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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 １億８５３万円

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

議会運営費が今年度増額になった理由は、平成２３年６月より議員年金制度の廃止を予定し

ており、制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用の財源を毎年度、現職議員の標

準報酬総額に応じて、各地方公共団体が公費で負担することとなったため議員共済会給付

負担金において３，１６４万円増となりました。

①議員報酬 ４，６１８万円（前年度比２２２万円増）

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（前年度比１１７万円増）

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 ３，９３２万円（前年度比３，１６４万円増）

④旅費 ６０３万円（前年度比 ６万円減）

特別旅費 （職員分） ４２万円（前年度比１５万円減）

費用弁償 （議員分） ５６１万円（前年度比 ９万円増）

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。

健全な行財政運営
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・所管事務調査とは、それぞれの委員会が分担している町の仕事（所管事務）について

調べることです。調べたことをもとに、改善・改良すべきことを指摘したり、あるいは政策の

提案を行うなど、それぞれの委員会の専門性・独自性への取組みや研究のため調査を

行います。、（この調査は、議員の任期中に、１度実施しており、今年度は、１０月か１１月

頃に総務民生常任委委員会と経済教育常任委員会で事務調査を行う予定です。）

⑤その他の経費（負担金等） ３８８万円

本会議（議場）のようす →

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 １８３万円

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。

監査委員事業に係る主な経費

①監査委員報酬 １１６万円

②監査委員費用弁償 ３７万円（旅費として1,000円／日等）

③その他の経費（消耗品費等、負担金含む） ３０万円

健全な行財政運営
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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 ４，８７２万円

１．南部広域市町村圏事務組合負担金（総務費） １６１万円

(衛生費) ３，９８３万円(南斎場建設負担金)

南部広域市町村圏事務組合とは

南部の１５市町村で組織された組合で、複数の市町村で事業を進めることが高い効果が得ら

れると認められた事業を行う団体です。（一部事務組合）

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 建設計画の推進

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２０１１沖縄公演

★『平成２３年度より南斎場（仮称）の建設工事を開始します』★

長年にわたり火葬業務を民間に委ねておりましたが、本来、火葬場の建設および運営は

地方公共団体の責務であることから、南部広域圏の３市３町（糸満市、豊見城市、南城市、

南風原町、八重瀬町、与那原町）で、南斎場（仮称）建設に向けて取り組んでいます。

▲ なんぶトリムマラソン ▲ 南部広域圏南斎場周辺自治会説明会

健全な行財政運営
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２．南部広域行政組合負担金 ３２２万円（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 ３６万円

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 ２１万円

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 ３万円

３．第四次総合計画後期基本計画策定委託料 ３７０万円

平成１８年度に作成した、南風原町第４次総合計画の前期基本計画が平成２３年度に終了す

る事から後期基本計画を策定いたします。後期基本計画を策定するにあたっては、２４１項目の

進捗状況の確認と、４３項目の目標値について確認を行います。その上

で、今後５年間の後期 基本計画を策定します。

第四次総合計画 平成１９年度 ～ 平成２８年度 （１０年）

前期基本計画 平成１９年度 ～ 平成２３年度 （ ５年）

後期基本計画 平成２４年度 ～ 平成２８年度 （ ５年）

健全な行財政運営
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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 １億８，４６７万円

町では事務事業のコスト圧縮や効率化、また、業務改善を進めることが大きな経営課題の一つと

なっています。改善の方法として、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（安全・

保障）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、セキュリティポリシーの運用・更新

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 ３，４１９万円

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 １，５４５万円、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 ５１２万円、高速プリンタ・製本機等保守費 ７６万円

高速プリンタ・製本機等機器使用料 ９６万円、印刷製本・その他 ８６９万円

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 ３４５万円

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、本業を支えるためのいわば裏方業務においても、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。

主な経費

電子自治体用アプリケーション等への移行費 ３４０万円

その他事務経費 ５万円

３．行政情報システムの強化 １億４，７０３万円

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

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

住民情報システムの再構築費 １億２，３７３万円、技術支援SE費 ６３７万円

グループウェア運用支援費 １，２６０万円、機器の再構築費 ４３３万円

健全な行財政運営
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庁内ネットワーク運営事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○庁内ネットワーク運営事業 １，１２６万円

さまざまな業務のIT化（情報技術による変化）が急ピッチで進められているなか、電子化された業

務や事務用パソコンの利点を最大限に活かすためには、情報を相互に伝えるコンピュータネットワ

ークのシステムやその仕組みが丈夫で安定していることが不可欠です。これにより業務やサービス

の信頼性が向上し、安全・確実なコミュニケーションや共同作業、業務の効率化・生産性向上など

の「付加価値」が創出されます。これら維持管理にかかる費用です。

また、OSS（オープンソースソフトウェア）を使って、増加するソフトウェアのライセンス料対策、運

用･コスト軽減、新デスクトップ（SunRay)の増設によるコスト減を目指します。

主な経費

システム・機器運用支援費 ５７４万円

電算機器処理使用料 １９７万円

ウイルス対策などのセキュリティ対策費等 ３５５万円

※修繕費その他等は電子計算事務事業にて一括管理

地域情報化事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：宮平暢）

○地域情報化事業 ４１７万円

まちづくりの根幹である「情報の共有化」を進めるために、町ではインターネットによる積極的な

情報の発信を行っています。より手軽に情報を入手・活用できるように、アクセス性向上のため、携

帯電話サイトの開設や、インターネットからの施設予約、講座の申込などのサービスも開始しまし

た。現在、多くの人たちに利用されているところです。一方、インターネットは誰でも利用することが

できるので、一部の不正な行為を行う人により情報が外部に漏れたり、システムが破壊されるなど

の危険性が常につきまといます。そのため、南風原町ではファイヤーウォールなどセキュリティ設備

を整備し、専門家による厳格な管理運営を行っています。

主な経費

インターネット回線・プロバイダ費用 ２６２万円

広域自動交付機用回線 ２２万円

小・中学校などとの通信費用 ５６万円

各字自治会用インターネット回線費用 ２７万円

教育委員会等出先ウィルス対策費 ５０万円

健全な行財政運営
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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 ９１４万円

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まいります。

１．総合行政ネットワーク事業 ２９３万円

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 １４９万円

LGWAN機器使用料 １４４万円

２．住民基本台帳ネットワークシステムの運営 ３９５万円

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できるよう機器の整備を進めてまいります。

主な経費

サーバーなど機器リース料 ２３１万円

その他機器保守料 １６４万円

３．電子自治体推進事業 ２２６万円

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

管理運用における技術支援費 ２１２万円

電子申請システム運用経費 １４万円
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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：金城吉信）

○住基・印鑑登録・外国人登録事務事業 ７８８万円

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。

また、7月1日からは本町、豊見城市、南城市、与那原町、八重瀬町の5市町間で住民票、印鑑

証明、戸籍、戸籍附票等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

上につなげます。

主な経費 申請書等印刷代 ４９４万円

窓口対応臨時職員賃金 １６１万円

その他の経費 １３２万円

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。

主な経費 沖縄県外国人登録事務協議会負担金 １万円

戸籍事務事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：金城吉信）

○戸籍事務事業 ２，１５８万円

住民の皆さんからの戸籍の届出により、戸籍を変更したり、新しく作ったりします。また、戸籍謄

本や戸籍抄本の発行なども行います。

昨年度より開始した戸籍事務の電子情報処理組織による取扱いの作業を完了させて、より戸籍

事務処理の迅速化及び正確化を図ります。

主な経費

臨時職員賃金 ７１万円

戸籍データ作成及び戸籍総合システム保守等委託料

１，８７０万円

戸籍総合システムソフトウェア等使用料 １６４万円

その他の経費 ５３万円
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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：金城吉信）

○住民基本台帳ネットワークシステム事業 １７２万円

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。

これら、住基ネットの運営経費となっています。また、住民基本台帳カード（住基カード）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 ７４万円

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証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 ８９０万円

町県民税は、前年度の収入を基に、納税者の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 ９６万円

臨時職員賃金 ２５０万円

納付書等郵送費 ２５１万円

納付書印刷代など事務経費 ２９３万円

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 ２５９万円

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、必要な項目のデータ

入力やデータの保管、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 ９４万円

納付書印刷代など事務経費 ４８万円

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 １，１６６万円

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
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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 ９５９万円

納付書等郵送費 １１１万円

納付書印刷代など事務経費 ９６万円

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 ２，６５４万円

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 １２万円

その他消耗品など ９０万円

郵送費等 ２４４万円

収納事務に関する委託 ２００万円

収納支援システム費等 ４７2万円

過年度還付金 ６４０万円

★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。

↑小学生対象の租税教室の様子↑
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