として、町道 10号線及び 113号線の実施設計を行って

まいります。

公園整備については、平成 24年度から新規として、都

市公園安全・安心対策緊急総合事業を導入し、本部公園の

遊具や宮城公園のテニスコー ト及び園路、遊具等の再整備

を行います。 また、花・水・緑の大 廊公園については、

平成 23年度に引き続き園路や植栽の整備 を予定 してお り

ます。津嘉山公園については、実施設計を行い津嘉山北土

地区画整理事業の推進 に努めてまい ります。さらに平成 2

4年度新規事業 として、宮平区のウガンヌ前公園について

も実施設計を行ってまいります。

集落地域内の環境整備 については、大名地内の排水路整

備を計画 してお ります①

下水道事業の未普及解消下水道事業 (汚水)については、

津嘉山北土地区画整理事業地域 を重点地区として整備を進

めてまいります。

浸水対策下水道事業 (雨水)については、津嘉山北土地

区画整理地内の本部公園線、「サンエーつかざんシティ」横

の町道 72号線 と、津嘉山小学校南側の町道 78号線への雨水

管布設工事を進めてまいります。

消防・防災については、災害時における防災・減災対策 と

して、総合行政情報通信ネ ッ トワーク等の機能強化を図る

9

口



とともに、地域防災計画、ハザー ドマップ (防災マップ)の

必要箇所の修正・配布及びその利活用を促進し町民防災意

識の啓発に努めてまいります。また地域の自主防災組織設

立を促進するとともに、地域防災訓練を継続して行い防災

体制強化に取り組んでまいります。

また、沖縄県消防広域化関連について、今後は沖縄県が

主体とな り、これからの本県消防体制のあり方を研究する

組織を立ち上げる予定となっており、その中で議論してま

いります。

交通安全の推進については、交通安全思想の普及活動を

推進するとともに、交通安全施設の整備等の交通安全対策

を講 じます。特に信号機については、必要箇所に設置がで

きるように予算確保と設置にいたる現行制度の改正に向け

関係機関に働きかけてまいります。

■環境と共生する美しい住みよいまちについて

本町は、循環型社会の形成 を目指す 「はえばる版 ヅサイ

クルループ」事業 を推進 し、町内で発生する食品廃棄物 を

再利用す るしくみによ り、 ごみの減量・資源化の取 り組み

を強化 してまいります。

また、住宅用太陽光発電システムの設置者に対 して補助

金 を交付することで化石代替エネルギーの導入 を促進 し、

併せて、町の事務事業 を対象に策定された 「南風原町地球

温暖化防止実行計画」を推進 し、低炭素社会の実現に寄与

できるよう努めてまいります。
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■健全な行財政運営について

第二次南風原町行政改革大綱及び第二次南風原町行政改

革大綱実施計画が平成 24年 3月 に策定 を予定 してお りま

す。健全な行財政運営を推進するために、「無駄のないスピ

ーディな行政運営の推進」、「親 しみやすい役場づくり」、「効

率的で効果的な財政運営の確保」の 3つ の基本方針を柱 と

した、新たな町行政改革大綱及び実施計画に基づき、効率

的かつ効果的な行財政運営に努め町民 との協働による行政

改革に取 り組んでまいります。

地域主権改革の推進 によ り、地域のことは地域に住む住

民が責任 を持って決めることのできる活気 に満ちた地域社

会をつ くっていくことを目指 してまいります。そのために、

自治体 の憲法 とも呼ばれている南風原町まちづ くり自治基

本条例 (仮称)の制定に向けて、住民参画講演会や町民意

識アンケー ト調査を実施 してまいります。

電子 自治体の推進 については、基幹システムであります

住民情報 システムの移行 を終えて、 2月 13日 よ り新シス

テムの本稼働を行 ってお ります。 コンビニ収納に対応する

等機能が拡大され、 これまで以上に住民サー ビスの向上を

目指 してシステム運営を行ってまいります。

広域行政の運営につきましては、那覇・南風原クリーン

センターの施設運営 を安全で安定的に進めてまい ります。

南斎場建設については、早期 に供用開始できるよう構成 6

市町で協力してまいります。

南斎場建設につきましては、平成 24年度は建設用地を

取得後、造成工事、建設工事 を行 う予定であります。町民

‐
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の皆様だけでな く構成 6市町の住民の方々が、長年待ち望

んでお られる南斎場の平成 25年度中の供用開始 に向け、

構成 6市町一丸 となって取 り組んでまいります。

し尿・浄化槽汚泥処理 については、処理施設の老朽化が

進む中城村及び北中城村 の両村長か ら東部清掃施設組合ヘ

の加入要請があることか ら、東部清掃施設組合加入団体の

広域化 を拡大 し、財政的負担 を軽減 した 「し尿等下水道放

流施設整備」に向けて取 り組んでまいります。

■予算編成について

平成 24年度は、「新たな沖縄振興特別措置法」や県が主

体的に策定する 「新たな沖縄振興計画」及び本町の「第四

次南風原町総合計画後期基本計画」がスター トする重要な

年となります。また、沖縄振興に資する施策を推進するた

めに、新たに「沖縄振興特別推進交付金」が創設されます。

このように大きな転換期を迎える平成 24年度の予算編

成については、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、「沖縄振興特別

推進交付金」を一部活用した予算編成を行っております。

今後も引き続き、「沖縄振興特別推進交付金」を最大限に

活用し、福祉向上、教育文化、産業振興等、町民ニーズに

応えた事業展開を進めてまいります。

本年度の各会計予算編成の内訳は、

一般会計         10,916,131千 円

特別会計         6,550,270千 円
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全会計合計

となっております。

17,466,401千 円

おわりに

以上、平成 24年度の町政運営についての考え方と主要

施策の概要などについて述べてまいりました。南風原町の

行財政を取り巻く環境はこれからも厳しさを増してくるこ

とが予想されます。本町が抱えている課題の解決にあたり、

全職員一丸となって町民目線、現場目線でスピー ド感と機

動力をもった行財政運営を行い、公平・公正な町政の更な

る推進に努め、町民福祉の向上に全力を尽くしてまいりま

す。

予算以外の審議案件として、「第四次南風原町総合計画 (後

期基本計画)の策定について」をはじめ議案 12件を提出

しております。

また、追加議案として教件提出する予定であります。平

成 23年度補正予算の議案については、先議案件とさせて

いただき議員各位の慎重なるご審議の上、議決を賜ります

ようお願い申し上げ、私の施政方針といたします。

平成 24年 3月 6日

南風原町長 城 間 俊 安
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