
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。

本町の予算は、「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」の推進を基本方針に編成をおこなっています。

令和２年度予算は、令和元年度予算に続き年々増大している児童福祉を始め、

高齢者及び障がい者福祉等の社会保障費の増など、後年度においても負担増加

が見込まれ、厳しい財政状況が続きます。そのため、今年度から３年間を計画

期間とする「第三次財政健全化計画」を基に、歳出全般にわたり事業の抜本的な見

直しを図り、予算編成をおこないました。

今後も引き続き、子育て支援・教育の充実を図り、福祉向上、産業振興等、

町民ニーズに応えた事業を実施し、「南風原町に住んで良かった」「南風原町

にずっと住み続けたい」、そう思っていただけるような町づくりに、誠心誠意

取り組んでまいります。

町民の皆様におかれましては、町勢発展のため、何卒ご理解いただきますよ

うお願い申し上げます。

「ハイさいよーさん」は、町民のみなさまに南風原町の予算の内容をわかりやすく

具体的に解説することをモットーに毎年作成しています。町の予算がどのような事業

に使われているのかを知っていただき、町政や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。また、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。

令和２年６月

南風原町長 赤嶺正之



令和２年度 各部方針

■議会事務局長 比嘉 勝治

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・課と緊密な連携、調整を行うと共に、町民の皆さまの貴重なご意見の情報収集や多様なニー

ズの調査など、議会の政策立案、監視機能の強化のため課題等の情報収集や資料の作成に努

め、研修会への積極的な参加を行うなど、様々な議会活動が適切に行われるようサポートしてまい

ります。

開かれた議会の取組については、「町議会の活性化と改革への取り組み」、「公平・公正な議会

づくり」など南風原町議会が、町民の皆さまの要望にどのように取り組んでいるかを議会ホーム

ページや議会だよりを充実させることにより、議会活動の情報のいち早い公開と本会議のライブ中

継・録画の配信行い、町民との意見交換会の開催などを引き続き実施することにより、町民の皆様

と共に「情報の共有」、「町民参画」「協働のまちづくり」をめざし、様々な議会活動が適切に行われ

るよう全力でサポートします。

■総務部長 宮平 暢

令和２年度予算編成は、「第五次南風原町総合計画」に掲げた「ともにつくる黄金南風原の
は え

平和郷」の実現を目指し「まちづくりの目標」と「達成するための柱」に掲げた各施策を推進すること
さ と

を基本方針におこないました。

本町財政の見通しは、令和元年度予算に続き年々増大している児童福祉費を始め、高齢者及

び障がい者福祉等の社会保障費の増加や、後年度において一般財源のさらなる負担増加が見込

まれます。このような中、国民健康保険特別会計の赤字解消による財政調整基金残高の減少によ

り、依然厳しい財政状況であることから、令和２年度予算は、計画の初年度となる第三次財政健全

化計画に基づき、歳出全般にわたり「選択と集中」による事業の抜本的な見直しを図り予算編成を

おこないました。今も、これからも「住みたい、住み続けたい」と思われる魅力あるまちづくりを進めま

す。

現在、世界中で問題となっている、「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策」や「緊急経済対

策」に対応するため補正予算等で計上し各種施策を実施してまります。

■民生部長 知念 功

民生部では、第五次南風原町総合計画を上位計画とし、総合計画における基本構想に即した

地域福祉の推進に関する事項について、具体的な方向性を示す令和元年度から令和５年度を計

画期間とする「第二次南風原町地域福祉推進計画」に基づき、関係機関と連携し地域で支え合い

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進します。

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、前年度

令和２年度 各部方針
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に策定した「第二期南風原町子ども・子育て支援事業計画」に基づく、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。

障がい者（児）・高齢者支援では、「第５次南風原町障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２

期障がい児福祉計画」、「第９次南風原町高齢者保健福祉計画」を策定し、福祉サービスの充実

及び相談支援体制の強化に努めます。

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、ICTの活

用や受診者へのインセンティブ付与による特定健診の受診率向上に努め、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。

■経済建設部長 金城 政光

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、特産物の商品開発や販路拡大を商工会と連携し取り組みます。また、町

内中小企業の経営基盤の強化が図られるよう支援を強化し、さらに、本町への新たな企業立地の

促進・支援を強化し雇用の拡大を図ります。

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の「快適で文化的に暮

らせるまちづくり」として第五次南風原町総合計画の土地利用構想等と整合を図る都市マスタープ

ランの見直しに取り組み、黄金森公園、津嘉山公園の整備、津嘉山北土地区画整理事業並びに

街路事業と連携した汚水の整備と照屋地区の雨水整備を進めます。「利便性のよい魅力あるまち

づくり」として大名地内の町道１０号線、津嘉山地内の町道７３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に取り組みます。また、照屋地内の町道６８号線は、整備に向けた設計

業務に取り組みます。
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■教育部長 金城 郡浩

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。令和元年度に行われた、幼稚園、小

学校、中学校の全普通教室への空調機器の整備事業による快適な教育環境を活かし、これまで

取組んできた児童・生徒の基礎学力の定着と併せて新たに読解力の改善に取組み「確かな学力」

向上の推進を図ってまいります。また、文部科学省の提唱する「ＧＩＧＡスクール構想」の実現に向

け、町内小中学校の全普通教室にＩＣＴ環境の整備を行い「創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現」

に向けた整備を進めてまいります。また、前年度に引続き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、引きつづき南風原大学を開校しま

す。
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令和２年度 町の予算規模について

本町の令和２年度当初予算は、令和元年１０月から令和２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（公営企業会計除く）の予算総額は１８６億６，１２６

万円で、令和元年度と比較して６億３，３７１万円の増となっています。

一般会計の主な増減理由を説明しますと、まず、収入面では町債において、地方債の発行

を抑えたことによる減はあるものの、町税については、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１億４８５万円の増となっております。

支出面では、町道１０号線道路改良事業及び津嘉山中央線街路事業などの普通建設事業

費の減はあるものの、法人保育園運営費補助、小・中学校の教科書改訂にかかる経費などに

より増となっております。

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

令和２年度と令和元年度の各会計の予算規模一覧表

令和２年度 令和元年度 増減額
対前年度

増減率（%）

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） C÷Ｂ

1,370,600 1,313,036 57,564 4.4

410,622 405,497 5,125 1.3

53,473 54,448 △ 975 △ 1.8

31,431 29,774 1,657 5.6

－ 68,839 皆減 皆減

－ 2,285 皆減 皆減

1,866,126 1,873,879 63,371 3.4

※下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は
　令和２年度より下水道事業会計（公営企業会計）へ移行しました。

（単位：万円）

一般会計

国民健康保険
特別会計

土地区画整理
事業特別会計

後期高齢者医療
特別会計

下水道事業
特別会計

農業集落排水事業
特別会計

合計

会　計　別

令和２年度 令和元年度 増減額
対前年度増

減率（%）
Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ÷Ｂ

事業費 53,908 － 皆増 皆増

減価償却等 30,303 － 皆増 皆増

合計 84,211 － 皆増 皆増

（単位：万円）

公営企業会計

下水道事業会計

令和２年度 町の予算規模
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令和２年度 町の予算規模

令和２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

ちむぐくるでとも
につくる福祉と
健康のまち

【新規】
幼児教育・保育無償化
事業

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、
子育てや教育にかかる利用負担の軽減を図る少子化対策
の観点などから、３歳児クラスから５歳児クラスの子ども及び
市町村民税非課税世帯の０歳児クラスから２歳児クラスの子
どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

77

工夫と連携で
産業が躍動す
るまち

【新規】
沖縄県特定地域経営
対策事業

自然災害及び病害虫等の影響を受けにくい生産環境を整
備するため、野菜温室の施設を導入する農家へ施設導入費
用の一部を補助します。

98

【新規】
フクギ並木擁壁整備事
業

町道４号線沿いの町立宮平保育所に隣接している琉球王朝
時代に番所跡に設置されているフクギ並木（全長約４０ｍ）の
植樹帯を整備することで、琉球王朝時代から現代史へ続く、
歴史の変遷を継承し、フクギ並木か醸し出す景観の維持や
安全な環境を作り出す事目的とする事業です。

120

【新規】
津嘉山地区・照屋地区
発掘調査事業

現在、津嘉山地区・照屋地区では区画整理の計画がありま
す。この計画地一帯には、これまでの町の調査により埋蔵文
化財（遺跡）が確認されています。
　そこで、いつの時代の遺跡が、どの範囲に分布しているの
か、どの程度残っているのか、詳細を確認するための試掘調
査を実施します。

120

事　　業　　名　　称

みどりとまちが
調和した安全・
安心のまち
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「南風原町第五次総合計画」にもとづいた令和２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 202 議会事務局 9

広報・広聴事業 691 総務課 10

町善行・功労賞事業 48 総務課 11

区長（自治会長）事務委託事業 4,427 総務課 11

（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 1,831 学校教育課 13

子ども平和学習交流事業 112 生涯学習文化課 14

国際交流事業（育英会） 467 生涯学習文化課 16

放課後子ども教室推進事業 264 生涯学習文化課 17

地域学校協働活動推進事業 638 生涯学習文化課 17

はえばる大学運営事業 10 生涯学習文化課 18

陸軍病院壕公開活用事業 308 生涯学習文化課 18

公民館活動の充実事業 3,327 生涯学習文化課 20

公民館講座事業 100 生涯学習文化課 20

学校給食用材料に係る経費 27,791 教育総務課 22

調理場施設維持管理事業 1,805 教育総務課 22

就学奨励事業 10,368 学校教育課 23

幼稚園就園援助事業 135 学校教育課 24

幼稚園にかかる経費（各幼稚園経費除く） 9,920 学校教育課 24

各幼稚園にかかる経費 1,423 学校教育課 25

英会話教育の充実 2,056 学校教育課 25

学校教育事業 2,478 学校教育課 26

特別支援教育支援員（ヘルパー）配置事業 7,833 学校教育課 26

（単位：万円）

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

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

きらきらと輝く人
が育つまち

事業別予算一覧



- 4 -

事業別予算一覧

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

スクール・サポート・スタッフ配置事業 1,113 学校教育課 27

学校ＩＣＴ推進事業 1,281 学校教育課 27

小学校（学校管理費・教育振興費） 8,702 学校教育課 28

中学校（学校管理費・教育振興費） 4,977 学校教育課 28

学習支援員等配置事業 2,716 学校教育課 29

幼稚園体育活動充実事業 174 教育総務課 29

（単位：万円）

事業名称

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

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

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 10,463 こども課 30

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） 410,622 国保年金課 32

高齢者医療対策費 32,716 国保年金課 39

婦人がん検診事業 1,181 国保年金課 39

住民健診（健康診査）事業 2,578 国保年金課 40

後期高齢者医療事業(後期高齢者医療特別会計) 31,431 国保年金課 42

介護予防事業 3,742 保健福祉課 43

認知症施策推進事業 291 保健福祉課 46

介護保険運営事業 36,854 保健福祉課 46

新生児妊産婦訪問指導事業 140 国保年金課 49

未熟児養育医療事業 450 国保年金課 50

１歳６か月児健康診査事業 203 国保年金課 50

３歳児健康診査事業 328 国保年金課 50

妊婦一般健康診査事業 5,221 国保年金課 51

乳児一般健康診査事業 763 国保年金課 52

長寿県復活　食の応援事業 495 国保年金課 52

予防接種事業 17,237 国保年金課 53

ちむぐくるでとも
につくる福祉と
健康のまち

事業名称

健康づくりの推
進

（単位：万円）
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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

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

宮平保育所運営事業 4,066 こども課 56

認可保育園事業・補助（保育所運営費） 210,864 こども課 57

延長保育促進事業 2,734 こども課 59

障がい児保育事業（町単独事業） 2,208 こども課 59

一時保育事業 1,043 こども課 60

認可保育園事業・町単独事業 910 こども課 61

地域型保育事業・補助 20,862 こども課 62

保育対策総合支援事業 4,852 こども課 63

待機児童対策特別事業 422 こども課 64

保育所等整備交付金事業 20,432 こども課 64

利用者支援事業 210 こども課 65

認可外保育園事業・町単独事業 394 こども課 65

認可外保育園事業・補助事業 900 こども課 66

ひとり親家庭認可外利用料補助事業 166 こども課 66

母子父子家庭医療費助成事業 1,330 こども課 67

こども医療費助成事業 24,183 こども課 68

子供の貧困緊急対策事業 3,535 こども課 69

病児保育事業 847 こども課 69

児童館運営事業・単独 2,540 こども課 70

学童保育事業・補助 23,498 こども課 71

放課後児童の居場所づくり支援事業 1,063 こども課 73

ファミリーサポートセンター事業 489 こども課 73

地域子育て支援拠点事業 1,973 こども課 74

児童手当事業 96,370 こども課 75

認定こども園事業・補助 7,382 こども課 76

正規雇用化促進事業 454 こども課 77

新規 幼児教育・保育無償化事業 8,641 こども課 77

ちむぐくるでとも
につくる福祉と
健康のまち

（単位：万円）

事業名称

子ども・子育て支
援の充実
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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

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

農業委員会運営事業 1,221 産業振興課 97

新規就農一貫支援事業 800 産業振興課 98

新規 沖縄県特定地域経営対策事業 11,109 産業振興課 98

地力増強対策事業 300 産業振興課 99

多面的機能支払交付金 136 まちづくり振興課 99

住宅リフォーム支援事業 200 まちづくり振興課 101

商工会の育成強化 1,680 産業振興課 101

商品開発・技術力強化事業 1,499 産業振興課 102

観光事業 2,806 産業振興課 104

観光ＰＲ促進事業 392 産業振興課 105

黄金森公園スポーツ施設活性化事業 1,000 教育総務課 105

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 2,413 産業振興課 107

事業名称

工夫と連携で産
業が躍動するま
ち

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

地域の連携で創
る観光の振興

（単位：万円）

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 3,330 保健福祉課 79

生活支援体制整備事業 716 保健福祉課 80

家族介護支援事業 698 保健福祉課 81

在宅医療・介護連携推進事業 191 保健福祉課 83

高齢者地域支援体制整備・評価事業 485 保健福祉課 84

重度心身障がい者（児）医療費助成事業 5,848 保健福祉課 86

自立支援医療費事業 7,438 保健福祉課 87

市町村地域生活支援事業 4,888 保健福祉課 89

介護給付・訓練等給付事業 110,025 保健福祉課 92

敬老会事業 109 保健福祉課 96

高齢者慶祝記念品支給事業 315 保健福祉課 96

ちむぐくるでとも
につくる福祉と
健康のまち

（単位：万円）

事業名称

障がい者（児）・
高齢者支援の充
実

事業別予算一覧
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Ⅴ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

Ⅵ 環境と共生する美しく住みよいまち

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 47,731 総務課 109

防災体制強化事業 475 総務課 110

不発弾処理促進事業 390 総務課 111

災害時等避難施設改修事業 125 総務課 111

津嘉山公園整備事業 4,002 都市整備課 112

都市公園管理事業 994 まちづくり振興課都市整備課 113

下水道事業（公営企業会計） 53,908 区画下水道課 114

新規 フクギ並木擁壁整備事業 1,130 こども課 120

新規 津嘉山地区・照屋地区発掘調査事業 856 生涯学習文化課 120

道路維持事業 969 まちづくり振興課 121

都市計画振興事業 1,892 まちづくり振興課 121

町道７３号線道路改良事業 3,826 都市整備課 123

津嘉山中央線街路事業 1,631 都市整備課 124

津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） 53,473 区画下水道課 125

事業名称

みどりとまちが調
和した安全・安
心のまち

安全・安心に暮
らせるまちづくり

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

（単位：万円）

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 139
住民環境課
区画下水道課 129

公害対策事業 126 住民環境課 133

指定ごみ袋還元基金事業 436 住民環境課 134

ごみ減量促進事業 1,337 住民環境課 135

ごみ処理対策事業 23,856 住民環境課 137

し尿処理事業 3,116 住民環境課 138

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

（単位：千円）

事業別予算一覧
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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

議会運営事業 8,714 議会事務局 139

企画事務事業 2,555 企画財政課 141

電子計算事務事業 4,647 企画財政課 142

基幹系事務事業（番号制度関係等） 7,529 企画財政課 142

ふるさと納税推進事業 12,000 企画財政課 143

住基・印鑑登録旅券事務事業 3,582 住民環境課 144

町県民税に係る経費 1,393 税務課 147

固定資産税に係る経費 1,783 税務課 147

賦課徴収事業 1,973 税務課 149

（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

事業別予算一覧


