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平成２２年度施政方針

平成２２年第１回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思います。

はじめに

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、３期１２年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、衷心よりお礼申し上げます。

就任以来、私は一貫して平和憲法の理念を町政の場に生

かしながら、「子ども達には愛を、若者には夢と希望を、お

年寄りには安らぎを」を掲げて、町民の生活と福祉の向上、

さらには幸せを願いながら、諸施策の実現に向け、「粉骨砕

身」取り組んでまいりました。就任当初から職員には、前

例踏襲主義ではなく、前例がなければ、自らが知恵を出し、

汗をかき創造していくようにと、いつも指示しているとこ

ろであります。それを受け職員も常に町民のためになるこ

とを模索し、汗をかき、施策に反映させる努力を続けてお

ります。この職員の努力があってこそ、素晴らしいまちづ

くりに邁進できるものと考えております。
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私はこれまで１２年間、常に町民本意の町政運営を基本

とし、公約に掲げてきました。黄金森公園の整備をはじめ、

津嘉山北土地区画整理事業、総合保健福祉防災センター、

町道・集落内道路整備、子育て支援、子どもたちの教育環

境の充実、農業・商工業振興、行財政改革など、町政各般

において精力的にまちづくりに取り組み、着実にその成果

を上げてきたものと自負しております。これからも「初心

を忘れず」町民各位のご理解とご支援を賜りながら日々努

力を怠らず、なお一層精進し、４期目の町政運営に果敢に

挑む決意をしているところであります。

さて、昨年の我が国の経済を顧みますと、世界的な経済

状況の悪化を受けて、厳しい状況にありましたが、累次の

経済対策の効果もあって、昨年後半から、持ち直しの動き

も見えてまいりました。しかしながら、平成２２年度につ

きましても、なお、厳しい雇用情勢にあるうえに、デフレ

圧力や円高といった懸念要素があり、決して楽観できませ

んが、世界経済の回復や内需の拡大によって、緩やかに回

復するものと見込まれております。昨年９月には民主党、

社民党、国民新党の３党連立により鳩山内閣が誕生しまし

た。主要施策の子ども手当の創設、地域主権確立のための

財源確保の施策などにも期待するものであります。

私たち行政として、まず急がなければならない対策とし

て、「地域活性化・経済対策交付金事業」「地域活性化・公

共投資交付金事業」「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事

業」を積極的に活用し、公共工事の前倒し発注など鋭意実
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施中のところであります。今後も、補正予算、新年度予算

と、町民生活の安心を確保するため、間断なく、機動的に

取り組んでまいります。

一方、これと併せて、中長期的に「安定的な雇用機会の

創出」につながる活力向上のための施策を、着実に進めて

いくことが必要であります。

そのために、沖縄県雇用再生特別事業、沖縄県緊急雇用

創出事業、重点分野雇用創造事業を推進すると共に、南風

原町の新しい発展軸となるまちづくりに本格的に取り組む

ほか、生活の安定と新たな雇用の創出につながる経済活性

化策を広範に展開してまいります。

以上の基本的な考えに基づき、平成２２年度に実施する

施策について、その骨子を申し述べます。

■ともにつくる黄金南風の平和郷について
こ が ね は え さ と

第四次南風原町総合計画は４年目を迎え、前期基本計画

を折り返しましたので、今年度も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
こ が ね は え さ と

着と誇り、そして自ら責任を持って暮らす町民が、個々の

思いを現し、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、

平和なまちづくり」、「新たな時代の中で、自立できる活力、
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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

現在町内において、各字・自治会の活動から社会教育団

体、さらに総合計画策定に関わった住民会議の方々や新た

な活動団体などが、さまざまな形で展開している地域活動

が南風原町の大きな財産となっております。このような財

産をしっかりと維持・継承するため、南風原町まちづくり

自治基本条例の制定に向けて、本年度から取り組む所存で

ございます。それにより「協働」というキーワードを基本

に、町民と共にまちづくりを推進してまいります。

また男女共同参画社会の実現に向けて、女性団体等との

連携により交流会や講演会等を実施するとともに、「女性の

翼」への派遣も積極的に展開してまいります。さらに、ま

じゅんプランの改定に向けて男女共同参画推進会議の開催

回数を増やし議論を深めてまいります。

町民と共にまちづくりを推進するにあたり、まず行政か

ら積極的に取り組む必要があるのが情報の共有です。その

ため、町民への迅速な情報発信として「広報はえばる」及

び「南風原町役場ホームページ」で町の行事・活動内容、

地域・各種団体の事業などをお伝えいたします。予算説明

書「ハイさい、よ～さん」も継続して発刊してまいります。
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次に情報公開及び個人情報保護についてであります。情

報公開及び個人情報保護については、積極的な情報公開を

図り、町民の知る権利を保障し、町民へ説明する責務を全

うし、町政への町民参加を一層推進し、引き続き公正で開

かれた町政に努めてまいります。また、個人情報保護につ

いても、個人情報の取扱いには慎重を期し、個人の尊厳の

維持と基本的人権を擁護してまいります。

■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。

文化センターにおきましては、多くの方々のご協力をい

ただき平成２１年１１月に開館することができ感謝いたし

ます。この文化センターを町の歴史文化の発信拠点として

充実強化を図るとともに、なお一層平和行政の推進に取り

組んでまいります。関連して、地域交流センター(中央公民

館)については、平成２２年３月に着手し平成２２年度内完

成に向けて取り組んでまいります。

総合保健福祉防災センターについては、平成２２年６月

開所を目指して取り組んでおります。

完成の暁には、健康相談、健康教育、健康診査など保健

活動を総合的に実施し、かつ多くの町民等が参加・参画し、

共に支え合う活動の場、地域福祉の拠点となるよう事業展

開を図ってまいります。さらに災害時における避難場所と

しても活用してまいります。
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黄金森公園の整備事業につきましては、平成２２年度に

地域交流センター(中央公民館)周辺の駐車場及び社会福祉

センターを結ぶ園路の整備、平成２１年度に引き続き総合

保健福祉防災センターの駐車場や屋上のテニスコート整備

を行ってまいります。

津嘉山北土地区画整理事業については、地区内を横断す

る国道５０７号バイパスと那覇東バイパスの交差点工事が

平成２２年４月末に完了予定となっております。一部供用

開始後には土地区画整理地区内の町並みが形成されること

から、平行して、幹線道路工事を始め造成工事、物件補償

等、さらに企業誘致の推進を図ってまいります。

■人もまちもきらきら育つまちについて

個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を育む、地域に根

ざした学校教育について、まず、地域の教育力の向上を目

指し、町民が教育を考える機会として南風原町「教育の日」

関連事業を引き続き実施いたします。

保護者や町民、教育関係者が一堂に会し、教育講演会と

教育長表彰を開催することで、学力向上の取り組みを一層

推進いたします。また、学力向上対策実践発表会を各幼・

小・中学校で開催し、多くの保護者に幼稚園・学校の取り

組みを報告いたします。さらに、今年度から、「南風原町学

校公開日」を設定し、その日は一斉に保護者・町民が誰で

も学校に出向いて授業等を参観できるようにいたします。

次に、一人ひとりの児童生徒の学力の向上を図るため、
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今年度も全小・中学校に学習支援員を配置します。特別支

援教育についても、引き続き各幼小・中学校に特別支援教

育支援員を配置し、個々の障がいの状態に応じた特別支援

教育の充実を図ります。また、ＩＣＴ環境を整備し、コン

ピュータを使った教育を推進するとともに、特別教室等へ

のクーラー整備も進めてまいります。

子どもの基礎、基本学力の定着と活用力を育成するため

に、教師の授業力の向上となる町内研修を引き続き実施し

ます。なお、小学校１学年・２学年を対象にした３０人学

級は、県に準じて今年度も堅持いたします。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、のびのびと学ぶ環境づくりを推進いたします。

家庭の安定は学力向上に影響を与えると考えられること

から、生活にゆとりを持たせ、家庭の安定に結びつけるた

め、就学援助（要保護・準要保護）制度を堅持し、教育・

学習環境の充実を図ります。また、学校における食育を推

進するとともに、安全でおいしい給食を提供し、子どもた

ちの健康づくりに努めてまいります。

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育につ

いて、まず、陸軍病院壕の情報を町内外へ広く発信し、平

和学習の場として活用するとともに、今年度も小学６年生

（８人）を沖縄・広島・大阪などで、平和・人権・差別な

どについて学習する「子ども平和交流事業」を実施いたし

ます。さらに、平和事業として「南風原平和の礎（仮称）」

を建立するとともに、第１４回戦争遺跡保存全国シンポジ

ウム南風原大会を開催いたします。
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青少年の国際交流事業は、中学生８人をハワイに派遣し

て移民子弟との交流を図ります。また、海外移住者子弟研

修生として、今年度はハワイから３人と南米から１人を受

け入れる予定になっております。

「放課後こども教室」を今年度も開催するとともに、「地

域が支える学校」をめざして、学校支援地域本部の充実を

図り、地域ぐるみで学校を支える体制づくりを推進してま

いります。

さらに、青少年スポーツ・文化活動の県外派遣を引き続

き支援して、地域での体験や交流機会の充実を図ります。

次に、黄金森公園陸上競技場・野球場、花・水・緑の大

回廊公園、近隣公園、山川体育センタ－及び学校施設の開

放を推進するとともに、今年度は「平成２２年度全国高等

学校総合体育大会（美ら島沖縄総体 2010）」と、町制施行３

０周年記念事業として「平成２２年度夏期巡回ラジオ体操

・みんなの体操会」が本町で開催されますので、さらにス

ポ－ツの振興と健康づくりに努めてまいります。

公民館講座やサークル活動をはじめ、各字・各自治会の

自治公民館との連携強化を図るとともに、引き続き南風原

町公民館連絡協議会の活動を支援し、学びの場の充実を図

ってまいります。

家庭と地域が一つになり、安らぎと豊かな人間関係を育

む、家庭教育として、毎月第３日曜日の「家庭の日」の浸

透を図り、家庭の大切さや役割を再認識するとともに、今

年度も子どもたちの在宅を確認する運動を推進いたします。
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■ちむぐくるでつくる福祉と健康のまちについて

続きまして高齢者福祉についてであります。

高齢者につきましては、要介護・要支援状態となる方の

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。現在、町社会福祉協議会に委

託している「地域包括支援センター」を直営とし、介護予

防・自立支援を推進し、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。なお、虚弱高齢者の生活

を側面から支えるおむつ代の支給や長寿を迎えられる高齢

の方々が増えていく傾向の中、高齢者祝い金等の支給、敬

老会等の開催を継続して取り組んでまいります。

障がい者福祉につきまして、国においては障害者自立支

援法を廃止し、新たな制度をつくることが閣議決定されま

した。今後の国の動向を見極めながら、障害のある方に不

利益にならないように、事業展開をしてまいります。聴覚

障がい者への支援は手話通訳士を継続配置すると共に、手

話通訳者派遣事業のための手話養成講座も継続して取り組

んでまいります。重度心身障害者（児）医療費助成事業に

伴う入院時食事療養費の個人負担分も、引き続き２分の１

を助成してまいります。障がい児日中一時支援事業（ゆう

な園）につきましては、緊急雇用創出事業を活用して発達

障害児の支援体制整備を図ってまいります。

子育て支援については、核家族化が進み共働き家庭が増

加している現状において、安心して子どもを産み育てる環
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境を整えることが重要な課題となっております。そのため

多様化した保育ニーズに応えるために保育設備の整備拡充

を図り、延長保育、障がい児保育といった保育サービスの

充実を図ってまいります。子育て支援センターの設置や学

童クラブの増設、児童館活動の充実並びに児童・青少年の

健全育成のため多様な活動を推進してきましたが、今後も

子どもたちが活動しやすい場の提供や質の高い保育園の運

営を継続してまいります。また、本年度にファミリーサポ

ートセンターを町社会福祉協議会への委託により開設し、

子育て環境の整備を図ってまいります。

保育園入所への待機児童は、年々増加している傾向にあ

り、その待機児童の解消を図るため、認可保育園の改築工

事を行い、平成２３年度において入所定員（９０人）の拡

大を図ります。今年度においては引き続き、定員の弾力化

を実施します。また、認可外保育園につきましては、引き

続き保育材料費助成事業、健康診断、歯科検診、牛乳代、

お米代の補助や、職員研修、施設改修の補助を行い、保育

の充実を図り認可外保育園入所児童の支援を継続してまい

ります。

次に子育て家庭等への経済的負担軽減を図るため、こど

も医療費の入院にかかる助成については、平成２２年度よ

り、さらに中学校卒業まで対象年齢を拡大いたします。ま

た、入院時における食事療養費につきましても、引き続き

個人負担分の２分の１を助成してまいります。

お年寄りの季節性インフルエンザ予防接種については無

料化を継続し、新型インフルエンザ予防接種においても全
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額助成を妊婦、基礎疾患のある方まで広げてまいります。

子ども手当につきましては、支給要件により支給対象者

の把握や支給もれがないように取り組んでまいります。

支えあうまちづくり事業の推進につきましては、全ての

町民が地域で尊厳を持って豊かな暮らしが営めるよう、地

域性を重視した地域福祉活動を推進するため、町社会福祉

協議会にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、町民

の主体的な活動支援および専門的な指導・助言を行います。

また、地域の福祉課題の把握と町民との共有化を図るシ

ステムづくりや、助け合い・支え合いのまちづくりを推進

するため、町社会福祉協議会や関係団体と連携して充分に

支援出来るよう取り組んでまいります。

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

税相談や納付指導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を推進してまいります。

また、保健事業として、被保険者を対象に｢特定健康診査

・特定保健指導｣を実施し、生活習慣の改善による健康への

取り組みや健康増進による医療費の抑制を図るため、本年

度は特定健診の受診率目標値を５０パーセント以上で取り

組んでまいります。目標を達成するため未受診者への電話、

訪問等で受診の呼びかけを行うと共に、町内の各種団体等

とも連携して、町民の健康への関心を高めてまいります。

今年度から、保健師(嘱託)を１人増員し、特定保健指導
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の実施率向上に努めます。さらに、仕事が忙しくて、昼間

に受診出来なかった町民のために夜間健診を実施し受診率

の向上を図って、長寿で活力ある健康なまちをめざします。

社会保障に関する施策でございますが、国民健康保険制

度、介護保険制度、後期高齢者医療制度（長寿医療制度）

が安定的に運営できるよう取り組んでまいります。

■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、農業の担い手の育成・確保のため

経営構造施設等整備事業補助金を活用し、魅力ある農業の

モデルケース（マンゴーハウス）として神里地区において

事業を推進してまいります。

また、みつばち導入によるかぼちゃ、ヘチマの増産、マ

ンゴー苗配布、ビニールハウス、かんがい井戸設置の補助

金、緑肥ひまわり種子による土づくり奨励補助やその景観

保全により農業振興を図るとともに、遊休地解消に向けて、

荒廃地解消補助金により取り組みを強化し、南風原町地域

耕作放棄地対策協議会で取り組んでまいります。農業振興

地域の見直しの業務についても、平成２３年度変更に向け

て取り組みます。宮城地区畑地かんがい事業においては、

平成２１年度に引き続き、一部実施設計と排水路の工事を

予定しております。

畜産振興については、経営安定対策事業を受けた認定農

業者の育成とともに、関係機関等との連携により取り組み
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を推進してまいります。

南風原絣、南風原花織振興施策については、今年度も引

き続き、ふるさと雇用と地域人材育成事業をかすり組合に

委託し、かすり振興に取り組んでまいります。また、かす

りウェアの着用も推進してまいります。

雇用対策については、町単独の緊急雇用作業員８人の雇

用と沖縄県雇用再生特別事業補助金、重点分野雇用創出事

業等により雇用対策を実施してまいります。

商工業の振興については、町商工業振興審議会を開催す

るとともに経営の近代化を推進するため、企業への相談及

び指導に関して町商工会と連携し、継続して支援してまい

ります。

第１６回はえばる２０１０ふるさと博覧会、第１２回福

祉まつり、第２０回児童館まつりについては、同時開催と

なっており年度当初より実行委員会を発足し取り組んでま

いります。

■みどりとまちが調和した安心・安全なまちについて

まずは道路整備についてであります。

宮平学校線街路事業は、南風原小学校グランド側から県

道南風原中央線までの区間を整備し、国道取付部を残して

開通予定となっております。

町道の整備につきましては、町道３号線の工事を着手し

年度内完成を目指します。集落地域内の環境整備について

も下水排水路工事等を引き続き進めてまいります。
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また、町道や河川、排水路及び公園等の維持管理につい

ては、すぐやる班の体制の強化を図り町民の安全や住環境

の向上を推進するよう取り組んでまいります。

公園整備については、花・水・緑の大回廊公園は、平成

２１年度整備箇所に引き続き、休憩広場、散策路、照明等

を整備いたします。本部公園整備については、平成２１年

度に引き続き工事を行い年度内に駐車場の供用開始を予定

しております。

石油貯蔵施設立地対策事業については、地域より整備要

望のある集落内の排水路等の整備を進めてまいります。

下水道事業の未普及解消下水道工事（汚水）については、

津嘉山北土地区画整理事業地域を整備重点地区として整備

を進めてまいります。更に与那覇・新川・山川地区も継続

して取り組んでまいります。浸水対策下水道工事（雨水）

についても津嘉山北土地区画整理内を継続して取り組んで

まいります。本年度から雨水時における道路冠水箇所とし

て地域から整備要望がありましたルオン津嘉山前の雨水管

の工事を新規地区として整備を進めてまいります。

また、公共下水道と農業集落排水事業の普及活動につい

ては、沖縄県緊急雇用創出事業を活用して新規雇用を行い

未接続世帯等の実態調査や無利子貸し付け制度のピ－ア－

ルで接続の推進を図ってまいります。

続いて消防防災体系等の確立については、消防・救急活

動が迅速かつ適切に行えるよう、道路整備や路上駐車の指

導・取り締まり等を関係機関と連携して取り組んでまいり
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ます。また、風水害時における防災対策として、総合行政

情報通信ネットワークなどの機能強化を図り、防災マップ

の配布・活用、防災訓練実施の促進や避難所への誘導体制

の確立、防災体制の強化を図ってまいります。

交通安全・防犯の推進については、子どもや高齢者等を

交通事故から守るために、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などの交通安全対策を

講じてまいります。また、毎月１日の早朝交通安全街頭指

導も継続して行います。交通安全施設整備については、各

字へのカーブミラー設置及びガードレール、横断防止柵の

整備を推進してまいります。

児童生徒等を狙った様々な犯罪への対策として、警察署

や関係機関と連携を密に地域防犯組織の結成強化と地域パ

トロールに取り組みます。また、毎月第３金曜日（少年を

守る日）の夜間街頭指導などの地域安全活動を強化し、事

故や犯罪のない明るいまちづくりに努めてまいります。

国民保護対策については、住民の生命、身体及び財産を

保護する責務に鑑み、国民のための措置を的確かつ迅速に

実施するよう取り組んでまいります。

■環境と共生する美しい住みよいまちについて

私たちを取り巻く環境問題は、大きく変化しております。

特に、地球温暖化、オゾン層の破壊などの地球規模から身

近な自然とのふれあいや快適な生活環境の形成の面でも様

々な課題が生じています。このような中、今年度は南風原
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町地球温暖化防止実行計画の策定や行政・町民・企業、そ

の他ＮＰＯ等との連携及び情報共有により、本町にあった

循環型社会の形成を目指し、沖縄県雇用再生特別事業「は

えばる版リサイクルループ」の構築に向け、廃食油（てん

ぷら油）のバイオ燃料化、生ごみの分別収集、飼料堆肥化

に取り組んでまいります。また、継続して各家庭での生ご

み処理容器等の活用推進、リサイクル運動の推進により、

ごみの減量・資源化につながる取り組みを強化してまいり

ます。

事業系ごみにつきましては、大型店舗等の新設により増

加傾向にあることから、今年は沖縄県緊急雇用創出事業臨

時特例補助金事業を受けて、調査員を雇用し、町内の事業

所から排出される事業系ごみの排出状況の実態調査を行い、

事業系ごみの減量化に取り組んでまいります。

し尿・浄化槽汚泥処理については、南部広域行政組合の

し尿処理広域化調査研究会の「処理施設に係る方式別比較

表」等を精査し、広域化に向けて取り組んでまいります。

ごみの不法投棄や公害防止については、不法投棄・散乱

ごみ監視等事業県補助金を活用し、町内の不法投棄発生地

域を中心にパトロールを実施し、投棄者に対する指導や野

焼きの指導等も併せて行います。与那原警察署や南部保健

所などの関係機関と連携しながら、地域との協働によるパ

トロールの実施、立て看板の設置、移動式看板型監視カメ

ラの設置、広報等を強化し、ごみの不法投棄や公害の未然

防止に取り組み、生活環境の保全に努めてまいります。
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さらに、小中学校・エコセンターや町内学童、児童館、

地域、事業所等との連携を強化し、環境教育活動を推進し

てまいります。

■健全な行財政運営について

健全な行財政運営については、三位一体改革をうけて策

定した「第一次、第二次財政健全化計画」並びに「定員適

正化計画」に基づき、これまで人件費の削減、各種補助金

の見直し、手数料・使用料の改定を行ってきたところです。

今年度は、新たに「第三次行政改革大綱」がスタートする

ことから、これまでの取り組みの成果を検証して、持続可

能で安定的な財政運営が継続してできるよう、適宜実情に

即した見直しの検討を行ってまいります。

町財源の根幹である町税は、極めて重要な財源です。ま

たその課税と徴収については、公平性を確保することが不

可欠です。今年度も引き続き課税客体の的確な把握と徴収

に努めてまいります。

地方主権の推進により、各自治体の創意工夫や説明責任

が問われるとともに、国や県への依存型行政運営からの脱

皮が求められています。そのために、地域の政策課題を的

確に把握し、実施すべき施策を適切に選択して執行いたし

ます。さらに事業の評価については、第四次総合計画の推

進方法に沿って、既存の審議会や委員会等の活用による評

価手法についての取り組みを進めてまいります。また、先

にも述べましたが、地域主権の確立に向けて、自治体の憲
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法とも呼ばれている南風原町まちづくり自治基本条例の制

定に向けて、取り組みを進めてまいります。

戸籍事務については、今年度９月初めから電子情報処理

組織による取り扱いを開始するとともに、併せて、住民情

報システムとの連携を構築して、戸籍事務や住民基本台帳

事務処理の迅速化及び正確化を図ってまいります。

また、印鑑登録証の新規交付を住基カードに併用させて、

行政サービス利用時間の拡大・延長や利用機会の拡充を目

的に、自動交付機利用者からの手数料の軽減を図り、多様

な生活時間等に配慮した対応や町民サービスの向上、窓口

事務の効率化を図ってまいります。

さらに、戸籍や住民票等証明書発行の広域行政窓口サー

ビスについて調査研究し、整備に向けた取り組みを強化し、

迅速かつ正確な窓口業務を目指すとともに、来庁される方

々に対する丁寧な案内業務も推進してまいります。

電子自治体の推進については、多様な町民ニーズに応え

安心した生活を支える仕組みづくりに向けて、誰もが使い

やすい情報発信のシステムや電子申請システムの強化、ICT
を活用した地域支援の調査研究に取り組んでまいります。

また、情報関連教育の推進、情報化による対応力に富んだ

効率的で町民ニーズに即した行政事務、町民サービスの向

上を目指します。情報セキュリティ対策の強化を図り、個

人情報等の保護に努め、情報化の健全な発展と電子自治体

の推進を図ってまいります。
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また、今年度は５年に１度の国勢調査が行われます。行

政運営の基礎となる大切な調査ですので、実施の際には町

民の皆さま方のご理解とご協力をお願いいたします。

職員研修については、職員の資質の向上と公務能率の向

上を図るため、県内外での職員研修を推進するとともに、

人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基

本方針「南風原町人材育成基本方針」に基づいて、時代に

即応できる職員の育成に努めてまいります。

広域行政の運営につきましては、南部６市町村で構成す

る南部広域市町村圏事務組合において斎場建設を進めてお

ります。今年度は実施設計、用地買収を行ってまいります。

■予算編成について

平成２２年度における予算編成については、依然として

厳しい財政環境にありますが、「持続可能な行財政運営」を

実現するため、財政健全化計画に基づいた予算編成を行っ

ております。

歳入の財源確保に、より一層努めるとともに、限られた

財源で最大の行政効果が上げられるよう、事業の効率化や

コスト縮減による支出の抑制を図りながらも、特に主要な

分野につきましては、重点的な予算配分を行いました。

その結果、一般会計の予算は、10,593,000 千円で、対前年

度比 751,000 千円、7.6 ％の増となっております。
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予算規模が、このように大幅に増えた主な理由は、今年

度から新たに創設されたこども手当費 786,500 千円、認可保

育園３園の改築のための保育緊急整備事業補助金 531,674 千

円、ビニールハウス施設整備のための経営構造施設等整備

事業補助金 114,492 千円の増があります。

歳入については、町税収入で、たばこ税の 34,451 千円、14.5
％減があるものの、固定資産税 68,708 千円増により、町税

全体としては前年度と比べ 31,678 千円、1.0 ％の増となりま

す。地方交付税においては前年度と比べて 27,000 千円、1.4
％の減となりますが、その不足分を補う臨時財政対策債が

197,700 千円、44.3 ％の増となっており、合わせると 170,700
千円、7.4 ％の増となっております。国庫支出金 196,702 千

円､ 11.3 ％、県支出金 681,443 千円、88.1 ％も増となってお

ります。

しかし、その一方で、黄金森公園事業、津嘉山公園整備

事業、宮平学校線街路事業などの普通建設事業費、さらに

国民健康保険特別会計への繰出金、扶助費の伸びなど、今

後も依然として厳しい財政需要が見込まれることから、引

き続き、気を引き締めて町政運営に取り組んでいかなけれ

ばなりません。

今回の予算編成にあたっては、国の緊急雇用対策事業な

どを盛り込み、第四次総合計画の将来像であります「とも

につくる黄金南風の平和郷」の実現に向けて、町民のみな
こ が ね は え さ と

さまのご理解・協力を得ながら、これから南風原町が自立

し、活力あるまちづくりへ向けて取り組んでいけるような

施策を編成いたしました。
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以上の状況の中で行った本年度の各会計予算編成の内訳

は、

一般会計 10,593,000 千円

特別会計 6,161,845 千円

○特別会計内訳

国民健康保険特別会計 4,116,780 千円

老人保健事業特別会計 225 千円

下水道事業特別会計 638,134 千円

土地区画整理事業特別会計 1,207,846 千円

農業集落排水事業特別会計 27,727 千円

後期高齢者医療特別会計 171,133 千円

全会計合計 16,754,845 千円

となっております。

おわりに

以上、平成２２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きました。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

予想されますが、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、条例議案が「総合保健福祉

防災センター設置及び管理運営に関する条例の制定」をは
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じめ６件を提出しております。また、追加議案として数件

提出する予定であります。平成２１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２２年３月３日

南風原町長 城 間 俊 安
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