
Ⅴ みどりとまちが調和した
安心・安全のまち
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交通安全推進事業
（担当：総務部 総務課 課長：金城宏伸）

○交通安全推進事業 ７６万円

１．与那原地区交通安全協会負担金 ２６万円

与那原警察署管内１市２町（南風原町、与那原町、

南城市）で負担金を出し合い、「与那原地 区交通安

全協会」を作っています。協会では、警察署と協力し

て、１市２町の小学校や幼稚園に 交通安全の紙芝

居や絵本を配付するなどの交通安全指導を行ってい

ます。また、高齢者対象 の交通安全講習会も開催

し、交通安全用品の反射板磁気ブレスレットの配付も

行っています。

▲津嘉山小学校の交通安全教室の様子

（与那原警察署、交通安全推進協議会、交通安全母の会、保護者が一体となり町内の幼稚園・小学校の

新入学児童の交通安全教育に力を入れています。）

２．町交通安全推進協議会補助金 ３４万円

「南風原町交通安全推進協議会」では、交通安全を呼びかける街頭啓蒙活動や交通安全普

及活動を行っています。

主な活動内容

・町長はじめ、副町長・教育長・政策調整監・各部

長による毎月１日の朝の交通安全街頭指導

（兼城交差点・津嘉山交差点）

・町内４小学校へランドセルカバー配付など

（新入学児童：４２１人）

・交通安全推進ももたろう旗の各字等への配付

３．町交通安全母の会補助金 １４万円

「町交通安全母の会」は南風原町女性連合会の

皆さんが会員となり、活動しています。「秋の交通

安全ミルミル大作戦」ではヤクルトレディーのみな

さんと与那覇交差点で信号待ちのドライバーへヤ

クルトの製品「ミルミル」やチラシを配付しながら交通

安全の呼びかけを行うなど、交通安全活動に取り

組んでいます。

４．与那原地区交通安全運転管理者会費負担金等 ２万円

安心・安全に暮らせるまちづくり
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消防力の整備強化
（担当：総務部 総務課課長：金城宏伸）

○消防力の整備強化 ３億７，８８７万円

東部消防組合は、昭和５１年４月に与那原町、佐敷村、南風原村の１町２村で発足しました。そ

の後、昭和５２年３月には西原村が加入し、現在では南風原町、与那原町、西原町の３町（旧佐敷

町は平成21年4月1日付けで脱退）でお金を出し合い運営しています。

主な経費

東部消防組合負担金 ３億７，８８７万円

？東部消防組合について教えて！

平成２１年度の東部消防組合の予算額は、収入・支出ともに１１億２，２４８万円です。収入は３町

がそれぞれ支出した負担金と国庫補助金などで構成され、収入の９２．５％、金額にして１０億３，７

９６万円は３町からの負担金となっています。負担金の負担割合は地方交付税の算定の基礎とな

っている基準財政需要額を基に計算しており、南風原町３６．５％、与那原町１９．１％、西原町４

４．４％となっています。

また支出の９０．５％が東部消防組合の人件費に充てられ

ています。その他の主な経費は消防車や救急車、機器類の

保守点検料となっています。

東部消防組合は、３町民の生命と財産を災害（火事や交

通事故）などから守り、より安全で、安心して住めるまちづくり

を進めています。また、３町で一つの東部消防組合消防団を

設置し、団員６０名で各種災害に備えています。

　出初め式
で、日頃の
成果を披露
する東部消
防署のみな
さん。

　東 部 消 防 組 合 本 部

所在地：〒901-1103

　　　　　南風原町字与那覇２２６番地

　　　　　TEL： 098-946-9990（代表）

　　　　　FAX： 098-889-7601

　南 風 原 出 張 所

所在地：〒901-1117

　　　　　南風原町字津嘉山９３９番地

　　　　　TEL： 098-889-5174

　　　　　FAX： 098-889-5174

安心・安全に暮らせるまちづくり
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安心・安全に暮らせるまちづくり

防災体制強化事業
（担当：総務部 総務課 課長：金城宏伸）

○防災体制強化事業 ２４４万円

１．沖縄県防災情報システム市町村負担金 ２２万円

沖縄県と県内市町村・消防を結び、気象情報の伝達と、災害情報の収集・共有を行うシステ

ムです。ＦＡＸ受信のように遅れがなく注意報・警報や地震・津波情報を敏速に受信し、それらの

情報を最大限に利用して防災体制を強化します。

２．沖縄県総合行政情報通信ネットワーク市町村負担金 １６９万円

沖縄県と県内市町村とを専用のケーブル線で結び、お互いの仕事の効率化と災害に強いネット

ワークの構築を目指します。対象となるコンピュータネットワークシステムは住基ネット、介護ネッ

ト、国保ネット、ＬＧＷＡＮ、防災情報などです。

３．防災に係る経費など ５３万円

大規模な災害が起こった時の事を想定して、避難場所や食糧確保、医療機関との連携など、

総合的な計画を整備しなければなりません。

大規模地震などによる各種災害の発生を想定し、各防災関係機関相互の機密な連携、協力

の下に実践的な防災訓練を行います。連絡・協調体制を確立し、迅速で的確な応急活動を実

施するとともに、町民に広く、防災思想の普及・啓発を図ることを目的としています。平成１８年度

はジャスコ南風原店で地域住民の皆さんも参加しての防災訓練を実施しました。

▼消火訓練をする町民の皆さん）

平成１９年３月２９日にジャスコ南風原店駐車場内で行われた防災訓練には、与那覇区、宮城

区、大名区、新川区、東新川自治会、北丘ハイツ自治会の皆さんを始め、町赤十字奉仕団、与那

原警察署、沖縄県、東部消防本部（消防団、防火婦人クラブ、幼年消防クラブ）、南部水道企業

団、琉球ジャスコ㈱など多くの団体・機関の皆さんが参加・協力して行われました。

この防災訓練では、消火訓練の他にも、避難誘導訓練、炊き出し訓練、住民による救助訓練、

衝突車輌救助訓練、梯子車からの救助訓練、傷病者選別訓練など総合的に行われました。

防災訓練のようす（場所：ジャスコ南風原店駐車場）
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防犯対策事業
（担当：総務部 総務課 課長：金城宏伸）

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：赤嶺一男）

○防犯対策事業 ３０９万円

１．与那原地区防犯協会負担金 ５２万円

与那原警察署管内1市２町（南風原町、与那原町、南城市）で組織され与那原警察署内に与那

原地区防犯協会の事務局を設置しています。１市２町の夜間街頭指導の参加、防犯講演会等を

開催しています。また、市町には車用防犯マグネットの配付、スー

パー内での防犯対策のパンフレットの配付を行ったり様々な活動

を実施しています。

近年、地域の自主防犯組織の育成につとめており、南風原町

では５団体（与那覇・宮城・新川・宮平・老人クラブ連合会）が組織

されています。

２．与那原地区少年補導員協議会補助金 ９万円

与那原警察署管内１市２町村でお金を出し合い、「与那原地区少年補導員協議会」を作ってい

ます。協議会では、１市２町の不登校対策会議の出席や夜間街頭指導を行い、防犯協会と連携を

取りながら活動を進めています。

３．沖縄被害者支援ゆいセンター補助金 ２万円

県内での被害者からの電話相談、面接相談を実施し、被害者の法廷や警察への付き添いなど

心のケア活動等の支援を行っています。

４．防犯消耗品 ８万円

近年、全国各地で不審者による児童生徒の拉致や拉致未遂など凶悪犯罪が多発しています。

南風原町でも数年前に拉致未遂事件が発生したこともあり、防犯パトロールを行う地域や企業など

が増えているのが現状です。町では、防犯パトロールを実施している団体などを支援しようと、パト

ロール時に着用するベスト等を購入し、関係団体に配付します。蛍光色

のベストを着用しパトロール中であることをアピールすることが、窃盗犯

などに対する抑止力となります。

防犯ベストを着用し、ボランティア活動を行う町民 →
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安心・安全に暮らせるまちづくり

５．地域見守りパトロール特別補助金 ３１万円

南風原町老人クラブ連合会は、子どもたちの登下校時

の安全を守る地域見守りパトロールを行っており、のべ１６

９名の方が活動しています。その活動に対して、地域見守

りパトール特別補助金を支出しています。

←地域見守りパトロール報告会

６．自治会防犯灯の設置修繕費補助金 １６０万円

南風原町民の夜間の治安維持を計り、すべての町民が安心して生活ができ、「犯罪のない明る

い社会」をつくるため、防犯灯の設置や修繕を各自治会と協力して行っています。この補助につい

てはまちづくり振興課が担当しています。

７．役場管理防犯灯事業 ４７万円

集落の間の通学路で、今後住宅がたくさん建つと予想される場所に限り、町が防犯灯を設置し

維持管理を行いっています。これら防犯灯の設置及び維持管理はまちづくり振興課が担当してい

ます。

主な経費 町が管理している防犯灯の修繕料、電気料など ４７万円

▲南星中学校から津嘉山集落への集落間防犯灯
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不発弾処理促進事業
（担当：総務部 総務課 課長：金城宏伸）

○不発弾処理促進事業 ７８万円

町では、戦後６０年余経過した現在でも多くの不発弾が発見されており、平成２０年度には、５件

の不発弾現地処理があり防護壁を使用しての処理を行いました。この防護壁を使用する事により

処理時の避難半径を半減させ（例：２３０ｍ→１０６ｍ）

安全で迅速な処理を行うことができます。また１回の防

護壁の構築・撤去等で約３２万円の経費が係ります。

主な経費

防護壁構築委託 ６４万円

機械使用料 １４万円

▲土にうもっている不発弾

▼不発弾（５インチ艦砲弾）

▲防護壁の内部（深さ６ｍ、直径３メートル）

南風原町内の不発弾発見届出数及び現地処理件数（H16年度～H20年度）

※発見届出件数には、機関銃・小銃の銃弾等も含まれています。
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黄金森公園運営費
（担当：教育部 教育総務課 課長：島袋義規）

○黄金森公園運営費 １，００８万円

黄金森陸上競技場、野球場では、町民が安全で快適にスポ－ツを楽しめるように嘱託員を（昼

間１名・夜間２名・清掃員）配置して施設の管理運営を行っています。また、ウォーキングコースを

多くの町民に利用してもらおうと、午前６時頃から開門しています。是非、ご利用ください。

主な経費

管理嘱託員報酬 ３４６万円

光熱水費 ４５８万円

保安警備委託料など １２０万円

消耗品（トイレットペーパー、清掃用具代など） ８４万円

←黄金森公園野球場

黄金森陸上競技場 →

◆黄金森陸上競技場、野球場、パ－クゴルフ場をご利用になりたい方は下記までお問い合

わせください。

黄金森公園管理事務所 ８８９－０５０２

教育部 教育総務課 ８８９－２６２０

☆黄金森陸上競技場、野球場 （年末年始の１２月２９日～１月３日までは閉休日です）

開場・閉場時間 … 午前６時 ～ 午後１０時まで

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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本部地区下水排水路整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○本部地区下水排水路整備事業 ５０１万円

この事業は、国（厚生労働省）の５０％の補助を受けて、集落内排水路の整備を行う事業です。

今年度は、本部・津嘉山地区の２地区の整備を行います。

本部地区は、工事延長１３０ｍ（７７番地から８１番地）の下水排水路整備を行い、快適な住環境

の向上を図ります。

平成２１年度事業概要

工 事 区 間：本部７７番地から８１番

先までの１３０ｍ

実施予定時期：８月～１０月

▲今年度の本部地区工事区間

津嘉山地区下水排水路整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○津嘉山地区下水排水路整備事業 ５０１万円

この事業は、国（厚生労働省）の５０％の補助を受けて、集落内排水路の整備を行う事業です。

今年度は、本部・津嘉山地区の２地区の整備を行います。

津嘉山地区は、工事延長１３０ｍ（６１４番地前及び２１２番地前等）の下水排水路整備を行い、

快適な住環境の向上を図ります。

平成２１年度事業概要

工 事 区 間：津嘉山６１４番地前及び

２１２番地前等の１３０ｍ

実施予定時期：８月～１０月

▲今年度の津嘉山地区工事区間

至兼城交差点
兼本ﾊｲﾂ

町道２９号
線

工事区域 南風原町役場 南風原小学校
県営第一団地

本部公園 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場

本部公民館

　　　　大城織物工場

町道２９号
線

県
道
８
２
号
線

　　　　　至大里村
照屋

至山川

県
道
８
２
号
線

町
道
８
２
号
線 町道１８５号線

町
道
８
２
号
線

工事区間
仲志毛

至津嘉山交差点

津嘉山
自動車 　　　　JA津嘉山
学校

県道１２８号線
至照屋交差点

工事区間 津嘉山公民館

津嘉山小学校
津嘉山幼稚園

町
道
８
号
線

町道１８５号線

町
道
８
２
号
線

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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平成２１年度本部地区及び津嘉山地区下水排水路整備事業費の内訳

事業費 １，００２万円（津嘉山５０１万円・本部５０１万円）

国庫補助対象事業費 １，０００万円（津嘉山５００万円・本部５００万円）

(国庫補助対象事業収入内訳)

国の補助額（５０％） ５００万円

町債(町の借金) ３７０万円

一般財源 １３０万円

（国庫補助対象事業支出内訳）

分筆測量委託料 １００万円

工事費 ９００万円

平成２１年度実施箇所の現在の様子

▲津嘉山地区 ▲本部地区

地方改善施設整備事業　収入

（津嘉山・本部）

町の負担

130万円

13%

国の補助

金

500万円

50%

町債（町

の借金）

370万円

37%

地方改善施設整備事業　支出

（津嘉山・本部）

工事費

900万円

90%

委託料

100万円

10%

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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黄金森公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○黄金森公園整備事業 ３億８，０９５万円

黄金森公園は住民の憩いの場、コミニュティー形成の場、また、スポーツや文化活動の拠点とな

る公園で、陸上競技場・軟式野球場の整備を終えたところです。今後は文化施設の配置並びに公

園内の遊歩道等の整備を行います。

黄金森公園整備事業は、国の補助を受け事業を行います。

国庫補助対象事業費 ３億８，０００万円

国庫補助事業費負担内訳（収入）

国の補助（１／２） １億９，０００万円

町債（町の借金） １億７，１００万円

一般財源 １，９００万円

本年度は、防災保健福祉センターの駐車場及び屋上を利用してテニスコートの整備と、陸上競

技場の裏手にある展望台から文化センターへの園路、地域交流センター予定地の造成工事、並

びに工事予定箇所の調査設計、用地補償が主な内容です。

国庫補助事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ２億１，１６６万円

調査設計委託費 ２５０万円

用地費･補償費 １億５，８６４万円

事務費 ７２０万円

黄金森公園工事計画図

▲整備された黄金森公園内の駐車場

黄金森公園　収入

町債（町

の借金）

17,100万

円  45%

国の補助

金

19,000万

円 50%

一般財源

1,900万

円  5%

黄金森公園　支出
事務費

720万円

2%

用地・補

償費

15,864

万円

42%

委託費

250万円

1%

工事費

21,166

万円

55%

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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花・水・緑の大回廊公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○花・水・緑の大回廊公園整備事業 ３，００３万円

本公園は、那覇空港自動車道の高架下に町民の憩いの場としてレクレーション施設や遊歩道を

作り、植栽により緑化を行います。

整備箇所は、国道３２９号線近くにある南風原北インターチェンジ付近から、南風原南インターチ

ェンジ付近までの２．５Ｋｍの区間で、面積は５．５ｈａとなっています。本年度は、園路及び芝広場

の整備工事を行う予定です。

花・水・緑の大回廊公園整備事業は、国の補助を受け事業を行います。

国庫補助対象事業費 ３，０００万円

国庫補助対象事業費負担内訳（収入）

国の補助（１／２） １，５００万円

町債（町の借金） １，３５０万円

一般財源 １５０万円

国庫補助対象事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ２，４５５万円

調査委託費 ３５０万円

事務費 １９５万円

花･水･緑の大回廊公園工事計画図

▲パークゴルフ場のトイレ、駐車場として

整備した花・水・緑の大回廊公園

花水緑の大回廊公園　収入

国の補

助金

1,500

万円

50%

町債

（町の

借金

1,350

万円

45%

一般財

源, 150

万円

5%

花水緑の大回廊公園　支出

事務費

195万

円 7%

委託費

350万

円 12%

工事費

2,455

万円

81%

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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本部公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○本部公園整備事業 １億３万円

現在利用されている本部公園の区域拡張を行い、駐車場や芝広場等の整備により施設の拡充

を図り、近隣住民の憩える公園として整備を行います。

本年度は、多目的広場の整備と駐車場予定地の造成工事、用地補償を行う予定です。

本部公園整備事業は、国の補助を受け事業を行います。

国庫補助対象事業費 １億円

国庫補助対象事業費負担内訳（収入）

国の補助（１／２） ５，０００万円

町債（町の借金） ４，５００万円

町の負担 ５００万円

国庫補助対象事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ２，０８７万円

用地・補償費 ７，６１３万円

事務費 ３００万円

本部公園工事計画図

▲平成２１年度整備予定の多目的広場

本部公園　収入

町債

（町の

借金）

4,500万

円  45%

国の補

助金

5,000万

円 50%

一般財

源 500

万円 5%

本部公園　支出

用地・補

償費

7,613万

円 76%

工事費

 2,087

万円

21%

事務費

300万

円 3%
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津嘉山公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○津嘉山公園整備事業 １億円

津嘉山公園は、現在整備中の国道５０７号パイパス沿道に接しており、イベントの可能な多目的

広場や斜面地を利用した野外ステージを整備し、津嘉山北土地区画整理事業による良好な市街

地整備と併行して都市公園の整備を行います。

津嘉山公園整備事業は、国の補助を受け事業を行います。

国庫補助対象事業費 １億円

国庫補助対象事業費負担内訳（収入）

国の補助（１／２） ５，０００万円

町債（町の借金） ４，５００万円

町の負担 ５００万円

国庫補助対象事業費の内訳（支出）

公共施設管理者負担金 １億円

◆◆ チェックポイント ◆◆

公共施設管理者負担金とは、公共施設の整備費用を

施設管理者で負担する制度です。津嘉山公園の場合、

津嘉山北土地区画整理事業対象地域の土地所有者の

皆様から、少しずつ土地を提供（減歩）してもらい公園用

地を捻出するため、公園管理者である町が、その公園を

を整備する為に必要な用地相当分を負担し、その負担

金で区画整理事業の物件補償や造成工事等を実施す

ることで、両事業の円滑な推進を図るものです。 ▲津嘉山公園整備予定地

▲津嘉山公園整備計画図

津嘉山公園　収入

町債

（町の

借金）

4,500

万円

45%

国の補

助金

5,000万

円 50%

一般財

源 500

万円 5%
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都市公園管理事業

（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○都市公園管理事業 １，１６１万円

黄金森公園、本部公園、宮城公園、神里ふれあい公園、花・水・緑の大回廊公園の維持管理を

行う費用です。公園利用者が支払う使用料は平成２１年度は２４６万円を見込んでいて、この収入

は公園の維持管理に使われます。

主な経費

需用費（消耗品費・修繕料など） ３００万円

・各公園のトイレットペーパー、草刈の際の機械燃料代、照明の電気料や水道料金、各

公園の遊具や施設の修繕費など。

委託費 ３４３万円

・各公園のゴミ収集、トイレなどの汚水処理、夜間の警備、花・水・緑の大回廊公園の

実施設計を専門の業者に委託します。

負担金 ６万円

・公園事業を行う上で必要な各協会への負担金です。

賃借料 ８７万円

・本部公園の駐車場部分の土地の賃借料等です。

備品費 １９０万円

・防災福祉センター内テニスコートの審判台、ネット等の購入代金です。

その他の経費 ２３５万円

・各公園の施設の維持を行うための重機使用や原材料の購入、黄金森公園メインスタン

ドクラック補修工事等に係る費用となっています。

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水道事業（下水道事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○下水道事業（下水道事業特別会計） ３億円

下水道は、国の補助を受けて整備を行ない、地球の自然環境も含め、町民の

皆さんの生活環境を良くするための公共の財産です。南風原町で行っている下

水道事業は、下水道に接続された皆さまの家庭や、事業所等から排出されるさ

まざまな汚水（水洗トイレ、台所、浴室、洗濯水など）を、まとめて最終処理場（那

覇浄化センター）で浄化処理し、きれいな水にしてから海に放流する（一部再利

用）未普及解消下水道事業（汚水）と、雨水を速やかに排除し、浸水問題を解消

する浸水対策下水道事業（雨水）があります。

なお、下水道事業特別会計のなかの汚水処理費は、下水道を使用している

方が納める下水道使用料で運営することとなっており、使用者から下水道料金

を徴収しています。

１．下水道事業費（３億円）の内訳

・未普及解消下水道事業（汚水）、浸水対策下水道事業（雨水）

総事業費 国庫補助金 町債（町の借金）

３億円 １億８，０００万円 １億２，０００万円

２．平成２１年度の事業内容

①雨水・汚水管布設工事 ２億５，０５３万円

雨水排水路工事は津嘉山土地区画整理区域内の整備を行います。

また、与那覇、新川、山川、津嘉山地内での汚水管布設工事を行う予定です。

工事延長（雨水） ： １８０ｍ 工事延長（汚水） ： １，７４０ｍ

工 事 期 間 ： 平成２１年６月～平成２２年３月

②汚水管調査設計委託 １，９９５万円

平成２２年度以降に下水道工事をする予定カ所の調査測量設計を行います。

予 定 場 所 ： 喜屋武、本部、照屋地内

業 務 期 間 ： 平成２１年７月～平成２２年３月

③雨水管調査設計委託 ９４５万円

津嘉山土地区画整理区域内の平成２２年度以降に

雨水整備工事を実施する為の事前調査測量設計業務を行います。

予 定 場 所 ： 津嘉山地内

業 務 期 間 ： 平成２１年７月～平成２２年３月

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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④磁気探査業務委託料 ２９４万円

汚水管や雨水管等を地中に、埋設する時の工事の際に、地中に不発弾が有るか無いか

の調査をするための委託費です。

予定場所：与那覇、新川、津嘉山・山川地内 業務期間：平成２１年７月～平成２２年３月

⑤補償費 ３０７万円

下水道管を布設するカ所に、上水道管や電線などが埋設されていると、下水道工事に支

障をきたします。そのために、その占用物件を移転する必要がありますので、その移転に要す

る補償の費用です。

⑥事務費 １，４０６万円

事務費は、下水道事業を運営していく上で必要となる経費で、人件費や消耗品等の費用

です。

▲平成２１年度下水道工事場所（与那覇・新川地内）（汚水）

▲平成２１年度下水道工事場所（津嘉山・山川地内）（雨水・汚水）

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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下水道維持管理事業（下水道事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○下水道維持管理事業（下水道事業特別会計） ６８０万円

１．下水道維持管理補修工事 １５０万円

既設の下水道施設の破損、周辺道路の陥没等に伴う補修工事に要する費用及び国道、

県道の道路改築に伴う、下水道施設占用物件の移設等に係る費用です。

２．維持修繕委託料 ８０万円

本町が、国道、県道の道路改築に伴う下水道施設占用物件を移設するための設計委託料

です。

３．下水道台帳整備委託料 ２００万円

下水道法で義務づけされている下水道台帳の整備に係る費用です。

４．水質、水量及び管内調査、清掃委託料 ２５０万円

流域下水道との接続地点での水質、水量調査や除外施設設置者（飲食店など油を取り除

くための施設を設けている）から排出される汚水の水質調査並びに下水道管の詰まり等の清

掃やテレビカメラ等により、管内を確認をするための調査費用です。

下水道普及運営事業（下水道事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○下水道普及運営事業（下水道事業特別会計） ３８７万円

下水道へ接続する家庭や事業所が増えるよう普及促進を図り、下水道特別会計を効果的・効率

的に運営していくために係る費用です。

１．水洗便所改造等貸付金 １５０万円

下水道が整備されると、その地域の町民のみなさんは、自宅から下水道管へ接続する義務

があります。その接続の費用は個人負担となっております。下水道管へ接続する為に係る費

用を町が無利子で貸付をし、水洗化の向上を図っております。

但し、貸付ける限度額は、３０万円（アパート等は８０万円）となっております。

２．修正設計委託料等 １２０万円

今年度、下水道工事箇所の修正設計委託料です。

３．他事務費 １１７万円

下水道体験学習に係る経費や、沖縄県下水道協会等への負担金

を支払っています。
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下水道体験学習を開催しています！

区画下水道課では、児童生徒の夏休み期間中に、小学生を対象に「下水道体験学習」を

開催しています。

子ども達に上水道から下水道までを観察することで、水が循環していること、水の大切さを

理解してもらうために行っています。体験学習では、町内の川の透明度を調べたり、マンホー

ルの中をのぞいたり、那覇浄化センターの見学などを行っています。

親子でお気軽にご参加下さい。

昨年の下水道体験学習のようす

▲この川の水質は良くないんだね～？ ▲マンホールの中はどうなってるかな？

▲微生物が汚水の浄化に役立っているんだ～ ▲最後は倉敷ダムで水遊び！きれいな水はいいなぁ
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流域関連事業（下水道事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○流域関連事業（下水道事業特別会計） ９,４９５万円

流域下水道は、複数の市町村（那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町）で一つの処理場（那覇

浄化センター）を持ち、県が管理し運営する下水道のことです。この処理場で汚水をきれいな水に

するための維持管理費や町内から処理場までの下水管を建設する費用は、構成する４つの市町

村で、汚水量の割合によって負担しあっています。

主な経費

流域下水道維持管理負担金 ８，２２５万円

流域下水道建設事業負担金 １，２７０万円

▲みずクリン那覇(那覇浄化センター)位置図

▲みずクリン那覇(那覇浄化センター)

下水道特別会計操出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○下水道特別会計繰出金 １億５，７５５万円

下水道事業特別会計は、公費でもって賄うことが認められている経費以外は基本的に、下水道

を使用している方が納める下水道使用料で運営することとなっております、しかし整備の途中で、

利用人口がまだ４割程度のため、その方々だけで負担をすると、高額な使用料となってしまいま

す、それを抑えるため一般会計から下水道事業特別会計へ支出しています。

下水道事業特別会計繰出金 １億５，７５５万円

▲南風原町の下水道マンホール
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農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） ２，５０４万円

◆◆ 農業集落排水事業とは？◆◆

近年、生活形態の多様化により家庭などから排出されるトイレ水、生活雑排水（台所、洗濯など）

等が流れ出る集落内の排水路は、場所によっては悪臭を放ち、また河川の汚染が進んでいます。

生活環境の改善を図ることにより、排水路や川などの公共水域の水質保全が保たれ、きれいな農

業用水の確保を目的に、農業集落排水施設の整備を行ってまいりました。

南風原町では、神里地区と宮城地区に農業集落排水が整備されています。農業集落排水事業

特別会計も下水道事業特別会計と同じように、使用している方が納める使用料で運営することとな

っており、使用者から下水道料金を徴収しています。

１．神里地区農業集落排水事業 １，２６６万円

神里地区は、集落排水（下水道）を平成１５年度から供用開始し、平成２１年２月末現在で

接続率は約７２％となっています。各家庭から排出される汚水等は、下水道管を通り汚水処

理施設に運ばれ処理されております。処理された水は農業用水に再利用し、また水分を取

り除いた汚泥は、コンポスト（堆肥）化し、畑に戻す循環型農業を目指しています。

平成２１年度の主な事業

①神里地区農業集落排水普及運営事業 １４３万円

主な経費

(1)下水道等使用料徴収事務委託料 ４５万円

使用料の徴収を南部水道企業団に委託しています。

(2)貸付金 ５０万円

各家庭で、下水道本管等へ接続する際にかかる工事費の

一部を無利子で貸し付けするための費用です。 ▲神里地区農業集落排水処理施設

(3)水質調査委託料 ４２万円

整備地域内での水質の調査を委託する為の費用です。

(4)負担金等 ６万円

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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②神里地区汚水処理施設維持管理事業 ９７３万円

主な経費

(1)処理場維持管理委託料 ３９６万円

汚水処理施設の機械を安全に運転していくための管理費です。

(2)汚泥処理委託料 ５０万円

汚水処理施設から排出される汚泥を搬送し、再利用化するための委託費用です。

(3)需用費（光熱水費、修繕費等） ５１５万円

汚水処理施設等の運転に要する費用です。

(4)通信運搬費（電話回線使用料等） １２万円

③神里地区集落排水維持管理事業 １５０万円

主な経費

(1)管路布設工事費 １００万円

各家庭に設置されている汚水桝と、下水道本管とを接続するために必要となる費用です。

(2)路面修復材料費 ５０万円

下水道本管が埋設されている道路敷地内で、下水道蓋と道路路面とに凸凹が生じてい

る箇所の路面の補修を行うための費用です。

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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２．宮城地区農業集落排水事業 ５００万円

宮城地区は、平成１５年度から国･県の補助を受け平成１８年度に事業完了し、平成１９年４月

から供用開始しております。

①宮城地区農業集落排水普及運営事業 ３７５万円

(1)下水道等使用料徴収事務委託料 ２１万円

使用料の徴収を南部水道企業団に委託しています。

(2)貸付金 ２００万円

各家庭が下水道本管等へ接続する際に費用を無利子で貸し付けしています。

(3)下水道維持管理負担金 １５４万円

宮城地区は、公共下水道へ接続する方式のため、流域下水道の管理者である県に

維持管理に係る負担金を支払います。

②宮城地区集落排水維持管理事業 １２５万円

(1)汚水管布設工事 １００万円

各家庭に接続する汚水桝と、下水道本管をつなぐために必

要となる設置費用です。

(2)路面修復材料費 ２５万円

下水道本管が埋設されている道路敷地内で、下水道蓋と道路路面とに凸凹が生じてい

る箇所の路面補修を行うための費用です。

３．公債費など ７３８万円

農業集落排水事業を行うために借りた借金の返済金（元利償還金）が主な経費です。
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交通安全対策事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○交通安全対策事業 ５０６万円

交通違反者の罰則金を財源とし、交通事故の発生件数、人口が集中している地区の人口、道

路の延長により計算され、国から配分されたお金で地方自治体が行う事業です。

この事業でガードレール、ガードパイプ等の柵や道路反射鏡（カーブミラー）、などの交通安全

施設の設置及び補修を行っています。今年度も昨年同様に、各字自治会からの要望箇所を現場

確認し、町内の交通安全施設を設置補修を行い、町内の交通安全の向上を図ります。

主な経費

交通安全施設設置工事及び修繕費 ５００万円

その他（光熱水費） ６万円

※工事及び修繕費は全額国の負担になっています。

▲横断防止柵設置状況（ガードレール） ▲カーブミラー設置状況

町道台帳整備事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：赤嶺一男）

○町道台帳整備事業 １００万円

この事業は、道路法によって義務づけられている道路の台帳を作成する事業です。作成された

台帳は町民からの道路幅の問い合わせや町道の維持管理に利用されています。又、国からの地

方交付税額算定の重要な資料となります。

今年度も町道の改良工事などで道幅や長さに変更があった箇所の町道台帳を作成します。

主な経費

町道台帳整備委託料 １００万円

便利で人が集まるまちづくり
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道路維持費事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名 元彦）

○道路維持費事業 １，５０５万円

私たちが毎日使う道路はたくさんの車が通るので、だんだん傷んできます。傷みが激しくなると

穴があいたり、ヒビが入ったりしてしまいます。傷んだ道路は危険で、交通事故などの原因にもなり

ますので、町道の破損した箇所の維持補修を行うと共に、歩道や道路敷などの除草を行い、歩

行者の安全を図ります。

（主な事業内容） （事業費内訳）

１ 道路面の清掃及び舗装の修繕 人夫賃・臨時職員 ５１５万円

２ 道路側溝、排水の清掃及び修繕 草木等の処理 ２００万円

３ 街路樹の伐採、せん定 重機等使用料 ３７０万円

４ 台風や水害後の道路及び排水等の清掃 道路修繕費 ３６０万円

５ 需要費 消耗品費 ５０万円

６ その他 その他 １０万円

▲ 道路の穴ぼこ修理など ▲道路側溝つまりの清掃など

平成１９年度より、都市整備課内に「すぐやる班」が設置され、町内各所にわたり町民のみなさま

の要望・苦情等にお答えするため日々対応しております。

平成２０年度中の処理件数は下記のとおりとなります。

すぐやる班対応件数 １７６件

主な対応内容

１ 草木等の伐採 ２１件

２ 町道等側溝の修繕 ２９件

３ 町道等側溝の清掃 １６件

４ 町道等道路修繕 ２４件

５ 排水溝土砂撤去作業 ２件

６ 公園遊具修繕 ６件

７ 公園施設修繕 ３３件

８ その他 ４５件 ▲道路高木の伐採など

便利で人が集まるまちづくり
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町道１８号線道路改築事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○町道１８号線道路改築事業 ６，５０３万円

この路線は、ＪＡ津嘉山側の県道（１２８号線）から那覇・糸満線バイパスまでの道路改良事業で

す。この事業は国の補助により行われるもので、平成１４年度から継続して行われています。現在

の道路の幅は狭く危険な状況となっています。そこで道路の幅を広くすることと歩道を設置すること

で危険な状況を解消します。昨年度は用地買収と工事を行っており、工事進捗状況は約５４％とな

っています。今年度も引き続き用地買収と工事を平行して行います。

１．全体事業概要

総事業費：５億１，6００万円

事業年度：平成１４年度～平成２２年度

改良工事：距離＝４４０ｍ

道路幅＝１２．０ｍ

工事区間：那覇空港自動車道測道付近

から津嘉山保育園近くまで

２．平成２０年度までの執行額

３億９，９００万円 （総事業費の７７％）

３．平成２１年度工事概要

改 良 工 事：距離＝１８４ｍ

道路幅＝１２．０ｍ

用地及び物件補償：用地 ： ２筆 補償費 ： ２件

４．平成２１年度の事業費内訳

事業費 ６，５０３万円

国庫補助対象事業費 ６，５００万円

（国庫補助対象事業収入内訳）

国の補助 ５，２００万円

（事業費の８０％）

町債（町の借金） ５８０万円

町の負担 ７２０万円

（国庫補助対象事業支出内訳）

工 事 費 ４，９９３万円

用 地 費 ８６７万円

補 償 費 ３３８万円

事 務 費 ３０２万円

町道１８号線改築工事　収入

国の補助

5,200万円

80%

町の負担

723万円

11%

町債（町の

借金）

580万円

9%

町道１８号線改築工事　支出

工事費

5,068万円

78%

補償費

 263万円

4%

用地費

867万円

13%

事務費

 302万円

5%
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▲今年の整備予定箇所（那覇糸満線側） ▲平成２０年度整備完了箇所

町道３号線道路改修事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○町道３号線道路改修事業 １億８，００３万円

この路線は、国道３２９号線から県道南風原与那原線と交差し西原町境界までを終点とする町道

です。この事業は国の補助により行われるもので、本路線と県道南風原与那原線との交差点にお

いて、右折帯が町道と県道の双方にないことから、交差点部分の通過交通への影響が大きく渋滞

の原因になっている為交差点の改修を行うもの

です。

全体事業概要

総事業費：２億４，３００万円

事業年度：平成２０年度～平成２２年度

改修工事：距離＝２５０ｍ

工事区間：町道３線と県道南風原与那

原線との交差点

平成２１年度工事概要

委託：１式

用地・物件補償：用地 ： ７筆

補償 ： ３件

現在の町道３号線（２２３番地１付近）→
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平成２1年度の事業費内訳

事業費 １８，００３万円

国庫補助対象事業費 １８，０００万円

（国庫補助対象事業収入内訳）

国の補助 １４，４００万円

（事業費の８０％）

町債（町の借金） ３，２４０万円

町の負担 ３６０万円

（国庫補助対象事業支出内訳）

委 託 費 １３０万円

用地・物件補償費 １７，４４０万円

事 務 費 ４３０万円

町道２５５線道路改修事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○町道２５５号線道路改修事業 ４，５０１万円

この路線は、那覇空港自動車道の南風原北インタ－チエンジ南側のランプ分岐点を起点とし、

県道南風原知念線を終点とする町道です。この事業は国の補助により行われるもので、現在大型

車の混入率が高く交通量も多いことから、広い範囲で路面の沈下やひび割れなど路面の損傷が

激しい為に当該部分の改修を平成２０年度に

引き続き行うものです。

全体事業概要

総事業費：９，５００万円

事業年度：平成２０年度～２１年度

改良工事：距離＝約８００ｍ

工事区間：南風原北インタ－より手登根川

まで

平成２０年度工事概要

改修工事：距離＝約８００ｍの該当部分

町道３号線交付金事業　支出
委託費

130万円

1%

事務費

430万円

2%

用地・物件

補償費

17,440万

円 97%

町道３号線交付金事業　収入

国の補助

14,400万

円

 80%

町債（町の

借金）

3,240万円

 18%

町の負担

360万円

2%
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平成２１年度の事業費内訳

事業費 ４，５０１万円

国庫補助対象事業費 ４，５００万円

（国庫補助対象事業収入内訳）

国の補助 ３，６００万円

（総事業費の８０％）

町債（町の借金） ８１０万円

町の負担 ９１万円

（国庫補助対象事業支出内訳）

工 事 費 ４，５００万円

▲今年度整備予定箇所（手登根川付近）の状況 ▲平成２０年度整備完了箇所

町道２５５号線交付金事業　収入

国の補助

3,600万円

80%

町債（町の

借金）

810万円

18%

町の負担

 91万円 2%

町道２５５号線交付金事業　支出

工事費

4,500万円

100%
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町道４６号線道路改良事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：赤嶺一男）

○町道４６号線道路改良事業 ３，８００万円

１．事業概要

この路線は、国道３２９号から２級河川・国場川を横断し住宅地域へ通じる町道です。今回、国

場川に架かる橋梁が老朽化により劣化が著しく危険なことから、県の河川整備に合わせて橋の

改修を行います。又、その改修において橋の道路幅員３．５ｍを６．５ｍに拡幅します。

２．事業内容

①期 間 ： 平成２１年度

②延 長 : ２３ｍ(橋長)

③事 業 費 ： ３，８００万円

町道４６号線橋梁整備負担金 ３，８００万円

※県が河川整備に合わせて事業を実施するため負

担金として県に納めます。

④財源内訳 ： 国庫補助金(８０％) ３，０４０万円

町債(町の借金) ６８０万円 ▲現在の橋梁の状況▼

町の負担 ８０万円
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宮平学校線街路事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○宮平学校線街路事業 １億２，５７５万円

宮平学校線は、県道２４１号線（南風原町役場前）から南風原小・中学校沿い、宮平地内を

通り国道３２９号線当間原交差点を含む道路です。

この道路は、小学校、中学校、公園、保育所等の公共施設が点在し住宅が密集しているな

か、曲がりくねった形状（カーブ）が連続する狭く複雑な道路で、通勤・通学に支障をきたし危険な

状態でした。安全で快適な歩行者空間を確保するとともに、交通渋滞を解消するために整備を行

っています。

箇 所 名 ： 南風原町字兼城 ～ 南風原町字宮平

全 体 計 画 ： 延長Ｌ＝９４２ｍ 幅員Ｗ＝１８ｍ（工事前の状況Ｗ＝４～７ｍ）

全体事業費 ： ４７億５，４００万円（国費３８億３２０万円）

※２０年度までの事業費計３４億６，５００万円（国費２７億・・・・・全体の７１％）

事 業 期 間 ： 平成１１年度～平成２２年度

宮平学校線街路事業（全長 942 ｍ）
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平成21年度事業費内訳

１．街路事業(１工区) 総事業費 １３０万円

収 入

国庫補助金 町債（町の借金） 一般財源

１０４万円 １０万円 １６万円

支 出

総事業費 委託費

１３０万円 １３０万円

２．街路事業(２工区) 総事業費１億２，３７０万円

収 入

国庫補助金 町債（町の借金） 一般財源

９，８９６万円 １，３６０万円 １，１１４万円

支 出

工事費 用地費 補償費 事務費

８，８１０万円 1 ，７６４万円 １，１８６万円 ６１０万円

３．街路事業（単独事業） 委託料 ４０万円 原材料費 ３０万円

宮平学校線街路事業（１工区）支出

委託費

 130万円

100%

宮平学校線街路事業（２工区）支出

事務費
 610万円

5%

補償費
1,186万円

10%

用地費
1,764万円

14%

工事費
8,810万円

71%

宮平学校線街路事業（１工区）収入

町の負担

 16万円

 12%

町債（町の

借金） 10万

円 8%

国の補助金

104万円

 80%

宮平学校線街路事業（２工区）収入

町の負担,

1,114万円

9%

町債（町の

借金

1,360万円

11%

国の補助金

 9,896万円

 80%
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宮平学校線については、平成２１年３月末現在で事業の進捗は 74 ％で、今年は役場前交

差点から南風原中学校までの区間の工事完成を完成をめざしています。又通学路として利

用されている歩道においては植樹桝に中学生や地域の皆さんにより草花の植付けや手入れ

が行われ、中学校・小学校への通学路として、すばらしい道路が出来上がってきています。

今後も植栽桝の整備を行い、道路緑化に努めます。

▲文化センター移転前 ▲文化センター移転後

←役場前から南風原中学校間の工事予定箇所

事 業 区 間 図

黄金森公園

手登根川

国 南

道 宮平 風

３ 土地改良 文化センター跡 原

２ 中

豊橋 響 ９ 宮 平 宮平土地 央

自動 や 号 保育所 改良区 線

車
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石油貯蔵施設立地対策等事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：真境名元彦）

○石油貯蔵施設立地対策等事業 ３５０万円

この事業は県の補助により行われるもので、石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉の

向上を図ることや石油貯蔵施設の設置の円滑化に資することを目的とする事業です。今年度の整

備箇所は、町道１７３号線（宮平区域）の排水路整備を行います。

全体事業概要

事業費：３５０万円

事業年度：平成２１年度

改修工事：排水路整備

工事区間：町道１７３号線

宮平区域

平成２１年度の事業費内訳

事業費 ３５０万円

県補助対象事業費 ３１７万円

（県補助対象事業収入内訳）

県の補助 ３１７万円

（総事業費の９０．５％）

町の負担 ３３万円

（国庫補助対象事業支出内訳）

工 事 費 ３００万円

委 託 費 ５０万円

現在の町道１７３号線の状況→
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津嘉山北土地画整理事業（土地区画整理事業特別会計）
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） １４億２，８１０万円

津嘉山北土地区画整理事業は、平成２年頃から地域住民や土

地所有者の皆様と共に、まちづくり（案）などについて議論と検討

を重ねながら作成され、事業計画が平成５年に国から認可をうけ、

同年から事業が始まりました。この事業は国の補助を受けて行っ

ています。

【土地区画整理事業の豆知識】

◆土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、都市基盤が未整

備な市街地や市街化の予想される地区を健

全な市街地にするために、道路・公園・河川

等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を

整え宅地の利用の増進を図る事業です。

◆土地区画整理事業の仕組み

地区内の土地所有者等が、土地を少しず

つ提供（減歩）し、道路・公園などの公共用地

や保留地に充てます。各個人の土地は、地形

や形状が改善されて再配置（換地）されます。

この結果、図の様に道路・公園等の公共施設

が整備されます。また、個人の土地は区画が

整理されるとともに、無接道の土地も接道する

こととなり、土地活用が図りやすくなります。

※保留地とは、売却することで事業費を得るための土地のことです。

※地権者の宅地の面積は土地区画整理事業後に減少しますが、道路や公園などの公共施設

の整備や、宅地の整地によって利用価値が上がります。

◆事業の特徴及び効果

・事業区域内の道路、水路、公園等土地の区画が整えられ生活環境が改善されます。

・上・下水道など、生活に必要な施設が総合的に整備され、衛生環境の向上が図られます。

・土地の所有者などが公平に土地等を負担し、また利益も公平に受けられます。

・区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年培われてきた地域のｺﾐｭﾆﾃｨが生かさ

れます。

・子どもの遊び場や住民の憩いの場である公園が確保されます。

便利で人が集まるまちづくり
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津嘉山北土地区画整理事業の概要

●事業の名称

那覇広域都市計画事業

津嘉山北土地区画整理事業

●都市計画決定

平成５年１０月２６日

●事業計画の認可

平成６年３月２５日

●仮換地指定(100%)

平成１１年５月２０日

●施行者の名称

南風原町

●施行地区の面積

７１．４ｈａ（町全体の約７％）

●施行期間

平成５年度～平成２５年度

●総事業費

約２７８億円

●平成２０年度までの事業進捗

事業費＝約１６０億円

進捗率＝約５８％（総事業費ベース）

平成２１年度 津嘉山北土地区画整理事業の概要

●平成２１年度の主な事業内容

１．国道５０７号（津嘉山通り）歩道拡巾工事

２．道路築造工事及び宅地造成工事

３．造成工事のための建物などの移転補償

便利で人が集まるまちづくり
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写真番号①の現況 写真番号②の現況

写真番号③の現況 写真番号④の現況
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平成２１年度 津嘉山北土地区画整理事業費の内訳

平成２１年度事業費 １４億２，８１０万円

土地区画整理事業操出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：金城敬宝）

○土地区画整理事業繰出金 ２億１，２０５万円

津嘉山地区土地区画整理事業をスムーズに行うため、「土地区画整理事業特別会計」へ一般

会計から２億１，２０５万円を繰り出しています。

主な経費

土地区画整理事業繰出金 ２億１，２０５万円

収　入

借入金

(17.0%)

2億4,230万円

町負担金(22.0%)

3億1,399万円

国県補助金・負担金

(61.0%)

8億7,181万円

支　出
事務費・公債費他

(12.5%)

1億7,760万円

調査設計費

(2.5%)

3,634万円

建物等移転補償費

(66.6%)

9億5,113万円

工事請負費

(18.4%)

2億6,303万円
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