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第５回 南風原町総合計画等審議会 会議概要 

 

日 時：平成 28年 11月 24 日（木）午前 10時 00 分～12時 00 分 

場 所：南風原町役場 3階 庁議室 

出席状況：12 人出席（委員 15人のうち） 

 

■審議会の内容（次第） 

１．開会 

２．議事 

 １）第五次南風原町総合計画 基本計画（素案）について 

  ・まちづくり目標 5 2 節・3 節（都市基盤・安全・安心） 

  ・各委員の指摘・意見について（対応の方向） 

３．その他 

 

■質疑の内容 

前回、議論できなかった、まちづくり目標 5 の 2 節・3 節及び第 4 回までの指摘事

項への対応の方向について、以下のような質疑が行われた。 

 

１．基本計画について 

まちづくり目標５：みどりとまちが調和した安全・安心のまち 

第 2節 快適で文化的に暮らせるまちづくり 

事務局  ：本日欠席している委員より、事前に指摘を受けているので説明したい。66ペ

ージの（1）緑地保全への対応と身近な公園整備の課題の①の文章にある「丘

陵地の緑地保全はこれまで以上に実行性のある取り組みが求められています。」

の「取り組み」について、「緑道づくり等」を括弧書きで追加した方が良い。

また、②の文章にある「公園整備については、」について、「公園、御嶽整備」

としてはどうか。67 ページの（5）都市基盤の充実の課題に「②既存宅地の

極小車道幅区間では、屋敷の隅切り等で対面交通によるアクセス向上が求めら

れます。」を追加してはどうか。施策の展開（1）緑地の保全の①の文章の「今

後はきめ細かな保全策のあり方を検討します。」について、「今後は、緑地指定

を含めたきめ細かな」という表現をした方が良い。68 ページの施策の展開（4）

個性ある美しい住環境の保全・創出の施策として、「既存集落のアクセス性向

上を図ります。」を追加してはどうか。という指摘を受けている。 

経済建設部長：文章表現については、改めて検討し報告したい。 

委員   ：66 ページの（2）水と緑の連携にある、「水と緑の連携したまちづくり」のイ

メージを確認したい。67 ページの（5）都市基盤の充実にある「沖縄汚水再
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生ちゅら水プラン」とあるが、これは汚水を浄化して農業用水等として利用す

るような計画なのか確認したい。施策の展開（1）緑地の保全の①の文章に「町

内の自然度の回復」という表現があるが、「緑の創造・保全」など、もう少し

分かりやすい表現にしてはどうか。施策の展開（2）では、公園や広場の整備

について記述されているが、黄金森公園の整備は 30 年以上経過しているが、

最終的な見通しはどのようになっているのか。また、区画整理事業が行われて

いる津嘉山における公園整備について、パークゴルフ場の併設など住民ニーズ

が高い公園整備を行ってもらいたい。67 ページの施策の展開（4）個性ある

美しい住環境の保全・創出にある「③緑化推進のための助成制度の発展的な利

活用に努めます。」について、現状はどのようになっているのか。同じく⑤の

文章に「道路等へ高木の植栽に努める」という表現があるが、沿道緑化につい

ては、あまりにも高い樹木を植栽すると、安全性の面でも懸念があるので、南

風原町にあった樹木を選定してもらいたい。施策の展開（6）下水道の推進の

文章の「④浄化槽から下水道本管への接続促進に取り組みます。」という表現

は、浄化槽から直接下水道本管へ接続することはないため、表現を修正した方

が良い。さらに、「公共下水道への整備促進あるいは接続促進」などの表現を

入れた方が良いと思う。 

経済建設部長：文章表現については、改めて検討し報告したい。公園について、黄金森公

園の整備は、平成 28 年度までの予定となっており、施設整備については概ね

完了しているが、中央公民館前の道路の拡張整備に伴い、黄金森公園の整備も

平成 28 年度から 5 年程度の事業期間の延長を考えている。また、高津嘉山

の公園については、パークゴルフ場の整備も予定しており、次年度から本格的

な整備に着手することとなっている。「沿道における高木の植栽」については、

風の状況や地域の特性に応じた樹種を検討していきたい。 

区画下水道課長：「沖縄汚水再生ちゅら水プラン」については、県において全体的な整備構

想として市町村の状況を勘案し作成したものである。本町における取り組みと

しては、汚水を浄化して再利用をするものではなく、下水道の整備を進めてい

く取り組み内容となっている。施策の展開（6）の「浄化槽から下水道本管へ

の接続促進」という表現については、検討して改めて報告したい。 

まちづくり振興課長：施策の展開（4）個性ある美しい住環境の保全・創出の「③緑化推進

のための助成制度の発展的な利活用に努めます。」について、現在はあまり利

用されていない状況であるが、景観計画の策定作業を進めており、改めて町民

に周知しながら緑化推進に向けて取り組みたいと考えている。 

委員   ：67 ページの施策の展開（4）個性ある美しい住環境の保全・創出に関して、

カンナの会などによる緑化の取り組みは、きれいで、とても気持ちの良い空間

づくりが行われているが、町花であるブーゲンビリアを活用した環境づくりに
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ついて、もっと推進した方が良いと思う。子ども達などに町花や町木は何かを

聞いてもほとんど答えられない状況なので、もっと啓発するような取り組みを

してもらいたい。また、緑化推進の助成制度については、団体だけでなく、個

人でも助成を受けられるのか。 

経済建設部長：町花のブーゲンビリアについては、現在、公園に町花を植えるような取り

組みを行っている。また、ふるさと博覧会において、町花や町木の苗の無料配

布を行うなどして、町民への啓発や環境づくりへの取り組みを進めている。 

      緑化の推進について、道路・公園ボランティアとして、現在小学校等を含め

た 7 団体が登録し、施設周辺の道路や公園に花木を植えて維持・管理を行っ

ており、行政としては肥料や苗を提供している。今後も各自治会などに登録を

促して取り組みを広げていきたいと考えている。個人に対する助成制度につい

ては、今後検討して取り組んでいきたい。 

委員   ：集落内において、住宅のブロック塀のペンキがはがれているようなところも

多く見られ、集落景観として見栄えが良くないが、個人の住宅であることや経

済的負担もかかるので、ペンキの塗りかえに関する助成を行うと良いと思う。

その際には、各集落において特性に応じた色を設定するなどしてモデル地域と

して取り組むと、とても良い環境になると思う。 

また、真和志高校周辺では道路と側溝の高さがずれていて危険な状況も見ら

れ、同じような状況がいくつかあるので、道路と側溝の一体的な整備に取り

組んでもらいたい。 

委員   ：沿道に木を植栽し、木陰をつくって歩きやすい環境をつくるのは賛成だが、

標識が見えなくなったり、木で子どもが隠れてしまって危険な面もあるので、

安全面に配慮した樹種を選定し、取り組んで欲しい。 

また、全国的にも空き家問題について取り上げられることが多いが、その対

策についての記載を入れた方が良いのではないか。 

神里会長 ：南風原町においては、他市町村と比べて小さな公園・地域に身近な公園が少

ないように感じるので、整備を進めてほしいと思う。施策の展開（2）に記載

はあるが、「整備を検討します。」という表現になっているので、「整備します。」

という表現にした方が良いと思う。また、施策の展開（3）の水辺空間の保全・

活用及び水と緑のネットワークに関連することとして、河川をはじめとする水

辺環境について、町民アンケートでも「南風原には河川があるが 1 つも清流

がない」や「河川環境の活用」に関する意見が多く見られるので、町民と協働

で水辺空間の保全・活用に向けた取り組みを進めてほしい。 

委員   ：施策の展開（2）公園・広場の整備において、「整備や維持管理について住民

と協働で・・」という表現があるが、実際に管理している立場からすると、管

理する上で、駐車場が問題となっており、路上駐車による交通渋滞や事故発生
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の危険がある箇所も見られる。既存の公園については、周辺の施設駐車場を利

用できるような取り組みを行いつつ、新たに公園を整備する際には、駐車場も

セットで検討してほしい。 

 

第 3節 利便性のよい魅力あるまちづくり 

委員   ：町内の道路について、歩道が狭い所が多いので、歩道を拡幅する取り組みを

進めてほしい。また、自転車道などの整備も今後は必要になると思う。 

神里会長 ：歩道を含めた道路環境としては、車のための道路としての整備が行われてい

るような印象を受ける。道路環境は、歩道も含めて快適な環境を整備するよ

うにし、魅力的なまちづくりをしてもらいたい。 

委員   ：役場が対応できるものではないかもしれないが、十字路において右折の矢印

がない信号があり、事故の危険がある箇所がいくつかあるので、確認し警察

などと協力して対応をお願いしたい。また、学校周辺の道路で車のスピード

が出やすい形状になっているところがあり、徒歩で登下校している子ども達

が危険なので、スピードがでないように凸凹をつけるような工夫をしてもら

いたい。 

経済建設部長：歩道について以前は、1.5m ということで整備が進められていたが、道路構

造令が改正になり、現在は 2.0m での整備を行っている。また、利用する歩

行者が多い所は 3.0m など、構造令に基づき整備を行いたい。 

委員   ：全ての道路において歩道を確保したり、車の通行を規制するような取り組み

は難しいと思う。整備できるところは整備し、必要に応じて規制をかけるな

ど、バランスをとった取り組みが必要になると思う。単純に車の通行を規制

すると、そこに住んでいる人の通行も規制されることになるので、車が優先

する道路と歩行者と車が通行する道路、歩行者が優先な道路など住み分けが

必要だと思う。 

委員   ：道路に色を塗って、スピードを落とさせたり、気づかせるような手法もある

ので、町民が安全な道路環境の整備をしてもらいたい。 

委員   ：道路整備などについて、今後 5 年間でどのような整備を行うのか、具体的な

事業名がないので、町民として分かりにくいのではないかと思う。 

神里会長 ：具体的な事業名などの詳細な事項は、基本計画ではなく、実施計画で記載さ

れてくるものだと思う。 

 

 

２．これまでの会議での指摘事項への対応について（基本構想・基本計画全体） 

○基本構想について 

委員   ：1ページの「2）社会経済情勢の変化」の文章で「少子高齢化や長期的な人口
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維持への対応」という表現があるが、本町においては当面は人口増加で推移

するので、表現が適切ではないと思う。また、7ページの将来人口について、

今後 10 年間で約 1,800 人の増加と推計しているが、国勢調査人口の平成

22 年から平成 27年の 5 年間でも 2,000人近く増加していることや、土地

区画整理事業地区における住宅の建設状況等をみると、推計人口をもっと増

やした方が妥当な値になると思う。 

神里会長 ：4 ページの南風原町の概況及び 15 ページのまちづくり目標 3 において「子

育ち・子育て支援、人材の育成」という表現にした方が良いと指摘したのは、

子ども自身への支援を行うことが一番重要であることから表現した方が良い

ということである。「子育ち」という言葉が一般的ではないということであれ

ば、国や南風原町でも使われている「子ども・子育て支援、人材の育成」と

いう表現にすべきだと思う。また、「一人親世帯」に関する表現の記載につい

ても、生活困窮者や貧困という今後行政として取り組むべき大きなテーマを

突き詰めていくと「一人親世帯」につながるケースが多いので、表現の追加

について再度検討してもらいたい。 

委員   ：子ども自身への支援を行うことを表現するものとして、「子ども・子育て支援」

とした方が良いと思う。 

委員   ：4ページの「1）地域力の強化・再生」の文章にある「コミュニティの多様化」

と「コミュニティの希薄化」という表現について、コミュニティの形態は多

様化していると思うので、表現としては良いが、「コミュニティの希薄化」は

「コミュニティ意識の希薄化」が適切ではないか。 

委員   ：4 ページのこの文章については、「コミュニティ」という言葉が１つの文章の

中に複数でてくることから、読む側からすると混乱してしまうと思うので、

少し整理した方が良いと思う。 

 

○基本計画について 

委員   ：30～32 ページの「2節 自ら考え、行動し、みんなで創るまち」の中で、今

後の取り組み内容として、「区長・自治会長会と行政の連携・強化」などの表

現が必要だと思う。協働のまちづくりを推進していくには、重要だと思うの

で検討してほしい。 

神里会長 ：34 ページのまちづくり目標 2 の 1 節の（1）家庭教育の重要性や役割の周知

の現状の文章にある「家庭のふれあい」という表現について、「家族のふれあ

い」という表現が良いという指摘に対して担当課としては修正しない方向と

の回答だが、家庭というのは受け皿としての意味があり、「ふれあい」を育む

ものとしては「家族」が適切だと思うので、再度検討してほしい。もし、「家

庭」という言葉を使うのであれば、「家庭でのふれあい」とするなど表現を工
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夫してほしい。 

事務局  ：審議会と並行して行っているパブリックコメントで社会福祉協議会からの意

見として、39～41 ページにかかるまちづくり目標 2 の 3 節について、「社

会福祉協議会や民生委員・児童委員の表記の統一」に関する指摘と「福祉教

育に関する取り組み事項について現状・課題、施策の展開への表現追加の提

案」があり、事務局及としては指摘・提案に基づく修正を検討している。 

委員   ：39 ページのまちづくり目標 2 の 3 節の（2）地域と連携した教育内容の充実

について、以前指摘したことは、2 行目にある「学校応援隊はえばるの活動を

通じて、」という表現を削除し、「学校と学校支援地域コーディネーター、地

域の学習支援ボランティア（学校応援隊はえばる）が連携しながら・・・」

とした方が良いと指摘したつもりである。再度、確認・検討してもらいたい。 

委員   ：前回の会議でも指摘したが、45 ページのまちづくり目標３にある「民生委員・

児童委員の充足率」の 5年後の目標値について、県の平均の 89％としている

が、100％を目指すべきであると思うので、再度検討してもらいたい。 

      また、46 ページの「2 節 健康づくりの推進」において、特定健診などの取

り組みだけでなく、町民が自らできるような歩く健康づくりに対する取り組

みなどの表現を入れることを検討してほしい。 

委員   ：54～56 ページのまちづくり目標 4の「1節 南風原産品を創り伸ばす農業の

振興」において、施策として「老朽化したビニールハウスの再整備」や「か

んがい施設整備」「アフリカマイマイなどの病害虫対策」など具体的な表現を

入れてはどうか。 

神里会長 ：指摘のような詳細な事業などの表現については、基本計画ではなく、実施計

画の中で整理されるものだと思うので、実施計画を作成する際には、詳細な

表現や具体的な表現で整理するように担当課は心がけてもらいたい。 

事務局  ：欠席している委員からの事前の指摘として、64ページのまちづくり目標 5の

1 節の（1）災害に対する意識の高まりの課題の文章に、「ＢＣＰへの取組が

求められている。」を追加してはどうかということについて、担当課としては

検討して再度報告したいとの回答があった。また、同様の指摘で 65ページの

施策の展開（3）の取り組み内容に「県と連携しハザードマップを作成し災害

のリスク把握に努めます。」を追加してはどうかということについては、すで

に作成し、町民へ配布していることから表現として追加しないとの回答があ

った。 

島袋副会長：「ハザードマップの作成」に関する担当課の回答として、すでに作成し町民へ

配布していることから表現として追加しないということであるが、ハザード

マップを作って配布したら終わりというものではなく、その後の取り組みと

して、ハザードマップに掲載されている危険箇所や避難場所などについて、
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町民への周知・啓発活動が重要になると思う。この取り組みに関する表現を

65 ページの施策の展開（1）もしくは（3）に追加してはどうか。 

委員   ：74 ページの行財政計画の（2）住民ニーズ等に対応した行政運営の②の広域

的な行政運営に関する文章について、担当課の回答では町民が分かりやすい

組合名称を追加し「南部広域市町村圏事務組合をはじめ、東部消防組合や南

部水道企業団など近隣市町との連携を図っています。」に修正するとなってい

るが、広域的な取り組みにおける組合等の組織はたくさんあるので、固有名

詞を追加するのではなく、「近隣市町による一部事務組合で対応しています。」

とした方が良いと思う。 

 

 

３．その他 

委員   ：第四次総合計画にあった、四大プロジェクトのような今後 10 年間で取り組む

事業を記載した方が良いと思う。 

神里会長 ：総合計画の策定過程のあり方として、住民会議を中心に検討した素案につい

て審議会で議論しているが、審議会において様々な意見や提案がでてくるの

で、今後は、住民会議と審議会で議論した内容についてフィードバックでき

るような体制づくりが必要だと思う。 

 

 

４．次回スケジュール等について 

事務局  ：次回は、11 月 30 日（水）15 時からの開催で、本日の指摘事項への対応の

確認も含め、最終とりまとめを予定している。スケジュールの調整の上、参

加をお願いしたい。 


