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平成30年度 第1回南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（会議概要）

日 時：平成30年９月26日（水）午前10時～午前11時50分

場 所：南風原町役場 ５階 執行部控室

出席委員：平良尚正、上地安郁、金城宏孝、當銘順二、大城恵美、大田定、島袋隆志、

知花寿、東金嶺美智子

１．開会

２．委嘱状交付

３．諮問

・町長あいさつ

・会長あいさつ

４．委員紹介

５．議事

１）南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況について

６．その他

７．閉会

配付資料

【資料１】南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略

【資料２】平成2９年度 施策評価シート（南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略）

【資料３】外部評価シート（南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略）

【その他資料】

・南風原町人口ビジョン及び南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略【概要版】

・南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例

・南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会名簿

・［平成2９年度 施策評価シート］に関する質問用紙
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【委嘱状交付】

町長から委員への委嘱状交付（異動に伴う3人への交付）

【諮問】

町長から島袋会長へ諮問

【委員紹介】

事務局より委員の紹介

【議事の概要】

□会 長：南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組状況について、それでは、事務局より

説明をお願いします。

■事務局：資料１より、南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要を説明。平成29年度の各

施策について、資料２の１頁・２頁より、基本目標１の各施策の取り組み状況及び内部評価につい

て説明。

□会 長：今の説明について、委員から何かご意見等ありますか。

それでは、私から確認ですが、こどもの医療費無償化について、すごく住民から評価が高いと思

いますが、医療費の無償化に伴って、追加の財政負担額というのは、議会でも質問が出やすいかな

と思うんですけれども、財政的にはどのような状況か、町として今後も対応可能な負担額となって

いるかの確認と、あと、現物給付に対応していない病院があるという事ですが、今後対応していく

ための改善が出来るのか、その二つ確認できればと思います。

■民生部長：まず、子ども医療費の助成につきましては、財政負担という部分では、これまでも現

物給付ではなく償還方式という事で財政負担はありましたので、その部分に関してはこれまでと変

わりはないということです。ただ、現物給付になった事で、これまで行けなかった家庭の子ども達

も特に歯科医療の部分では相当数の受診が増えております。そういった部分では財政負担という形

で増は出ておりますが、現時点では南風原町は中学校卒業まで、その部分の新たな財政負担、それ

から今後の対応という部分でも現時点では可能ではあると。それから、沖縄県が 10月 1日から、県
全体での現物給付が始まることになっておりますので、町は独自でやっていた未就学児の部分の県

補助が入ってきますので、その辺は町にとってはプラスになっていきます。

将来的に特に歯の治療の部分で我々が期待しているのは、幼児期から早期に虫歯の治療をするこ

とによって将来的には逆に医療費がかからない。要するに悪化する前に予防の方でやって、医療費

が逆に低減するのではないかと見ております。

二点目のご質問の対応出来ていない病院という事でございますが、やはり大きな総合病院等は、

どうしてもシステムの改修等もありますので、そこは順次対応はしていくという事です。南風原町

が 29年 1月から始めた事によって、実際医療機関のほとんどが協力的です。一部、離れた所の医療
機関や大きいところで未だの医療機関はありますが、県が 10月 1日から始めた事によって、その辺
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は拍車がかかって、ほとんどの病院が対応できるようになっていくと見ています。

□会 長：わかりました。ありがとうございます。他に質問等ありましたらお願いします。

□委 員：１頁の事業一覧の⑤生活困窮世帯に対する支援で、小学校で 608名（20%）、中学校で 313
名（24%）と前年度より増えているとあるんだけど、数字からするとビックリする数字で 20%と言
ったら 5人に 1人だから、これぐらいが生活困窮に入っているような事でもらっているということ、
他の市町村との比較はどうなんだろうかと。大体、他の市町村もこれぐらいのものなのか、県全体

もこれぐらいなのか。

■教育部長：教育委員会の部分なんですけど、南風原町自体が小学生、中学生と子ども達が増えて

いるという事もあって増加していますが、市町村の増加率や全体的な割合について、後日調べて報

告いたします。

□委 員：１頁の事業一覧の④こどもの貧困、社会的孤立の防止に向けた支援等の取り組みのとこ

ろなんですけど、元気ルームでの支援から児童館や学童クラブでの支援へとステップアップできる

システムの検討を進めたいということについて、親の立場からは、ちょっと心配だなと思うんです

けど、児童館や学童クラブだと本来支援を受けなければならない子ども達の支援が行き届かないイ

メージがあって不安に思いました。あと、2 頁の①小中学校、幼稚園における教育環境の充実のと
ころなんですけど、小学校が南風原町は 4 校、中学校が 2 校で人数が足りているのか、この資料で
は分からないので、お聞きしたいと思います。

■民生部長：支援が必要で元気ルームに来ているわけですが、子どもの支援というよりは、結局の

ところ家庭の支援という事で、家庭がしっかり自立していくと支援はだんだん必要なくなってくる。

やっぱり卒業を目指しておりますので、ステップアップして、お母さんも自分で夕飯作れるように

なっていったり、そういう段階がありますので。支援ルームに来る必要はないけれども、放課後の

居場所が必要、そういった次の支援のステップアップとして児童館あるいは学童などを考えていま

す。ただ学童行くにしても費用が掛かりますので、そのあたりの費用の援助などを検討する必要が

あると。今、生活困窮世帯等に関しては、学童の費用の助成はしていますけど、更にもっと深刻さ

ありますので、そういった部分での支援が必要であろうという事と、南風原町は各小学校区に一つ

ずつ児童館があります。すごく有効な資源ですので、この児童館も夕方 6 時までで、夜の部分の必
要な時間帯や朝の時間帯は空いていますので、そういった部分を元気ルームまではいかなくても、

もう少し軽い支援について、児童館の空いている時間を活用して支援出来るのではないかというこ

とです。不登校気味な子でも児童館だったら行ける場合で午前中の空いている時間、そういったの

を部分を活用できないか検討しているところです。

■教育部長：小中学校の学習支援等がおりますが、通常は学校での学習支援が主になるんですが、

これとは別にボランティアで、夏休みの学習に対する支援等も行っています。

□会 長：次に進めて宜しいでしょうか。それでは、事務局より次の目標２の施策について説明を
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お願いします。

■事務局：資料２の３頁～５頁より、基本目標２の各施策の取り組み状況及び内部評価について説

明。

□会 長：今の説明について、何かご意見等ありますか。

□委 員：４頁の①戦略的企業誘致整備促進事業について、私の前任である野原から昨年に地域未

来投資促進法の説明があったと思うんですが、そういった未来法を使って企業誘致が出来ないかな

と言うことです。全国的に農振地域を除外するとか、そういう事例も出て来ています。県内でもあ

る市町村で農振地域を除外する動きもあります。未来法が全ての法律に優先するわけじゃないです

けど法令に対しての一部配慮規定を使って、ぜひ南風原町でも活用していただきたいと思います。

沖縄県内全体で産業用地が不足しているんですね。特に南風原町は那覇市・空港に近いもんですか

ら、総合戦略でも何かしら検討していただきたいと思います。

□委 員：今、委員からお話がありましたけども、去年も野原委員からその話は聞いて、是非利用

出来ればなという事で考えて土地利用に関しては我々、商工会、商業・産業を営むものは、商売を

する場所がない、土地がないという事が非常に言われていて、逆に南風原からよその地域に引っ越

すというところが出て来ているという事が現状なので、それはくい止めて、逆に南風原の土地を有

効活用する事が必要だなと。施策としては素晴らしい施策なので、ただ施策は 2 ヶ年 3 ヶ年も同じ
施策が続いていてスピード感がないというか、なかなか進まない。これは法律の問題で、なかなか

進まないというのがあるとは思うんだけども、その辺もどうにか相談しながら国と県と相談しなが

ら進めてほしいなという希望です。宜しくお願いします。

■経済建設部長：今、お話がありました地域未来投資促進法について現在、県の方で県全域の基本

計画を策定しており、そういった所の活用も検討して頂きたいなと思っております。併せて現在、

行っております南風原の南インターチェンジの件につきましても農振地域がかなりございまして、

そこも物流関係のものを誘致したいと考えておりまして、この辺は現在のところ組合方式の導入に

よる地区計画等を検討しているところでありますので報告します。

□会 長：今、土地の利用というところで、同じ基本目標の中に農業関係の施策で特産品どうやっ

て打ち出していくか、あるいは６次産業化などありますが、バランスだと思うんですよね、どちら

か一方がという事はないと思うので。農業関係で委員からご意見があればお願いします。

□委 員：南風原町は那覇市に隣接して都市化が進んでいますので、今仰った様に拠点になる地域

であると思います。農業の面で言いますとバランスですね、南風原町は非常に良い場所ですから、

農業する所と人が住む所、会社関係、そこはバランスなので、地の利を生かしてほしいと。農業振

興をするところがどうしても必要なので、場所を決めて計画をもって進めて行けば良いと思います。

□会 長：何をするにしても地の利があるというのは、すごく嬉しい悲鳴だとは思いますけど、バ
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ランス考えて進めていかなければいけないということですね。

□委 員：３頁の②伝統工芸振興事業の絣等の後継者育成で 13名も興味のある方がいらっしゃるん
だなと思っているんですけれど、アクションのところの離職率が高い現状があるということが気に

なっていて、せっかくお金を使って育成を行っているにも関わらず、工房でなかなか続けられない

というのが何故なのかって言うのを、もう一度確認をして頂いて離職に繋がらないように。もしか

したら働く環境なのか分からないですけど、そこもちょっと確認をして歯止めをして頂きたいなと

思いました。

あと、④の食を通じた地場産業の所で、64 日の地域農産物の提供があったという事で農協の皆さ
んからの提供が無いと出来ないとの思いがあって、すごく良いことだなと思っています。このまま

続けて頂けたらなと感謝の気持ちがあります。ありがとうございます。

それとＫＰＩなんですけど、南風原文化センターの来館者数が目標値を上回っていますよね。そ

ういう事であれば目標値の設定の見直しは必要なのかなと思ったんですね。それであぐらをかくの

では無くて目標値の改定をきちっとやって頂いて更なる高みを目指して頂きたいなと思っています

ので是非目標値の見直しをお願いしたいと思います。

□委 員：今の伝統工芸振興事業についてですけど、前回も話したと思うんですけど産業として振

興させるのか、それとも文化として残すのかみたいな議論があったかと思います。需要拡大事業を

行うとありますけども、例えばかすりでも色んな部類があると思うんです。反物を売るのか加工品

を売るのかという事でも売上げとか変わってくると思うんですよ。そういったものもしっかり分析

をして、どこに力を入れていくのか。例えば加工品として売るのであれば、例えば農産物なんかは

地産地消とよく言われますけども、これも前も提案しましたけど、かすりも地産地消できないかな

と。加工品は町民に買ってもらうとか。学校であれば卒業式とか入学とか式服、白いワイシャツに

ブラウス着けますよね。これをかすりを加工したものを購入して着けてもらうとかですね、地産地

消で加工品を拡大できないかなと思うんですよ。どれを需要拡大していくか、もう少し考えながら

細かくやっていくと良いんじゃないかなと思いますので宜しくお願いします。

□会 長：他に何かありますか。今日は、説明を聞いて細かく見て頂いたところで、後日質問もで

きる事でなっていますので、こういう取り組みをなされているという把握、確認して、他に質問等

無ければ次に進みたいと思います。その前に５分程休憩します。

□会 長：それでは、再開いたします。事務局より次の目標３の施策について説明をお願いします。

■事務局：資料２の６頁～８頁より、基本目標３の各施策の取り組み状況及び内部評価について説

明。

□会 長：安全・安心な暮らしをという所で、大変細かい取り組みの状況がありますが、ご意見・

ご確認等はありますでしょうか。すでに北海道の地震の時でもそうですけれども崖崩れなどですね、

南風原町も何か大雨降った時に崖崩れの地域などありますよね、全く他人事、沖縄では災害はない

とか、そう言った常識が通用しない時代になっていますので、そういった所の町内だけではなく町
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外との連携等が必要になってくると思いますけれども、それの主体は自治組織、どのように確保し

ていくか、自治会とかですね南風原町では通り会、商工会初めとする各事業団体等の協力体制をと

っていけるかという事が、何かあった時に大切になると思うんですよね。この件に関してご確認等

ありますか。

□委 員：住まいの確保推進事業というのがでました。本部・喜屋武・照屋地区の市街地を拡大し

たとありますが、今、南風原町は那覇市のベットタウン的な位置づけになると思うんですけど、那

覇市に限らずなんですが、地価がものすごい高騰してバブル期の価格を超えたと言われています。

それに輪を掛けて建築価格が 2 割 3 割、5 ～ 6 年前より高騰しています。一般のサラリーマンが住
宅新築を出来ないような状況なんですね。マンションに向かうんですがマンションも新築時より高

いんじゃないかという中古物件が増えていて、先ほど出ました子育て世代とか雇用促進とか関連し

ていると思うんですが、その辺で南風原町というのは交通の利便性とか考えると非常に有利な地域

にあると思います。そこで、この市街化区域拡大なんですが、どの程度実際に建築が増えた、新築

がされたのか、今後どれだけ見込んでいるのか、更に拡大する地域とか予定があるのかですね、教

えて頂きたいです。恐らくまだまだ南風原町の魅力というのが拡大していくと思いますので、その

辺を教えて頂きたい。

■経済建設部長：平成 29年 6月に市街化区域に拡大された、本部・喜屋武・照屋・宮平なんですけ
ど、これについて、主に本部・喜屋武・照屋は既成市街地、元々、調整区域だったものを既成市街

地という事で市街化区域に編入したと言うことがあります。宮平地区は農振白地地区だったものを

地区計画を導入して市街地に編入したという事でありまして、先ほど建物どれだけ増えたかってい

う事は、そこの集約はしていませんので、わかりませんが、ただ、市街化に編入する事によって何

が変わるかと言いますと、今まで戸建て住宅が主だったものが、共同住宅、アパートとかそういっ

たものが可能性があります。いろんなものにおいて市街化区域は建てられる建物、用途は違って、

そこら辺が今後期待出来るという事ですね。新たな市街化区域の編入について今考えているのが、

南風原南インターチェンジ周辺です。照屋地区・津嘉山地区の農振地域を土地区画整理事業等を導

入しまして企業誘致と住宅地の創設をやっていきたいという事で今、地権者の意向調査など、事業

に向けた説明会をやっている所であります。

かなり地価が高騰している時代ではありますけども、本町におきましては土地がなかなか無いと

いう状況で土地はかなり高騰してる現状としてあります。実際に津嘉山の区画整理区域におきまし

ても保留地を販売しておりますけど、かなりの好調な売れ行きとなっております。

□委 員：南風原支店に来てからの経験なんですけれども、半年ぐらい前に土地を売買して現金を

出しました。売買も終わって、これから建築しますよという建築の申請をしたところ地滑り地区と

いう事で建築許可が下りなかったっていう所があったようです。それで、また今取り消しとか、そ

ういうのやってはいるんですが、こういうところ、もう少し、ここは危険地域ですよという所も前

もって分かれば良いと思います。

□経済建設部長：基本的に、不動産情報の中でそういったものは不動産業者で伝える義務がありま

すね。
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□委 員：不動産も「こっちは大丈夫よ」という所だったみたいなんですけど、後でそういう事が

あったようです。情報として。

■経済建設部長：そういった情報については、行政も問い合わせ等に対応して現に伝えております。

□会 長：大きい窓口構えているところ、なかなか県内でもあまりない。それがあると、これから

の町なんだなと象徴的な感じしますので、ぜひ、行政と情報交換できるようにしていただきたいと

思います。基本目標３のところで、他にありますでしょうか。

□委 員：感想なんですけど、南風原町内みてみるとですね 30 年 40 年前に出来た新しい町、ハイ
ツとかですね、その中を見てみると、当時働き盛りの人達が、だんだん高齢化してですね息子世代

が外に出て行って、ちょっと寂しい感じがしてきてます。一方では新しい住宅の土地が必要ですけ

ど、一方では少し町自体が、町の中一つにあって人口は減少してないのかなというイメージがある

んですけど、どういう状況ですか。

■総務部長：仰る通り、例えば宮平ハイツなどの新しいハイツは比較的平均年齢が若い所なんです

が、仰るところの兼本ハイツですね、何十年前に入って来た、ここが一番の高齢化が進んだ所とな

っています。課題が駐車場がないということです。一軒家で一台だったが、しかしこれからは、一

家で二台・三台駐車場があるんですけど、それが無いために一緒に住めないという事で、お父さん

世代がそのまま残って、非常に高い高齢化率で子どもの数も非常に少ないんですよ。自治会長が頑

張っているのが、夏休みに集会場を開放しようと、兼本ハイツの子ども達に限ったら、誰も来ない

ので対象を広げて活用して様々な工夫をしていますが、やはり今言った地区の兼本ハイツの高齢化、

東新川地区の人口が増えない、神里も。この三箇所は他の地区と違った、南風原町の中でも課題が

ある地区では認識していますが、それだけではなくてどうにかしていきたいなと考えてはいる所で

あります。

□委 員：今のことに関連していうと、南風原町に限った事じゃないのかもしれないですけど、一

方で廃屋、人が住んでいるのか住んでいないのか分からない様な家が点在してきていると。こうい

うのって南風原町はそんなに多くないと思いますが、那覇など都市のど真ん中でトタン屋根で、人

がいるのか、いないのか分からない様なところがあったりすると、なかなか都市計画上好ましくな

い状況というのは起こっておりますが、南風原町ではどうでしょうか。

■総務部長：実際の意見で前回の台風の時にですね、町外に住んでいる方が南風原町で土地を購入

したと。しかし土地に付いている建物は古いので「これは僕は買ってはいないよ」と言っているん

ですけど、「屋根が飛びそうで」という事で連絡を取って対応してもらった実際のケースが 8月にあ
りましたので、ゼロではないですが今後この辺を行政としては注視していきたい。

□委 員：先ほどの防災の関係もそうなんでしょうけど、最近色んな至る所で大規模な災害、多分

来週には、内閣が改造されると思うんですけど、ここで多分政府として暫定予算で、メインが多分、
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防災なんですよ。廃屋とか明らかに人が管理しているのか分からない所。本人というよりも周りが

迷惑じゃないですか。屋根が飛んできてとか、そういうのも地域としてきちっと加えておかないと。

よく墓などの問題があります。墓の主が居るのか居ないのか分からない様な、墓がほぼ使われてい

ない。昔 30 年 40 年前に建てっぱなしにして結構墓なんてのは無届じゃないけど勝手に造ってその
ままっていうのがあったりと、そういう住宅にも似たようなケースがちょこちょこでてきている。

特に大都会なんか結構住宅需要旺盛と言いながら一方で空き家が何百万戸とか何千万戸とか言われ

る様な状況の中でアンバランスな状況。南風原も段々人が増えてくると、新しい人達と昔から住ん

でいる人達、ギャップが出てくると、ちょっと大変かなと。さっきの兼本ハイツもそうなんですけ

ど駐車場一台しかない。そこに二代目、三代目が住むとしたらなかなか。建て替えする時に駐車場

も三台ぐらい増やすようなやり方もきっとあるんでしょうけど。色んな用途の価値観があると思い

ますので、知恵を出して自分の町はこうすべきだみたいなのは当然あると思います。

□委 員：今の話を受けて高齢になると家の事のメンテナンス出来なかったりあるのかな。1 人で
住んでいる方とか夫婦でも、そういう時の何か手助けとかあるのかなとふと疑問に思ったんですけ

どね。

■総務部長：建物自体への補助はないんですが、生活への支援等はあります。

■民生部長：社会福祉協議会の方で、そういった支援という部分で高齢になって、例えば庭の掃除

の片付けができない、草むしりができないとか、ゴミ出しができないとかそういった所は連絡して

社協から人材派遣する事業があります。あと、新しい地域の取り組みなんですが、新川地域が今月

から、地域の買い物弱者、高齢者を支援しようという事で、字が公民館を中心に有志を募って、そ

ういった方々は申込をして、その有志の方々が買い物を一緒に連れて行ったりですね、こういう取

り組みが始まっています。自治会のそういう新しい取り組みも始まっているので、隣の自治会にも

広まっていけばと、我々も一緒に連携してやっていこうという事で、そういうのが始まっています。

□委 員：防災のところなんですけど、企業を絡めた自主防災組織とか、もしくは防災に関する講

座をやる事で、もうちょっと結束力だったり人を集める力だったりとできたらよいと思います。そ

の際には、うちの会社も参加させてほしいと。これは感想として。

■民生部長：組織としての部分ではないんですけれど、協力という形では災害時の要支援者の避難

所として。災害時に医療が必要な方への避難所としての医療機関と協定を結ぶ準備をしています。

また、町内の認可保育園ですね、全て園長から了承を得て、特に幼児抱えている子育て世代の方々

が災害時の避難所として利用してもらえるという協定も近々、了解も得ています。そういった形で

の協力は、体制は出来てきてはいます。

□会 長：何かあった時に、全部行政お願いっていう時代ではない。それぞれの主体を継続して行

けるようにサポートするっていうのが行政の役割なっているのかなと感じます。

基本目標１～３までの各施策の事業評価について説明がありました。次回の第２回審議会におい

て、配付資料３の外部評価シートにより各委員から評価をいただく予定ですのでよろしくお願いし
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ます。また、次回審議会までに確認等ありましたら、質問用紙をお配りしておりますので事務局ま

でお願いします。

それでは、その他について事務局からお願いします。

■事務局：今後のスケジュール等について説明。

□会 長：それでは以上で本日の会議を終了します。おつかれさまでした。


