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は じ め に

町民のみなさまには、日ごろから町政運営へのご支援と深いご理解、ご協力

をいただき厚くお礼申し上げます。

本年度の予算は、まちづくりの基本を定めた町の最高規範と位置づけており

ます「南風原町まちづくり基本条例」に基づき、町民・議会・行政が一体とな

って協働のまちづくりを推進し、「住みたいまち、住み続けたいまち南風原町」

の実現を目指し、今年度から５年間を計画期間とする「南風原町中期財政計画」

を基に予算編成を行いました。

社会情勢などにより、高度化・多様化する町民ニーズに柔軟に対応するため、

必要なサービスの「選択と集中」を行い、更なる町民サービスの向上を目指し、

引き続き子育て支援・教育の充実・福祉の向上・産業振興に財源の重点配分を

しております。

また、「第五次南風原町総合計画」に掲げた将来像「ともにつくる黄金南風

の平和郷」の実現を目指し、６つの「まちづくり目標」と「基本計画の各施策の展開」

の推進を中長期的な視点に立って、各種事業を実施してまいります。

「ハイさいよーさん」は、町民のみなさまに南風原町の予算を具体的に知っ

ていただくため、老若男女を問わず内容をわかりやすく解説することをモット

ーに平成１７年度から継続して作成しています。本年度実施する事業について、

図表や写真を用いながら、わかりやすい言葉で作成していますので、みなさま

の税金がどのように使われ、町政に反映されているかをご確認していただきた

いと思います。後半の資料編では、町の財政（お金、財産）の状況だけでなく、

町の人口や面積なども質問形式で説明しています。

町民のみなさまが、本書により町政の問題点、疑問点を見いだしていただき、

今後のまちづくりのための議論の一助として有効にご活用されますことを心か

ら願っています。本書には、まだまだ改善すべき点があると思いますので、お

気づきの点がありましたら、遠慮なくご意見をいただければ幸いです。

本年度も、町民をはじめ多くのみなさまの町政への積極的な参加とご支援、

ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

平成３０年５月

南風原町長 赤嶺正之



平成３０年度 各部方針

■議会事務局長 仲村 一夫

議会事務局は、町民の代表である議会及び議員の活動が活発に行えるように、執行部の関係

部・課と緊密に調整を行うとともに、本会議及び委員会の運営、町政の重要課題への対応等が円

滑かつ効果的・効率的に行われるようサポートを行います。

開かれた議会の取組については、議会ホームページや議会だよりを充実させて、議会活動の情

報をいち早く公開します。また、本会議のライブ中継・録画の配信を引き続き実施します。

政策立案及び監視機能など議会及び議員の活動が最大限に発揮できるよう、議会における課

題及び議会活動に関わる情報の収集や資料の作成を行うとともに、研修会への参加など、様々な

議会活動が適切に行われるようサポートします。

■総務部長 新垣 吉紀

平成３０年度予算編成は、第五次南風原町総合計画の掲げた平和、自立、共生、「南風原町まち

づくり基本条例」の基本原則である、情報共有、町民参画、協働のまちづくりの発展・推進を念頭

に行いました。その中でも特に子ども子育て支援、高齢者・障がい者福祉関連費及び教育関連経

費が増額となりました。その他の経費についても現下の厳しい財政状況を踏まえ、税収増に繋がる

事業等への配分を行うとともにICTの活用による業務の効率化や事務改善に取組み、健全で持続

可能な予算編成としました。

また、南風原町職員人材育成方針に基づく様々な機会を活用した職員研修を実施し、現下の厳

しい財政事情や多様化する行政課題の解決に対応できる人材育成に努めます。

さらに、安心安全なまちを維持発展させるため、交通安全、防犯、防災・減災に対する取組みの

強化を地域や関係機関と連携してまいります。

■民生部長 知念 功

民生部では、第五次南風原町総合計画のまちづくり目標である「ちむぐくるでともにつくる福祉と

健康のまち」の達成に向けた四本の柱に沿って施策を展開していきます。

社会福祉協議会との連携を一層強化し、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまちをめざし、

社協の「支えあうまちづくり事業」によるコミュニティーソーシャルワーカーの各小学校区への配置に

より、地域の福祉ニーズや要支援者の把握とともに、住民による支えあい助け合い活動を推進しま

す。

健康づくりにおいては、引き続き、学童期の生活習慣病予防健診を実施するとともに、健診受診

者へのインセンティブ付与も含めた受診率向上に努め、生活習慣病の発症予防、重症化予防等

の各ライフステージの健康課題を踏まえた健康づくり支援事業に取り組みます。

子ども・子育て支援では、認可保育園の新設等による待機児童の解消に努めるとともに、利用者

支援事業の母子保健型を活用し子育て世代の包括的支援の充実に取り組みます。こどもの貧困、

社会的孤立の防止に向けた取り組みでは、引き続き子ども元気支援員の配置と居場所となる子ど

も元気ROOMを設置し支援が必要な子どもをしっかりと支え、子ども達が夢と希望を持って成長し

ていけるよう取り組みを推進します。
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障がい者（児）・高齢者支援では、今年度が始期となる「第４次南風原町障がい者計画・第５期障

がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画」、「第８次南風原町高齢者保健福祉計画」に沿って支援

体制の強化とサービスの充実に努めます。

■経済建設部長 神里 操也

経済建設部では、第五次南風原町総合計画のまちづくり目標である「工夫と連携で産業が躍動

するまち」の目標を達成するために各種事業を展開します。農業振興については、農地の有効活

用を推進し、農地の保全や土壌改良・地力増強を促進するための土づくり奨励補助を継続しま

す。また、担い手育成などにおいては、南風原町農業委員会の農地利用最適化推進委員、JA、

農地中間管理機構と連携し耕作放棄地や遊休農地の解消に努め、農地の確保や農業次世代人

材投資資金交付金による新規就農者の営農定着を支援し担い手育成を図ります。

商工関係については、町商工会との連携強化や、町内企業の振興施策と共に、地域経済の活

性化発展の促進が図られるよう調査・研究を進め「南風原町中小企業・小規模企業振興基本条

例」に基づき、本町の事業者に対する振興策の充実、強化に努めます。

伝統工芸産業振興については、本町の重要な伝統的工芸品である琉球絣・南風原花織の生産

技術の向上、担い手の育成及び工芸品の価値を高めるための取り組みを行うと共に販路の拡大

等を琉球絣組合と連携し取り組みます。

観光関係については、魅力ある観光で地域が潤うまちを目指し、観光客の誘致につながる、新

たな観光資源の創出や観光発信としてのプロモーション方法の調査・研究等を観光協会と連携し

て取り組みます。また、「みどりとまちが調和した安全・安心のまち」の目標を達成するために、町道

１０号線道路改良事業、津嘉山中央線街路事業などの道路整備や公園整備事業については、黄

金森公園、津嘉山公園の整備、下水道整備事業については、津嘉山北土地区画整理区域内を

重点地区として雨水及び汚水の整備を進めます。

■教育部長 宮平 暢

南風原町教育委員会では、第五次南風原町総合計画で掲げた「きらきらと輝く人が育つまち」を

まちづくり目標とし、「安らぎと豊かな人間関係、生きる力を育む、家庭教育」、「地域に学び地域を

愛する人を育む、ふるさと教育」、「個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を地域と育む、学校教

育」を目標達成するための柱として各種事業を展開します。特に、幼稚園・小中学校の普通教室

へ空調機を整備する「幼稚園空調機設置事業」及び「小・中学校普通教室改善整備事業」により

教育環境の充実を図ります。また、先生方の勤務にゆとりを取り戻し、子どもと向き合う時間や授業

研究の時間を確保し、教育の質の向上を図るため、「働き方改革」を推進します。さらに、「学校応

援隊はえばる」のボランティアの方々と「地域と共に、地域に開かれた学校づくり」を推進します。

スポーツ振興として、各種運動（体育）施設や学校施設の開放を推進し、黄金森公園施設を活

用して引き続きプロスポーツ等のキャンプ誘致に取り組みます。

家庭・学校・地域社会の相互連携のもとに、時代の変化に対応し得る教育の方法を追求し、社

会に貢献できる人材の育成と生涯学習社会の推進を図るため、南風原大学を開校します。
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平成３０年度 町の予算規模について

本町の平成３０年度当初予算は、平成２９年１１月から平成３０年２月にかけて編成され、３月

議会に提案し可決（承認）されました。全会計の予算総額は１９１億３，８９０万円で、平成２９年

度と比較して１７億７３万円の減となっています。

一般会計の主な増減理由を説明しますと、まず、収入面では町税において、たばこ税は減

になっているものの、町民税、固定資産税、軽自動車税の見込額が増になったこと等により、

町税全体で１億２，３０７万円の増となっています。また、繰入金については、ふるさと納税推進

事業開始によるふるさと応援基金繰入金の増等により、１億７，２５１万円の増となっておりま

す。

支出面では、認可外保育園を認可保育園へ移行するための認可化移行支援事業などを実

施し、待機児童解消を図ります。その他にも、幼稚園・小中学校の普通教室へ空調機を整備

する幼稚園空調機設置事業及び小・中学校普通教室改善整備事業などの実施がありますが、

継続事業である道路改良事業、街路事業及び公園整備事業などの事業費減等により、全体で

は減となっています。

今後も各種事業の財源は町民の皆様からお預かりした税金であることを常に念頭に置き、限

られた収入の中で、施策の必要性、緊急性及び効果を検討し、事業の重点化を図り「ともにつ

くる黄金南風の平和郷」の実現を目指してまいります。
こ が ね は え さ と

平成３０年度と２９年度の各会計の予算規模一覧表

H２９ H２８ 増減額
対前年度

増減率（%）

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝C C÷Ｂ＝D

一 般 会 計 1,334,870 1,339,709 △ 4,839 △ 0.4

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

407,505 544,260 △ 136,755 △ 25.1

下 水 道 事 業
特 別 会 計

68,818 72,439 △ 3,621 △ 5.0

土 地 区 画 整 理
事 業 特 別 会 計

71,697 98,281 △ 26,584 △ 27.0

農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計

2,157 2,954 △ 797 △ 27.0

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

28,843 26,320 2,523 9.6

合 計 1,913,890 2,083,963 △ 170,073 △ 8.2

会　計　別

（単位：万円）
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平成３０年度の新たな事業一覧

まちづくり目標 事　　業　　概　　要 詳細ページ

【新規】 南風原大学運営事業
　南風原町のまちづくりに資する人材育成を図るために大学を設
置します。平成３１年２月までに１０回程度講座を開催する予定で
す。

20

【新規】
小学校普通教室改善整
備事業

　気温が高い期間が長期にわたる沖縄で児童生徒の健康維持や
熱中症対策を行う必要があることから、小学校施設に空調機の整
備を行います。

34

【新規】
中学校普通教室改善整
備事業

　気温が高い期間が長期にわたる沖縄で生徒の健康維持や熱中
症対策を行う必要があることから、中学校施設に空調機の整備を
行います。

34

【新規】 幼稚園空調機設置事業
　気温が高い期間が長期にわたる沖縄で園児の健康維持や熱中
症対策を行う必要があることから、幼稚園施設に空調機の整備を
行います。

34

【新規】 新規就農一貫支援事業

　農業者の高齢化や将来の担い手不足など深刻な問題を抱えてお
り、このままでは農業生産力や農業集落の維持が困難になることが懸
念されます。農業の担い手の育成・確保が課題であることから、新規就
農者が今後も農業を続けていけるよう、経営安定に必要な農業機械・
施設に係る費用の一部を支援します。

99

【新規】 ６次産業化推進事業
　地域農産物を活用し、加工や販売など農業の６次産業化に取り
組む農業者に対し商品開発に必要な加工機材等の購入費用の
一部を補助します。

99

事　　業　　名　　称

きらきらと輝く人
が育つまち

工夫と連携で産
業が躍動するま
ち

平成３０年度 町の予算規模



- 3 -

「南風原町第五次総合計画」にもとづいた平成３０年度事業別予算一覧
Ⅰ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

Ⅱ きらきらと輝く人が育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会広報広聴活動強化事業 337 議会事務局 9

広報・広聴事業 787 総務課 10

町善行・功労賞事業 59 総務課 11

女性政策推進事業 26 企画財政課 12

区長（自治会長）事務委託事業 4,430 総務課 12

（単位：万円）

事業名称

みんなで考え、み
んなで創るわくわ
くするまち

情報の共有でひ
らかれたまち

自ら考え、行動
し、みんなで創る
まち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

安らぎと豊かな人間関係、生

きる力を育む、家庭教育 教育相談事業 1,647 学校教育課 14

子ども平和学習交流事業 143 生涯学習文化課 15

国際交流事業（育英会） 465 生涯学習文化課 17

放課後子ども教室推進事業 258 生涯学習文化課 18

学校支援地域本部設置事業 659 生涯学習文化課 18

社会教育補助金及び負担金 736 生涯学習文化課 19

新規 南風原大学運営事業 21 生涯学習文化課 20

陸軍病院壕公開活用事業 272 生涯学習文化課 20

公民館活動の充実事業 3,273 生涯学習文化課 21

公民館講座事業 120 生涯学習文化課 22

学校給食用材料に係る経費 23,760 教育総務課 23

調理場施設維持管理事業 1,750 教育総務課 23

就学奨励事業 8,170 教育総務課 24

幼稚園就園援助事業 932 教育総務課 25

幼稚園にかかる経費（各幼稚園経費除く） 9,085 学校教育課 25

各幼稚園にかかる経費 1,389 学校教育課 26

英会話教育の充実 1,489 学校教育課 26

学校教育事業 3,088 学校教育課 27

きらきらと輝く人が
育つまち

個性を伸ばし、豊
かな心と健やかな
体を地域と育む、
学校教育

事業名称

地域に学び、地
域を愛する人を育
む、ふるさと教育

地域に学び、地
域を愛する人を育
む、ふるさと教育

（単位：万円）

事業別予算一覧
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Ⅱ きらきらと輝く人が育つまち

Ⅲ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

ちむぐくるで支えあう安心し
て暮らせるまち 社会福祉団体育成事業 11,354 こども課 35

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） 407,505 国保年金課 37

高齢者医療対策費 32,196 国保年金課 44

婦人がん検診事業 1,234 国保年金課 45

住民健診（健康診査）事業 2,659 国保年金課 46

後期高齢者医療事業(後期高齢者医療特別会計) 28,843 国保年金課 48

介護予防事業 3,997 保健福祉課 49

認知症施策推進事業 249 保健福祉課 52

介護保険運営事業 35,868 保健福祉課 52

新生児妊産婦訪問指導事業 140 保健福祉課 55

未熟児養育医療事業 498 保健福祉課 55

１歳６ケ月児健康診査事業 213 保健福祉課 56

３歳児健康診査事業 270 保健福祉課 56

事業名称

健康づくりの推進

ちむぐくるでともに
つくる福祉と健康
のまち

（単位：万円）

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

特別支援教育支援員（ヘルパー）配置事業 6,907 学校教育課 28

学校ＩＣＴ推進事業 1,331 学校教育課 28

小学校（学校管理費・教育振興費） 8,082 学校教育課 28

中学校（学校管理費・教育振興費） 4,869 学校教育課 29

学習支援員等配置事業 2,496 学校教育課 30

幼稚園就園奨励事業 1,363 こども課 30

幼稚園体育活動充実事業 171 教育総務課 30

北丘小学校西側避難通路整備事業 34,961 学校教育課 32

津嘉山小学校南側避難通路整備事業 4,862 学校教育課 33

新規 小学校普通教室改善整備事業 1,115 学校教育課 34

新規 中学校普通教室改善整備事業 509 学校教育課 34

新規 幼稚園空調機設置事業 2,140 学校教育課 34

きらきらと輝く人が
育つまち

個性を伸ばし、豊
かな心と健やかな
体を地域と育む、
学校教育

（単位：万円）

事業名称

事業別予算一覧
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Ⅲ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

妊婦一般健康診査事業 5,147 保健福祉課 57

乳児一般健康診査事業 725 保健福祉課 58

長寿県復活　食の応援事業 336 保健福祉課 58

予防接種事業 16,454 保健福祉課 58

宮平保育所運営事業 3,638 こども課 62

認可保育園事業・補助（保育所運営費） 198,790 こども課 63

延長保育促進事業 2,191 こども課 65

障がい児保育事業（町単独事業） 2,002 こども課 65

一時保育事業 858 こども課 66

認可保育園事業・町単独事業 1,549 こども課 66

地域型保育事業・補助 14,692 こども課 67

保育対策総合支援事業 3,507 こども課 68

待機児童対策特別事業 739 こども課 69

保育所等整備交付金事業 42,696 こども課 70

認可化移行支援事業 548 こども課 70

利用者支援事業 181 こども課 70

保育士確保対策事業（保育士年休取得等支援事業補助金） 102 こども課 71

認可外保育園事業・町単独事業 511 こども課 71

認可外保育園事業・補助事業 991 こども課 72

ひとり親家庭認可外利用料補助事業 587 こども課 72

母子父子家庭医療費助成事業 1,174 こども課 73

こども医療費助成事業 20,085 こども課 74

子供の貧困緊急対策事業 4,198 こども課 75

病児保育事業 671 こども課 75

児童館運営事業・単独 2,552 こども課 76

学童保育事業・補助 20,170 こども課 77

放課後児童の居場所づくり支援事業 947 こども課 79

ファミリーサポートセンター事業 425 こども課 79

地域子育て支援拠点事業 1,810 こども課 80

健康づくりの推
進

（単位：万円）

事業名称

ちむぐくるでとも
につくる福祉と
健康のまち

子ども・子育て支
援の充実

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅲ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

Ⅳ 工夫と連携で産業が躍動するまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

包括的支援事業 2,835 保健福祉課 81

生活支援体制整備事業 620 保健福祉課 82

家族介護支援事業 888 保健福祉課 83

在宅医療・介護連携推進事業 210 保健福祉課 85

高齢者地域支援体制整備・評価事業 506 保健福祉課 86

重度心身障害者医療費助成事業 5,629 保健福祉課 87

自立支援医療費事業 6,421 保健福祉課 88

市町村地域生活支援事業 4,571 保健福祉課 90

介護給付・訓練等給付事業 96,422 保健福祉課 93

敬老会事業 112 保健福祉課 96

高齢者祝金支給事業 430 保健福祉課 96

（単位：万円）

事業名称

障がい者（児）・高
齢者支援の充実

ちむぐくるでともに
つくる福祉と健康
のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

農業委員会運営事業 1,105 産業振興課 98

新規 新規就農一貫支援事業 706 産業振興課 99

新規 ６次産業化推進事業 155 産業振興課 99

地力増強対策事業 374 産業振興課 99

農作物被害防止事業 60 産業振興課 100

畜産振興対策事業 543 産業振興課 100

多面的機能支払交付金 140 まちづくり振興課 101

住宅リフォーム支援事業 200 まちづくり振興課 102

商工会の育成強化 1,756 産業振興課 102

商品開発・技術力強化事業 1,500 産業振興課 103

工夫と連携で産
業が躍動するまち

事業名称

南風原産品を創り
伸ばす農業の振
興

賑わい・就労を創
る商業、製造業、
新規産業の振興

（単位：万円）
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事業別予算一覧

Ⅳ 工夫と連携で産業が躍動するまち

Ⅴ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

新規 ふるさと博覧会事業 800 産業振興課 104

観光事業 2,945 産業振興課 104

民泊啓蒙推進事業 355 産業振興課 105

観光ＰＲ促進事業 336 産業振興課 105

黄金森公園スポーツ施設活性化事業 2,962 教育総務課 106

歴史と伝統を誇る工
芸産業の振興

琉球絣等伝統工芸事業 2,093 産業振興課 109

工夫と連携で産
業が躍動するまち

地域の連携で創
る観光の振興

（単位：万円）

事業名称

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

消防力の整備強化 41,226 総務課 112

防災体制強化事業 721 総務課 113

不発弾処理促進事業 378 総務課 114

災害時等避難施設改修事業 250 総務課 115

黄金森公園整備事業 2,847 都市整備課 116

都市公園管理事業 1,048 まちづく り振興課・都市整備課 117

下水道事業（下水道事業特別会計） 68,818 区画下水道課 118

農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） 2,157 区画下水道課 122

道路維持事業 1,884 まちづくり振興課 124

南風原町景観計画策定事業 640 まちづくり振興課 125

地区計画策定委託業務（南インターチェンジ周辺） 500 まちづくり振興課 126

町道５号線道路改良事業 561 都市整備課 127

町道１０号線道路改良事業 1,366 都市整備課 128

町道７３号線道路改良事業 655 都市整備課 129

津嘉山中央線街路事業 8,084 都市整備課 130

津嘉山中央線街路事業（2工区) 2,006 都市整備課 131

津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） 71,697 区画下水道課 132

（単位：万円）

事業名称

みどりとまちが調
和した安全・安心
のまち

快適で文化的に
暮らせるまちづく
り

利便性のよい魅
力あるまちづくり

安全・安心に暮ら
せるまちづくり
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事業別予算一覧

Ⅵ 環境と共生する美しく住みよいまち

Ⅶ 行財政計画

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

環境保全対策事業 147 住民環境課・区画下水道課 136

公害対策事業 119 住民環境課 140

危険生物駆除事業 183 住民環境課 141

指定ごみ袋還元基金事業 566 住民環境課 141

ごみ減量促進事業 1,518 住民環境課 143

ごみ処理対策事業 27,710 住民環境課 145

し尿処理事業 3,325 住民環境課 146

（単位：万円）

事業名称

環境と共生する美
しく住みよいまち

環境への取り組
み

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会運営事業 8,807 議会事務局 147

企画事務事業 2,415 企画財政課 149

電子計算事務事業 4,361 企画財政課 150

基幹系事務事業（番号制度関係等） 7,316 企画財政課 150

ふるさと納税推進事業 933 企画財政課 151

住基・印鑑登録・旅券事務事業 1,722 住民環境課 151

町県民税に係る経費 1,482 税務課 155

固定資産税に係る経費 1,028 税務課 155

賦課徴収事業 2,033 税務課 157

（単位：万円）

事業名称

行財政計画
効率的で健全な
行財政運営


