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平成２５年度施政方針

平成２５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存じます。

はじめに

東日本大震災から２年が経過しようとしています。改め

まして亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、

被災された方々にお見舞い申し上げます。また、被災地の

復興への道のりは未だ遠く、多くの課題が山積する状況で

はありますが、早期の被災地復興を祈念いたします。

本町におきましても、大震災の教訓を踏まえ、「防災減災

マップ」を策定し全世帯へ配布することや「災害用保存食

等」の整備を行い、町民の皆様とともに、安心・安全なま

ちづくりを一層推進してまいります。

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、１６年目を迎えることとなりました。その

間、町民や議員各位のご理解、ご協力をいただき、職務の

重責を十分認識しつつ、全力を尽くして町政運営の推進に

努めてまいりました。

また私は、平和憲法の理念を町政の場に活かしながら「子

どもたちには愛を、若者には夢と希望を、お年寄りには安

らぎを」を一貫し自らの信条として、日本で一番光り輝く

南風原町をつくるため、協働のまちづくりを推進してまい
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りました。平成２５年度においても、引き続きお約束した

多くの施策の実現に向けて誠心誠意取り組むとともに、す

べての町民皆様の幸福度が高まるよう、昼夜を問わず全力

で取り組んでまいります。

昨年は、県民の反対運動が加速する中でオスプレイが配

備され、今年の１月には、沖縄県全市町村長や議会議長の

署名が入った「オスプレイの配備撤回と米軍普天間飛行場

の県内移設断念を求める『建白書』」を安倍総理に手渡すと

ともに、抗議行動を東京都で行いましたが、未だ解決の糸

口が見つからないままです。引き続き、沖縄県及び県内市

町村と連携し「オスプレイの配備撤回と米軍普天間飛行場

の早期閉鎖」に関する各種取組を行ってまいります。

少子高齢化が全国的に進む中、本町においては、年少人

口の割合が高い反面高齢化率が低く、全国でも両指数が１

０位以内となっており、若い世代の多い人口構成となりま

す。そのため、子育てする保育環境や教育環境の整備は重

要な課題となっています。良い環境で育まれたこども達は、

将来すばらしい人材となって、本町の未来を担っていくも

のと考えております。このことから、平成２５年度も引き

続き、子どものための施策については、特に力を入れてま

いります。

近年、私たちを取り巻く環境は、あらゆる分野において

変化しております。また、住民のニーズも多様化しており、

その変化や多様化に対応していくためには、恐れず、ひる

まず、様々なことに果敢にチャレンジしていくことが重要

だと考えています。町の魅力や付加価値を高めることなど、
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町民福祉の向上を図るための建設的な取り組みに対しては、

失敗を恐れずに、町民との協働によるまちづくりを積極的

に推進してまいります。

「町政の主役は町民」です。その視点をぶれることなく

「主役である町民のために」、「町民とともに」、夢と希望に

満ちあふれた南風原町の未来のために、全力で町政運営に

取り組んでまいります。

以上の基本的な考えに基づき、平成２５年度に実施する

施策について、その骨子を申し述べてまいります。

■ともにつくる黄金南風の平和郷について

第四次南風原町総合計画は７年目を迎え、後期基本計画

の２年目となります。計画の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

を表し、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。

その基本理念として「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、平和

なまちづくり」を目指してまいります。また、「新たな時代

の中で、自立できる活力、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。特に「平和」については、

「南風原町民平和の日」を制定し、全ての人が等しく平和



- 4 -

で豊かな生活がおくれるまちづくりに取り組んでまいりま

す。なお、平和の日を定める［南風原町民平和の日を定め

る条例」を今定例会に上程いたしますので、議員各位のご

理解とご協力よろしくお願いいたします。

■みんなで考え、みんなで創るわくわくするまちについて

協働のまちづくりを推進するためには、町民と行政の情

報共有が必要です。そのためにも積極的な情報開示に取り

組むと同時に個人情報の取扱いについては、最大限の注意

を払い個人情報の保護に努めます。また、現在本町ホーム

ページの全面リニューアルを行っており、新しいホームペ

ージを始め町広報紙等を有効活用して迅速な情報発信に努

めるとともに、町民の声が行政に届きやすくなるように町

政提案箱やまちメールの活用促進、町民一人ひとりの情報

格差の解消に努めてまいります。また各種委員会への住民

参画の拡大に努めてまいります。

■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。

黄金森公園整備事業については、陸上競技場が供用開始

より１１年が経過し、利用度も高いため全天候舗装部の劣

化が著しく、競技などにも支障が生じていることから再整

備を進めてまいります。また、「ちむぐくる館」西側の多目
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的広場も引き続き整備してまいります。

津嘉山北土地区画整理事業については、津嘉山西線の一

部供用開始、本部公園線の整備促進に向けて取り組んでま

いります。また、物件補償、造成工事等を推進し、地権者

の土地利用が早期に図られるよう努めてまいります。さら

に、地区内を横断する現道の国道５０７号、国道５０７号

バイパス沿線の土地利用の需要が高まっていることから、

今後とも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

地域の教育力の向上を目指して、家庭、学校、地域との

連携を強化し、町全体で教育に関することを考える「教育

の日」の関連事業として、教育関係者が一堂に会し教育長

表彰・教育講演会を今年も開催してまいります。

幼稚園教育については、幼稚園改革として多様化する保

護者のニーズや地域の現状などを踏まえ、専任園長、保育

時間延長、給食提供を行いより一層の教育の充実を図って

まいります。

学校施設整備では、北丘小学校及び幼稚園の大規模改造

事業に取り組みます。

学校給食については、安心・安全な給食を提供し、健康

づくりに努め、食育を推進してまいります。

文化センタ－・沖縄陸軍病院南風原壕群を、文化活動・

平和学習・交流・観光の拠点として、充実強化を図り、観

光関連事業と連携し事業を推進してまいります。
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「青少年の国際交流」は、中学生をカナダへ、「青年海外

派遣事業」は、一般町民２名を南米へ派遣し、海外移住者

子弟との交流を図ります。

また、沖縄振興特別推進交付金を活用して、「学習支援員」、

「特別支援教育支援員」の配置事業、「子ども平和交流事業」、

「伝統芸能保存継承事業」を引き続き実施してまいります。

■ちむぐくるでつくる福祉と健康のまちについて

地域福祉を総合的かつ計画的に推進するために地域福祉

計画を策定し、子どもから高齢者まで誰もが住みなれた地

域の中で、心豊かに安心して暮らせるような仕組を創出し

ます。

保育園入所に係る待機児童対策については、入所定員を

１,１４０名から９０名増員し１,２３０名まで拡大するとと

もに、定員の弾力化を実施することで待機児童解消に努め

ます。

法人保育園職員給与補助金を一人当たり月額２,０００円

から３,０００円に、同運営費補助金を園児一人当たり月額

５００円から７００円に増額し、保育士の処遇改善及び児

童の健全な育ちを支援してまいります。

なお、今年度から非婚の母子・父子世帯に対し、保育所

の保育料算定における「寡婦控除のみなし控除」の適用を

おこない、経済的な負担軽減を図ってまいります。

認可外保育園については、町独自で行っている運営補助

金を児童一人当たり１,０００円から１,５００円に増額し認
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可外保園に入所している児童の支援に努め、県の補助事業

である健康診断、牛乳代、お米代、おやつ代、職員研修の

補助を継続してまいります。

学童クラブについては、県の放課後子どもプラン事業を

継続し、子ども達の放課後の居場所づくりの充実を図ると

ともに、民間施設を借用し運営を行っている学童クラブに

対し家賃の一部を補助することにより学童保育料の負担軽

減を図ってまいります。

健康づくりの拠点である「ちむぐくる館」の役割は大き

く、健康増進室の活用や健康相談等さらには自主的な健康

学習の場として、多くの町民がご利用できるようにしてま

いります。

障がい者福祉については、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく地域支援事業に

取り組み、障がい者本人や家族の不安・孤立感を解消でき

るよう、社会福祉士を配置し相談支援や就労支援事業を行

ってまいります。

また、高齢者福祉においては、介護予防・自立支援の推

進と、権利擁護などのサービスを今後とも包括的・継続的

に提供してまいります。

国民健康保険事業の運営については、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、引き続き納付指

導嘱託員を活用した保険税の収納対策に努めてまいります。

又、特定保健指導の実施率向上に努め、生活習慣病の予防

や重症化の発症を抑え、医療費の削減を目的とする医療費

適正化対策を推進してまいります。
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■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、みつばちや花粉交配用品種の導入

によるカボチャ、ヘチマ、マンゴの増産、ビニールハウス、

かんがい井戸設置の補助金、土づくりを奨励してまいりま

す。拠点産地認定を受けたカボチャの増産については、Ｊ

Ａ南風原・ＪＡ津嘉山と連携し「ひまわり緑肥」等による

増産強化を図ってまいります。

農地の遊休地解消に向けては、荒廃地解消補助金による

取り組みを強化すると共に、南風原町地域耕作放棄地対策

協議会と共に取り組んでまいります。

本町農業の担い手となる新規就農者８名に対し、青年就

農給付金を給付してまいります。また、沖縄振興特別推進

交付金を活用し、亜熱帯地域特有の自然災害に対応した施

設を導入する農家に対し支援してまいります。

畜産振興については、家畜公害・環境保全対策事業と家

畜伝染病予防事業の取り組みを推進してまいります。

平成２２年度に開設した無料職業紹介所南風原町人材サ

ポートセンター運営協議会についても強化を図ってまいり

ます。更に、「緊急経済対策住宅リフォーム支援事業」も引

き続き実施してまいります。

伝統工芸の琉球絣、南風原花織については、沖縄振興特

別推進交付金を活用し、かすりの振興に取り組んでまいり

ます。

観光については、沖縄県の重要産業であり、魅力ある観

光で地域が潤う町を目指して、新たに設立する南風原町観
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光協会と連携して推進してまいります。

宮城地区畑地かんがい事業については、引き続き畑地へ

のかんがい施設の工事とファームポンドの整備、排水路工

事を行い平成２５年度で事業の完了を目指し進めてまいり

ます。また、新規事業として、山川地区の畑地かんがい再

整備の実施設計を行ってまいります。

■みどりとまちが調和した安心・安全なまちについて

まず道路事業についてであります。

町道４７号線道路改良事業については、工事着手を予定

しており平成２５年度で事業の完了を目指し進めてまいり

ます。また、町道１０号線及び町道１１３号線については、

用地の取得及び物件補償を行ってまいります。

公園整備については、宮城公園、神里ふれあい公園の園

路及び遊具等の再整備を行います。また、ウガンヌ前公園

については、用地及び物件補償を進めてまいります。

下水道事業については、津嘉山北土地区画整理事業地域

を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・山川地域においても継続して整備を進めると同時に、

喜屋武、本部、照屋地区を流域とする照屋排水路改修の事

業化に向けて取り組んでまいります。

公共下水道及び農業集落排水の普及推進については、引

き続き未接続世帯への接続のための普及活動を強化してま

いります。

なお、農業集落排水事業特別会計の宮城地区は流域下水
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道処理場で処理していることから、平成２５年度予算より

下水道事業特別会計へ移行し執行してまいります。

消防・防災については、消防・救急活動が迅速かつ適切

に行えるよう、関係機関との連携を強化してまいります。

災害時における防災･減災対策として、デジタル防災行政

無線の整備を行い、緊急時に町民へ瞬時に情報伝達ができ

る体制を構築してまいります。また、ハザードマップ及び

新たにスーパー減災マップを整備しその利活用を促進し町

民防災意識の啓発に努め、地域の自主防災組織設立を促進

するとともに、地域防災訓練を継続して行い防災体制強化

に取り組んでまいります。

交通安全の推進については、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等交通安全対策を

講じます。特に信号機については、必要箇所に設置ができ

るように引き続き関係機関に働きかけてまいります。

■環境と共生する美しい住みよいまちについて

循環型社会の形成を目指す「はえばる版リサイクルルー

プ」事業を中心に、住民、ＮＰＯ、企業・事業所等との連

携及び情報共有による町にあった循環型社会のシステムを

構築し、ごみの減量・資源化の取り組みを強化してまいり

ます。

また、住宅用太陽光発電システム設置への補助を行い、

町民の具体的な活動への支援と環境意識の啓発を図るとと

もに、町の事務事業を対象に策定された「南風原町地球温
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暖化防止実行計画」を推進し、低炭素社会の実現に寄与で

きるよう努めてまいります。

さらに、次代を担う子どもたちへの環境教育・環境学習

も重要となることから、エコセンターの活動を強化して小

中学校や児童館、地域、事業所等と連携した環境学習支援

事業をはじめ、環境教育活動を推進してまいります。

地域の一斉清掃を支援し環境美化の推進に努めるととも

に、ごみの不法投棄等については、引き続き町内の不法投

棄発生地域を中心にパトロールを行い、投棄者と野焼きに

対する指導を強化し、生活環境の保全に努めてまいります。

なお、し尿・浄化槽汚泥処理については、新たに中城村、

北中城村が東部清掃施設組合に加入し、３町２村による汚

泥再生処理センターの整備に取り組んでおり、今後もし尿

・浄化槽汚泥の適正処理に努めてまいります。

■健全な行財政運営について

平成１９年度に実施した、機構改革の検証に取り組み、

その検証を基に見直しを行い、４月１日から「より質の高

い住民サービス」を提供するという強い意思のもと、新機

構により業務を進めてまいります。また、新機構の大きな

特徴として、経済建設部に商工観光班、農政班、農業委員

会を配した、産業振興課を新設し産業振興に努めてまいり

ます。

窓口行政サービスの向上を図るため、戸籍の届出や転入

転出、証明発行等において、親切･丁寧な対応を行うととも
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に、迅速かつ正確な窓口業務を推進してまいります。

また、住民の利便性の向上を図るため、４月から旅券事

務の権限移譲を受け、住民に身近な町役場で「旅券発給の

申請及び交付」、県内市町村に先駆けて９月頃「コンビニエ

ンスストアでの住民票等の証明書の交付」を開始してまい

ります。

広域行政の運営については、那覇市・南風原町環境施設

組合で「環境の杜ふれあい周辺の公園」を還元施設として

事業を進めてまいります。

南斎場建設については、現在建設工事を進めており平成

２６年３月の供用開始に向け、構成６市町一丸となって取

り組んでまいります。

■予算編成について

平成２４年度に新設されました「沖縄振興特別推進交付

金事業」も２年目を迎えることから、自ら主体的に「１０

年先の我が町を創る」という信念を改めて肝に銘じ、計画

立案・事業推進に、職員一丸となって取り組みます。

本町の更なる発展に向け、平成２５年度の予算編成につ

いては、第四次南風原町総合計画に掲げた「ともにつくる

黄金南風の平和郷」の実現を目指し、「沖縄振興特別推進交

付金」を活用した予算編成を行っております。今後も引き

続き、福祉向上、教育文化、産業振興等、町民ニーズに応

えた事業展開に努めてまいります。

本年度の各会計予算編成の内訳は、



- 13 -

一般会計 11,973,472千円

特別会計 6,761,560千円

全会計合計 18,735,032千円

となっております。

おわりに

以上、平成２５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まいりました。今後も、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、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、議案１６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２４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２５年３月５日

南風原町長 城 間 俊 安


