
Ⅳ 工夫と連携で産業が
躍動するまち
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農業委員会運営事業

（担当：経済建設部 農業委員会 局長：金城 郡浩）

○農業委員会運営事業 ９２３万円

農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられてい

る行政委員会で、農業者と団体等の代表によって構成されている公平・公正な委員会です。主な

業務は、毎月農業委員会総会（会議）を開催し、農地法に基づく許可申請、届書等の審査や、農

地と農家の実情把握、農家相談、農地の利用・権利関係の調整・あっせん等を行っています。

１．農業委員報酬（１６名） ５９７万円

２．臨時職員賃金（１名） １６１万円

３．旅 費 ８７万円

毎月開催される農業委員会総会や、農地の調

査およびパトロール等における交通費として支出し

ています。

４．会長交際費 ２万円

↑耕作放棄地対策優良事例研修会の様子

５．需用費 ２１万円

農業者年金の普及推進用のパンフレットや認定農業者への情報提供活動（全国農業新聞

購読料）として支出しています。

６．役務費 １５万円

農業委員選挙人名簿登載申請書、遊休農地意

向調査票、農業者年金案内の郵送代として支出し

ています。

７．委託料 ３２万円

農地等総合管理システム保守・機器保守の委託

料として支出しています。

↑農地管理システム講習会の様子

８．各種負担金 ８万円

沖縄県農業会議負担金、南部地区農業委員会会長会負担金、沖縄県農業委員会等職員

協議会負担金として支出しています。

南風原産品を創り伸ばす農業の振興
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南風原産品を創り伸ばす農業の振興

野菜振興対策事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○野菜振興対策事業 ８２万円

１．かぼちゃ出荷量競作会報償 ２万円

県の拠点産地認定を受けたカボチャの更なる生

産向上をめざすとともに、農家の生産意欲を高めるた

め町内の優良農家を表彰します。 はえるん

↑競作会表彰の様子

２．みつばち交配委託料 ６０万円

広範囲に渡るかぼちゃの受粉作業を従来の手交配に加えミツ

バチの交配を導入することで、手の行き届かない範囲まで受粉

させ、かぼちゃの増産を図っています。

安心・安全のみつばちマーク→

↑みつばち巣箱設置の様子

３.かぼちゃ花粉交配用品種 ２０万円

寒い時期のかぼちゃの着果不良対策として、寒い

時期でも花粉の出が良い花粉交配用品種かぼちゃ種

子に対し補助を行っています。

↑花粉交配用品種かぼちゃ花とおしべの様子

さとうきび振興対策事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○さとうきび振興対策事業 ８６万円

１．さとうきび競作会報償 ７万円

さとうきび生産農家の意欲の高揚による生産振興を進めるため生産

技術及び経営改善の面で創意工夫した優良農家を表彰します。

２．さとうきび生産見込み調査費 ５万円

県の委託をうけて収穫面積、収量、糖度等の見込み調査を行ないま

す。

↑競作会表彰の様子↑

３．さとうきび種苗ほ設置委託事業 ５４万円

基幹作物であるさとうきびの生産の安定と品質の向上及び奨励品種の普及促進を図るため、

農家へさとうきび種苗の管理育成を委託し、育成したさとうきびの苗を生産農家へ供給する事業

です。
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南風原産品を創り伸ばす農業の振興

４．さとうきび収穫機械利用経費補助金 ２０万円

さとうきびの生産の増量・規模拡大をめざしさとうきび収穫機

械(ハーベスター)を利用した農家に対して、１tあたり５００円を

補助します。

↑25年度導入したハーベスター↑

新規就農総合支援事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○新規就農総合支援に係る経費 １，８００万円

青年就農給付金（経営開始型）

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（５年以内）の

所得を確保するため年間１５０万円給付金を給付します。

なお、財源は全額国が賄っています。

地域農業活性化事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○南風原町地域農業活性化事業（沖縄振興特別推進交付金事業） ６，８５１万円

亜熱帯地域特有の台風や長雨などの気象災害や病害虫対策に対応した施設や機械の導入に

より、高品質かつ安全で安心な園芸作物を消費者や市場に計画的・安定的に供給出来る、自立し

た産地形成を図るため施設整備等に対し補助金を交付します。補助率は８０％で今年度も引き続

きハウス導入を予定しております。

平成２４年度事業では、５戸の農家へ１１棟（４，４２８㎡）のハウスを設置しました。

↑ヘチマハウス ↑ハウス内部
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南風原産品を創り伸ばす農業の振興

農業団体育成強化
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○農業団体育成強化 ９７万円

農業団体の上部組織である普及事業連絡協議会が事業を運営するための補助金です。普及

事業連絡協議会は、農業青年クラブ、農業生活研究会、農友会、生産部会の上部団体で、農業

の振興及び農家生活の改善に必要な研修・情報交換並びに各農業団体相互の連携を図ることを

目的にしている団体です。

主な経費 普及事業連絡協議会補助金 ９７万円

↑南風原物産展の様子↑ ↑平成２５年度総会の様子↑

ビニールハウス設置事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○ビニールハウス設置事業 １６８万円

風水害を避け、収益性の高い作物への転換や生産拡大で安定した農業所得を得るために鉄骨

・パイプ等のビニールハウスを設置した農家に対して、経費の1０％以内で補助をしています。

主な経費

ビニールハウス設置補助 １６８万円

↑平成25年度に補助を受けて設置したﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ↑
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南風原産品を創り伸ばす農業の振興

地力増強対策事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○地力増強対策事業 ５２２万円

農産物の生産を増やすため土地に栄養を与え、作物を育てる力を強くするための事業です。本

町では、農家が農協から堆肥・緑肥種子を購入する際に、その費用の一部を補助します。

主な経費

堆肥購入 ５００万円

※一袋（１５㎏）に対し５０円の補助

緑肥種子の購入 ８万円

緑肥ひまわり １４万円

↑緑肥用で植えられたひまわり↑

畑地かんがい井戸設置補助事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○畑地かんがい井戸設置補助金事業 ６０万円

畑地の利用を高めるとともに、作物の増産をはかるため、畑地かんがいのための井戸を設置した

団体または個人に対して、経費の３０％以内で補助を行います。

主な経費

畑地かんがい井戸設置補助 ６０万円

↑平成25年度に補助を受けて設置された井戸↑

農地深耕・荒廃地解消事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○農地深耕・荒廃地解消事業 ７０万円

農業者が農用地内の有効利用を図るため、荒廃地・遊休農地を深耕した団体または個人に対

して補助を行います。

主な経費

農地深耕・荒廃地解消補助金 ７０万円

↑農地深耕の様子↑
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南風原産品を創り伸ばす農業の振興

新規就農一貫支援事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○新規就農一貫支援事業 ３，２００万円

南風原町における農業を取り巻く情勢は、農業修理業者の高齢化や将来の担い手不足など深

刻な問題を抱えており、このままでは農業生産力や農業集落の維持が困難になることが懸念され

ます。農業の担い手の育成・確保が課題であることから、新規就農者が今後も農業を続けていける

よう、経営安定に必要な農業機械・施設に係る費用の一部を支援します。

対象条件は、年齢が65歳未満、就農5年未満の者で、年間の農業従事日数が150日以上の者

で農地を取得又は賃借する見込みがあり、農業経営に参画している者。

なお、この事業は県の一括交付金事業で補助率は８０％です。

↑平成２５年度事業で導入された平張りハウス・灌水施設・ろ過器

農作物被害防止事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○農作物被害防止事業補助金 ３４１万円

平成２６年度に新たな取り組みとして、自然及び病害虫による農作物の被害を未然に防止し、農

業経営の安定を図るため、生産者が自ら行う防止対策に必要な資材（防虫ネット・防風ネット・園芸

ようパイプ・防風資材等）を購入する費用の一部を補助します。

小規模の農家への支援を図り、自給農家から生産農家への移

行を推進します。



- 105 -

南風原産品を創り伸ばす農業の振興

農業経営基盤促進対策事業（ファーマーズ建設補助金）

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○農業経営基盤促進対策事業（ファーマーズ建設補助金） ２億５５０万円

生産者と消費者の顔の見える販売による「安心・安全・安価」の農産物を提供する農産物直売所

を整備し、地産地消の促進を図るとともに、流通コスト削減に伴う価格変動の少ない農家所得の向

上が期待されます。

平面計画図

位置図

畜産公害・環境保全対策事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城郡浩）

○畜産公害・環境保全対策事業 １５０万円

畜産農家において、悪臭を押さえるとともに畜舎等の消毒を行い、病害虫の発生を防ぐための

薬品購入経費に対し、一部補助を行います。

主な経費

悪臭公害処理薬品代等 １５０万円

↑消臭剤散布の様子↑
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南風原産品を創り伸ばす農業の振興

山川地区畑地かんがい排水等整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：仲里 淳）

○山川地区畑地かんがい排水等整備事業 ６，７３８万円

１．事業概要

本地区は沖縄本島南部の中央部、南風原町の南部に位置する畑作地帯で、主にハウス、露地

による野菜栽培が行われている地区です。本地区は昭和56年度から昭和63年度にかけて畑地帯

総合整備事業(山川地区)を導入し、かんがい施設が整備された地区ですが、畑かん施設の老朽

化、及び農業用水のアオコ発生による臭気、作物品質の低下が大きな問題になっています。従っ

てパイプライン施設の再整備と、ファームポンド施設の覆蓋化によるアオコの発生を抑制し、臭気

対策及び作物の品質向上を図り、ゆとりある農業者育成と安定的な農業経営の確立を図るもので

す。

今年度は、管路工・ファームポンドの屋根設置工及び管理用道路工事を行います。

２．地区概要

①受益面積：１２．１ｈａ

②受益戸数：８４戸

③主要工事：農業用用排水施設

（幹線支線管路、給水栓、 ファームポンド屋根、ファームポンド管理道路)

④工 期：平成２５年度～平成２９年度

３．今年度の事業内容 事業費 ６，７３８万円

《収入》 国庫・県補助金：６，０８５万円、一般財源：６５３万円

《支出》 委託費：５０３万円、工事費：５，１０１万円、用地費：８０１万円

原材料費：３０万円、事務費：３０３万円

※ 財源内訳：国補助８０％、県補助１１％、町費９％
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労働者・退職者等支援事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 敬宝）

○労働者・退職者等支援事業 １，７０９万円

沖縄振興特別推進交付金事業と町単独事業による緊急雇用創出事業とし

て、町内に在住している求職者を対象に作業員を雇用し、就業機会の創出を

図ります。今年度も１０名を採用し、道路・公園・河川・生活排水路等の清掃作

業を行います。

緊急雇用作業員賃金 １，７０９万円

住宅リフォーム支援事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 敬宝）

○住宅リフォーム支援事業 １,０００万円

南風原町民が自己の居住する住宅を、町内の施工業者を利用し

て修繕、補修等を行う場合に補助金を交付する事業です。

住宅改修・リフォームに係る自己負担の軽減と、町内建設関連産

業の経済情勢の活性化と小規模事業者の促進、また雇用の促進及

び安定を図ります。

なお、２０万円以上の修繕・補修等が対象で、補助率は２０％、補

助金の上限額は２０万円となっております。

詳しくは、まちづくり振興課までお問い合わせ下さい。

商工会の育成強化
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○商工会の育成強化 １，７５６万円

１．南風原町商工会補助金 ７５６万円

商工会は、地域の商工業の振興と住みよい地域づくりのため、町内の商工業者によって組織

された総合的経済団体です。指導団体として、その地域内にあるすべての商工業者について、

公正な立場から地域商工業の総合的な改善や発展を図り、社会一般の福祉の増進に取り組ん

でいます。活力ある魅力的なまちづくりに寄与している町商工会に対し、町も補助金を支出して

います。

賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興
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賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興

南風原町商工会の主な仕事

■金融相談：中小規模企業にとって事業資金の確保は、経営上一番重要な問題です。融資

を申込む際、依頼する適当な保証人がいないうえ、自己の担保能力も乏しいというのが実

態です。そこでこのような経営基盤の弱い小規模企業のために、国や県などの、低金利で

安心して借りられる各種融資制度の利用相談、指導を行っています。

■税務・経理相談：収入や支払い、税金などの記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近

代的経営を推進していただけるよう、記帳から決算まで一貫した継続指導を行っています。

■経営相談：企業の体質改善・経営強化などで困っている小規模企業の経営相談に乗り指

導・助言を行います。

■労務相談：労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指

導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

■創業支援・経営革新支援：新規に事業を始めようとする人に対する事業計画及び融資の相

談又、現在の事業拡大や新たな事業を創出するための相談・指導を行います。

２．南風原町商工会貸付金 １，０００万円

南風原町商工会は、国、県、町の補助金や会員による会費などで事業運営を行っています。

しかし、補助金や会費は全額が年度始めに入ってくるわけではありません。事業を運営するため

にもまとまった資金が必要であり、その間の運営資金として町商工会へ貸付を行います。なお、

貸付金は、年度内に全額町にもどってきます。

琉球絣等伝統工芸事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○琉球絣等伝統工芸事業 ２，０４３万円

１．琉球絣後継者育成事業補助金 ２８万円

琉球絣事業協同組合が開講する後継者育成事業に対して補助しています。

※この事業には国、県も補助し琉球絣事業協同組合も負担しています。

■研修内容 ： デザイン、括り、染色等の総合的学習（技術者養成）
く く

■研修期間 ： 平成２６年７月～平成２７年２月（予定）（土日祝祭日休み）

↑平成２５年度後継者育成事業研修生 ↑平成２５年度後継者育成事業研修生作品
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２．琉球絣事業協同組合への補助金 ３４２万円

南風原町の特産品である琉球かすりの振興を目的に、琉球絣事業協同組合が行う、研修派

遣事業、販路開拓、宣伝活動、展示即売等の経費に対して補助しています。

■琉球かすり会館／℡８８９－１６３４

■開館時間／月～土 ９：００～１７：３０

日曜・祝祭日閉館

※琉球絣の反物、バッグ、ウェア－なども販売していま

す。お気軽に足をお運びください。

平成２５年度にリニューアルした琉球かすり会館↑

３．伝統工芸ふれあい広場事業への負担金 ２０万円

沖縄県と沖縄ふれあい広場実行委員会が主催する、県内各産地の伝

統工芸品を展示紹介し、需要の開拓、販路拡大を図る「沖縄工芸ふれあ

い広場」事業に対しての負担金です。

「沖縄工芸ふれあい広場」は、年に１度（例年１１月頃）開催しています。

町からは琉球絣の機織りの実技や反物、バッグ、ウェア－等の展示を行

い琉球絣を紹介しています。

産地講演会の様子→

４．（財）伝統的工芸品産業振興協会費 ５万円

伝統的工芸品産業振興協会では、伝統的工芸品の良さを広く国民に普及し需要開拓を推進

するため、伝統的工芸品月間を中心とした各種事業をはじめ、コンクールや展示会開催の他、

各種媒体でのＰＲを実施するとともに、併せて産地の振興計画策定の指導、各種の調査研究、

伝統証紙の発行等を行っています。

５．琉球絣事業協同組合への貸付金 １，５００万円

琉球絣事業協同組合は、国・県・町の補助金と組合員の会費で組合を運営しています。

しかし、補助金や会費がすぐには入ってくるわけではありません。その間の運用資金（生産者へ

の製品（反物）代金支払い等）として貸し付けを行っています。なお、貸付金は年度内に全額町

にもどってきます。

６．琉球絣の女王関連費用 ９２万円

ふるさと博覧会で選出された琉球かすりの女王には、各種イベントへ出席してもらい南風原町

と琉球絣のPRをしていただいています。PRをするにあたり必要とされる、ユニフォームやマナー

教育に対する費用を負担しています。また、かすりの女王がイベントに参加した際は、謝礼金を
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お支払いしています。

７．その他 ５６万円

琉球絣会館の裏庭の木々が台風等で周辺地域に悪影響を及ぼしているため、その木々の伐

採を行います。また、消防設備の老朽化に伴う修繕を行います。

商品開発・技術力強化事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○商品開発・技術力強化事業 ７７２万円

地域資源の活用や異業種連携による商品開発及び企業と連携により消費者のニーズを踏まえ

たデザイン性・機能性に優れた南風原らしい、商品開発等を行

い、産業展開していきます。

今年度は、平成25年度に開発した、美瓜佃煮とスターフル

ーツのコンフィを使用したマドレーヌ「ゆめかなえぼし」の販路

開拓・拡大を行います。

主な経費

ものづくり産業展開プロジェクト委託料 ７７２万円

↑おいしいマドレーヌ「ゆめかなえぼし」

伝統工芸後継者育成・観光との連携事業
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○伝統工芸後継者育成・観光との連携事業 ３，４９７万円

１．デザインくくり担い手育成事業

現在不足している琉球絣の「デザイン・くくり」の継承者を育成し、デジタル方法で新しいデザ

インを生み、管理できる新たな道を開きます。

また、若い担い手の活動の場を提供し、かすりの伝統工芸の継承を促進しつつ、新しい分野

での発展の可能性を向上させます。

主な経費

デザイン・くくり担い手育成事業委託料 ２，４９０万円

↓研修の様子→
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２．担い手経営戦略プロジェクト

琉球絣に携わる担い手が、生産をするだけではなく、グローバルな視点をもち、全国、世界に

対応できる人材を育成し、産業として成り立つよう経営戦略を学ばせます。

また、新たな絣工芸品の開発及び二次加工製品の新技術との融合により、付加価値のある製

品開発を行います。

主な経費

担い手経営戦略プロジェクト委託料 ５４１万円

↑新商品開発会議・勉強会の様子↑

↑成果展の様子↑

３．伝統工芸と観光戦略事業

伝統工芸品である琉球絣は貴重で町民誰でもあこがれの品です。南風原町民だけではなく、

町内外の方々にも絣の良さを知ってもらうため、滞在型観光につながる絣体験のコンテンツをプ

ログラム化し、南風原町でしか経験できない体験をつくることで、町内外より観光客の増加を目

指します。

主な経費

伝統工芸と観光戦略委託料 ４６６万円

モニター体験の様子→
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（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○観光事業 ２，１６５万円

１．南風原町観光協会補助金 １，１９８万円

南風原町の観光振興のため、一般社団法人南風原町観光協会に対し補助をしています。

南風原町観光協会は「魅力があり、人が集まる地域が潤うまち」を目指して活動しています。

【主な事業】

■カンナの花植栽事業

本部公園沿いの道路にカンナの花を植栽しました。南星中学

校の生徒、保護者、先生方などのボランティアのみなさんで、観

光客に気持ちよく南風原町を訪れることができるよう、カンナの花

を植え、地域と連携した観光協会のしくみづくりの一環です。

■町内綱引きツアー

南風原町では夏の行事として、それぞれの地域ごとに伝統の

綱曳きがあります。同じ日に開催される綱曳きの中から3～4カ所

をバスでめぐって楽しもうというのが「南風原町内字綱曳きツア

ー」です。

今後は、旅行会社との連携を目指しています。

■はえばる夏祭りキッズパーク

南風原町の子供のために開催されるお祭りですが、お子様づ

れの観光客にも楽しんでいただけます。「三線体験」「キビ絞り体

験」「沖縄そば作り体験」「ヘチマいりピザ作り」など、沖縄情緒あ

ふれるイベントがいっぱい。沖縄陸軍病院壕跡を訪ねる平和学

習もあります。

■南部広域での活動

南部７市町（南風原町、那覇市、豊見城市、南城市、糸満市、

与那原町、八重瀬町）の観光協会や行政と南部を活性化するた

めに、まちまーいの冊子をつくり、観光客誘客に努めています。

２．陸軍病院壕公開活用事業委託料 ３９０万円

町の平和発信の拠点として整備した陸軍病院壕に県内外か

ら訪れる多くの人々に戦争と平和、命について考えてもらう施

設として公開活用に取り組んでいます。

陸軍病院豪入口→

ネットワークで創るレクリェーション・観光の振興
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３．シマじまガイド事業委託料 ５３１万円

着地型観光メニューとして「シマじまガイド」を実施し、地

元の魅力を伝えて行く事業です。

４．その他の経費（消耗品、負担金等) ４６万円

地元の魅力を発信 →

かすりの道景観活性化プロジェクト
（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○かすりの道景観活性化プロジェクト ４２５万円

魅力的な観光地、まちづくりを形成するため、地域の観光資源である「かすりの道」に観光客を

呼び込みます。また、地域住民参加による色鮮やかな花の植栽等の緑化活動、地域ガイド活動、

道並などの整備を行い滞在型観光客の受け入れ体制を整え、誘客策としてイベントを開催するな

どし、かすりの道の来訪者（観光客・地元客）が安心・安全に散策できる散策体験プログラムや地

域住民と協働で整備を行います。

主な経費

かすりの道景観活性化プロジェクト委託料 ４２５万円

↑月に１回、かすりロードを美化清掃している「かすりロード盛り上げ隊」のメンバー。

ヒーローのまちづくり事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○ヒーローのまちづくり事業 ７５８万円

南風原町出身で、全国的ヒーローである「ウルトラマン」の生みの親であ

る金城哲夫氏にちなんだまちづくりを行い、町の観光振興、地域活性化に

繋げます。

主な経費

ヒーローのまちづくり事業委託料 ７５８万円

２月に行われた金城哲夫生誕７５周年祭ポスター→
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民泊啓蒙推進事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○民泊啓蒙推進事業 ３５６万円

宿泊体験の推進を図り、滞在型観光を促進するため、企画

・運営職員を配置し、宿泊体験家庭の開拓やシステムの構築

などを行って、観光推進体制を強化していきます。

主な経費

民泊啓蒙推進事業委託料 ３５６万円

南風原町名人制度創設事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○南風原名人制度創設事業 ３６万円

南風原町民対象に得意なことがあれば、その名人として認定委

員会より認定し、認定証を発行します。なお、認定した後は名人名

簿に登録してもらい、体験学習のプログラムをつくり、滞在型観光を

支援します。

主な経費

南風原名人制度創設事業委託料 ３６万円

南風原地域発進力強化事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○南風原地域発信力強化事業 ３１６万円

町のまちづくりに参加でき、自己アピールできる人材をダンスレッスン、ボイスレッスンで育て、地

域の特色を活かした地域ブランド発掘力を育成します。

主な経費

南風原地域発進力強化事業委託料 ３１６万円

↑ビュウリーズ（南風原産ヘチマのことを「美瓜（びゅうりー）」と命名されました。
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やさしい観光地づくり推進事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○やさしい観光地づくり推進事業 ３，２６４万円

滞在型ツアーなど観光客が求める情報提供を行うため、観光パンフレット等の紙媒体とスマート

フォンの連携で、興味換起から現地の誘導までをワンストップで提供し、地域における滞在制の向

上を目的とし、スマートフォンが活用しやすいよう、野外ホットスポット（ワイファイアンテナ）を建て、

スムーズな情報提供を行い、町独自の観光案内システム（アプリケーション）制作を委託します。

主な経費

無線インフラ・観光システム構築委託料 ２，９７０万円

観光振興嘱託員報酬 １６８万円

その他（ポータルデータセンター使用料等） １２６万円

観光ＰＲ促進事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○観光ＰＲ促進事業 ７１９万円

南風原町のｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ「はえるん」を観光PRツー

ルとして有効活用し、各種イベントやマスメディアへのPR

を始め、観光施設、町民交流スポットなど、町内外にお

いてPR活動をし、南風原町の観光振興に繋げていきま

す。

主な経費

南風原物産展実行委員会補助金 ３３６万円

観光振興嘱託員報酬 ３８３万円 ↑３月に行われた物産展と『はえるん』↑

ふるさと博覧会補助事業

（担当：経済建設部 産業振興課 課長：金城 郡浩）

○ふるさと博覧会補助事業 ８００万円

町民が誇れる地域の重要なイベントとして位置づけ、本町産業を一堂に集め展示・販売を行い

ます。また、地域の芸能や文化を広く内外にアピールします。平成１６年から一年越しの開催となっ

ていますが、「福祉まつり」や「児童館まつり」と同時開催し、産業まつり、文化芸能まつり的要素に

加え「ちむぐくるでつくる福祉のまち」づくりと生涯学習の機運を高めるためのイベントとして、さらに

充実した内容で開催する予定の事業です。

主な経費

ふるさと博覧会実行委員会補助金 ８００万円

前回実施されたふるさと博覧会の様子 →
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