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交通安全推進事業
（担当：総務部 総務課）

○交通安全推進事業 ７８万円

１．与那原地区交通安全協会負担金 ２８万円

与那原警察署管内１市２町（南風原町、与那原町、南城市）で負担金を出し合い、「与那原地

区交通安全協会」を作っています。協会では、警察署と協力して、１市２町の小学校や幼稚園に

交通安全の紙芝居や絵本を配付するなどの交通安全指導を行っています。また、高齢者対象

の交通安全講習会も開催し、交通安全用品の反射板磁気ブレスレットの配付も行っています。

２．町交通安全推進協議会補助金 ３４万円

「南風原町交通安全推進協議会」では、交通安全を呼びかける街頭啓蒙活動や交通安全普

及活動を行っています。

主な活動内容

・町長はじめ、町３役・政策調整監・各部長による毎月１日の朝の交通安全街頭指導

（兼城交差点・津嘉山交差点）

・新入学児童交通安全ウォーキング

・町内４小学校へランドセルカバー配付など

（新入学児童：４６３人）

新入学児童交通安全ウォーキング →

３．町交通安全母の会補助金 １４万円

「町交通安全母の会」は南風原町女性連合会の皆さんが会員となり、活動しています。「夏の

交通安全ミルミル作戦」では兼城十字路で信号待ちのドライバーへヤクルトの製品「ミルミル」を

配付しながら交通安全の呼びかけを行うなど、交通安全活動に取り組んでいます。

４．与那原地区交通安全運転管理者会費負担金など ２万円

安心・安全に暮らせるまちづくり
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消防力の整備強化
（担当：総務部 総務課）

○消防力の整備強化 ３億４，６４０万円

東部消防組合は、昭和５１年４月に与那原町、佐敷村、南風原村の１町２村で発足しました。そ

の後、昭和５２年３月には西原村が加入し、現在では 南風原町、与那原町、南城市の一部（旧

佐敷町）、西原町、の１市３町でお金を出し合い運営しています。

主な経費

東部消防組合負担金 ３億４，６４０万円

？東部消防組合について教えて！

平成１９年度の東部消防組合の予算額は、収入・支出ともに１１億３９２万円です。収入は４市町

がそれぞれ支出した負担金と国庫補助金などで構成され、収入の９６．４％、金額にして１０億９７７

万円は４市町からの負担金となっています。負担金の負担割合は地方交付税の算定の基礎となっ

ている基準財政需要額を基に計算しており、南風原町３１．６％、与那原町１６．６％、南城市（旧佐

敷分）１３．２％、西原町３８．６％となっています。

また支出の８５．５％が東部消防組合の職員の

給与に充てられています。その他の主な経費は

消防車や救急車、機器類の保守点検料となって

います。

東部消防組合は、４市町民の生命と財産を災

害（火事や交通事故）などから守り、より安全で、

安心して住めるまちづくりを進めています。また、

構成１市３町で一つの東部消防組合消防団を設

置し、団員６０名で各種災害に備えています。

東部消防組合本部
所 在 地：〒901-1103

南風原町字与那覇226
電話番号　代　表　946-9990

警防課　946-9999
Ｆ Ａ Ｘ  889-760

南風原出張所
所 在 地：〒901-1117
　　　　　沖縄県南風原町字津嘉山939
電話番号（ＦＡＸ兼用）　　889-5174

　出初め式
で、日頃の
成果を披露
する東部消
防署のみな
さん。
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防災体制強化事業
（担当：総務部 総務課）

○防災体制強化事業 ６４８万円

１．沖縄県防災情報システム市町村負担金 １２万円

沖縄県と県内市町村・消防を結び、気象情報の伝達と、災害情報の収集・共有を行うシステ

ムです。ＦＡＸ受信のように遅れがなく注意報・警報や地震・津波情報を敏速に受信でき、１分１

秒を争う際有効です。県からの気象情報ＦＡＸ受信から近い将来、防災情報システムによる情報

提供に切り替わります。

２．沖縄県総合行政情報通信ネットワーク市町村負担金 １７２万円

沖縄県と県内市町村とを専用のケーブル線で結び、お互いの仕事の効率化と災害に強いネット

ワークの構築を目指します。対象となるコンピュータネットワークシステムは住基ネット、介護ネッ

ト、国保ネット、ＬＧＷＡＮ、防災情報などです。

３．防災に係る経費など ４６４万円

大規模な災害が起こった時の事を想定して、避難場所や食糧確保、医療機関との連携など、

総合的な計画を整備しなければなりません。災害時に地域や各関係機関と共に、防災体制に

万全を期することを目的に防災計画書を作成します。

また、自然災害が発生した場合の町内の浸水・崖崩れ等の危険区域や、避難場所及び避難

経路、緊急連絡先などが明記された防災マップを作成します。災害時に、正しく安全に行動す

るために活用できる地図です。

大規模地震などによる各種災害の発生を想定し、各防災関係機関相互の機密な連携、協力

の下に実践的な防災訓練を行います。連絡・協調体制を確立し、迅速で的確な応急活動を実

施するとともに、町民に広く、防災思想の普及・啓発を図ることを目的としています。平成１８年度

はジャスコ南風原店で地域住民の皆さんも参加しての防災訓練を実施しました。

▼がれきの下敷きになっている人を救助します。

▲バケツリレーで火を消す町民の皆さん。

防災訓練のようす（場所：ジャスコ南風原店駐車場）
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平成１９年３月２９日にジャスコ南風原店駐車場内で行われた防災訓練には、与那覇区、宮城

区、大名区、新川区、東新川自治会、北丘ハイツ自治会の皆さんを始め、町赤十字奉仕団、与那

原警察署、沖縄県、東部消防本部（消防団、防火婦人クラブ、幼年消防クラブ）、南部水道企業

団、琉球ジャスコ㈱など多くの団体・機関の皆さんが参加・協力して行われました。

この防災訓練では、避難誘導訓練、炊き出し訓練、住民による救助訓練、衝突車輌救助訓練、

梯子車からの救助訓練、傷病者選別訓練など総合的に行われました。

▼地域の保育所の子ども達も参加しました。

▲車に閉じこめられた人を救助中。

国民保護対策事業
（担当：総務部 総務課）

○国民保護対策事業 １１万円

国が平成１６年度に国民保護計画を作成しました。その計画に準じて、平成１７年度に４７都道

府県がそれぞれ計画を作成しました。それを受け、沖縄県の計画に沿うように県内４１市町村もそ

れぞれの国民保護計画を立てなければなりません。そこで町では１５人の委員を委嘱し、武力攻撃

事態等を想定し、町民の避難のための計画、町の態勢などについての計画を策定していきます。

国民保護法って何？

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法）の目的

は、武力攻撃事態等（武力攻撃事態と武力攻撃予測事態）において武力攻撃から国民の

生命、身体及び財産を保護し、国民生活に及ぼす影響を最小にするため、国、地方公共団

体、指定公共期間等の責務をはじめ、住民の避難に関する措置、武力攻撃災害への対処

等の措置について定めることにより万全の態勢を整備することです。
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防犯対策事業

○防犯対策事業 ２２３万円

（担当：総務部 総務課）

１．与那原地区防犯協会負担金 ５６万円

与那原警察署管内1市２町（南風原町、与那原町、南城市）で組織され与那原警察署内に与

那原地区防犯協会の事務局を設置しています。１市２町の夜間街頭指導の参加、防犯講演会

等を開催しています。又、市町には車用防犯マグネットの配付、スーパー内での防犯対策のパ

ンフレットの配付を行ったり様々な活動を実施しています。

２．与那原地区少年補導員協議会補助金 １０万円

与那原警察署管内１市２町村でお金を出し合い、「与那原地区少年補導員協議会」を作って

います。協議会では、１市２町の不登校対策会議の出席や夜間街頭指導を行い、防犯協会と連

携を取りながら活動を進めています。

３．沖縄被害者支援ゆいセンター補助金 ２万円

県内での被害者からの電話相談、面接相談を実施し、被害者の法廷や警察への付き添いな

ど心のケア活動等の支援を行っています。

４．防犯パトロール用ベスト ７万円

近年、全国各地で不審者による児童生徒の拉致や拉致未遂など凶悪犯

罪が多発しています。南風原町でも数年前に拉致未遂事件が発生したこと

もあり、防犯パトロールを行う地域や企業などが増えているのが現状です。

町では、防犯パトロールを実施している団体などを支援しようと、パトロール

時に着用するベストを購入し、関係団体に配付します。蛍光色のベストを着

用しパトロール中であることをアピールすることが、泥棒などに対する抑止

力となります。

（担当：経済建設部 まちづくり振興課）

５．自治会防犯灯の設置修繕費補助金 ７０万円

南風原町民の夜間の治安維持を計り、すべての町民が安心して生活ができ、「犯罪のない明

るい社会」をつくるため、防犯灯の設置や修繕を各自治会と協力して行っています。

６．役場管理防犯灯事業 ７８万円

集落の間の通学路で、今後住宅がたくさん建つと予想される場所に限り、町が防犯灯を設置

し維持管理を行いっています。

主な経費 集落間防犯灯設置工事費 ４５万円

町が管理している防犯灯の修繕料、電気料など ３３万円
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黄金森公園運営費
（担当：経済建設部 都市整備課、教育部 教育総務課）

○黄金森公園運営費 １，１５４万円

黄金森陸上競技場、野球場では、町民が施設を利用しやすいように嘱託員を配置します。ま

た、陸上競技場のフィールド内の芝生や野球場の外野の芝生の維持管理を専門の業者に委託

し、利用者が安全で快適にスポーツを楽しめる施設の管理運営を行います。

主な経費

嘱託員報酬、臨時職員賃金 ３８２万円

芝管理委託料（競技場、野球場） １００万円

電気料など ４３６万円

備品購入費、トイレットペーパー代など ２３６万円

◆黄金森陸上競技場、野球場をご利用になりたい方は教育総務課（ＴＥＬ ８８９－２６２０）

までお問い合わせください。

（年末年始の１２月２９日～１月３日までは閉休日です）☆黄金森陸上競技場、野球場

開場時間…午前９時～午後１０時まで

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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自然保護・愛護運動事業
（担当：総務部 総務課）

○自然保護・愛護運動事業 ２０万円

「町民憲章」は町民が安心して幸せに暮らしていくための基本的な目標です。 「町民憲章推進

協議会」は健康で明るい豊かな町づくりを目指し、地域への花の提供や、美化活動を行い緑と安ら

ぎのある町にしていくことを目的にしています。年に一度、町民と一緒になって町内の一斉清掃を

行っています。他にも、各字自治会へ花やごみ袋を提供したり、町女性会の美化コンクールへ助

成金を支出したり、学校へ花や花の種を提供しています。

主な経費

町民憲章推進協議会補助金 ２０万円

※町民憲章推進協議会では、毎月先着１０名の方に「季

節の花の種」をプレゼントしています。ハガキやファックス

で受け付けていますので、お気軽にご応募ください。花

の種は、希望がありましたら３種類まであげてください。で

きるだけ希望に添えるように努力いたします。

宛先：総務課 ファックス番号 ８８９－７６５７

▲町内一斉清掃のようす

水源確保対策事業
(担当：総務部 総務課)

○水源確保対策事業 ３４９万円

沖縄本島の北部地域では、本島内の水資源確保のために、地域住民の理解と協力を得て、山

を切り開きダムを建設しています。沖縄県とダムの恩恵を受けている市町村が負担金を出し合って

「沖縄県水源基金」を作っています。水を確保するための資金として、また、水源地域の道路や公

民館などの生活環境の整備を含めた地域開発を行う資金となっています。

主な経費

沖縄県水源基金負担金 ３４９万円

▲東村にある、沖縄県内で一番大きなダム、「福地ダム」

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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本部地区下水排水路整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○本部地区下水排水路整備事業 ５００万円

この事業は、厚生労働省の５０％の補助を受けて、集落内排水路の整備を行う事業です。今年

度は、本部・津嘉山地区の２地区の整備を行います。

本部地区は、工事延長１３０ｍ（１８１番地から２０１番地）の下水排水路整備を行い、快適な住環

境の向上を図ります。この事業は、国の補助により行われます。

平成１９年度事業概要

工 事 区 間 ： 本部１８１番地から２０１番先までの１３０ｍ

実施予定時期 ： １０月～１２月

至兼城交差点
兼本ﾊｲﾂ

町道
２９号

線

南風原町役場 南風原小学校
県営第一団地

本部公園 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場

本部公民館

　　　　おおき屋
　　　　大城織物工場

町道
２９号

線

県
道
８
２
号
線

工事区域
　　　　　至大里村

照屋
至山川

県
道
８
２
号
線



- 149 -

快適で文化的に暮らせるまちづくり

津嘉山地区下水排水路整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○津嘉山地区下水排水路整備事業 ５００万円

この事業は、厚生労働省の５０％の補助を受けて、集落内排水路の整備を行う事業です。今年

度は、本部・津嘉山地区の２地区の整備を行います。

津嘉山地区は、工事延長１３０ｍ（１９７番地から２０５番地）の下水排水路整備を行い、快適な住

環境の向上を図ります。この事業は、国の補助により行われます。

平成１９年度事業概要

工 事 区 間 ： 津嘉山１９７番地から２０５番先までの１３０ｍ

実施予定時期 ： １０月～１２月

南風原高校

町
道
２６号

線

町道７号線

町
道
２６号

線

町道７号線

町
道
２６号

線

町
道
８
２
号
線

町
道
１８５号

線

町
道
８
２
号
線

工事区間
仲志毛

至津嘉山交差点

津嘉山自動車学校 　　　　JA津嘉山

県道１２８号線
至照屋交差点

津嘉山公民館

津嘉山小学校
津嘉山幼稚園

町
道
８
号
線

町
道
１８５号

線

町
道
８
２
号
線
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平成１９年度の事業費（収入） 事業費 １，０００万円（津嘉山５００万円・本部５００万円）

(内訳) 国の補助額（５０％） ５００万円

町債(町の借金) ３７０万円

一般財源 １３０万円

平成１９年度の主な経費（支出） 事業費 １，０００万円（津嘉山５００万円・本部５００万円）

（内訳） 分筆測量委託料 １００万円

工事費 ９００万円

※平成１８年度の事業実施前及び事業完了後の様子です。平成１９年度も同様の事業を行い

ます。

▲工事着工前（字津嘉山地内） ▲工事終了後（字津嘉山地内）

地方改善施設整備事業　収入

（津嘉山・本部）

町の負担

130万円

13%

国の補助

金

500万円

50%

町債（町

の借金）

370万円

37%

地方改善施設整備事業　支出

（津嘉山・本部）

工事費

900万円

90%

委託料

100万円

10%

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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河川整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○河川整備事業 ２００万円

町内河川の破損した箇所や未整備の維持補修を行います。

主な維持補修の内容は次のとおりです。

事業費内訳

河川浚渫工事費 ２００万円

▲平成19年度予定箇所・宮平学校線（新宇底堂橋上流）

着手前 完成

平成１８年度河川整備事業（宮平川 月見橋から新宇底堂橋間）▲

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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黄金森公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○黄金森公園整備事業 ５億２，０００万円

黄金森公園は住民の憩いの場、コミニュティー形成の場、また、スポーツや文化活動の拠点とな

る公園で、陸上競技場・軟式野球場の整備を終えたところです。今後は文化施設の配置並びに公

園内の遊歩道等の整備を行います。

黄金森公園整備事業は、国の補助を受け南風原町が事業を行います。

事業費 ５億２，０００万円

事業費負担内訳（収入）

国の補助（１／２） ２億６，０００万円

町債（町の借金） ２億３，４００万円

一般財源 ２，６００万円

本年度は、駐車場の整備及び南風原陸軍病院壕２０号壕入口から喜屋武集落への園路、文化

センター予定地の擁壁と造成工事、並びに工事予定箇所の調査設計、用地の購入が主な内容で

す。

事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 １億円

調査設計委託費 ５００万円

用地費･補償費 ３億９，７８０万円

事務費 １，７２０万円

黄金森公園　支出

用地費･
補償費
39,780万
円
77%

委託費

500万円
1%

工事費
10,000万
円
19%

事務費
1,720万円
3%

黄金森公園　収入

国の
補助金
26,000万円

50%

町の
負担
2,600万円

5%

町債（町
の借金）
23,400万円

45%
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黄金森公園工事計画図

▲整備された黄金森公園（陸上競技場）

社会福祉センター

南風原中学校

③文化ｾﾝﾀｰ予定地造成

②20号壕園路造成

①入口・駐車場の整備
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花・水・緑の大回廊公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○花・水・緑の大回廊公園整備事業 ３，０００万円

本公園は、那覇空港自動車道の高架下に町民の憩いの場としてレクレーション施設や遊歩道を

作り、植栽により緑化を行います。

整備箇所は、国道３２９号線近くにある南風原北インターチェンジ付近から、南風原南インター

チェンジ付近までの２．５Ｋｍの区間で、面積は５．５ｈａとなっています。

花・水・緑の大回廊公園整備事業は、国の補助を受け南風原町が事業を行います。

事業費 ３，０００万円

事業費負担内訳（収入）

国の補助（１／２） １，５００万円

町債（町の借金） １，３５０万円

一般財源 １５０万円

本年度は、慶原側の多目的広場や遊歩道の造成工事を行う予定です。

事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ２，７０５万円

調査委託費 １００万円

事務費 １９５万円

花・水・緑の大回廊公園 収入

町債

（町の借金）

1,350万円

45%

町の負担

150万円

5%

国の補助金

1,500万円

50%

花・水・緑の大回廊公園 支出

事務費
195万円

6.5%

調査委託

100万円
3.4%

工事費

2,705万円
90.1%

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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花・水・緑大回廊公園工事計画図

▲整備された花・水・緑の大回廊公園

宮
平
ハ
イ
ツ

多目的広場・園路造成

黄金森公園
↓

↑
国
道
3
2
9
号
へ
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本部公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○本部公園整備事業 ５，０００万円

現在利用されている本部公園を区域の拡張を行い、駐車場や芝広場等の整備により施設の拡

充を図り、近隣住民の憩える公園として整備を行います。

本部公園整備事業は、国の補助を受け南風原町が事業を行います。

事業費 ５，０００万円

事業費負担内訳（収入）

国の補助（１／２） ２，５００万円

町債（町の借金） ２，２５０万円

町の負担 ２５０万円

本年度は、実施設計と用地の購入を行う予定です。

事業費の内訳（支出）

用地購入費 ４，０００万円

調査測量設計委託費 ６７５万円

事務費 ３２５万円

本部公園　収入

町債（町
の借金）
250万円

45%

国の
補助金
2,500万円

50%

町の負担
2,250万
円
5%

本部公園　支出

用地費

4,000万円

79%

事務費
325万円

7%
委託費
675万円

14%

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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本部公園工事計画図

▲現在の本部公園（東屋からの全景）

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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都市公園管理事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○都市公園管理事業 １，０１８万円

黄金森公園・本部公園・宮城公園・神里ふれあい公園の維持管理を行う費用です。公園利用者

が支払う使用料は平成１９年度は２２６万円を見込んでいて、この収入は公園の維持管理に使われ

ます。

主な経費

需用費（消耗品費など） ２４９万円

・各公園のトイレットペーパー、草刈の際の機械燃料代、照明の電気料や水

道料金など。

委託費 ３０４万円

・各公園のゴミ収集、トイレなどの汚水処理、夜間の警備、本部公園の再整備設計などを

専門の業者に委託します。

負担金 ６万円

・公園事業を行う上で必要な各協会への負担金です。

賃借料 １８４万円

・本部公園の駐車場部分の土地の賃借料です。

その他の経費 ２７５万円

・各公園の遊具や施設の修繕を行うための工事費や材料代等にあてられます。又、今年

度は宮城公園に係る下水道接続工事及び黄金森公園のテールアルミ維持管理工事を

予定しています。

宮城公園（テニスコート）→

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水道事業
（担当：経済建設部 区画下水道課）

○下水道事業 ３億９，８００万円

公共下水道は、国の補助を受けて南風原町が行っている事業で、地球の自然環境も含め、皆さ

んの生活環境を良くするための公共の財産です。下水道に接続された皆さまの家庭や、事業所等

から流れ出たさまざまな汚水（水洗トイレ、台所、浴室、洗濯水など）は、まとめて終末処理場（那覇

浄化センター）で処理し、きれいな水にして海や川に放流されています。

なお、下水道事業特別会計は、下水道を使用している方が納める下水道使用料で運営すること

となっており、使用者から下水道料金を徴収しています。

事業費の内訳

・公共下水道事業、浸水対策事業

総事業費 国庫補助金 町債（町の借金）

３億９，８００万円 １億８，０００万円 １億２，０００万円

雑入９，８００万円（区画整理事業負担分）

・平成１９年度の主な事業

①雨水・汚水管布設工事 ３億４，０２５万円

雨水排水路工事は津嘉山土地区画整理区域内の整備を行います。また、兼城、新川、与

那覇、津嘉山地内の下水道管の汚水管を設置する工事を重点に整備を行う予定です。

工事延長（雨水） ： １４０ｍ

工事延長（汚水） ： ２，３８０ｍ

工 事 期 間 ： 平成１９年８月～平成２０年３月

②下水道調査設計委託 ３，０００万円

調査設計委託は、平成２０年度以降に下水道を設置する工事予

定場所の調査測量設計を行います。

予 定 場 所 ： 山川、兼城地内（汚水管）

業 務 期 間 ： 平成１９年８月～平成２０年３月

③補償費 １，３５５万円

下水道の管を設置する工事場所に、水道管や電線などが既に設

置されていると工事に支障をきたします。そのために、移転の必要が

ありますので、その移転するための補償の費用です。

④事務費 １，４２０万円

事務費は、下水道事業を運営していく上で必要となる経費で、人件

費や消耗品等の費用です。

下水道の整備で
↓

街がきれいになります

雨が降っても大丈夫

川や海がきれいになります

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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平成１９年度下水道工事場所（兼城・与那覇・新川地内）（汚水）

下水道工事場所（津嘉山地内）（雨水・汚水）

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水道維持管理事業
（担当：経済建設部 区画下水道課）

○下水道維持管理事業 ５１４万円

・下水道維持管理補修工事 １５０万円

既設の下水道施設の破損、周辺道路の陥没等に伴う補修工事に要する費用です。

工 事 概 要 ： 維持補修工事

工 事 期 間 ： 平成１９年度内

・設計委託料 ６４万円

本町が、今年度発注を予定している下水道工事箇所の設計図書の作成及び設計変更が

生じた場合の修正設計の費用です。

・下水道台帳整備委託料 ２００万円

下水道法で義務づけされている台帳整備を、図るための費用です。

・水質、水量及び管内調査、清掃委託料 １００万円

流域下水道との接続地点での水質、水量調査や除外施設設置者（飲食店など油を取り除

くための施設を設けている）等からの排出汚水の水質調査及び、下水道管の詰まりを清掃し

テレビカメラ等で管内を確認する調査費用です。

下水道普及運営事業
（担当：経済建設部 区画下水道課）

○下水道普及運営事業 １，２９８万円

下水道へ接続する家庭や事業所が増えるよう普及促進を図り、下水道特別会計を効果的・効率

的に運営していくために係る費用です。

・水洗便所改造等貸付金 ２００万円

下水道が整備されると、その地域の町民は自宅から下水道管へ接続する義務が生じます。

接続の費用は、個人負担となっています。その下水道管への接続費用を町が、町民に対して

貸付をして水洗化の普及を図る事業です。貸付ける限度額は、３０万円（アパート等は８０万

円）で無利子で貸付します。

・下水道使用料徴収事務関連経費 ９２５万円

下水道使用料の徴収を、水道料金徴収時と同時に出来るように、南部水道企業団にお願

いしています。その委託料などです。

主な経費

下水道使用料徴収委託料 ７９８万円

下水道料金調停システム作成委託料 １２７万円

・他事務費 １７３万円

下水道体験学習に係る経費や、沖縄県下水道協会等への負担金を支払っています。



- 162 -

快適で文化的に暮らせるまちづくり

下水道体験学習を開催しています！

区画下水道課では、児童生徒の夏休み期間中に、小学生を対象に「下水道体験学習」を

開催しています。

子ども達に上水道から下水道までを観察することで、水が循環していること、水の大切さを

理解してもらうために行っています。体験学習では、町内の川の透明度を調べたり、マンホー

ルの中をのぞいたり、那覇浄化センターの見学などを行っています。

親子でお気軽にご参加下さい。

昨年の下水道体験学習のようす

▲マンホールの中はどうなってるかな？

▲最後は倉敷ダムで水遊び！きれいな水はいいなぁ
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流域関係事業
（担当：経済建設部 区画下水道課）

○流域関係事業 ９，２８０万円

流域下水道は、複数の市町村（那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町）で一つの処理場（那覇

浄化センター）を持ち、県が管理し運営する下水道のことです。この処理場で汚水をきれいな水に

するための維持管理費や町内から処理場までの下水管を建設する費用は、構成する４つの市町

村で、汚水量の割合によって負担しあっています。

主な経費

・流域下水道維持管理負担金 ７，５４７万円

・流域下水道建設事業負担金 １，７３３万円

▲那覇浄化センター位置図 ▲那覇浄化センター

下水道特別会計操出金
（担当：経済建設部 まちづくり振興課）

○下水道特別会計繰出金 １億５，３４４万円

下水道事業特別会計は、下水道を使用している方が納める下水道使用料で運営することとなっ

ています。しかし、整備の途中であり、利用人口がまだ４割程度です。その方々だけで負担をする

と、高額な使用料になってしまいます。そこで、適正な使用料にするために一般会計から下水道事

業特別会計へ支出しています。

主な経費

公共下水道特別会計繰出金 １億５，３４４万円

▲南風原町のマンホールの鉄ふた
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公共下水道整備状況
各年度末現在 単位 ： ha

年度 町の面積 計画面積 認可面積 整備面積 面積普及率 整備率

１３ １,０７２ ６６３ ４０６ １６２ １５.１％ ２４.５％

１４ １,０７２ ６６３ ４０６ １７４ １６.３％ ２６.３％

１５ １,０７２ ６６３ ４０６ １９２ １７.９％ ２８.９％

１６ １,０７２ ６６３ ４７４ ２１９ ２０．４％ ３３.０％

１７ １,０７２ ６６３ ４７４ ２２９ ２１．４％ ３４.５％

１８ １,０７２ ６６３ ４７４ ２４０ ２２．４％ ３６.２％

公共下水道普及状況
各年度末現在 単位 ： 人

年度 行政人口 使用可能人口 使用人口 人口普及率 水洗化(接続)率

１３ ３１,９１１ １１,４４８ ９,１１６ ３５.９％ ７９.６％

１４ ３２,４５１ １３,１４８ ９,６９０ ４０.５％ ７３.７％

１５ ３２,６７６ １３,３８３ １０,３１９ ４１.０％ ７７.１％

１６ ３２,９４５ １５,０４４ １０,８１０ ４５.７％ ７１.９％

１７ ３３,１７６ １６,４３３ １２,１４５ ４９.５％ ７３.９％

１８ ３３,６４５ １７,９０５ １２,８８８ ５３.２％ ７２.０％
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（担当：経済建設部 区画下水道課）

◆◆ 農業集落排水事業とは？◆◆

近年、生活形態の多様化により家庭などから出されるトイレ水、生活雑排水（台所、洗濯など）が

増加しています。それら生活雑排水等が流れ出る集落内の排水路や川は、場所によっては悪臭を

放ったりと汚染が進んでいます。生活環境の改善、排水路や川などの公共水域の水質保全、ま

た、きれいな農業用水の確保を目的に農業集落排水施設の整備を行っています。

南風原町内では、神里地区と宮城地区に農業集落排水が整備されています。農業集落排水事

業特別会計も下水道事業特別会計と同じように、使用している方が納める使用料で運営することと

なっており、使用者から下水道料金を徴収しています。

神里地区農業集落排水事業
（担当：経済建設部 区画下水道課）

○神里地区農業集落排水事業 １，０１９万円

神里地区は、集落排水（下水道）を平成１５年度から供用開始し、平成１９年３月末現在で接続

率は約６０％となっています。各家庭から排出される汚水等は、下水道管を通り汚水処理施設に運

ばれ処理されます。処理された水は農業用水に再利用しています。また、水分を取り除いた汚泥

はコンポスト（肥料）化し、畑に戻す循環型農業を目指しています。

平成１９年度の主な事業

１．神里地区農業集落排水普及運営事業 １３８万円

主な経費

・下水道等使用料徴収事務委託料 ４２万円

使用料の徴収を南部水道企業団に委託しています。

・貸付金 ５０万円

各家庭が下水道本管等へ接続する際に費用を無利子で貸し付けしています。

・水質調査委託料 ４０万円

整備地域の水質の追跡調査を委託しています。

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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２．神里地区汚水処理施設維持管理事業 ７８１万円

主な経費

・処理場維持管理委託料 ４０３万円

汚水処理施設の機械が安全に運転していくための管理費です。

・汚泥処理委託料 ５０万円

汚水処理施設から排出される水分を取り除いた汚泥の運搬処理を専門の業者に委託

しています。

・需用費（光熱水費） ２６１万円

汚水処理施設の運転に使う電気代です。

３．神里地区集落排水維持管理事業 １００万円

主な経費

・管路布設工事費 ５０万円

各家庭に接続する汚水桝と、下水道本管をつなぐために必要となる設置費用です。

・路面修復材料費 ５０万円

下水道本管が埋設されている道路敷地内で、下水道蓋と道路路面とに凸凹が生じてい

る箇所の路面補修を行うための費用です。

神里構造改善センター神里ふれあい公園
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宮城地区農業集落排水事業
（担当：経済建設部 区画下水道課）

○宮城地区農業集落排水事業 ４２５万円

宮城地区は、平成１５年度から国･県の補助を受け平成１８年度に事業完了し、平成１９年４月か

ら供用開始しております。本地区は汚水処理施設を設置しないで公共下水道へ接続するという新

しいやり方で、維持管理費の軽減が期待されます。なお、このやり方は県内初の試みとなります。

１．宮城地区農業集落排水普及運営事業 ２２５万円

主な経費

・下水道等使用料徴収事務委託料 １３万円

使用料の徴収を南部水道企業団に委託しています。

・貸付金 ２００万円

各家庭が下水道本管等へ接続する際に費用を無利子で貸し付けしています。

２．宮城地区集落排水維持管理事業 ２００万円

主な経費

・汚水管布設工事 ２５万円

各家庭に接続する汚水桝と、下水道本管をつなぐために必要となる設置費用です。

・台帳整備委託料 １５０万円

管路の距離、種類及び高さ等、維持管理をする上で必要な台帳作成の費用です。

・路面修復材料費 ２５万円

下水道本管が埋設されている道路敷地内で、下水道蓋と道路路面とに凸凹が生じてい

る箇所の路面補修を行うための費用です。

★宮城地区農業集落排水

事業は、国の補助を受け

て、平成１５年度から平成

１８年度の４年間で、次の内

訳のとおり事業完了しまし

た。

総事業費

５億８,６０５万円

国・県支出金

５億１,２０７万円

町債（町の借金）

６,１１０万円

一般財源

１,２８８万円

宮城公園
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生活路線バス確保対策事業
（担当：総務部 総務課）

○生活路線バス確保対策事業 ３０万円

自家用車の普及によりバス利用者が年々少なくなっているなか、県内のバス会社の経営も悪化

し、利用者の少ない路線は廃止が検討されています。町内を通る那覇～百名線（５１番）と志喜屋

線（５３番）も利用者が減ってきているため、廃止路線の候補となっていました。しかし、通学や通

勤、買い物などで利用している方にとっては日常生活に大きな支障をきたすことから、この２路線の

赤字を解消するために、バスが通っている２市２町（那覇市、南城市、南風原町、八重瀬町）及び

国や県で、バス会社の赤字を解消するために補助金を支出し運行を継続させています。

主な経費

生活バス路線確保対策補助金 ３０万円

交通安全対策事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課）

○交通安全対策事業 ５００万円

交通違反者の罰則金を財源とし、交通事故の発生件数、人口が集中している地区の人口、道

路の延長により計算され、国から配分されたお金で町が行う事業です。

この事業でガードレール、ガードパイプ等の柵や道路反射鏡（カーブミラー）、道路の白線など

の交通安全施設の設置補修を行っています。今年度も昨年同様に、各字自治会からの要望箇所

を現場確認し、町内の交通安全施設を設置補修し、町内の交通安全の向上を図ります。

平成１９年度事業概要（事業費 ５００万円）

国の負担額（１００％） ５００万円（収入）

修繕・工事費 ５００万円（支出）

▲ガードパイプ設置例

▲カーブミラー設置例

便利で人が集まるまちづくり
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都市計画振興事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課）

○都市計画振興事業 ４５２万円

１．黄金森公園周辺地区サイン整備基本設計委託業務 ２５０万円

同地区のまちづくり交付金事業における各種事業(防災福祉センター整備、文化センター整

備)に伴い、地区内主要施設や「かすりの道」ほか各避難所への避難通路など案内サイン・誘導

サイン・記名サイン等のサイン整備を設計をするための委託料です。

２．県や各種協会等への負担金 １９０万円

①総合都市交通体系調査費（ﾊﾟｰｿﾝﾄリップ調査） ９０万円

パーソンﾄリップ調査は、人(パーソン)の動き(トリップ)と捉え、交通実態を把握し、中南部都

市圏の総合的な都市交通計画を策定することを目的としています。

沖縄県では、本島中南部都市圏(１７市町村)を対象地域とし、１８年度から３年間のスケジュ

ールで実施しているとことですが、１８年度で実態調査を終えて、１９年度は分析と都市交通

計画の基本方針検討などを行う予算です。

②都市計画に関する基礎調査業務費・・・・・４７万円

南風原町が含まれている那覇広域都市計画区域について、おおむね５年毎に人口規模、

産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用､交通量に関し現況及び将来の見

通しについて調査をし、都市化の動向や市街地等の実態について地区内の特性を捉えつ

つ、市町村の都市的な問題や課題を明らかにし､平成２８年までの市街化区域

及び市街化調整区域の区域区分の変更等、今後の都市づくりを進めていく上での基礎資

料調査を行うための予算です。１９年度は調査結果の分析作業を行います。

※その他負担金・・・・・５３万円

③沖縄県都市計画協会負担金 ④財団法人都市計画協会負担金

⑤沖縄受信環境クリーン協議会負担金 ⑥全国街路事業促進協議会負担金

３．その他の経費・・・・・１２万円

都市計画を計画する上で、住民の方々や有識者の方々から選任された委員の皆さんで構成

する審議会を開催するときの委員への報酬や費用弁償の予算です。

南風原町→那覇
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道路維持費事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○道路維持費事業 １，２０８万円

私たちが毎日使う道路はたくさんの車が通るので、だんだん傷んできます。傷みが激しくなると

穴があいたり、ヒビが入ったりしてしまいます。傷んだ道路は危険で、交通事故などの原因にもなり

かねません。みんなの交通安全を守るため、町道の破損した箇所の維持補修を行います。

主な維持補修の内容は次のとおりです。

（事業費内訳）

１ アスファルト舗装のデコボコの修繕 人夫賃・臨時職員 ５２５万円

２ 道路側溝排水の修繕 汚泥等廃棄物処理 ８０万円

３ 街路樹の伐採、せん定 重機等使用料 ３００万円

４ 台風後の道路排水等清掃 道路修繕費 ３００万円

５ その他 その他 ３万円

町道所有権移転等処理業務・里道管理業務
（担当：経済建設部 都市整備課）

○町道所有権移転等処理業務・里道管理業務 ７０万円

町道内には、まだ個人所有地として残っている道路があります。

この事業は、個人所有の地主が町へ土地を無償譲渡をしたときに

分筆又は移転登記を行う為の事業です。

主な経費

分筆に伴う測量費等（一般財源） ７０万円

道路台帳整備事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課）

○道路台帳整備事業 １００万円

この事業は、道路法によって義務づけられている道路の台帳を作成する事業で

す。作成された台帳は町民からの道路幅の問い合わせや町道の維持管理に利用

されています。

今年度も町道の改良工事などで道幅や長さに変更があった箇所の台帳を作成します。

便利で人が集まるまちづくり
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町道１８号線道路改築事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○町道１８号線道路改築事業 １億円

この路線は、ＪＡ津嘉山側の県道（１２８号線）から那覇・糸満線バイパスまでの道路改良事業で

す。この事業は国の補助により行われるもので、平成１４年度から継続して行われています。現在

の道路の幅は狭く危険な状況となっています。そこで道路の幅を広くすることと歩道を設置すること

で危険な状況を解消します。本年度は用地買収を行います。

全体事業概要

総事業費 ： ５億１，6００万円

事業年度 ： 平成１４年度～平成２２年度

改良工事 ： 距離＝４４０ｍ 道路幅＝３．３ｍ

工事区間 ： 那覇空港自動車道測道付近から津嘉山保育園近くまで

平成１８年度までの執行額 ： １億８，９００万円 （総事業費の３７％）

平成１９年度工事概要

今年度は、用地購入及び物件補償のみとなります。

用地・物件補償面積 ： ６２３㎡ 用地 ： ５筆 補償費 ： ５件

　　　至豊見城市

至那覇市

津嘉山

　　津嘉山保育園

　　　農協出荷場

　　　東部消防署

　　山川

　　　　　　南星中学校

照屋

至東風平町

至西原ＪＣ

那

覇

糸

満

線

那

覇

空

港

自

動

車

道

県

道

１

２

８

号

線

津嘉山小学校

町道１８号線

Ｌ＝０．４４ｋｍ

便利で人が集まるまちづくり
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平成１９年度の事業費（収入） 事業費 １億円

（内訳）

国の補助 ８，０００万円

（総事業費の８０％）

町債（町の借金） ９００万円

町の負担 １，１００万円

平成１９年度の主な経費（支出） 事業費 １億円

（内訳）

用地・物件補償費 ９，４００万円

事 務 費 ６００万円

▲町道１８号線の終点部（那覇・糸満線に交差する地点）

町道１８号線改築事業 収入

国の補助金

8,000万円

80%

町の負担

1,100万円

11%

町債（町の借

金）

900万円
9%

町道１８号線改築事業　支出

事務費

600万円

6%

用地･物件

費

9,400万円

94%

便利で人が集まるまちづくり
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町道４９号線道路改築事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○町道４９号線道路改築事業 ５，１００万円

この路線は南風原中学校体育館側から、黄金森公園側を通り高速道路高架下へぬける道路で

す。この事業は国の補助により行われるもので、平成１１年度から継続して行われています。現在

の道路の幅は狭く危険な状況となっています、そこで道路の幅を広げることと歩道を設置すること

で危険な状況を解消します。本年度も引き続き、改良工事と用地買収を行います。

全体事業概要

事業年度：平成１１年度～平成１９年度 総事業費： ７億６，０００万円

改良工事 ： 距離＝７００ｍ 道路幅＝１６．０ｍ

工事区間 ： 南風原中学校付近から那覇空港自動車道測道までの区間

平成１８年度までの執行額 : ７億９００万円 （総事業費の９３％）

平成１９年度工事概要

改良工事 ： 距離＝４３０ｍ 道路幅＝１６．０ｍ

工事区間 ： 那覇空港自動車道側道付近

事 業 費 ： ５，１００万円 用地：２筆 補償：１件

　　　　　　　　至西原JC

工事箇所 　　　　　　至与那原町

　　　　　至那覇市

国道３２９号 宮平
至那覇市

　　　兼城
　　　　　　南風原中学校

　　　　　　小学校

照屋 　　　　南風原町役場 宮平ﾊｲﾂ

黄金森公園

喜屋武 　　　　　大里村

至豊見城市

至大里村

那
覇
空
港
自
動
車
道

県道１２８号線
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平成１９年度の事業費（収入） 事業費 ，１００万円５

（内訳）

（総事業費の８０％）

国の補助 ４，０８０万円

町債（町の借金） ４５０万円

町の負担 ５７０万円

平成１９年度の主な経費（支出） 事業費 ５，１００万円

（内訳）

工事費 ３，９０５万円

用地・物件補償費 ８６５万円

事務費 ３３０万円

▲那覇空港自動車道測道より町道４９号線

町道４９号線改築事業　支出

事務費

330万円

6%

用地･物件費

865万円

17%

工事費

3,905万円

77%

町道４９号線改築事業　収入

町債

（町の借金）

570万円
9%

町の負担

620万円

11%

国の補助金
4,080万円

80%
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宮平学校線街路事業
（担当：経済建設部 都市整備課）

○宮平学校線街路事業 ３億円

宮平学校線は、県道２４１号線（南風原町役場前）から南風原小・中学校沿い、宮平地内を

通り国道３２９号の当間原バス停付近に出る道路です。

この道路は、小学校、中学校、南風原文化センター、公園、保育所等の公共施設が点在し住

宅が密集しているなか、曲がりくねった形状（カーブ）が連続する狭く複雑な道路で、通勤・通学

に支障をきたし危険な状態でした。安全で快適な歩行者空間を確保するとともに、交通渋滞を

解消するために整備を行っています。

箇 所 名 ： 南風原町字兼城 ～ 南風原町字宮平

全 体 計 画 ： 延長Ｌ＝９６０ｍ 幅員Ｗ＝１８ｍ（工事前の状況Ｗ＝４～７ｍ）

全体事業費 ： ３８億９，５００万円（国費３１億１，６００万円）

事 業 期 間 ： 平成１１年度～平成２２年度

※１８年度までの事業費計２８億７，５００万円（国費２３億・・・・・全体の８０％）

便利で人が集まるまちづくり
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平成１９年度事業費内訳

収 入

街路事業

総事業費 国庫補助金 町債（町の借金） 一般財源

３億円 ２億４，０００万円 ３，３００万円 ２，７００万円

支 出

街路事業

工事費 用地購入費 物件補償費 その他経費総事業費 委託費

３億円 １，５００万円 ５，０００万円 ６，０００万円 １億６，２００万円 １，３００万円

宮平学校線街路事業　収入

町の負担
 2,700万円
 9%

国の補助金
 24,000万円
80%町債（町の

借金）
 3,300万円
 11%

宮平学校線街路事業　支出

その他経費
1,300万円
 4% 委託費

 1,500万円
 5%

工事費
 5,000万円
17%

物件補償費
 16,200万円
 54%

用地購入費
6,000万円
 20%
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宮平学校線については、平成１９年３月末現在で事業の進捗は ％ほぼ完成型にな89.59
っており、今年度において終点部国道３２９号交差点の改良計画を進めて完成をめざして

います。又通学路として利用されている歩道においては植樹桝に中学生や宮平区民の皆さ

んにより草花の植付けや手入れが行われ、中学校・小学校への通学路として、すばらしい

道路が出来上がってきています。今後は植栽桝に日陰になる木を植え人にやさしい道を完

成していきます。

▲当間原交差点（国道３２９）から北丘小学校向け交差点部改良 ▲南風原中学校体育館側から宮平土地改良区へ

（物件調査、設計ヶ所） （道路白線工事ヶ所）

▲陰が必要な植栽ヶ所 ▲南風原中学校黄金森間擁壁施工ヶ所

便利で人が集まるまちづくり
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工 事 区 間 図

黄金森公園

手登根川

国 南

道 宮平 風

３ 土地改良 文化センター 原

２ 中

豊橋 響 ９ 宮 平 宮平土地 南 南 央 南

自動 や 号 保育所 改良区 風 風 線 風

車 原 原 原

中 小 役

学 学 場

校 校

m１８

１．５ １．５

４．５ ３．０ ３．０ ４．５

歩 側 側 歩

溝 車道 車道 溝

道 道

道路の標準断面
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津嘉山北土地画整理事業
（担当：経済建設部 区画下水道課）

○津嘉山北土地区画整理事業 １７億４，５０７万円

津嘉山北土地区画整理事業は、平成２年頃から地域住民の皆様や土地所有者の皆様と共

に、まちづくり（案）などについて議論や検討を重ねながら作成され、その後、事業計画が平成５

年に国から認可され、同年から事業が始まりました。この事業は国の補助を受けて行っていま

す。

平成１９年度の主な事業

１．津嘉山大橋（仮称）の橋台、橋脚築造や宅地の造成工事

造成工事のための建物などの移転補償２．

【区画整理豆知識】

◎土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、良好なまちづくりのために、土地の区画形質を整え、道路、公園その他の公共

施設の整備改善等を行う事業です。

事業の流れとしては、まず市町村などが土地の所有者から意見を聞き、一緒にまちづくりの計画を作りま

す。そしてその計画に沿って、一定の区域を定め、土地の所有者から公平に少しずつ土地を提供（これを

減歩といいます）してもらい、道路や公園、宅地などを総合的に整備します。道路事業などのように、直接土

地を買収して道路を整備する方法とは異なり、面的な広がりを持ち広い地域にわたって、道路と宅盤造成

を一括して整備ができます。

◎特徴は

・事業区域内の土地の区画が整えられます。

・下水道やガスなど、生活に必要な施設が総合的に整備されます。

・土地の所有者などが公平に土地等を負担し、また利益も公平に受

けられます。

・区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年培われてき

た地域のｺﾐｭﾆﾃｨが生かされます。

・子どもの遊び場や住民の憩いの場である公園が確保されます。

◎事業の効果は

・道路、水路、公園等が新しくでき、生活環境が改善されます。

・消防活動が円滑に行われ、災害時の避難路が確保されます。

・整形な土地になり、利用しやすいものとなります。

・土地の利用価値が高まるため、減歩により土地が減少しても財産価値は、事業施行の前よりも増大しま

す。

便利で人が集まるまちづくり
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土地区画整理事業（津嘉山北地

区の概要

●事業の名称

那覇広域都市計画事業津嘉山北

土地区画整理事業

●施行者の名称

南風原町

●施行地区の面積

７１．４ｈａ

●施行期間

平成５年度～平成２５年度

●総事業費

２５０億円

●平成１９年度事業予算額

１７億４，５０７万円

☆津嘉山大橋（仮称）完成予想図
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写真番号：１ 写真番号：２

写真番号：３ 写真番号：４
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平成１９年度の区画整理事業（津嘉山北地区）事業費内訳

平成１９年度事業費 １７億４，５０７万円

土地区画整理事業操出金
（担当：経済建設部 まちづくり振興課）

○土地区画整理事業繰出金 ２億１，０９９万円

津嘉山地区土地区画整理事業をスムーズに行うため、「土地区画整理事業特別会計」へ一般

会計から２億１，０９９万円を繰り出しています。

主な経費

土地区画整理事業繰出金 ２億１，０９９万円

支　出

工事請負費

6億1,785万円

（35.4％）

事務費

2,718万円

（1.5％）

調査設計費

4,511万円

（2.6％）

建物等移転補償費

10億5,493万円

（60.5％）

収　入

国県補助金・負担金

13億8,675万円

（79.5％）

町負担金

8,862万円

（5.0％）

借入金

2億6,970千円

（15.5％）

便利で人が集まるまちづくり
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