
ともにつくる「黄金南風の平和郷」
こ が ね  は  え さ と

【黄金南風】いつの時代もあせることなく輝き続け、豊かな実りと繁栄をもたらす風の吹く南風原を表しています。
【平和郷】先の大戦から復興を踏まえ、恒久平和を願う南風原を表しています。

　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・創造します。

第四次南風原町総合計画
基本計画に基づいて、毎年

「どのような事業を行うの
か」、「経費はどれだけ必要
か」などをまとめたもの

教育・文化・福祉・健康・環境・
交通・都市基盤・産業など、
分野ごとに「何をするのか」具
体的にまとめたもの

南風原町がめざす「将来像・
大きな目標」を定めたもの

平成 19 年～平成 23 年度
平成 24 年～平成 28 年度

【平成 19 年～平成 28 年度】

平成29年度から第五次総合計画が始まります。

実施計画実施計画 基本計画基本計画 基本構想基本構想

毎年見直し 5年計画 10年計画
前期
後期

　私たちの祖先は、緑豊かな丘を背に、住
み心地良い暮らしや、豊穣な土地での畑づ
くりなど、自然と調和して暮らす知恵を築
いてきました。また、人々はお互いに支えあ
い、団結してムラづくりをすすめてきまし
た。まちの様相が移り変わる中で、私たち
は、改めて、自然との調和、人と人とのつな
がりなど、色々な場面で自然や人と共生し
た暮らしを再生・創造していくまちづくり
をめざします。

共生
　私たちの祖先が平和を強く願ってきた心
は、豊かなコミュニティ社会や歴史的・文
化的遺産として、今日でも住民に受け継が
れています。私たちはこうした資産を、暮ら
しのなかに活かすとともに、世界の恒久平
和を願うわがまち南風原の心を、国内はも
とより世界に向けて発信し続ける、平和な
まちづくりをめざします。

平和

　豊かな実りと繁栄をもたらすと云
われる南風が脈々と流れる南風原は

「羽衣伝説」、「飛び安里」の伝承の地
です。私たちは、夢と希望をもって大
空へ羽ばたくロマンとチャレンジ精
神を受け継ぎ、うるおいをもたらす南
風を活かして、新たな時代のなかで、
自立できる活力、地域力のあるまち
づくりをめざします。

自立

まちづくりの理念 みんなで考え、みんなで創る  わくわくするまち
　私たちは、みんなで考え、みんなで創る協働のまちをめざします。このため、情報共有により、住民と行政
が相互理解を深め、それぞれの役割と責任で住みよいまちづくりをすすめ、新しい時代を拓いていきます。

1

人もまちも  きらきら育つまち
　まちは自然にできるものではなく、「人」と「人」のつながりの中で創られるものです。そのつながりは地
域をより良くしたい、より快適に暮らしたいという、そこで生活を営む人のさまざまな思いによって育ま
れます。私たちは次に掲げる３つの教育、「家庭教育」、「ふるさと教育」、「学校教育」を相互に結びつけ、そ
の関係性をつなげていくことで、“人もまちもきらきら育つまち”南風原町をめざします。

2

ちむぐくるでつくる  福祉と健康のまち
　住民一人ひとりが心と身体の健康を大切にし、明るく健やかな明日への希望を持って生活するまち、そ
れをまちづくりの基本にします。
　私たちは、福祉と健康のまちづくりに主体的にかかわっていくことにより年齢や性別、国籍にかかわら
ず、すべての住民が進んで社会参加し、介護や援助が必要な人にはその自立にむけて、地域ぐるみ町ぐる
みで支援ができるまちをめざします。
　そして一人ひとりのしあわせのために、みんなが自分にできる活動に参画する福祉のネットワークづ
くりを推進します。

3

工夫と連携で産業が躍動するまち
　産業の活力は、工夫と連携によって生み出される信頼と魅力です。私たちは、個々の産業が自主的に
力を発揮し、産・学・官・民の連携により、自立した活力と働く場をつくる「工夫と連携で産業が躍動
するまち」をめざします。

4

みどりとまちが調和した安心・安全のまち
　人は暮らしの礎に安心・安全を求め、さらに利便よく快適さのある暮らしを望みます。私たち
は、誰もが安心で安全に暮らせるまちづくりを基本として、町内に残された三大森（新川森、黄金
森、高津嘉山）等の貴重な自然と都市の利便性が共存し、うるおいを感じる「みどりとまちが調和
した安心・安全なまちづくり」をめざします。

5

環境と共生する美しく住みよいまち
　私たちが心豊かな生活を営む上で、環境は重要な要素です。これまで、私たちは住み良い生活
環境の整備に取り組んできましたが、都市化の進展などに伴い、身近な日常生活の環境悪化が懸
念されています。さらに、地球の温暖化、オゾン層の破壊等、私たちの生活している地域を越えて
地球規模での環境問題が深刻になっています。
　このため、はえばるの身近な生活環境や地球環境を共有の財産として将来にわたって引き継
いでいくために、環境と共生するまちの創造をめざします。

6

まちづくり目標

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います。

素敵な町に
するんだルン♥
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　毎年町内四つの小学校６年生が集まり、身近な戦争の歴
史を学習し、平和や人権、差別の問題も含めて考えます。
　沖縄戦や他地域の戦争、原爆被害、ハンセン病、人種・男
女・地域・職業差別など人権問題についての実態を知り、ま
た人との出会いや仲間作りを通して学習しています。
　平成27年度は沖縄戦から70年を迎え、米軍上陸や、戦闘
のなかった地域での戦争被害を学ぶため、「戦争マラリア」
について八重山を訪ね、「集団自決」について座間味島を訪
ねました。（本事業は平成6年度から始まり平成27年度まで
に238人が参加しています）

青少年国際交流

南風原町子ども平和学習交流事業

　これまで語り継がれてきたウチナーグチのあたたかさと祖先の心にふれ、あわせて南
風原町の伝統文化に対する理解を深める機会とするため、町内の小学生・中学生・高
校生・一般を対象にウチナーグチで童話・昔話・生活体験・戦争体験・自分の意見
等をウチナーグチで発表する大会となっています。

うちなーぐち大会

学校応援隊はえばる

第四次南風原町総合計画

人もまちも
きらきら育つまち

教育
文化

南風原町学校支援地域本部事業

　中央公民館を生涯学習の拠点とし、町民ひと
り一人の学習の場、語らいの場、交流の場とし、
いつでもだれでも気軽に利用できるような施
設、設備の充実と生涯学習ニーズに応える事業
を展開しています。

生涯学習の振興

カナダ研修（レスブリッジ市長表敬訪問）

ハワイ研修（カメハメハ大王像前）

　青少年国際交流事業は、青少年を海外に派遣し、教育・文化等の視
察学習や現地公立校への体験入学及びホームステイを通して、国際時
代に対応しうる青少年を育てることを目的に毎年実施しています。
　平成５年にハワイから始まった同事業は、平成12年の九州・沖縄サ
ミットで本町にカナダのジャン・クレティエン首相を招へいしたのを機
に平成14年にカナダとの交流が始まり、平成15年にはカナダのレスブ
リッジ市と友好都市関係を結びました。
　現在は隔年でハワイとカナダへ本町の中学生を派遣しています。

　南風原町の各小中学校では、地域の人たちがボランティアで学習支援などを
行っています。「学校応援隊はえばる」の愛称で、朝や放課後、夏休みの補習にお
ける学習支援、職業人講話などの授業の補助、クラブ活動支援など多岐に渡って
支援を行っています。そのことにより、学校教育の充実だけでなく、地域の教育力
の向上や地域の絆づくりにつながっています。
　また、毎年開催しているボランティア懇親会は、子供たちからの感謝のビデオレ
ターやボランティアによる余興など、楽しくボランティア同士が懇親を深める恒例
行事となっています。

　子どもから大人、高齢者まで、スポーツの楽しさを通じて、体力・
健康づくり更には競技力向上を目的とし、「シニアスポーツ大会」、
「夏休み水泳教室」、「アイススケート教室」、「町小中学生陸上競
技大会」、「かすり駅伝」、「新春マラソン」、「町体育協会各種競技
大会」などを開催しています。また、参加者相互の親睦交流や仲間
づくりに繋がります。

スポーツ・レクリエーションの振興

第四次南風原町総合計画

戦争マラリア犠牲者の名前が刻まれた碑（西表島：「忘勿石」（2013年） 学童疎開地での交流・寺迫小学校（宮崎県：2014年）

広島原爆ドーム（広島県：2012年）

ひめゆり祈念資料館前の「赤心の塔」（2013年）

新春マラソン大会 南風原町陸上競技大会

   In  Haebaru Town,  learn ing 
s u p p o r t  v o l u n t e e r s  p r o v i d e  
assistance at elementary and 
junior high schools. There are 
children's peace study exchange 
projects for learning about war and 
human rights, youth international 
exchange projects for developing 
an international perspective in our 
youth through homestays, and 
lifelong learning projects based at 
community centers.
   Moreover, sport tournaments are 
he ld  and o ther  events  wh ich  
everyone from children to senior 
citizens can enjoy participating in.

Education & Culture
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　町では「住民一人ひとりが心と身体の健康を大切
にし、明るく健やかな明日への希望を持って生活す
るまち」をまちづくりの基本にしています。 
　福祉と健康のまちづくりに主体的に関わっていく
ことにより、すべての住民が進んで社会に参加し、
支援が必要な人にはその自立に向けて、地域ぐるみ
町ぐるみで支援ができるまちを目指しています。 
　その実現にむけて、保健・福祉・医療の連携、健
康づくりと保健福祉サービス基盤の整備、ともに支
えあうという地域福祉の推進を図ります。

健康福祉の町づくり

　南風原町では、加入者へ出産育児一時金・葬祭費・移送費・補装具等など
療養費の支給をはじめ、入院費食事代の負担や「特定疾病療養受領証」などの
交付も行なっています。
　また、平成 20 年度から始められた「特定健康診査・特定保健指導」では、こ
れまでの未受診者や若年層への受診勧奨で重症化を防ぎ、年々増加する医療費
の抑制を図る取り組みが行なわれています。

国民健康保険の充実

第四次南風原町総合計画

ちむぐくるでつくる
福祉と健康のまち

健康
福祉

TEL 098-889-3213 
FAX 098-889-6269

　「ちむぐくる館」は、南風原町における保健活動や地域福祉活動の拠点
として、また災害時の避難場所として平成 22年 9月に開館しました。
　町保健福祉課と町社会福祉協議会の事務所があるほか、健康器具な
どが置かれた健康増進室、ホール、母子室、調理実習室、相談室や会議室
なども収容されており、多くの住民に活用されています。

ちむぐくる館 総合保健福祉防災センター

【開館時間】
月～土 : 8:30 ～ 21:00
日・祝 : 8:30 ～17:00

【休館日】１２月２9 日～１月３日

健康づくりと高齢者・障がい者福祉の充実
　町では住民の健康の保持・増進を図るため、特定健診、乳幼児健診
の受診率向上と保健指導の充実に取り組んでいます。
　また要介護・要支援状態となる高齢者を減らしていくため、筋力ト
レーニング教室や水中運動教室等の介護予防事業を強化しています。
　障がい者についてはニーズを踏まえつつ生活支援、就労に関する支
援を強化し、生きがいづくりに努めていきます。

住所：南風原町字宮平 697 番地 10

南風原町役場

南風原町総合保健
福祉防災センター

（ちむぐくる館）

南風原中学校

南風原小学校

黄金森公園 陸上競技場

▶

兼
城
交
差
点

第四次南風原町総合計画

サーキットマシントレーニング教室一般筋力トレーニング教室

★

南風原町身体障がい者福祉会ボウリング大会
ちむぐくる館内に併設されている健康増進室

一般介護予防事業（ミニデイ）の様子（兼城）

南風原町民の健康を願い
派手に PRしています♥ ちむぐくる館   The foundation of Haebaru Town is the creation 

of a municipality “where each and every resident 
values emotional and physical health, and lives 
with the hope for a bright and healthy tomorrow.”
   Through initiatives to develop municipal health 
and welfare, we aim to be a town where assis-
tance is provided to individuals through communi-
ty-wide and town-wide support networks to enable 
all residents to participate in society and help 
those in need to achieve independence. 
   To realize this goal, we are working to coordi-
nate public health, welfare and medical care, 
develop the public health and welfare service 
infrastructure, improve health, and promote com-
munity welfare so that there is mutual support.

Developing a Health and Welfare Town
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　南風原町南部に長年待ち望んでいたファーマーズマーケット
が完成し、新鮮で農家の顔の見える安心・安全な農産物の販売
が行われております。年中通してゴーヤーやナーべーラーが並
び、特産品であるかぼちゃやストレリチア、マンゴー、スターフルー
ツなど四季に応じた生産物で様々な販売促進イベントが開催さ
れています。
　６次産業化について、機械や施設整備を通して農家が生産し
た農産物の加工、商品開発を支援し、露地栽培では施設整備の
推進により、台風、病害虫、鳥獣等の被害防止・安定生産を推進
します。
　また、担い手においても農業青年クラブ員を中心に活発な事
業が展開されており、今後の南風原町農業の地域リーダーとし
ての活躍が期待されます。

農業の振興

　南風原町の地域資源や伝統技術を活かした新商
品開発や地域の特色を活かした物産を集め、町内外
へ広くPRすることにより、地域物産に対する認識を
高めるとともに、生産者の販売力と生産意欲の向上
を図り、町産業界に新たな活力を与え、町経済振興
発展に寄与することを目的に実施しています。

南風原物産展

　南風原町では観光振興を図るため、
平成25年に南風原町観光協会が発
足しました。
　住民参加型の観光振興を目指し、
地域のまちまーいの開催や古民家を
活用したイベント、脚本家の「金城哲
夫」氏を活用した観光まちづくりを推
進しています。
　また観光協会では、夏休みに子ども
向けのイベント「キッズパーク」を開催
し、お仕事体験や工作体験などを行っ
ています。

観光の振興

第四次南風原町総合計画

工夫と連携で
産業が躍動するまち

産業
振興

町商工会主催の経営セミナーの様子

ニッポン全国物産展（東京都豊島区）に出展し、町特産品をPR

平成27年4月にオープンしたファーマーズマーケット南風原「くがに市場」

スターフルーツで県より拠点産地認定を受けました（平成27年1月）

物産展で南風原特産品をPRするはえるん

シマじま巡り「津嘉山まちま～い」

古民家「謝名家」を活用して地域の伝統芸能や音楽サークル、お茶会等を開催してます

キッズパークキッズパーク

第四次南風原町総合計画

　南風原町では平成27年度に南風
原町中小企業・小規模企業振興基本
条例を制定しました。本条例は本町
の事業所の大多数を占める中小企
業・小規模企業の振興を図り、本町の
地域経済を活性化させることを目的
としています。
　また町商工会との連携のもと、町内
事業所からの各種相談及び創業支
援・経営革新支援等を行っています。

商工業の振興

夏休み
はえばる

シマじま巡り「かすりの道ツアー」

   In Haebaru Town, agriculture is flourishing with the production of 
many local specialties such as loofah, pumpkin, mango, star fruits 
and so on.
   The long-awaited farmers market has been completed, and the 
town is working to promote agriculture by furnishing routes from 
production to sale.
   Along with holding the Haebaru Product Exhibition, we are 
promoting commerce and industry through the Haebaru Town Com-
merce and Industry Association. Working with the Haebaru Town 
Tourism Association, we are also working hard to promote tourism.

Leaping Haebaru Industrial Development
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　町民の健康・生命・財産が、あらゆる災害や
災難で脅かされることなく、安心して暮らすことが
出来るように、本町では、南風原町地域防災計画
を作成し、防災体制の構築や食糧備蓄など、計画に沿った施策を実施しています。
　更に、避難訓練や住民への各種情報の提供を行い、防災意識の向上を図ること
で、安心・安全な町づくりをめざしています。

安心で快適な町づくり

　南風原町、東部消防組合、与那原警察署が連携して災害情報
収集、対策本部設置訓練から被災者救助訓練、炊き出し訓練な
ど、地域住民と一体となった様々な訓練を実施し、地域住民、役
場、消防、警察との被災時における連携を強化しております。

災害に備え防災訓練で連携強化

　毎月夜間パトロールを行
い、防犯を行うと同時に、児
童が非行に走らないように
青少年健全育成を行ってい
ます。また、防犯灯を町内
各地へ設置・管理を行い、
町内に暗いところや危険な
場所をなくすことで犯罪を
抑止しています。

夜間パトロールで防犯
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みどりとまちが調和した
安心・安全のまち

防災
安全

　町民一人ひとりに広く交通安全思想の普及・浸透を
図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習
慣付けるために、交通安全運動を展開しています。
　南風原町を管轄する与那原警察署と連携し、各幼稚
園や小学校での交通安全教育、交差点での立哨活動、運
転者に周りを「よく見る」ように注意を促す「ミルミル運
動」等、児童から成人に至るまで交通安全の教育・啓発
を行っております。

人に優しい安全な町づくり

もしもの為に食料を備蓄
　本町では、大規模地震が起きた際に想
定される避難者、町の人口約１／２０の３
日分を目標に食料や簡易トイレ等を整備し
ています。
　リスク分散のために、災害が起きた際に
は避難場所ともなる町内のいくつかの公
民館内に分けて備蓄されています。しか
し、公共備蓄には限りがあるので、各個人
もそれぞれ備蓄を行うのが理想です。

南風原町総合保健福祉防災センター（ちむぐくる館）

AEDの使用方法や救難訓練、ドクターヘリ・救急車両の展示が行われた防災フェア（イオン南風原店）

第四次南風原町総合計画

　本組合は、与那原町、南風原町、西原町の3町で構成
され、管轄面積31.84k㎡、人口90,519人、世帯数
34,596世帯（平成27年3月末現在）です。
　組合議会は、構成町の議会から選出された議員9名
（各町より3名）で、執行機関は、管理者、副管理者（構成
町長の互選により選出）会計管理者（管理者の属する町
の会計管理者を充てる）で構成され、監査委員は議会議
員選出1名、識見を有する者1名（計2名）を選任して組合
運営が行われています。

第四次南風原町総合計画

　幼い頃から消防士に憧れていましたが、高校三年生の頃、家の目の前で
交通事故があり、車の中に閉じ込められている人の救助にあたっていたのが
消防隊員でした。その時の自分はただただ見守るばかりで、素早い動きで対
応する消防隊員の姿を見て、｢人のために役にたつ事を将来の仕事にしよう｣
と強く心に決め、現在、消防隊員として勤続5年目を迎えました。ちなみに先
の消防隊員は現在の上司です。
　普段の仕事は、実際の災害・事故への出動のほか、これらを未然に防ぐた
めの学習・訓練に24時間体制であたっています。
　今までもそうですが、自分の生まれ育った南風原町を守ることに誇りを持
ち、そこに住む人たちが安全に安心して暮らせるよう、また、｢南風原に住ん
でて良かった｣と思えるよう、これからも訓練に励んでいきたいと思います。

東部消防署南風原出張所
うらさき なおちか

さん浦崎直力東部消防署の概要

東部消防組合消防本部

  Haebaru Town occupies a strategic point along transpor-
tation routes in the southern region. For that reason, this 
area is a place for vehicles and people to easily converge, 
and the prevention of crime and accidents is an important 
issue. We are making the utmost effort in collaboration with 
relevant organizations to address these issues through 
traffic safety education, crime prevention patrols and by 
calling attention and alerting people to these issues.
   Also, foodstuffs and bedding have been stockpiled in 
case of a disaster. By providing disaster prevention training 
and information, we are working to improve disaster aware-
ness with the aim of creating a safe and secure town.

Disaster Prevention and Safety
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　南風原町においては総合公園１カ所、近隣公園4カ所、街区公園6カ
所、緑道１カ所、緑地１カ所の計13カ所を都市公園として都市計画決定
しています。平成26年度末現在で総合公園１カ所、近隣公園３カ所、街
区公園１カ所、緑道１カ所、緑地１カ所の計７カ所が整備され（一部供用
の公園を含む）広く町民に利用されています。
　近年は親子で楽しめる公園施設整備として、本部公園と宮城公園の
遊具更新時に町の特産品をモチーフにした大型遊具を設置しました。ま
た、黄金森公園に南風原町のゆるキャラ「はえるん」がデザインされた遊
具のある「はえるん広場」を整備し子供たちから喜ばれています。

　南風原町の公共下水道は、703ヘクタールを計画区域として雨水・汚水
の整備を行っています。
　昭和55年に事業に着手し、雨水整備は津嘉山地区、照屋地区を中心に
整備を行っており、汚水整備は津嘉山北土地区画整理区域内を主に整備
を行い、平成27年３月末現在では計画区域の約47％が整備されています。

　今後も、都市基盤としての雨
水・排水施設の整備を図り災害
に強いまちづくりを推進します。
　さらに汚水整備を推進し、生活
排水による河川の汚濁を防止し、
快適で文化的に暮らせるまちづ
くりをめざします。

下水道事業の推進
カンナの花で
環境美化活動

第四次南風原町総合計画

環境と共生する
美しく住みくよいまち

生活
環境

　リサイクルの普及・啓発
活動、環境情報の発信拠点
として、はえばるエコセン
ターを運営しています。
　また町内児童館と連携し
た子供たちへの環境学習
や一般向けの環境学習等、
より一層の環境情報発信
の場になっております。
　更に環境だけでなく、ご
みの減量化を目的とした各
種事業も行っています。

はえばるエコセンター
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　町内の環境美化の促進と美化啓発活動を行い、町内住民や企業のみ
なさまが参加することによって、美しい地域づくりを目指すことを目的に
毎年8月と12月に清掃活動を行っています。
　道路ふれあい月間では、町道の清掃、及び町内の不法投棄処理を行
い、ちゅら島町内一斉清掃活動では、黄金森公園周辺を中心に清掃を
行っています。

　町の環境美化を目的に道
路沿いにカンナの花を植え
る活動が進められており、通
行人の目を和ませています。

南風原特産品のチンクワー（島カボチャ）やストレチアを
模した「野菜王国チンクワーランド」（本部公園）

かぼちゃ栽培のための土作り（緑肥）として栽培されたひまわり畑（宮平土地改良区内）

はえるん広場（黄金森公園）

本部公園前の道路沿い咲くカンナの花

町内小学生を対象とした夏休み下水道体験学習風景

ちゅら島町内一斉清掃（12 月）

ゆいレール（那覇都市モノレール）型の遊具（宮城公園）

南風原特産品へちま（美瓜）をイメージした「ビュウリーランド」（宮城公園）

親子で安心して楽しめる公園整備推進事業

たまねぎ染め ～わくわく放課後広場～ エコで楽らくクッキング ～ミネストローネ～ 黄金森植物観察会 ～押し花でしおりづくり～

生ごみから堆肥づくり ～兼城児童館～ フリーマーケットinはえばる 「循環のわ」エコツアー ～のぞみの里～ 

エコグッズ販売 エコツアーの企画・公演
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道路ふれあい月間清掃（8月）／ちゅら島町内一斉清掃活動（12月）

  We are emphasizing environmental development 
to make Haebaru Town a beautiful and pleasant 
place to live.
   The town government implements a variety of pro-
grams for improving rainwater and sewage treat-
ment through the public sewer system, developing 
parks which parents and children may enjoy safely, 
initiating volunteer cleanup activities which many 
residents participate in, promoting recycling through 
the Haebaru Eco Center and educating residents 
about such efforts, as well as communicating infor-
mation about the environment.

Development of the Living Environment
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　南風原町議会は、16人の議員で構成されています。議員
は町民の代表として選出され、町政の円滑な運営、町民が
安心して生活できるように条例や予算などを議決します。
　定例会は年4回開かれ、必要に応じて臨時議会が開か
れます。また、本会議のほか、3つの常任委員会（総務民
生・経済教育・議会広報）があります。
　これからも「住民福祉サービスの向上」と「開かれた議
会」の実現に向けて、町政に取り組んでいきます。

町民の声を行政に活かす。

議会の傍聴

広報はえばる

南風原町HP

南風原町役場に設置された
かすり柄の郵便ポスト

（南風原中学校美術部の生徒が着色）

はえばる議会だより

行政
町民の声を反映させた
町づくりをめざして。議会

Administration Assembly

ひらめきを熟知、
着実に行動にうつす町。
　現在は、社会性の複雑化、価値の多様
化等により、町民一人ひとりのニーズ、要
望も多岐にわたる時代ですが、目指すとこ
ろは同じはずです。町では、すべての人が
安心で快適な生活、幸せな生きがいのあ
る人生をおくることができるよう努めてい
ます。
　町民の声に、柔軟かつ迅速に対応し、
創意工夫をこらした積極的な運営をすす
めています。

5F
4F
3F
2F
1F
B1

役場施設のご案内
議場・議会事務局

町長室・副町長室・総務課・企画財政課

保健福祉課・税務課

住民環境課・国保年金課・こども課・会計課

書庫・倉庫

教育長室・教育総務課・学校教育課・産業振興課
まちづくり振興課・都市整備課・区画下水道課

情報
満載

町民と共に新しい町づくりの
風をおこしたい

を始めました。

町ホームページ左側の
『町議会中継』を
クリックしてください。

議員（平成26年10月現在）

議会報告会・意見交換会

議 会 中 継

南風原町の旬の話題や役場からの報告・お知らせ等
情報満載の月間情報誌

町民の皆様に町議会への理解と関心を高めていただくために、定例会の概
要や、一般質問での質問・答弁の要旨、議案に対する賛否一覧などを掲載
し町民の皆様へ情報開示しています。 

沖縄県町村議会広報コンクール第１位を受賞した議会だより183号

飛び安里の有人飛行機 1/2 スケールのレプリカ

南風原町とカナダの友好の礎


