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喜屋武区との行政懇談会

日 時 平成 26 年２月 12 日（水）

午後８時～１０時

場 所 喜屋武公民館

参加人数 ２４名（男 20 名、女 4 名）

【町長あいさつ】

みなさんこんばんは。寒いなか行政懇談会にご参加いただき感謝申し上げます。

二年に一度開催しております行政懇談会。できる限り地域の声を町制に反映できる

よう、職員一同知恵をだしながら、いろんな角度から地域の要望に応える努力をし

ていきます。ただ、なかには時間を要することもあるかと思いますのでご理解よろ

しくお願いします。本日の行政懇談会が、実のあるものとなるよう、またやって良

かった、意義がある、という意見が聞けるようなものにしていきたいです。本日は

よろしくお願いします。

【区長あいさつ】

みなさんこんばんは。確か行政懇談会を開催したのは二年前、１２月頃だったか

な。寒い時期だったと思います。以前の行政懇談会はこの場で質問し検討します、

善処します、などの回答でしたが、前回から改善され、きちっとした回答がいただ

けます。いい形での行政懇談会になったと思います。今日は何点か質問事項、要望

事項を出しています。確認いただいたらわかると思いますが、それ以外に要望なり

町の行政について聞きしたいことがありましたら忌憚なく話し合いをもっていきた

いと思います。行政と区民、自分の意見が述べられればいいと思います。よろしく

お願いします。

○健康講座（体操指導）について

Ｑ）60 歳～ 75 歳、76 歳以上に分け、別々に 10 回程度の健康講座（体操指導）を公

民館で行って欲しい。講話ではなく、実際に身体を動かすような事での健康維持

につながること。また、講座修了後も継続できるように、区出身のリーダー養成

も同時に行えるような方法を要請します。

Ａ）介護予防・運動機能向上事業は、介護認定を受けていない 65 歳以上の方を対

象に基本チェックリスト（生活機能調査）実施の結果に応じて、「一般高齢者筋

力トレーニング教室」と「ちゃーがんじゅう教室（二次予防事業対象者）」に分
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けて、10 回コースで実施しています。「一般高齢者筋力トレーニング教室」は、

平成 26 年度も喜屋武自治会を含めて 6 地区で、「ちゃーがんじゅう教室」はちむ

ぐくる館で１教室を計画しております。2 時間の教室は、ストレッチ体操・筋力

トレーニング等の運動指導が主で、介護予防に関する講話が 15 分程度といった

内容で実施しています。また、リーダー養成についてですが、本教室は、受講生

が自宅でも継続していけるような一般高齢者筋力トレーニングの内容となってお

りますので、リーダー養成を同時に行う事は今のところ考えておりません。今後

検討する事業になります。

Ｑ）リーダー要請を同時に行う事は今は考えておりません、今後の検討する事業に

なりますという回答ですが、どういうふうな今後の検討なのか、なぜリーダー要

請が必要ないのかを教えてください。

Ａ）先程の回答でも答えましたが、平成２５年度から以前までは４地区でしたが、

平成２５年度からは６地区で一般高齢者筋力トレーニング教室を行っています。

おおむね定数２０名です。多いところは３０名で実施しています。６カ所ですの

でおおむね三年に一回くらいは町内を回っているだろうと、年齢的にも６５歳か

らですから７０歳から８０歳の方が多いと思います。この方々がリーダーという

のも難しいのではないかと考えます。ただし、そのなかで是非、自分たちでやり

たい、その中で自分達でやるよということであれば検討したいです。

Ｑ）今、非常に年寄りの健康を考える時代に来ていると思います。と申しますのは、

よく中国、台湾あたりいくと、スローモーションでやる太極拳という運動で、年

寄りが元気をもらっている話しを聞きます。非常に健康保険税あたりもつながる

のではないかと思います。リーダーを育てるようなことができれば、喜屋武だけ

ではなくして町全体にそういうのを普及していければいいんじゃないかなと思い

ます。こういう事業も今後の町として取り入れていくべき事業ではないかな。今

後のリーダー養成が必要と思って質問しました。前向きに検討していただきたい

と思います。

○一般町民対象にした体操の実施について

Ｑ）血液とか筋力、姿勢とか良くする体操（ＮＨＫの「みんなの体操」で紹介され

ていたような体操）を一般町民向けに行って欲しい

Ａ）教育総務課の事業の中に、10 回、10 日間のウォーキング教室がございます。

教室はウォーキングだけでなく、健康や筋肉の作りや強化についての講習も行っ

ておりますし、年齢についても制限はしておりませんので、喜屋武地区から講習

をどのような内容で行いたいという要望があれば、一緒に教室の内容を検討して

対応していきたいと思います。

Ｑ）何カ所か実際にやっているところ見てきました。笑いがあるような体操で、来

て楽しめるような体操であるべきではないかなと思います。みなさんと、もう少
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し実際にいろんなところを実地で勉強し、見学や体験に行って取り入れていきた

いと思い希望します。そういうふうにぜひ行動したいと思います。

○道路の整備について

Ｑ）喜屋武 615 番地前の道路が危険なので擁壁と防護柵を設置して欲しい

Ａ）喜屋武 615 番地の町道５号線について現場を確認したところ、道路と民地側に

段差があり、転落防止のために防護柵（ガードレール）で対応いたしました。

○排水溝の設置について

Ｑ）喜屋武 50 番地の前と横に排水溝を設置して欲しい。

Ａ）現場を調査確認したところ、蓋掛けの無い側溝となっており、足の踏み外し防

止として鉄板の蓋で対応いたしました。

○ガードパイプ破損部の対応について

Ｑ）旧福祉センター前交差点から、照屋十字路までのガードパイプ破損部の復旧、

又は新設

Ａ）旧福祉センターから、照屋十字路までの道路については、沖縄県管理の県道 82
号線となっており、沖縄県南部土木事務所に破損部の復旧について平成 26 年１

月 30 日に要請を行いました。

○翔南小学校の樹木伐採について

Ｑ）喜屋武 462-4、463-2 付近、翔南小学校の樹木の伐採をしてください。

Ａ）翔南小学校敷地の伐採処理について処理費等の予算化をして樹木枝等の伐採し

てまいります。

○特定健診について

Ｑ）特定健診について質問したいのですが、去年まで私も特定健診の推進員として

努めました。そのため、受診率が気になっています。沖縄県は長寿県といわれて

いますが、南風原町は生活習慣病、特に糖尿病の率が非常に高いです。そのため

役場のみなさんが一生懸命受診率の向上に努めていますが、何で受診率が上がら

ないのか、それが疑問です。一番は自覚の問題だといわれればどうしようもない

のですが、私も二年間推進委員として依頼を受けて受診率の向上に努めましたが、

近また受診率が後退ぎみということですが、行政の姿勢ももっと、臨時で各地

区担当者がいますよね。その人達まかせになっていないか、これは価値あるから

受診する、無関心な方は受診しないような雰囲気ですが、もっと管理職が先頭に

なって、どうすれば受診率を上げられるか真剣にとりくまないと、補助金の問題

もありますよね。あまりにも受診率が低すぎると取り消されるよといっても「わ
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たしはいいよ」といって受けない方がいるもんですから、そうなるときちんと受

診している方が被害を受けるので。（町が）真剣に取り組んでいないというわけ

ではないですが、（町民と町）お互いに取り組む必要があるのではないかと思い

ます。意見を伺いたいです。

Ａ）去年が４４％。ちょっと一昨年よりは下がりました。今年も受診率を上げるた

めにがんばっております。先週の日曜日が集団健診の 後でした。それ以降は個

別で病院で受診するよう勧奨していく考えです。長寿県復活ということで県の方

も特定健診については大きく取り組んでいます。全国的に平成２０年度から始ま

りまして、平成２４年度の五年間の目標が６５％。平成２５年度からはじまった

第二期での五カ年間は６０％の目標となっております。他県と比較して沖縄県も

決して悪いほうではないのですが、県内でも南風原町は上位に位置していると思

います。健診を受けて保健指導を受けて重症化を遅らせる、国保の財政をおさえ

て町民の健康も保つ、非常に意義があることだと認識しています。ただいま、ご

意見がありましたように、全庁的に取り組んで欲しいということですが、確かに

私たちもいろいろと工夫をしながら他の市町村も勉強しながら取り組んでいます。

しかし、なかなかいい手立てがないというのが現状です。今年から町内の一斉放

送で呼びかけを行うなど対応しています。今後も国が示す６０％を目標に、どう

いう方法があるか研究しながら受診率の向上に向けて取り組んでいきたいと思い

ます。

○農道整備について

Ｑ）現在、私の畑のところで農道の工事を行っています。長さはだいたい１００メ

ートル程度でしょうか、はっきりはしませんが、その工事に関していくつか要望

します。

①４メートル幅の両方に側溝をつけ舗装をし二月いっぱいに終わるということで

すが、一部分については、未整備のようですが、その部分は舗装工事されるので

しょうか。

②この道路は川の方にぶつかったら行き止まりになると聞いています。ここは、

知らない人だったらそのまま川に突っ込むような感じもありますので、通行でき

ないという防止の柵を 終的にやるのか、行き止まりという表示を入り口のほう

に立て看板を立ててくれるのか。

③この道路は山川から来る幹線の側道には繋がないような話をきいているのです

が、もし繋がないということだったら繋ぐべきではないかと思います。そこで将

来的に、この道路を川向こうの方まで橋を架けてくれるのか、車が通れるような

対向車が通れるような橋を両方にまたがるように架けてくれる予定があるのか。

④整備箇所の畑は側溝がなかったので、以前はどちらからでも畑に車が出入りで

きました。ところが 側溝ができるために、各畑には、グレーチング、四枚ぐら
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いの４メートルのグレーチングをやるということになっていると思います。グレ

ーチングは盗難のおそれがあるので、コンクリートでお願いしますと今話してい

ます。傾斜の畑のため、これまで水はけは気にしませんでしたが（道路にすぐ流

れていって、また下はしみこんでいくということで）側溝のコンクリートで区切

られてしまうと、水は表面からしか流れていかないんですね。すぐにはその側溝

の部分コンクリートの部分ではせき止められて、水のしみこんでいくのもだいぶ

少なくなって、車の出入りが難しくなるんじゃないかなと思います。そういう点

で何かこの側溝に穴をあけてもらいたい。

Ａ）農道関係についての整備については、私たち経済建設部の都市整備課で行って

おります。ただいまのご質問については、主管課の都市整備課長が参加しており

ませんので、私が分かる範囲でお答えしたいと思います。現在進めております農

道整備については、以前までは、里道を含めた自力農道につきましては、事業化

がなかなかできなくて、今現在まで至っておりました。しかし、事業関係がある

程度緩和されてきまして、農道と位置づけされていない、現況が農道であれば、

整備ができることになってきたことから、今回事業の導入を図っております。た

だ、この農道につきましては、基本的に簡易的な整備となりますので、両サイド

には排水溝、４センチのアスファルト舗装が基本的なことで、なかなか用地を購

入したり、幅員を広げたりするようなことが難しいような事業です。そのため先

ほどおっしゃっていました、川を越えて橋を架けるというまでは、この事業では

対応できません。現況の農道整備ということになっております。

また幹線の方、行き止まりとなっており、中に入ってまた U ターンしてくる車が

でてくることから、道路を管理するまちづくり振興課と工事を行っている都市整

備課で協議をし、山川の農道の方に看板のとりつけができるよう現在進めており

ます。行き止まりにならない対策を講じていきたいと考えております。また、幹

線のサイド側につきましては、危険性があるところには、当然ガードレールなり

の転落防止について検討させていただきますのでよろしくお願いします。また、

排水につきましては、詳細的な図面を確認しておりませんが、一般的に農道整備

をするときの側溝につきましては、畑側については、全部水抜きがある側溝をだ

いたい使っています。だいたい２メートル排水の長さの中にだいたい２本ぐらい

水抜きの穴がついているものを使っています。今回の設計については、確認はし

ておりませんが、一般的に農道整備に使うときの側溝は穴あきということが使わ

れておりまして、畑側からの土砂が流れないように、ちゃんとマットをやって水

だけくるような工夫が一般的に行われております。持ち帰って私のほうで確認を

し、その対応が行われてい場合には対応方法を切り替えさせたいと思います。未

整備箇所につきましては、バイパスの計画にかぶっているものですから、農道の

整備からはずしております。いずれバイパスにかかって道路として整備すること

になりますから、いま整備しますと二重投資のような形になりますので、その分
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につきましては、外れたところは農道の整備をおこないます。ご理解をお願いし

ます。

Ｑ）先程の農道の話しなんですが、幹線に橋をかけることができないということで

したが、できるようにしてください。お願いします。なぜ、このようなことを言

うかといいますと、非常に神里からこちらにぬける道として、この橋を架けてい

ただければ、非常に近道になります。今、山川にまわると、だいたい１５０から

２００メートルのところに橋は確かにありますが、近くで橋が架かるのとでは、

ぜんぜん違います。河川は県管理になるんですかね？町管理ですか？ぜひ経済建

設のほうで計画して、できるようにお願いします。

Ａ）農道の先に橋ということですが、いま農道関係で橋梁の整備メニューがござい

ません。どうしてもというと、町の単独事業になるんですが、橋一本架けるのに

数千万かかると思いますので、非常に厳しいと考えております。今後、知念から

のバイパスが神里を通って喜屋武のほうにきますけど、その道路がある程度見定

めることができまして、交通量の結果がどう変わるか、それによっては農道関係

ではなく、一般の道路関係での今後の整備メニューがあるのではないかなと思い

ますので、いましばらく猶予をいただいて、今後の計画で検討させていただきた

いと思います。

○独居世帯や老人世帯への火災警報器設置について

Ｑ）女性会で活動して感じたことなんですが、女性会には、東部消防とか交通安全

の仕事がはいってきます。東部消防関係の仕事依頼で、火災警報器の義務化にと

もなって、各家庭に設置する運動がありました。全世帯を個別訪問しながら、設

置の啓蒙活動をしました。いまお話ししたいことは、一人暮らしのところには、

東部消防が設置してくれるということがあります。私が会長のときは、民生委員

との連絡で、どうにか何個か設置することができました。しかし、今年度の活動

のなかで、役場の総務課に相談しにいったところ、個人情報だからといって、そ

の情報がもらえなかったそうです。ということで、昨年ゼロなんですね。設置状

況が。私自身、地域のなかで、一人暮らしの方とかがわかるので、訪問しました。

だけど、やっぱり個人で行くようなかんじなので、役場と東部消防が協力しなが

ら設置をするのが、ベターかなと思いました。消防と役場が連携しながら、設置

をすすめてほしいです。宮城は１００％らしいです。東部消防の職員が設置まで

してくれるので、役場から消防に情報を提供し火災報知機の設置ができないでし

ょうか。要望です。

Ａ）３月６日に地域福祉計画の審議会のなかで、女性会会長がいらして、同じよう

な要望を受けました。その審議会の場に社協の職員や福祉のメンバーがいました

ので、協議したところ、社協が引き取って実施しますという事で決まりました。

社協と調整していただければと思います。
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○中央公民館の休日の体制について

Ｑ）土日職員がいないということで、とても困っている様子をみうけます。文化セ

ンターとかは水曜日が休日とかでやっていますので、大きいホールもありますし、

利用者が気軽にお願いできる状態で窓口をオープンにしてほしいなと要望です

Ａ）公民館の利用についてですが、土日は職員は、常駐ではなくて、警備の方がい

て、公民館に関することは対応しています。旧公民館とは違って、土日の使用頻

度が増えておりますので、内部で調整できるか話し合ってみたいと思います。

○町のホームページについて

Ｑ）いつの頃からか、 近町内の一斉放送があるように聞いていますが、町から字

の方に聞こえるようなスピーカー、非常にいいと思います。しかし、雨降ったり、

嵐のなかでは、緊急の放送も聞こえにくいです。届かないです。そこで、町はみ

ごとなホームページをもっていますが、この日々の日常的な連絡も更新していた

だきたいんですが、そうすればそのページを毎日見ていきたいんです。こういう

ふうな連絡をするホームページが作られているかどうか。他の面では、詳しいす

ごい内容のものができあがっているんですが、肝心な日々の私たちの生活に関す

るようなホームページを開設してもらいたいと思います。

Ａ）全体での放送ですね。一括交付金を活用して、防災行政無線というのを設置し

ています。理論上全体に声が届くスピーカー、直線的に届くスピーカー、広角的

に届くスピーカーを組み合わせて設置しております。ただ、気象条件、風向き、

雨の音、それと同時に放送した場合、お互いが反響して聞こえにくいというのが

あります。月に一回のテスト放送を含めて、どういった組み合わせで放送したほ

うがいいのか、検証させてもらっています。また、みなさんが特にうちは聞こえ

にくい、いつも聞こえにくいとか、風向きによっては聞こえにくいとか、区長さ

んをとおして情報提供を役場に行っていただければ、意見を参考により良い設定

にさせていただきたいと思います。ホームページにつきましては、総務部総務課

という部署で広報担当が担当しております。そこでいろんな行政の情報を各担当

から提供を受け、できるかぎり更新するよう努めています。先程の質問は、ホー

ムページで防災に関する注意報とか警報をお知らせするようにということでしょ

うか？

Ｑ）それだけではなく、何かの連絡したいこと、やるべきだと思うところを日々更

新して新しい情報を提供していただきたいということです。

Ａ）これは、以前のと比較をするのもなんなんですが、以前に比べて、いろんな情

報を更新するようにしているつもりです。また、兼城十字路の LED の広告がござ

いまして、そこにつきましても、例えば、予防接種のお知らせや、何かの行事の

お知らせとか、さまざまな機会を利用して、もちろん、広報誌もそうですが、そ



- 8 -

こを利用しながらできるかぎり広報する機会を増やしていければと思います。ホ

ームページに関する意見がありましたら、メールや電話などを利用して、ご意見

いただければいいと思います。それから、災害につきましては、エリアメールと

いうのがありまして、この南風原のエリアにいる人については、強制的にに、ド

コモ、ａｕ、ソフトバンク、それぞれの携帯に強制的に発信するというのを行っ

ております。これは警報についてですが、注意報の情報も欲しいという人には、

自分で登録していただいて、自分のメールに送信するという方法もありますので、

ホームページに掲載されております。詳しく確認したい方がいましたら総務課ま

でお問い合わせください。

Ｑ）要望としましてはですね、例えば、何月何日、今日であれば、今日は特になし

という表現をホームページのほうでしてもらえれば、非常に利用価値が上がるん

じゃないかと思います。パッと見て、今日は何もないんだと、判断できますので。

それを毎日掲載してもらいたいんですが。ぜひ、一日一回は、町のホームページ

を見たいわけです。今は多くの人がコンピュータをつかって、インターネットも

やっていますから、ぜひ、やっていただきたいですね。そうすればもっと、町が

身近にあると感じる。利用度も高くなると思います。いっぱいすばらしい資料は

あるんですが、身近なすぐに知りたい情報が表現されていないような感じがしま

す。

Ａ）はい。わかりました

○陸上競技場について（駐車場の整備、トレーニング室への仮設階段の整備）

Ｑ） 近陸上競技場に通っているんですが、駐車場の黄色い線、区切りの線が見え

なくなっています。駐車する方が、一目見て停められるように、線を整備してほ

しいと思います。それから、２０壕号に行く左側の方、工事していますよね。そ

のため、以前使用していたトレーニング室への階段が使用できなくなっていて、

みんな駐車場の真ん中の入口から入ってジャンプして降りていく、ジャンプして

登っていくとう方法をとっています。若い人はいいんですが、年配の方々が、飛

んだりするのがちょっと怖いなと感じます。できれば、補助階段とかつけてほし

いなと思います。仮設でもいいので、階段をつけてもらえれば、工事の期間中で

もいいので、よろしくお願いします。

Ａ）陸上競技場の駐車場芝のほうですね。現場を確認して、どうにか線がわかって、

お客さんが正しく駐車できるように、工夫したいと思います。また、トレーニン

グ室利用のための階段設置についてですが、確かにただいま、工事を行っている

関係でスタンド側の入口が閉まっています。芝の走るところになってもいますの

で、その辺に支障がないように、こちらも工夫をしたいと思います。ご意見あり

がとうございました。
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○ちむぐくる館（健康器具室）の日祭日の開館・閉館時間について

Ｑ）ちむぐくる館の健康器具をよく利用しています。すごい設備が充実して、他の

市町村の方からうらやましがられているんですけど、気になるのが、時間。朝の

時間と、日曜日と祭日の終わりの時間が早いですよね。もう少し朝は、早めにす

るとか、日曜日と祭日を少し延長するとか、無理があるんですか？これは、警備

員が管理やっていると思うんですが、普段からウォーキングしながらよくマッサ

ージとか使うんですけど、他の利用者の方から腰が良くなった、膝がよくなった

とか話しを聞きます。先程の健康管理と関連するかなと思いますが、日曜日と祭

日の終わる時間、始まる時間を延ばしていただけないですか。

Ａ）月曜日から土曜日まで午前８時半～午後９時になっています。日曜日と祭日だ

けが５時になっています。これについては、警備の方に契約を変えれば長くでき

るんですが、できれば、この時間で実施したい。どうしても時間がないというこ

とでしょうか？

Ｑ）個人的にいいますと、夕方からウォーキングをしながらその後、施設を利用し

ています。みなさんは、この日曜祭日が５時に閉まることに関して、もう少し遅

くまであけて欲しいとか要望はないのかな？あくまでも自分の意見です

Ａ）要望について担当課にはあるかもしれません。おかげさまで、毎日２０名以上

よく利用されていると喜んでいるところです。いろいろと利用状況見ながら利用

時間については検討させてください。

○地域内に設置されている看板について

Ｑ）要望なんですが、部落内に設置されている看板のことです。文化財に関する看

板ですかね。飯上げの道とか、かすりの道とか、 近みるんですが、この看板の

高さがですね、歩行者に対して顔の高さにあたる。危険な設置の高さが気になり

ます。特に“ながもーぐぁ”のがじゅまるの看板は、今日、高さを測ったら１メ

ートル４５センチでした。自分の小学校４年生の娘のおでこの高さです。それを、

もうちょっと高さを高くするなり、緩衝剤をまくなりを要望します。

Ａ）ただいまの看板は一括交付金を活用して設置しております。サイン整備事業と

いいまして、例えば、町内のいろんな名所となるところに対して看板設置を行っ

ている事業です。今おっしゃった看板等の高さについては、危険性を含めて設置

されている看板を再度見直しし、もし危険性があるようであれば、怪我がないよ

うな対策を講じたいと思います。総点検をして対処していきたいと思います。

○ＡＥＤの設置について

Ｑ）AED を各字に配布していると聞いているんですが、この使い方は誰でもできる

と、言われていているようですが、本当にそうなのか。知らない人でも扱えるの

か。もしこれが、誰でも使えるということでしたら、各字に配布して欲しい。
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Ａ）観光協会においてＡＥＤ講習の参加希望者を募って東部消防の職員を招いての

講習があります。こういったのものを含めて取り入れていただければと思います。

また、ＡＥＤの設置については、ぜひ区民のみなさんで検討していただいて、設

置要望があれば、役場のほうに相談ください。

○黄金森公園の整備について

Ｑ）黄金森公園。確か、町政施行１０周年事業として、取り組んだ事業と思います

が、いまだに完成していないようで、これからどういった事業をするのか、また

いつ完成するのか。回答をお願いします。あとぜひ、完成させるには、樹木の選

定、黄金森が黄金の花を咲かすような、観光客も充分来てくれるような、そうい

う対策をしていただければ、町長お願いいします。

Ａ）黄金森公園の計画ですが、２０ヘクタールを超える大規模な公園となっており

まして、一つ一つの整備に莫大な予算を投じるために、かなりの計画となってお

ります。当初の予定では、あと３年程で終わる予定だったんですが、事業が長期

化したために、以前に造った施設が、老朽化したり、改修の必要性がでてきたた

めに、新たな整備をする前に再整備がはいってきて当初の年度よりずれておりま

す。今のところは、喜屋武の土地利用区側の多目的広場とか、駐車場の整備を平

成２６年度から着手していきます。それとは別に、再整備ということで、陸上競

技場の外周利用されている方々から、クッション性のあるウレタン舗装でのウォ

ーキングコースをつくってほしいという要望が強いことから、平成２６年度から

その計画をスタートさせてまいります。また、黄金森の残りの整備施設としまし

ては、中央公民館の後ろ側の沿路を造っておりまして、これは、旧社協にぬけま

す。旧社協の方からぐるーっと回って、陸上競技場の後ろに抜ける沿路の道を整

備しております。後は、２０壕号の出口の所から、喜屋武の土地改良区側、多目

的広場と駐車場の整備があります。一部保存緑地関係の都市整備が残っておりま

す。ちむぐくる館の西側、お子さんを連れた方々が子どもと一緒に遊べるような

小児用の遊具整備が一部残っております。これは平成２６年度で整備予定です。

事業の完了が遅れてまいりますが、私どももできるだけ、黄金森公園の早期完成

にむけて努力していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。あと一

点。樹木の選定につきましても、事業完了までにとういうことですね。こちらの

樹木の選定につきましても、 終的な仕上げのなかで検討します。観光協会のほ

うからも提案がありまして、花の咲く樹木をいっぱい植えて、まつりができるよ

うにという提案がありまして、今の中央公民館の背面側の近辺にそういった方面

の計画も進めていきたいと思っています。事業完了までに進めていきたいと考え

ております。

Ｑ）野外ステージ。屋外ステージ。音楽ができるステージを造るという話しがあり

ましたが、そういうのは消滅しているのですか。
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Ａ）一番初期の全体計画の中では、野外ステージというのがありましたが、事業を

進めるにあたって、野外ステージは利活用が少ないという意見があり、現計画で

は入っておりません。今その箇所は、駐車場の整備ということになっております。

○南風原町歌の普及について

Ｑ）要望ということではなく、検討して下さいとうことです。南風原町は確か、町

歌というのがあったと思います。それを町民に広く普及するような運動。事業を

してないような気がしますが、どうでしょうか。できるだけ、子ども達に南風原

を誇りにもって、歌えるような歌ですので、普及させるような活動をしてくださ

い。という要望です。

Ａ）町歌ですが、役場の始業前、午後１時前に毎日庁舎内ＰＲのため流しています。

また、新年会の際に、町長、副町長、教育長はじめ部課長が、舞台で合唱してお

ります。おっしゃるように町主催の行事があれば、より多くの町民が知る機会に

なりますので、少しでも多くの皆さんに接していただいて、それぞれの行事で活

用するよう考えていきたいと思います。

○南風原の酒の瓶のリサイクルについて

Ｑ）産業振興課が南風原の酒というのを作ったと思いますが、この瓶が再利用でき

ないと聞いています。今後どういうふうに考えるのか、その点について検討して

あとでいいので考えていただきたいなと思います。

Ａ）瓶がリサイクルできないということですか

Ｑ）そうです。瓶をとらないんです。普通は瓶は何円かで買うんです。

Ａ）南風原の酒の瓶だけ買わないということですか？

Ｑ）南風原の酒のメーカーは買わないのですが、他のメーカーは何円かで買うよう

です。

Ａ）初耳だったもんですから、産業振興課を通して、メーカーと調整して確認して

できるだけ、他のメーカーと足並み揃えていけるようがんばってみます。

○通学路（南風原知念線）の整備について

Ｑ）通学路の件ですが、翔南小学校から照屋十字路に下っていくところ、一部通路

のところで住宅が前に出ていて、歩道がなく、子どもが通ると危険だなと感じる

ところがあります。以前から地域のみなさんが気にしている所です。今後改善、

働きかけられているか教えてください。

Ａ）翔南小学校の正門から出まして、照屋十字路の左側の一角ですよね。町としま

しても、危ないということで、その都度機会があるときに県に要請しております。

県道となっておりまして、県としてもこういう状況をいつまでも放置することは

できないということで検討しているようですが、地権者の方の了解がえられない
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ということで、現在に至っている状況です。県はいずれ、県道から町道に下げる

という案もあるようですが、町としましても、道路整備を早急にやらないと町の

ほうへの移管は難しいと話しをしております。県といろいろな道路関係の協議の

都度、本道路については要望をしております。これからも早めに実現するように、

県に要請していきます。

○夏休みのプール開放日について

Ｑ）夏休みのプール開放が字に一日だけあるんですが、もう少し、字に開放する日

を増やして欲しいです。

Ａ）夏休みの学校プール開放は、所管する教育総務課で、泳げない子ども達を対象

にプール教室を行っております。各学校とも、なるべく泳ぎが不得意な子ども達

をということで募集して、町が指導員をつけて、５日間、夏休みの前半のほうで

行っております。その後、学校の方にＰＴＡに開放していると思います。町のほ

うでは、どこどこに開放するという調整は行っていないためＰＴＡのほうで行っ

ているのではないかと思います。学校のＰＴＡと調整ください。


