町勢要覧発刊にあたって

南風原町長

城間俊安

南風原町は、沖縄県本島南部のほぼ中央に位置し、県都那覇市の東に隣接しておりま
す。近年では、那覇空港自動車道をはじめとする幹線道路の整備や津嘉山北土地区画整
理事業により商業施設等も多く進出するなど、生活利便性の高い町として発展し、平成
ビュ
27 年には、人口は 37,000 人を突破しております。また、琉球絣やかぼちゃ、はえばる美
ウリー
瓜（へちま）、ストレリチア、スターフルーツの産地としても知られ、平成 27 年 4 月の
JA ファーマーズマーケット南風原くがに市場の完成に伴い、さらなる農業振興に取り
組んでいます。さらに、町内の各地域には数多くの伝統芸能や文化財が残されており、
地域の伝統文化は現在へ受け継がれております。
近年の少子高齢化や情報化など、社会の変化の中、南風原町をより住みよい町にする
ために町民と協働で策定している総合計画も、平成 29 年度には第五次を迎えます。こ
れまでの成果や反省を踏まえ、より魅力ある第五次総合計画の策定及び実現に向けて、
町民と行政が協働し、更なる個性豊かな住みよいまちづくりを推進していきます。
今回発行いたしました南風原町勢要覧が多くの方々の目にとまり、南風原町のまち
づくりに対してご関心とご理解、ご協力をいただければ幸いです。

On Publication of the Haebaru Town Guidebook
Haebaru Town Mayor

Toshiyasu Shiroma

Haebaru Town, which lies to the east of the prefectural capital Naha City, is located almost in the center of the
Okinawa main island southern region. In recent years, the municipality has enjoyed a high standard of living
and convenience with the influx of many commercial establishments and other businesses, which have moved
in thanks to improvements made along the arterial road and the Naha Airport Expressway, as well as the land
readjustment project in North Tsukazan. In 2015, the population topped 37,000 people. Haebaru Town is also
well known for production of Ryukyu Kasuri textiles, Haebaru loofah, pumpkins, bird-of-paradise flowers and
star fruits. Since completion of the JA Farmers Market Haebaru Kugani Ichiba in April 2015, the town has been
working to further promote agriculture. Moreover, communities throughout the town preserve numerous
traditional performing arts and cultural properties, passing this traditional culture on to today's generation.
Amid the changes taking place in society in recent years including the declining birthrate, aging population
and informatization, the fifth edition of the Haebaru Comprehensive Plan, drafted in cooperation with town
residents to make the municipality an even better place to live, will be implemented in 2017. We have taken into
account the results gained so far and reviewed previous plans with the aim of realizing an even more attractive
Fifth Comprehensive Plan. The town administration and residents cooperate to promote development that
makes Haebaru a very distinctive and exceptional place to live.
I hope that many people will peruse this Haebaru Town Guidebook and offer their interest, understanding and
cooperation in developing Haebaru Town.

昭和46年4月18日制定

町章

Town Emblem

町名の頭文字「は」を以て鳥の雄飛するイ
メージに図案化し、町の平和と融和団結、
さらに協力を表現し、併せて産業文化の
躍進伸張を単純明快に象徴した町章で
す。また「波頭」をあしらって悠久に流れ
る国場川を意図しています。

◎町の花：ブーゲンビレア
（昭和57年12月25日告示）

◎町の木：コクタン

（昭和57年12月25日告示）

南風原町観光大使

はえるん

城間俊安

02 南風原町勢要覧

南風原町長

平成 25 年 4 月 1 日、南風原町から「観光大使」
に任命されました。
南風原町の自然の中で太陽をサンサンと浴び
て育った明るく、元気いっぱいのはえるんです。
18 世紀後半、鳥のように大空を羽ばたいた「飛
び安里」のように空を飛べるようになって全国
に南風原を PR したいルン♪
南風原町は沖縄県で唯一海に面していないけ
ど、かぼちゃやへちま、かすり織り体験などお
いしいものや楽しいことがいっぱい！
南風原町に遊びに来てね！！待ってルン♪

