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平成２６年度施政方針

平成２６年第１回南風原町議会定例会の開会にあたり、

予算案をはじめとする各議案の説明に先立ちまして、私の

町政運営に関する所信を申し上げ、町民の皆様はじめ、議

員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

はじめに

東北地方を中心として、日本列島に甚大な被害をもたら

した東日本大震災から、間もなく３年が経過しようとして

います。改めまして亡くなられた方々にお悔やみ申し上げ

ますとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。

また、道路や鉄道などのインフラの整備は少しずつ進ん

でいますが、現在も大雪や寒風に見舞われながら、仮設住

宅での不自由な生活を余儀なくされている方も多く、復興

復旧には多くの時間を要している状況ではありますが、早

期の被災地復興を祈念いたします。

私は平成１０年５月８日に南風原町長に就任以来、町民

や議員皆様方のご理解、ご協力をいただき、職務の重責を

十分認識しつつ、町民の皆様の負託に応えられるよう、全

力を尽くして町政運営の推進に努めることができましたこ

とを、衷心よりお礼申し上げます。

また、平和憲法の理念を町政の場に活かしながら「子ど

もたちには愛を、若者には夢と希望を、お年寄りには安ら

ぎを」を一貫し自らの信条として、日本で一番光り輝く南

風原町をつくるため、協働のまちづくりを推進してまいり
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ました。本年度においても、引き続きお約束いたしました

多くの施策の実現に向けて誠心誠意取り組むとともに、す

べての町民皆様の幸福度が高まるよう、昼夜を問わず全力

で取り組んでまいります。

私はこれまで１６年間、常に町民本意の町政運営の基本と

し、今期の公約に掲げてきました７つの基本方針と６７の

施策を実行するために精力的に取り組み、着実にその成果

を上げてきたものと自負しております。これからも「初心

を忘れず」町民各位のご理解とご支援を賜りながら日々努

力を怠らず、なお一層精進し、５期目の町政運営に挑む決

意をしているところであります。

以上の基本的な考えに基づき、平成２６年度に実施する

施策について、その骨子を申し述べてまいります。

■ともにつくる黄金南風の平和郷について

第四次南風原町総合計画は８年目を迎え、後期基本計画

の３年目となります。計画の将来像で掲げている「ともに

つくる黄金南風の平和郷」に向けて、地域社会への愛着と

誇り、そして自ら責任を持って暮らす町民が、個々の思い

を表し、意見を交わし、夢や目標を実現していく、そのよ

うなまちづくりを目指して諸施策を展開してまいります。

その基本理念として「平和」、「自立」、「共生」を掲げ、「世

界の恒久平和を願う町民の心を国内外へ発信し続け、平和

なまちづくり」を目指してまいります。また、「新たな時代

の中で、自立できる活力、地域力のあるまちづくり」、そし
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て、「自然や人と共生した暮らしを再生・創造していくまち

づくり」を目指してまいります。特に「平和」については、

昨年制定した「南風原町民平和の日」に記念事業を実施す

るとともに、平和で豊かな生活がおくれるまちづくりに取

り組んでまいります。

■みんなで考え、みんなで創るわくわくするまちについて

まちづくりの基本を定める最高規範と位置づけられ、平成

２６年１月１日に施行された「南風原町まちづくり基本条

例」に基づき「協働のまちづくり」をさらに発展・推進し

てまいります。

そして、今以上に、いきいきとした元気なまちを町民、

議会、行政が一体となって築き、笑顔で幸せあふれるまち

づくりに取り組んでまいります。

また、イオン南風原と協働し同店２階に「はえばるギャ

ラリー」掲示ブースを設置していただきました。同ブース

を有効活用し町内情報や総合インフォメーションを発信す

る場として有効活用に努めてまいります。同時に、町ホー

ムページや兼城十字路の電光掲示板を活用し迅速な情報発

信に努めるとともに、町民の声が行政に届きやすくなるよ

うに町政提案箱やまちメールの活用促進、また各種委員会

への町民参画を推進します。
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■４大プロジェクトの推進について

次に第四次総合計画で掲げた４大プロジェクトについて

であります。

黄金森公園整備事業については、「ちむぐくる館」西側の

多目的広場の遊具施設や修景施設などの整備を進めてまい

ります。また、公園の東側に位置する多目的広場や駐車場

を整備してまいります。

津嘉山北土地区画整理事業については、津嘉山西線の一

部供用開始を始め、本部公園線、仲井真津嘉山線の道路整

備の促進、併せて宅地造成工事等を推進し、地権者の土地

利用が早期に図られるよう努めてまいります。また、地区

内の中央に位置する国道５０７号バイパスが３月末に全線

供用開始となることから、当沿線や現道の国道５０７号沿

線で土地利用の需要が高まっていることから、地域にあっ

た企業誘致の推進を図ってまいります。

■人もまちもきらきら育つまちについて

地域の教育力の向上を目指して、家庭、学校、地域との

連携を強化し、町全体で教育に関することを考える「教育

の日」の関連事業として、教育関係者が一堂に会し教育長

表彰・教育講演会を今年も開催してまいります。

幼稚園教育については、多様化する保護者のニーズや地

域の現状などを踏まえ、専任園長、保育時間延長、給食提

供を行いより一層の教育の充実を図ってまいります。

学校施設整備では、北丘小学校及び幼稚園の大規模改造
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事業、南風原小学校、翔南小学校の体育館防災機能強化事

業に取り組みます。

学校給食については、安全・安心な給食を提供し、健康

づくりに努め、食育を推進してまいります。

文化センタ－・沖縄陸軍病院南風原壕群を、文化活動・

平和学習・交流・観光の拠点として、充実強化を図り、観

光関連事業と連携し事業を推進してまいります。

「青少年の国際交流」と「青年海外研修派遣事業」は、そ

れぞれ中学生と青年をハワイへ派遣し、海外移住者子弟と

の交流を図ります。

また、一括交付金（沖縄振興特別推進交付金）を活用し

て、「学習支援員」、「特別支援教育支援員」の配置事業、「子

ども平和交流事業」、「伝統芸能保存継承事業」「県外等派遣

助成事業」を引き続き実施してまいります。

■ちむぐくるでつくる福祉と健康のまちについて

子育て家庭の生活実態や保育ニーズを把握し、保育所、

幼稚園及び学童クラブ等の整備を充実する為に「南風原町

子ども・子育て支援事業計画」を策定します。

消費税率の引き上げに対して、所得の低い方々への負担

を考え、暫定的・臨時的な措置として非課税などの要件を

満たす方に一人あたり臨時福祉給付金１万円を支給し、老

齢基礎年金等の受給者には５千円を加算します。

また、同様な措置として、子育て世帯への影響を緩和す

るため、要件を満たす方に児童一人につき子育て世帯臨時
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特例給付金１万円を支給します。

保育園入所に係る待機児童対策については、入所定員を

１，２３０名から１，２７０名へ４０名増員するとともに、

定員の弾力化入所を行い待機児童解消に努めます。

認可外保育園については、県の新すこやか保育事業を継

続するとともに、町独自の認可外保育園環境整備事業で認

可外保育園の保育環境の向上を図ってまいります。

学童クラブについては、県の放課後子どもプラン事業や

一括交付金を活用し民間施設を借用し運営を行っている学

童クラブに対しての家賃補助を継続し、放課後の居場所づ

くりの充実を図ってまいります。

こども医療費助成については、町単独の事業で通院対象

年齢を「満３歳」から「中学卒業まで」に拡大し、子育て

世帯の医療費の負担軽減を図ってまいります。

健康づくりの拠点である「ちむぐくる館」の役割は大き

く、健康増進の場として多くの町民が利用できるようにし

てまいります。また、長寿県復活に向けた、生活習慣病予

防も推進してまいります。

障がい者福祉については、地域支援事業により障がい者

本人や家族の不安・孤立感を解消できるよう、社会福祉士

及び精神保健福祉士を配置し相談支援や就労支援を行って

まいります。また、障がい者及び難病者の支援を行ってま

いります。

高齢者福祉については、介護予防・自立支援の推進と、

権利擁護などのサービスを包括的・継続的に提供し、地域

包括ケアシステムの構築に努めてまいります。
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国民健康保険事業の運営については、特定健診の受診の

勧奨を強化して受診率の向上と特定保健指導の実施率向上

に努め、生活習慣病の予防や重症化を抑え、医療費削減を

目的とする医療費適正化対策を推進してまいります。

■工夫と連携で産業が躍動するまちについて

次に産業の振興についてであります。

まず、農業振興については、限られた農地の有効活用を

推進し、農地の保全や安定した生産が図られるよう一括交

付金を活用し生産施設の導入を促進してまいります。

また、継続して土壌改良・地力増強を促進するための土

づくり奨励補助、拠点産地であるかぼちゃの増産支援のた

めのミツバチ巣箱設置や花粉交配用品種の導入、ビニール

ハウス、井戸設置の補助、新たに病害虫や自然災害等の被

害を未然に防止するための対策に必要な農業用資材購入へ

の助成、さとうきび収穫機の使用に対する助成制度の創設、

町農産物の販売促進事業の強化等を実施することで生産農

家を支援し農業経営基盤の強化に努めてまいります。

ＪＡおきなわが進めていますファーマーズマーケット南

風原の開業に向け周辺道路等の整備を促進し、ＪＡと連携

して町内農産物の販売促進に努めるとともに、生産、出荷

体制の支援を強化し兼業農家や女性・高齢者の所得増と生

き甲斐づくりを図ってまいります。

南風原町地域耕作放棄地対策協議会、町農業委員会、Ｊ

Ａ等と連携し耕作放棄地や遊休農地の解消に努め、農地の
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確保、青年就農給付金の給付等による新規就農者等の農業

の担い手育成を図ってまいります。

果樹振興については、一括交付金を活用した強化型パイ

プハウスの導入によるスターフルーツの圃場拡大・増産を

図り、拠点産地認定に向け取り組んでまいります。

畜産振興については、家畜公害・環境保全対策事業と家

畜伝染病予防事業の取り組を推進してまいります。

中小企業振興については、町商工会と連携し地域を支え

る町内中小企業の経営基盤の強化、経営革新の促進、創業

の促進が図られるよう支援するとともに、「南風原町中小企

業振興基本条例」を制定し、本町の中小企業に対する振興

策の充実、強化に努めてまいります。

また、町内の企業立地の積極的な促進や南風原町人材サ

ポートセンターの取り組み強化による、町民の雇用の場の

拡大を図ってまいります。

工芸産業振興については、本町の重要な伝統工芸品であ

る琉球絣・南風原花織が持続的に発展できるよう、一括交

付金を活用した生産技術の向上、継承及び販路の拡大を琉

球絣組合と連携し取り組んでまいります。

観光振興については、沖縄県の重要産業であり、魅力あ

る観光で地域が潤う町を目指し、南風原町観光協会と連携

して町内のレクリエーション・観光資源の整備活用の促進、

産業間や文化団体及び沖縄コンベンションビューローとの

連携など観光施策推進の体制を強化し観光振興に努めてま

いります。

山川地区畑地かんがい事業については、畑地へのかんが
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い施設の工事とファームポンドへの管理道路整備を行って

まいります。

緊急経済対策の一環として、「南風原町緊急経済対策住宅

リフォーム支援事業」を引き続き実施してまいります。

■みどりとまちが調和した安心・安全なまちについて

道路事業については、町道１０号線及び町道１１３号線

については、用地の取得及び物件補償と工事着手を行って

まいります。

街路事業については、宮平学校線及び津嘉山中央線とも

に用地取得と物件補償を進め工事を行ってまいります。

公園整備については、ウガンヌ前公園の用地取得及び物

件補償を進め工事着手してまいります。

集落内の環境整備については、引き続き大名地内の排水

路整備を進めてまいります。

下水道事業については、引き続き津嘉山北土地区画整理

事業地域を重点地区として整備を進めてまいります。更に

山川地域においても継続して整備を進め、同時に喜屋武、

本部、照屋地区を流域とする照屋排水路改修を早期に整備

するよう取り組んでまいります。

公共下水道への接続促進を図るため国の補助制度を導入

するとともに、併せて普及活動を強化してまいります。

また、農業集落排水の普及活動についても引き続き未接

続世帯への普及活動を強化促進してまいります。

消防・防災については、消防・救急活動が迅速かつ適切
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に行えるよう、関係機関との連携を強化してまいります。

災害時における防災･減災対策として、防災・減災お助け

マップ帳の利活用を促進し町民防災意識の啓発に努めてま

いります。また、地域自主防災組織の設立や地域防災訓練

を継続して行い防災体制強化に取り組んでまいります。

交通安全の推進については、交通安全思想の普及活動を

推進するとともに、交通安全施設の整備等交通安全対策を

講じてまいります。昨年は、津嘉山保育所前、津嘉山西線、

宮平保育所前、南風原・与那原バイパスジャスコ前交差点

に信号機が設置され地域の交通安全に貢献しております。

今後も、必要箇所に設置ができるように引き続き関係機関

に働きかけてまいります。

■環境と共生する美しい住みよいまちについて

循環型社会の形成を目指す「はえばる版リサイクルルー

プ」事業を中心に、町民、ＮＰＯ、企業・事業所等との連

携及び情報共有による町にあった循環型社会のシステムを

構築し、ごみの減量・資源化の取り組みを強化してまいり

ます。

また、住宅用太陽光発電システムの設置への補助を行い、

町民の具体的な活動への支援と環境意識の啓発を図るとと

もに、町の事務事業を対象に策定された「南風原町地球温

暖化防止実行計画」を推進し、低炭素社会の実現に寄与で

きるよう努めてまいります。

さらに、次代を担う子供たちへの環境教育・環境学習も
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重要なことから、エコセンターの活動を強化して関係機関

と連携した環境教育活動を推進してまいります。

地域の一斉清掃を支援し環境美化の推進に努めてまいり

ます。ごみの不法投棄等については、町内の不法投棄発生

地域を中心にパトロールを行うとともに、立て看板や監視

カメラを設置し生活環境の保全に努めてまいります。

し尿・浄化槽汚泥処理については、東部清掃施設組合汚

泥再生処理センター施設の整備を平成２６年１２月供用開

始に向け取り組んでおり、引き続きし尿・浄化槽汚泥の適

正処理に努めてまいります。

■健全な行財政運営について

窓口行政サービスの向上を図るため、戸籍事務の電算化

による戸籍の諸届出の迅速かつ正確な窓口業務を行うとと

もに、住民情報システムによる転入転出、諸証明発行等に

おいて、親切・丁寧な対応を行い「より質の高い住民サー

ビス」を提供し業務を進めてまいります。

また、町民の利便性の向上を図るため、旅券発給の申請

及び交付を行う窓口の強化や、平成２５年９月から開始し

た「コンビニ交付」の周知徹底を行い、コンビニエンスス

トアでの諸証明書の交付を推進し、窓口事務の効率化につ

なげてまいります。

「南風原町人材育成基本方針」及び「南風原町研修基本方

針」に基づき職場や職場外研修に加え他行政組織や研修機

関等への派遣研修等をとおして、職員人材育成を推進して
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まいります。

広域行政の運営については、那覇市・南風原町環境施設

組合で「環境の杜ふれあい公園」事業を進めてまいります。

南斎場建設については、現在建設工事を進めており平成

２６年６月の供用開始に向け、構成６市町一丸となって取

り組んでまいります。

■予算編成について

平成２４年度に創設された一括交付金事業も３年目を迎

え、１０年先の南風原町が子どもからお年寄りまで暮らし

やすい輝くまちになるよう、全職員の英知を結集し事業の

計画立案・事業推進に、職員一丸となって取り組んでまい

ります。

本町の更なる発展に向け、平成２６年度の予算編成につ

いては、第四次南風原町総合計画に掲げた「ともにつくる

黄金南風の平和郷」の実現を目指し、「一括交付金」を活用

した予算編成を行っております。今後も引き続き、福祉向

上、教育文化、産業振興等、町民ニーズに応えた事業展開

に努めてまいります。

本年度の各会計予算編成の内訳は、

一般会計 13,007,000千円

特別会計 7,035,108千円

全会計合計 20,042,108千円

となっております。
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おわりに

以上、平成２６年度の町政運営についての考え方と主要

施策の概要などについて述べてまいりました。今年４月に

は、社会保障と税の一体改革に伴い、消費税率が変更され、

町民生活に少なからず影響が生じます。町民の皆様が日々

安心して生活を営み、幸せを実感していただくため、職員

とともに、スピード感と機動力をもった行財政運営を行い、

町民福祉の向上に全力を尽くしてまいります。

予算以外の審議案件として、議案１０件を提出しており

ます。また、追加議案として数件提出する予定であります。

南部広域市町村圏事務組合規約の変更についての議案及び

平成２５年度補正予算の議案については、先議案件とさせ

ていただき議員各位の慎重なるご審議の上、議決を賜りま

すようお願い申し上げ、私の施政方針といたします。

平成２６年３月４日

南風原町長 城 間 俊 安
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