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農業基盤の整備
（担当：経済建設部 建設総務課）

○ため池等整備事業（神里地区） １，２８４万円

神里土地改良地区のかんがい排水施設（畑への散水施設）として整備されたファムポンド（水タ
ンク）周辺の斜面に崩落が発生しており、このまま進行すると農地及び農業用施設へ多大な被害

をおよぼす恐れがあるため、被害を未然に防止するためこの事業を行います。平成１８年度は前年

度に引き続きファムポンド周辺への杭の打ち込み工事を行います。

全体事業概要
事 業 年 度 ：平成１５年度～平成１８年度 総事業費 １億３，７７０万円

平成１７年度までの執行額 ： １億２，５００万円（総事業費の９１％）

平成１８年度工事箇所
工 事 場 所 ：字神里（赤嶺一男氏宅の南東側の山） 実施予定時期 ：８月～１１月

ため池等整備事業は国、県の補助を受け南風原町が行います。

事業費（収入） １，２８４万円

（内訳）国の補助（７９．６％） １，０２２万円

県の補助（２０％） ２５７万円
町の負担（０．４％） ５万円

主な経費（支出） １，２８４万円
（内訳）工事費 １，２２６万円

その他の経費 ５８万円

神里ふれあい公園

神里構造改善センター

県道４８号（ ）至稲嶺十字路

至 字 山 川 ）（

Ｎ

工事場所赤嶺一男家

ファムポンド

ため池等整備事業（収入）

国の補助
79.6%

県補助
20.0%

町負担
0.4%

ため池等整備事業（支出）

工事費
 95.5%

その他の
経費 4.5%

農業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして
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担い手の育成
（担当：経済建設部 経済振興課）

○農業団体育成強化 ５５万円

農業団体の上部組織である普及事業連絡協議会が事業を運営するための補助金です。

主な経費

普及事業連絡協議会補助金 ５５万円

チェックポイント

普及事業連絡協議会は、農業青年クラブ、農業生活研究会、農友会、生産部会
の上部団体で、農業の振興及び農家生活の改善に必要な研修・情報交換並びに

各農業団体相互の連携を図ることを目的にしている団体です。

農業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして
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農業経営の強化
（担当：経済建設部 経済振興課）

○病害虫及び野そ用薬品費 ８３万円

農作物の病害虫を防除するため、農家に対して必要な薬剤の購入に要する費用の一部を補助

金として支出しています。
主な経費

さとうきび野そ（ネズミ）駆除にかかる経費 ５８万円

経費の負担割合（町が７５％、翔南製糖（株）が２０％、農家が５％）

さとうきびガイダ－（カンシャコバネナガカメムシ）駆除にかかる経費 １８万円
経費の負担割合（町が２５％、翔南製糖（株）が２０％、農協が２５％、農家が３０％）

その他の経費 ３２万円

○農業経営基盤促進対策事業 ３２万円
やる気のある優れた農業者や若い農業後継者を育成するとともに、意欲的に農業に取り組む農

業者へ遊休地（耕作されていない農地）の紹介を行い、経営面積を増やします。さらに農業経営に

も積極的に参画して、安定的な農業経営が出来るように、支援していく事業です。
主な経費

経営基盤強化資金利子助成 ２６万円

※農業経営者が園芸施設（ビニールハウス）などを建てる際に資金を借り入れた
場合、利息の一部を町が支援しています。

消耗品費 ６万円

農業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして
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農業生産の振興
（担当：経済建設部 経済振興課）

○さとうきび苗ほ設置 １０４万円

基幹作物であるさとうきびの生産の安定と品質の向上及び奨励品種の普及促進を図るため、農
家へさとうきび種苗の管理育成を委託し、育成したさとうきびの苗を生産農家へ供給する事業で

す。

主な経費

春植苗ほ設置委託 ４５ア－ル ７７万円
夏植苗ほ設置委託 １６ア－ル ２７万円

※生産農家は、春植、夏植の生育した苗を無料でもらうことが出来ます。

▲ さとうきび種苗ほ

○畜産公害・環境保全対策事業 ９０万円

畜産農家において、悪臭を押さえるとともに畜舎等の消毒を行い、病害虫の発生を防ぐための
薬品購入経費に対し、一部補助を行います。

主な経費

悪臭公害処理薬品代（町１／３負担） ７２万円
消毒及び殺虫剤代 １８万円

○家畜伝染病予防事業 ２２７万円
家畜（豚・牛）の伝染病を防ぐために前もって予防注射を行うための経

費です。

主な経費
家畜予防注射補助員謝礼金 ３１万円

家畜伝染病予防注射・証紙代 １９６万円

農業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして
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農業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして

○地力増強対策事業 ５０８万円

農産物の生産を増やすため土地に栄養を与え、作物を育てる力を強くするための事業です。本

町では、農家が農協から堆肥・緑肥種子を購入する際に、その費用の一部を補助します。

主な経費

堆肥購入 一袋（１５㎏）に対し５０円の補助 ５００万円

緑肥種子の購入 ８万円

○農業共済普及推進事業 ８０万円
園芸施設（ビニールハウス等）や施設内の作物が自然災害で被害を受けた場合、被害額が多

額になる場合があります。しかし、共済（保険）に加入済であれば被害額も抑えられ、その後の農業

経営を維持していくことも可能です。
農業共済普及推進事業は、園芸施設共済に加入した農家へ共済掛け金の一部を補助すること

により、農家の負担を軽減し共済加入者を増やすための事業です。

主な経費

農業共済事業普及推進補助金 ８０万円

※この事業には県も６２万円支出しています。
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農業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして

○ビニ－ルハウス設置事業 ５０万円

風水害を避け、収益性の高い作物への転換や生産拡大で安定した農業所得を得るために、鉄

骨・パイプ等のビニ－ルハウスを設置した農家に対して補助をしています。

主な経費

ビニ－ルハウス設置補助 ５０万円

設 置 費 補 助 額

万円以上～ 万円未満 円100 200 50,000
万円以上～ 万円未満 円200 300 100,000
万円以上～ 万円未満 円300 400 150,000
万円以上～ 万円未満 円400 500 200,000
万円以上～ 万円未満 円500 600 250,000
万円以上～ 万円未満 円600 700 350,000

▲ 津嘉山の設置例
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工芸産業の振興
（担当：経済建設部 経済振興課）

○伝統的技術の向上と継承の促進事業 ２８万円

１ 琉球絣後継者育成事業
琉球絣事業協同組合が毎年開催する後継者育成事業に対して補助しています。

主な経費

琉球絣後継者育成事業補助金 ２８万円

※この事業には国が１１０万円、県が７９万円補助し、琉球絣事業協同組合も５８万円を負担
しています。

（研修内容）

機織りを中心に、染色、括りを行います。
くく

※研修終了後は事業所等も紹介され、業者の元で琉球絣を織ることになります。

研修期間
平成１８年７月３日～平成１８年１２月２８日

（土日祝祭日休み）

後継者育成事業

▼

○琉球かすりの振興及び育成事業 １，８８７万円

１ 琉球絣事業協同組合への補助金 ３６６万円

南風原町の特産品である琉球かすりの振興を目的に、琉球絣事業協同組合が行う、研修派
遣事業、販路開拓、宣伝活動、展示即売等の経費に対して補助しています。

■琉球かすり会館／℡８８９－１６３４

■開館時間／月～土 ９：００～１７：３０

日曜・祝祭日閉館

琉球絣の反物、バッグ、ウェア－なども※

販売しています。

お気軽に足をお運びください。

▲琉球かすり会館展示室

工業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして
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工業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして

２ 琉球絣事業協同組合への貸付金 １，５００万円

琉球絣事業協同組合は、国・県・町の補助金と組合員の会費で組合を運営しています。

しかし、補助金や会費がすぐには入ってくるわけではありません。その間の運用資金（生産者へ
の製品（反物）代金支払い等）として貸し付けを行っています。

３ 伝統工芸ふれあい広場事業への負担金 ２１万円

沖縄県と沖縄ふれあい広場実行委員会が主催する、県内各産地の伝統工芸品を展示紹介
し、需要の開拓、販路拡大を図る「沖縄工芸ふれあい広場」事業に対しての負担金です。

「沖縄工芸ふれあい広場」は、年１度開催され今年の開催場所は未定です。

町からは琉球絣の機織りの実技や反物、バッグ、ウェア－等の展示を行い琉球絣を紹介してい
ます。

中央 南風原共同福祉施設

公民館 小学校

■琉球かすり会館／℡８８９－１６３４琉球絣会館
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広域的な商活動の拠点づくりの推進
（担当：経済建設部 経済振興課）

○商工会の育成強化 ７５６万円

商工会は、地域の商工業の振興と住みよい地域づくりため、町内の商工業者によって組織され

た総合的経済団体です。指導団体として、その地域内にあるすべての商工業者について、公正な

立場から地域商工業の総合的な改善や発展を図り、社会一般の福祉の増進に取り組んでいま

す。活力ある魅力的なまちづくりに寄与している町商工会に対し、町も補助金を支出しています。

主な経費

南風原町商工会補助金 ７５６万円

南風原町商工会の主な仕事

■金融相談

中小規模企業にとって事業資金の確保は、経営上一番重要な問題です。融資を申込む

際、依頼する適当な保証人がいないうえ、自己の担保能力も乏しいというのが実態です。

そこでこのような経営基盤の弱い小規模企業のために、国や県などの、低金利で安心して

借りられる各種融資制度の利用相談、指導を行っています。

■税務・経理相談

収入や支払い、税金などの記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近代的経営を推進
していただけるよう、記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。

■経営相談

企業の体質改善・経営強化などで困っている小規模企業の経営相談に乗り指導・助言

を行います。

■労務相談

労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指導など、

その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

■創業支援・経営革新支援

新規に事業を始めようとする人に対する事業計画及び融資の相談又、現在の事業拡大

や新たな事業を創出するための相談・指導を行います。

か すり会 館

南 風 原 町 役 場

南風原町商工会

商業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして



- 162 -

商業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして

○ふるさと博覧会補助事業 ８００万円

今回第１４回目を迎える「はえばるふるさと博覧会」は、これまで「誇れ！わが町 みんなのふる

さと」をキャッチフレーズに、町民が誇れる地域の重要なイベントとして位置付け、本町産業を一堂

に集め、展示、販売をし、さらに地域の芸能や文化を広く内外にアピールするために開催してきま

した。昨年より一年越しの開催となりましたが、そのことにより毎回「福祉まつり」や「ジャズin南風原」

と同時開催となり、産業まつり、文化芸能まつり的要素に加え「ちむぐくるでつくる福祉のまち」づく

りと生涯学習の気運を高めるためのイベントとして、さらに充実した内容で開催する予定です。

本実行委員会に対し、町は補助金を支出します。

主な経費

第１４回はえばるふるさと博覧会実行委員会補助金 ８００万円

（第１０回福祉まつり・ジャズin南風原含む）

ふるさと博覧会の主な内容（平成１６年実施）

主会場（南風原中学校グラウンド）

・農産物・商工業製品等展示即売、各事業所・団体・施設等バザー、夜店・パーラー等

（南中グラウンド特設ステージ）

・福祉施設団体発表、子どもフェスティバル、南風原高校芸能公演、ふるさと文化の祭典（文化協会）、

青年芸能祭、かぼっちゃマンショー、ライブコンサート、ジャズin南風原他

福祉まつり会場（南風原小学校体育館）

・社会福祉展示、児童館まつり他

絣まつり会場（町立中央公民館）

・琉球絣・南風原花織り展示、琉球絣掘り出し物市、絣体験コーナー、琉球絣の女王コンテスト、琉球絣

ファッションデザインコンテスト＆ファッションショー

その他（サザンヒルアイスアリーナ及び主会場）

・福島県少年アイスホッケー団交流事業

かぼっちゃマン参上

ジャズin南風原

青年芸能祭

琉球かすりの女王コンテスト
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商業の振興未来を拓く活力に満ちたまちをめざして

○勤労者保健事業 １７５万円

南風原町共同福祉施設は、町内に住む勤労者及び町内商工業者、地域住民の福祉及び健

康増進を図るため、諸サークル活動や会議・研修のできる設備、健康器具を備えた施設です。

町商工会を指定管理者として施設の管理運営をしてもらいます。

主な経費

南風原共同福祉施設指定管理委託料 １７５万円

南風原町共同福祉施設共同福祉施設 中央 南風原 ※
利用に対する問い合わせ↓ 公民館 小学校

ＴＥＬ８８９－６８８９

琉球絣会館

経営の近代化
（担当：経済建設部 経済振興課）

○経営の近代化事業 １，０００万円

南風原町商工会は、国、県、町の補助金や会員による会費などで事業運営を行っています。

しかし補助金や会費は全額が年度始めに入ってくるわけではありません。事業を運営するため

にもまとまった資金が必要であり、町は、その間の運営資金として町商工会へ貸付を行います。

なお、貸し付けた資金は、年度内に全額町にもどってきます。

主な経費

南風原町商工会貸付金 １，０００万円
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商工振興事業
（担当：経済建設部 経済振興課）

○南風原町緊急雇用対策事業 ２８０万円

依然として厳しい雇用情勢に鑑み、臨時的な措置として町内に在住する者で現に職のないもの
を救済するため、短期的に雇用、就業機会の創出を図り生活の安定に寄与することを目的として

います。

主な経費
町公共施設（公園、道路、河川等）の草刈り、清掃等の作業員賃金 ２８０万円

（写真は植樹祭のようす）

昨年は沖縄県植樹祭で植えられた苗木の育樹を緊急雇用対策事業による作業員で行いました。▲

商工振興事業未来を拓く活力に満ちたまちをめざして
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魅力ある拠点の形成
（担当：総務部 総務課）

○庁舎建設事業 １，２７５万円

平成１０年に、現在の役場庁舎が建設されました。建設地の土地は、沖縄県町村土地開発公社
を利用して購入しました。この事業は、土地開発公社にお金を返していくもので、平成１８年度まで

支払います。

産業振興の支援強化
（担当：経済建設部 経済振興課）

○中小企業者の信用保証 １６２万円

中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献するため、企業者が金融機関から融資を
受ける際の、借入債務に対する保証業務を行う沖縄県信用保証協会に出資しています。

主な経費
沖縄県信用保証協会出捐金 １６２万円

※「信用保証協会」は、中小企業者などに対する金融の円滑化を図ることを目的として信用保証
協会法により設立された公的機関です。

※事業を営んでいる方が金融機関から事業資金の借り入れを希望される時に、信用保証協会
に保証を申込みします。これに基づき信用保証協会が借り入れ金の保証を行うことにより、資

金借り入れをスムーズにする仕組みです。

信用保証制度のしくみ

拠点づくりの推進未来を拓く活力に満ちたまちをめざして


	41「農業基盤の整備」
	42「担い手の育成」
	43「農業経営の強化」
	44「農業生産の振興」
	1/3
	2/3
	3/3

	45「工芸産業の振興」
	1/2
	2/2

	46～47「商業の振興」
	1/3
	2/3
	3/3

	48「緊急雇用事業」
	49「拠点づくりの推進」

