
Ⅱ 人もまちもきらきら育つまち
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花･水･緑の大回廊公園運営費
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○花・水・緑の大回廊公園運営費 ３５４万円

那覇空港自動車道「南風原道路」の高架下を利用した花・水・緑の大回廊公園は、町民が施設

を利用しやすいように管理嘱託員を配置し、利用者が安全で快適にスポ－ツが楽しめるような施

設の管理運営を行います。

（設置施設)

・テニスコ－ト ・スケ－ドボ－ド場 ・インラインスケ－ト場 ・３ｏｎ３バスケットコート ・パークゴルフ場

主な経費

嘱託員２名（交代制） １７５万円 保険料 １５万円

光熱水費 ７０万円 その他(清掃用具等) ２４万円

委託料(保安警備など) ７０万円

In f o rma t i o n

☆開場時間

平 日‥‥午後１時～午後９時

土日祝日‥‥午前９時～午後９時

（但し、利用は午後８時４５分まで）

☆休 場 日‥‥毎週月曜日

（但し、月曜日が法に規定する祝日の場合は、

その翌日を休場日とします。）

★花・水・緑の大回廊公園の施設ご利用の際は、公園管

▲インラインスケート場（フットサルの利用が多い） 理事務所【888-0994】 （パークゴルフ場は陸上競技場

管理事務所【889-0502】）までお問い合わせ下さい。

各種スポーツ教室
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○各種スポーツ教室 ９７万円

生涯スポ－ツ活動を促進する目的で各種スポ－ツ教室を開催しています。各種スポ－ツ教室を

通し、参加者にスポ－ツの楽しさや楽しみ方を知ってもらうと同時に、仲間づくりを促進します。ま

た、町民の皆さんが安全なスポ－ツ活動が行えるよう、運動するうえでの正しい知識を指導します。

主な経費

水泳教室講師謝礼金 ３２万円 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ講師謝礼金 ８万円

アイススケート教室講師謝礼金 １０万円 保 険 料 １７万円

ウォーキング教室講師謝礼金 １６万円 消耗品費 １４万円

水

泳

教

室

ウ

ォ

｜

キ

ン

グ

教

室

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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各種スポーツ大会
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○各種スポ－ツ大会 １０６万円

１．スポ－ツ大会

子どもから高齢者までが参加できるスポ－ツ大会を開催し、スポ－ツを通じて健康維持、体力

増進を図り、地域でのスポ－ツ活動を推進します。

主な開催行事

高齢者スポーツ大会（グラウンドゴルフ、ペタンク）、かすり駅伝小学生大会、新春マラソン

大会、ウォ－クキング大会、年代別スポーツ大会（ソフトボール、グランドゴルフなど）

主な経費

各種スポーツ大会への賞品代等 ３１万円

保険料 １７万円

他 消耗品費等 ２０万円

▲ 高齢者スポーツ大会 ▲ 新春マラソン大会

２．小・中学校対抗陸上競技大会

黄金森公園陸上競技場がオープンした平成１３年から、町内小・中学校対抗陸上競技大会が

開催され、今年は第１２回目の大会が行われます。（H24年度は台風のため中止）町内４小学校

と２中学校の児童生徒の交流、親睦をはかり、南風原町民であるという連帯感を育てます。また

児童生徒一人ひとりの競技力と基礎体力の向上と健全育成を目的に開催します。大会当日は、

多くの町民の皆さまの応援をお願い致します。

主な経費

役員弁当代等 １２万円

賞状印刷費 ４万円

他 保険料、消耗品費等 ２２万円

第12回南風原町小・中学生陸上競技大会

日 時・・・・平成２５年９月１４日（土）

午前８時３０分開会式

会 場・・・・黄金森公園陸上競技場
▲小・中学校対抗陸上競技大会

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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子ども平和学習交流事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 大城敏雄）

○子ども平和交流事業 １４４万円

町内の小学校６年生を対象に、戦争や平和、差別や人権についての学習を深めるための事業

です。主に、本研修の旅費や宿泊費などの経費に使われます。

１．事前研修

①学習会

南風原の戦争の実態、沖縄戦やアジアの戦争に

ついて、ビデオや文献、体験者のお話を聞いたりし

て勉強します。また広島の原爆、ハンセン病などに

ついて数回にわたって学習します。

②巡検

南部戦跡めぐりや基地めぐりに出かけます。

③宿泊学習

名護市の屋我地にある「愛楽園」を訪ね、療養し

ている方からハンセン病の話、差別についての話な

▲嘉数高台で普天間基地の現状視察 ど、体験を通して学習します。そこでは１泊をし交琉

流を深めます。

▲愛楽園でお話を伺う ▲荒崎海岸でひめゆりの足跡をたどる

④学習したことはグループで協力してまとめ、お父さん、お母さん、役場の皆さん、先生方に

報告発表します。

２．本研修

３泊～４泊の日程で、県外の施設や活動している

人、戦争の体験者、講師の方にお会いして現地の

実態を勉強したり意見を交換して、平和や人権の

学習を深めます。

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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▲立命館大学国際平和ミュージアム ▲リバティおおさか

▲ピースおおさか ▲原爆ドーム前

経費内訳

引率旅費（職員２人） ２６万円

補助金（１２人+引率教諭旅費＋要保護世帯自己負担分) １０１万円

報告書印刷 １７万円

青年海外研修派遣事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 大城敏雄）

○青年海外研修派遣事業 １７３万円

町では、平成元年度から外国在住の南風原町出身者の子弟を研修生として２週間から２ヶ月間

受け入れ、必要な技術の習得や沖縄の歴史文化の学習、親戚や町民との交流を重ねてきました。

その結果、研修生たちは母国へ帰り、研修生同士のネットワークを構築しつつあり、ブラジルでは

すでに組織化したメンバーが、次の派遣研修生の激励会や報告会を企画す

るなど事業の成果が現れています。平成２５年度は、南風原町の青年２名を

南米へ約１ヶ月間派遣し、移民先との人的、物的、精神的なつながりを確立

しつつ、それぞれの国への理解を深めていきます。予算は、旅費、宿泊費、

研修費等に使われます。

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育
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南風原町海外移住者子弟研修生交付金事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 大城敏雄）

○南風原町海外移住者子弟研修生交付金事業 １５８万円

外国在住の南風原町出身者の子弟を研修生として２週間から２ヶ月間受け入れ、日本語をはじ

め必要な技術の習得や、沖縄の歴史文化の学習、親戚や町民との交流を図ります。研修で学ん

だことや経験を自国の発展に役立てられるような人材育成を目指して取り組みます。移民先との人

的、物的、精神的なつながりを確立しつつ、国際交流を通してそれぞれの国への理解を深めてい

くための事業です。夏にハワイから３人、冬に南米から１人を受け入れる予定です。

▲日本語の授業の仲間たち ▲布草履作り

▲学校の授業で自国を紹介

経費内訳 ▲成人式に参加

旅費 ８４０千円（ハワイ・南米）

宿泊費 ３３５千円

研修費 １９０千円

県内交通費 ３５千円

その他（保険を含む） １８０千円
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国際交流事業（育英会）
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○国際交流事業（育英会） ３５０万円

町内の青少年リーダーを海外に派遣し、教育・文化・歴史・産業などの視察学習、現地のミドル

スクール（中学校）体験入学やホームステイを行っています。この事業では、国際的視野を広める

とともに、ホームステイ先の家族らとの友情を深め、国際時代に柔軟に対応できる青少年を育てる

ことを目的としています。この事業は平成５年度からスタートし、訪問先はアメリカ合衆国ハワイ州と

町の友好都市であるカナダ国レスブリッジ市で交互に行っています。今年はカナダ国アルバータ

州レスブリッジ市へ中学生を派遣します。

主な経費

国際交流事業に参加する生徒への育英会補助金 ３５０万円

１．事前研修

訪問国の教育・文化・歴史等について勉強します。また、南

風原町についての調べ学習、英会話レッスン、および現地で

発表する踊りなどを事前研修にて練習します。

英会話レッスンで自己紹介文を作成中→

２．本研修

訪問先では、教育・文化・産業施設等の現地視察及びミドルスクール（公立中学校）への体験学

習を通して同世代の子と交流をしています。またホームステイも実施しています。

ホストファミリーとALOHAパーティーにて ミドルスクールでの体験入学 現地での視察学習

３．事後研修

本研修で学んだ事を日本語と英語で報告書を作成します。ま

た、育英会長・保護者・学校関係者・事前研修講師等に向けて報

告会も開催しています。

本研修報告会の様子→
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県外派遣事業（育英会）
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○県外派遣事業（育英会） ２００万円

本町に在住する小学生・中学生及び地域青年会等が沖縄県等を代表して、運動競技及び文化

活動参加のために県内離島・県外等に派遣される場合に要する経費に対し、助成金を交付してい

ます。南風原町の文化・スポ－ツの振興発展及び青少年の健全育成の一環として実施していま

す。

主な経費

航空運賃への助成金 ２００万円

県外派遣助成金の交付式→

放課後子ども教室推進事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○放課後子ども教室推進事業 １６３万円

各小学校区において、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して行われます。地域の

方々が子どもたちといっしょに勉強やスポ－ツ・文化活動を行うことで、地域住民の交流の場を創

り、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。

主な経費

謝礼金（実行委員、コーディネーター、安全管理員・学習アドバイザー） １５２万円

消耗品費 ７万円 保険料等 ４万円

↑学習の様子 ↑手作りはがきの様子
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学校支援地域本部設置事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○学校支援地域本部設置事業 ４５５万円

地域の学校支援ボランティアが、町内各小・中学校の依頼に応じた学校支援活動を展開するこ

とで、子どもたちは多様な体験ができ、学校教育の充実を図ります。また、地域住民が自らの経験

や知識を子どもたちの教育に生かし、地域のきずなづくりにつなげることで、地域の教育力向上を

図ります。

主な経費

謝礼金（実行委員、コーディネーター（４名）） ３７０万円

消耗品費 ６万円 ボランティア懇親会費 １６万円 印刷製本費 １０万円

通信費 ５万円 保険料等 ３３万円 ボランティア控室用備品等 １５万円

学習支援の様子 クラブ活動支援の様子

平和の日推進事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念政博）

○平和の日推進事業 １６万円

過去の戦争で多くの町民の尊い命が失われたことや米軍占領下時代から現在までの歴史を教

訓とし、二度と戦争を起こさないため、「１０月１２日」を「南風原町民平和の日」とし、全ての人が等

しく平和で豊かな生活を送れるまちづくりに取り組みます。

なお、平和の日選定にあたっては、「南風原町平和の日制定検討委員会」で検討を重ね、町遺

族会及び町史編集委員会、当時の関係者からの聞き取り等も参考に、南風原村役所（当時は役

所としていた）が現南風原小学校内で業務を開始した昭和２１年１０月１２日から「１０月１２日」を選

定しました。

主な経費

消耗品費（PR用のぼり等） １６万円

文化ｾﾝﾀｰ前にある南風原国民学校学童集団疎開記念碑→
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社会教育補助金及び負担金
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○社会教育補助金及び負担金 ９２５万円

１．団体補助金

社会教育団体などの活動の活性化や支援、育成のため補助金や負担金を支出しています。

町女性連合会補助金 １１７万円

町ＰＴＡ連絡協議会補助金 ２０４万円

町青年連合会補助金 ９０万円

町青少年健全育成協議会補助金 ４５万円

町子ども会育成連絡協議会補助金 ５４万円

町ジュニアリーダークラブ補助金 ８万円

島尻地区青少年健全育成協議会負担金 ３万円

沖縄県社会教育委員連絡協議会負担金 １万円

南部広域視聴覚ライブラリー負担金 １３２万円

町老人クラブ連合会50周年記念誌発刊補助金 １２０万円

沖縄県ＰＴＡ連合会補助金 ８万円

２．学級開設補助金

①高齢者学級 １０４万円

各字、各自治会の老人クラブへの補助金です。健康づくりや余暇を有意義に過ごすための

趣味や教養に関する講演会や学習会などを開催しています。地域での若い世代との交流や

ボランティア活動なども行っています。（平成24年度は１６団体へ補助金を支出しました）

②家庭教育学級 ３９万円

各小・中学校ＰＴＡの文化教養委員が中心と

なり、家庭教育に関する学習会や親子のふれあ

い事業を開催しています。

また、毎年町内の小学校・中学校６校合同の

「教育講演会」も開催しています。

平成24年度の教育講演会は、11月21日に『文

化力で地域に根ざした教育を』と題し、沖縄県文

化観光スポーツ部長の平田大一氏による講演

会を開催しました。
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陸軍病院壕公開活用事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○陸軍病院壕公開活用事業 ２１２万円

南風原町は、平成２年に太平洋戦争（沖縄戦）時の“負の遺産”である「沖縄陸軍病院南風原壕

群」を全国に先駆けて町の文化財（史跡）に指定しました。戦争体験者が減少していく中、沖縄戦

の記憶を後世に伝える「生き証人」としての壕を保存していくことがその大きな目的でした。

壕群は、黄金森という小高い丘にあり、縦横２ｍ、長さ１０から７０ｍの横穴壕が約３０本あったと

いわれています。ここは戦争で傷ついた兵士達の手当てをするための病院でした。壕の天井や壁

には、ツルハシやクワによる掘削痕や、火炎放射器で焼かれたと思われる黒く焦げた跡が残り、床

と壁には壕の落盤を防ぐための支柱をはめ込む穴や焼け焦げた支柱が残るなど、６８年前の沖縄

戦の様子が今でも記憶されています。

陸軍病院壕は、平成１８年に２０号壕の整備工事を行い、平成１９年から壕内を一般公開してい

ます。ガイドの案内で壕内に入り、そこで起きた出来事を聞き、暗闇や空気を感じる体験を通して、

戦争の悲惨さや愚かさ、過去のあやまちを再び繰り返してはいけないという反省とともに、平和と命

について考え、平和を創り出すことの大切さを学ぶことができる場として活用しています。

主な経費

壕管理嘱託員 １５９万円

壕安全管理委託料 ２０万円

印刷費、光熱水費、保険料等 ３３万円

壕前でのガイド風景→

文化センター収蔵庫増改築事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○文化センター収蔵庫増改築事業 ４，２７４万円

南風原文化センターの収蔵庫は、町内外から寄贈された多くの貴重な歴史資料等を保管して

いますが、新館の開館から４年目を迎えてすでに満杯状態になっています。

今回、収集した貴重な歴史資料等を公開活用し、後世へと継承していくために、収蔵庫内の３

階を増築し諸資料の収蔵スペースを確保します。また、空調設備も設置して資料の保存管理に適

した収蔵庫環境の整備を行います。

主な経費

設計監理委託料 ３６８万円

増改築工事 ３，９０６万円

現在の文化センター収蔵庫の状況→
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資料の公開活用事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○資料の公開活用事業 １，５５７万円

南風原文化センターに収蔵されている７万点以上の歴史資料をデータベース化することで、収

蔵資料の管理体制の強化を図ります。また、データベース化した歴史資料等を町民に広く公開活

用することで、沖縄の歴史を後世に継承していきます。

主な経費

学芸員嘱託員報酬 ４０８万円

収蔵資料データベース化委託料

１，１４９万円

南風原文化センターに収蔵されている歴史資料→

公民館活動の充実事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○公民館活動の充実事業 ３，１４５万円

生涯学習の活動拠点として公民館学級講座、サークル活動及び各種社会教育団体等の充実

発展を目指して事業を展開いたします。

又、設備の機能強化された黄金ホールをフルに活用し、保育園・幼稚園から高校・大学等の教

育活動の発表会や音楽・芸能・舞踊などの発表の場として、利用者・来場者の期待に応える施設

作りを目指して参ります。

主な経費

公民館長報酬 １３０万円

管理嘱託員報酬 １６１万円

臨時職員賃金 ３９１万円

公民館の光熱水費 ９３０万円

冷房管理委託料など施設の管理委託費 １，２３０万円

他、コピー機使用料など事務経費 ３０３万円

公民館講座（しっくいシーサー） 公民館サークル発表会
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公民館講座事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○公民館講座事業 １８０万円

平成２４年度は１８の講座を開催し３２７人が受講しました。児童・生徒のための夏休み親子講座

など、子どもからご年配の方まで幅広い年齢層に対応できるよう趣向をこらして開催しております。

また、各字公民館でも出前講座を１０自治会で開催し、１２３人が参加しております。毎年２月に

は「公民館まつり」を行い、自治会講座の皆さんや、公民館サークル会員が日頃の練習の成果を

発表しています。

町広報紙やホームページ、平成２５年度公民館学級講座のパンフレットをご覧になり、お気軽に

お申し込みください。

主な経費

公民館講座講師謝礼金 １７０万円

公民館講座案内等印刷費 1０万円

♪平成２５年度の公民館講座紹介♪

夏休み親子陶芸、夏休み絵画、しっくいシーサー、ウクレレ入門、

かすり太鼓、少年少女コ－ラス、家庭園芸、ヴォイストレーニング、

歌碑めぐり、いけ花、うちなーぐち入門、家庭料理、男の料理、

イタリア料理、パソコン入門（昼間）、パソコン入門（夜間）、

パソコン中級（夜間）、袋物工芸、

←各字公民館出前講座の様子

↑公民館サークルの作品

←公民館活動実践発表会の様子

（喜屋武・宮平・慶原・兼本ハイツより発表）
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伝統文化交流施設活性化事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○伝統文化交流施設活性化事業 ６９５万円

地域の活性化を目的に沖縄振興特別推進交付金を活用し、平成２４年度は黄金ホールの照明

機材や音響機材等の機能強化を実施しました。そのため、これまで以上の舞台演出が可能となっ

たことから組踊や多様なイベント等が開催されました。

平成２５年度においても、さらなる機能の向上を目指し設備の充実強化を図って参ります。

主な経費

研修室モニター設置費 ６０万円

黄金ホール イス、テーブル購入費 ６３５万円

組踊（護佐丸敵討）→

図書の整備充実事業
（担当：教育部 生涯学習文化課 課長：大城敏雄）

○図書の整備充実事業 １,０３８万円

図書館は、図書やその他資料の収集と利用促進を図ることで、町の教育・文化振興の拠点とな

っており、前年度は延べ５０，０００人が利用し、年間貸出冊数も７０，０００冊近くとなっております。

また、町民に利用しやすい環境づくりとして、一階は書架を幼児・児童・一般と区分けし、入って

すぐの場所は雑誌・新聞コーナーとなっており、雑誌は育児雑誌から文芸誌まで幅広く取りそろ

え、新聞は本土新聞もご覧いただけるようになっております。二階部分は学習スペースとして開放

されており、多くの方にご利用いただいております。

なお、図書館は町内にお住まいの方はもちろんのこと、町内に

お勤めの方、在学の方もご利用いただけますのでお気軽にご利

用ください。

主な経費

図書館司書嘱託員報酬 ３７４万円

図書・雑誌購入費 ３１１万円

図書システム使用料 １９５万円 ▲ 一階 雑誌・新聞コーナー

庁用備品購入費 ９０万円 ▼ 二階 学習スペース

その他(印刷製本費等) ６８万円

開館時間 月・水～金 １０時～１９時

土・日 １０時～１７時

休 館 日 毎週火曜・第四木曜

祝日・慰霊の日
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学校給食用材料に係る経費
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○学校給食用材料に係る経費 ２億１１３万円

学校給食費は、小学生月額３，８００円（一人当たり、一食２０９円）、中学生月額４，３００円（一人

当たり一食２３７円）の１１月ケ分の給食費を徴収しています。また、一食あたりの平均栄養基準は、

幼児５１０ｋcal、小学校６４０ｋcal、中学校8２０ｋcaｌになっています。

学校給食共同調理場では、総合的な安全管理を基本に、常に児童、生徒等に安全・安心でお

いしい給食を提供するためにできる限り県内産、町内産を利用するように努めてます。

なお、平成２５年度は幼稚園教育の充実により、保育時間が午後２時まで延長されることに伴

い、５月から幼稚園児の給食が始まります。幼稚園児の給食費は月額３，０００円（１日あたり一食２

０６円）の１０ケ月分となっております。

↑北丘小学校給食の準備 ↑給食週間期間中での交流

調理場運営事業
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○調理場運営事業 ７４５万円

１.共同調理場施設委託費 ３５８万円

安全でおいしい給食を作るために、学校給食調理場の施設等はいつも清潔にしておかなけ

ればなりません。そのため、人の体に悪影響を与える細菌がいないか定期的に検査したり、ねず

みやゴキブリなどの害虫が施設内に入れないような処置を専門の業者に委託しています。また、

食器・食缶洗浄機等の定期点検や換気扇、グリ－ストラップの清掃等も専門の業者に委託して

います。

主な経費

ボイラー保守点検委託料 ５１万円、微生物検査委託料 ５０万円

ごみ収集運搬委託料 ３２万円

野そ等防除委託料 ３３万円

食器・食缶洗浄機管理委託料 ３２万円

ルーフファン等清掃委託料 ３２万円

その他施設の運営に関する委託料 １２８万円

平成２４年度に購入した幼稚園給食配送車輌→

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
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２．給食調理機の購入・修繕などの整備費等 ３８７万円

毎年新一年生には、新しい食缶を購入し使用しています。

主な経費

備品購入費 ３０万円

機械修繕費 １５０万円

高圧受電施設フェンス・屋根取替工事 １２５万円

その他(機械使用料等) ８２万円

調理場施設維持管理事業
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○調理場施設維持管理事業 １，９５０万円

園児・児童・生徒のみなさんから徴収した給食費は、すべて給食の材料費として使っています。

給食を作るためには調理場の電気代、水道料金、ガス代、食器を洗う洗剤等消耗品代などの経費

が必要になります。

主な経費 ボイラー用等燃料代 ４６５万円

光熱水費 ７６９万円

腸内細菌検査手数料 ４４万円

その他(消耗品等） ６７２万円

学校給食共同調理場にはこんな機械があります

ガススチ－ムコンベクションオ－ブン：スチ－ムやオ－ブン等で調理する機械です。

食缶類洗浄機 ： ２本のレーンで、高さの異なる食缶などを超高圧水で洗浄します。

食器類洗浄機 ： 食器の洗浄、整理まで自動処理します。スプーンなども自動洗浄します。

消毒保管庫 ： 食器や食缶の消毒効果を高めるため、蒸気で温熱殺菌した後保管します。

ライスボイラー ： １台で１，０００名の給食を調理することができます。

高速ミキサ－ ： 液体の撹拌・混合作業またタレ作りなどの機械。

自動フライヤー ： 揚げ物によって、油温を調節し、美味しく調理することができます。

サイの目機 ： 根菜類をサイコロのように切る機械。

↑パンをフライヤーで揚げています ↑砂糖をまぶしクラス毎に分けます

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
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就学奨励事業
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○就学奨励事業 ５，５４２万円

経済的理由で学校生活に支障をきたさぬよう、対象となる小・中学校の児童生徒の保護者に学

用品費、修学旅行費、学校給食費、クラブ活動費などの援助を行っています。

主な経費

要保護準要保護児童生徒援助費 ５，４０７万円

特別支援教育就学奨励費 １２９万円

被災児童生徒就学援助費 ６万円

（内訳） 国庫補助金 ８２万円

町負担分 ５，４６０万円

教育相談事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○教育相談事業 ４１５万円

生徒の心の悩みや不安などをじっくり聞き、その問題解決にあたるため、南風原町教育相談支

援センター（心の教室）を設置しています。

児童・生徒が悩み等を気軽に話せ、ストレスを和らげることができるよう第３者的な存在として教

育相談員と町から委嘱された２名の心の教室相談員を身近に配置することで、学校や関係機関と

連携をとりながら、不登校や児童虐待など問題解決のために速やかに対応します。

主な経費

相談員報酬・謝礼金 ３９６万円 電話代ほか １９万円

ご相談はこちらまで 南風原町教育相談支援センター

教 育 相 談 員 心の教室相談員 心の教室相談員

山 城 直 三 大 城 賢 二 金城 恵利子

場 所 南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）内

電 話 番 号 ０９８－８８９－０５０１

※ お気軽にご相談ください。
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児童生徒健全育成事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○児童生徒健全育成事業 ６９９万円

自立支援教室の専任指導員・校外指導員・登校支援サポーターを配置することにより、不登校

や校外における児童生徒への支援および指導等、よりきめ細やかな対応を行っていきます。

主な経費 自立支援教室指導員 ２９７万円

校外指導員謝礼金 ２６４万円

登校支援サポーター １３２万円

通信運搬費 ６万円

英会話教育の充実
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○英会話教育の充実 １，５０８万円

１．中学校での英会話教育

国際理解教育の一環として、英語を母国語とする外国人とのコミュニケーションにより英語に

親しみ、また国際社会で使える英語を習得させることを目的として、南風原中学校、南星中学校

にそれぞれ１名のALT（外国人英語指導助手）を配置しています。

主な経費

外国人英語指導助手報酬 ７７０万円

傷害保険料 ３万円

ALTとの授業風景（南風原中）→

２．小学校での英会話教育

町では、いろいろな国を学ぶための学習のひとつとして、英語教育活動を行い、児童が英語

に触れたり、外国の文化に慣れ親しむ体験活動を行っています。そのために、町内にある４つの

小学校に、英語に関する専門的な知識をもった４名の日本人の英語指導助手（JTE）を配置して

います。

主な経費

小学校英語指導助手報酬等 ７２０万円

３．土曜日英会話教室の開催

町内の小学生を対象にした、英会話教室を休業日の土曜日

に、中央公民館で開いています。期間は、１年間を３期に分け

て、１期当たり１５時間で簡単な英語によるコミュニケーション

（会話など）の楽しさを味わせて、英語に対する興味や関心を

芽生えさせています。

主な経費

臨時職賃金 １５万円

▲土曜日英会話教室の様子

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
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小中学校図書購入事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○小中学校図書購入事業 ２５９万円

子どもの豊かな読書経験の機会を充実していくために、図書室の本を毎年購入し、子どもの知

的活動の増進と、様々な興味・関心にこたえるため、魅力的な学校図書の整備・充実を図ります。

主な経費

消耗品費 ２３９万円

図書購入費 ２０万円

学校教育事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○学校教育事業 ２，８２８万円

学校教育課が管理する小・中学校や幼稚園に関する経費で、町内全ての学校で共通して必要

な事に使います。例えば、小中学校のパソコンとサーバーの保守管理、全国学力・学習状況調査

の採点・集計業務、小中学校パソコンのウイルス対策ソフトなどの費用を支出しています。

主な経費

就学指導委員会にかかる経費 ４４万円

不登校対策委員会謝礼金等 １６万円

学習支援謝礼金 ２５万円

学力及び知能検査に係る経費（委託料） ２８３万円

パソコン保守管理委託料 ４４１万円

就学時健診委託料 ６９万円

ゴミ収集運搬委託料 ２９０万円

ライセンス使用料（ウイルス対策ソフト他） ２３０万円

備品購入費（パソコン他） １３７万円

町学力向上推進委員会補助金 ２１６万円

島尻地区教育研究所負担金 ５４６万円

適応指導教室設置負担金 ６２万円 ↑就学時検診の様子

JET負担金 ９万円

バックアップサーバー使用料 ７４万円

その他(臨時職員賃金等) ３８６万円
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特別支援教育支援員配置事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○特別支援教育支援員配置事業 ４，９４１万円

現在、肢体不自由や多動性などの障がいを持った幼児・児童・生徒が町内の幼稚園や小学校、

中学校に通園・通学しています。障がい児一人ひとりの教育を保証し、自立して生きていくことので

きる力を育むことが重要となっています。

その幼児児童生徒達が安全に学校生活が送れるよう支援するため、特別支援教育支援員を派

遣し、始業時から下校時までの間を支援しています。平成２５年度は、幼稚園に１０人、小学校に２

８人、中学校に４人を派遣します。

主な経費 （内 訳） 幼稚園 １，２５０万円

小学校 ３，２７０万円

中学校 ４２１万円

学校ICT推進事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○学校ICT推進事業 １，７６４万円

学校においてパソコン等の機器を充実させ、児童・生徒がICT機器に慣れる機会をつくるなど、

魅力ある授業を行うことで、学力向上を図ります。

平成２５年度は、電子黒板とデジタルペンを購入します。

主な経費

小学校 １，２６０万円

中学校 ５０４万円

電子黒板を活用した授業→

小学校（学校管理費・教育振興費）
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○小学校（学校管理費・教育振興費） ８，９８８万円

町内にある南風原小学校、津嘉山小学校、北丘小学校、翔南小学校の子どもたちが安心して

学校生活を送れるように、学校設備の維持・管理及び各教科やクラブ活動などにかかる経費となっ

ています。学校管理費は学校で使う電気・ガス・水道の光熱水費の費用、学校施設の修理などの

費用に使われます。また、教育振興費は各教科で使う教材や備品などの費用として使われ、例え

ばアイススケートリンク使用料や家庭科で使う電動ミシンなどを購入する経費等となっています。

南風原小学校にかかる経費 ２，２０６万円

津嘉山小学校にかかる経費 ２，３５３万円

北 丘 小学校にかかる経費 ２，４６８万円

翔 南 小学校にかかる経費 １，９６１万円

小学校の授業の様子→
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中学校（学校管理費・教育振興費）
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○中学校（学校管理費・教育振興費） ５，０８９万円

町内にある南風原中学校、南星中学校の生徒たちが安心して学校生活が送れるように、学校設

備の維持・管理及び各教科やクラブ活動などにかかる経費となっています。

学校管理費は、学校で使う電気・ガス・水道の光熱水費の費用、学校施設の修理などの費用に

使われます。また、教育振興費は、各教科で使う教材や備品などの費用として使われ、例えば体

育で使うバレーボールネット・プールコースロープや社会科で使う地球儀などを購入する経費とな

っています。また、各種大会で優秀な成績を納めた生徒たちを県大会や九州大会などへ派遣する

費用も支出しています。

主な経費

南風原中学校にかかる経費 ２，６５６万円

南 星 中学校にかかる経費 ２，４３３万円

中学校の授業の様子→

学習支援員等配置事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○学習支援員等配置事業 １，３３７万円

町立小・中学校に学習支援員を各学校に一人づつ（計６人）配置し、学習が遅れがちで特別に

学習支援を必要とする児童生徒に対し、同支援員を活用し基礎学力を定着させます。また、町立

中学校（２校）の適応教室に担当指導員を１名づつ配置し、不登校生徒の指導や不登校気味の生

徒の通級により指導を行います。

主な経費

小学校 ７４３万円

中学校 ５９４万円

学習支援員による指導の様子→
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幼稚園専任園長配置事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○幼稚園専任園長配置事業 ８１６万円

幼稚園教育は学校教育の基礎を育成するという重要な役割があります。町内４幼稚園に専任園

長を配置することで、園児の遊びや生活の様子から園の課題を把握し、より充実した管理運営をし

ていきます。

主な経費

幼稚園園長報酬 ８１６万円

幼稚園の様子 →

各幼稚園にかかる経費
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○各幼稚園にかかる経費 ８１７万円

町内の南風原幼稚園、津嘉山幼稚園、北丘幼稚園、翔南幼稚園の園児たちが安心して幼稚園

での生活を送れるように施設設備の維持や、教材費に係る経費となっています。幼稚園の建物や

授業で使う教材の修理、電気・水道の費用、行事で使う事務用品、飼育している動物のえさ代など

を支出しています。

南風原幼稚園にかかる経費 １９３万円

津嘉山幼稚園にかかる経費 ２６４万円

北丘幼稚園にかかる経費 １８３万円

翔南幼稚園にかかる経費 １７７万円

5月からの給食開始に伴い各幼稚園に整備された給食受室→

幼稚園就園奨励事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○幼稚園就園奨励事業 １，３２４万円

１．私立幼稚園就園奨励事業

町内に住んでいる３歳～５歳のお子さんが、私立幼稚園に通う場合で、町が示す一定の条

件に該当した場合に、私立幼稚園を通して就園奨励費補助金を交付します。幼稚園教育の充

実と、保護者の負担軽減を図るためのものです。なお、補助金の一部は国からも出ています。

（内訳）国庫補助金 ３８０万円

町負担分 ９４４万円
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２．公立幼稚園就園奨励事業

町立幼稚園に通うお子さんの世帯が、経済的理由で入園料、保育料、預かり保育料の納付

が困難な場合は、保護者が幼稚園を通して町に減免の申請をし、町が示す一定の条件に該当

すれば上記保育料等が減免されます。

北丘小学校・幼稚園大規模改造事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○北丘小学校・幼稚園大規模改造事業 ２億４００万円

北丘小学校・幼稚園も創立から３０年が過ぎ、コンクリート剥離等が出てきております。これまでも

部分的な修繕がありましたが、今回３ヶ年かけて大規模改修を行うことにより、児童生徒がよりよい

教育を受けられる環境を整備します。

経費の内訳

事業費 ２億４００万円

【内訳】

国・県補助金 ２，７５０万円

町 債 １億２，９３０万円

一般財源 ４，７２０万円

築３０年が経過した北丘小学校→

南星中学校体育館防災機能強化事業
（担当：教育部 学校教育課 課長：稲福正）

○南星中学校体育館防災機能強化事業 ３，０００万円

学校施設は児童生徒の教育の場であるとともに、災害時には地域住民の応急避難場所としての

役割を担っております。そのため外壁や内装材等の剥離、天井材や照明機器等の落下防止工事

などを行います。

経費の内訳

事業費 ３，０００万円

【内訳】

国・県補助金 １，０００万円

町 債 ２，０００万円

現在の南星中学校の体育館の状況→
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