
Ⅴ みどりとまちが調和した
安心・安全のまち
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消防力の整備強化
（担当：総務部 総務課 課長：知念功）

○消防力の整備強化 ４億８６１万円

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 ４億８６１万円

？東部消防組合について教えて！

平成２６年度の東部消防組合の予算額は、収入・支出ともに１３億３，２０１万円です。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８３．２％、金額にして１１億８２２

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３６．９％、与那原町１９．８％、西原町４３．３

％となっています。

また支出の６８．８％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のみなさん↑

災害時等避難施設改修事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念功）

○災害時等避難施設改修事業 ５００万円

災害はいつどこで発生するかわからないため、災害時に対応できる体制を整える必要がありま

す。町内の避難所として指定している自治会集会所等を安全・安心して利用できるように老朽化し

た施設の改修等を行う必要があります。それら災害時の避難所となる自治会集会所等の修繕等に

対し補助を行ないます。

主な経費

施設改修事業補助金 ５００万円

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：知念功）

○防災体制強化事業 １，６５２万円

１．沖縄県防災情報システム市町村負担金 ８万円

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 ７５万円

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 １，５６９万円

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。訓練では、迅速で的確な応急活動を実施するとと ↑防災・減災お役立てマップ帳

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。また、平成２５年度は、南風原町地域防災計画の修正や

南風原町防災・減災お役立てマップ帳の作成を行い、町の防災

体制強化を図りました。特に防災・減災お役立てマップ帳は、町

内全世帯へ配付を行い、日頃から家庭内でも防災・減災の学習

ができる内容となっています。

↑防災講演会の様子

★平成２６年度に購入予定の災害時用備蓄品一覧

○パンの缶詰 ３１２食

○災害時用米 ３，０００食

○災害時用毛布 ５０枚

○保存水 １，８００リットル

○災害用粉ミルク ４，２００ｇ

○トイレ袋 ３，０００回分

○トイレットペーパー １４４個 ↑平成25年度に購入した

○カレールー １，７５２食 災害時用備蓄品（カレーセット）

○災害時用背負式飲料水袋 １２，０００枚

○災害時用ウォータータンク ６個

○応急給水栓 １２個
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防犯対策事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念功）

（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城敬宝）

○防犯対策事業 ３３４万円

１．与那原地区防犯協会負担金 ５４万円

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。又、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。

また近年、地域の自主防犯組織の育成につとめており、新川自治会や老人クラブ連合会など

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 ８万円

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。

↑防犯パトロールの様子

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 ７万円

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、防犯パトロールなどで使用する防犯パトロールグッ

ズを購入しています。パトロールを実施することで窃盗犯などに対する抑止力となります。

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１，４７３名の方

が参加しました。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。

安心・安全に暮らせるまちづくり
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７．役場管理防犯灯事業 ７２万円

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っています。

主な経費

町が管理している防犯灯の修繕料、電気料など

宮平学校線に設置した防犯灯→

不発弾処理促進事業
（担当：総務部 総務課 課長：知念功）

○不発弾処理促進事業 １１６万円

南風原町では、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２５年度

には、２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。なお、１回の防護壁の構築・撤去等で約３５万円の経費が掛かります。

主な経費

防護壁設置費等 １１６万円

南風原町内の不発弾発見届出数及び現地処理件数

発見届出件数 内現地処理件数

平成２１年度 ７５ １１ 強固な不発弾処理用防護壁(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)

平成２２年度 ５９ ５

平成２３年度 ４１ ３

平成２４年度 ３１ １

平成２５年度 ５０ ２

※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。 ↑字宮城で発見された不発弾

安心・安全に暮らせるまちづくり
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黄金森公園運営費
（担当：教育部 教育総務課 課長：仲村一夫）

○黄金森公園運営費 １，１０５万円

黄金森陸上競技場、野球場では、町民が安全で快適にスポーツを楽しめるように、管理指導員

（昼間：１名・夜間：交代制２名）及び清掃員を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いただけるよう、公園は午前６時頃から開門しています。

那覇空港自動車道南風原道路高架下のパークゴルフ場の運営管理も黄金森陸上競技場管理

事務所で行っています。

主な経費

管理指導嘱託員報酬 ３８２万円

電気料、水道料など ５０８万円

保安警備委託料など １１７万円

消耗品（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、清掃用具など） １４万円

使用料、修繕料など ８４万円

↑南風原町陸上競技大会 ↑黄金森野球場で開催された南風原青年フェスタ

◆ご利用について

開場時間

陸上競技場・野球場‥‥‥午前９時～午後１０時 （但し、利用は午後９時４５分まで）

パークゴルフ場‥‥‥‥‥午前９時～午後７時（受付・午前９時～午後５時）

休 場 日 年末年始の１２月２９日～１月３日

◆詳しくは、下記までお問い合わせください。

黄金森陸上競技場管理事務所 ８８９－０５０２／教育委員会教育総務課 ８８９－２６２０

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：仲里 淳）

○黄金森公園整備事業 ２億６，２８４万円

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・テニスコート・各施設駐車場等の整備を終えたところです。

今後は各施設周辺の遊歩道及び遊戯施設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。

本年度は、ちむぐくる館西側の遊具広場・休養施設や園路舗装、多目的広場造成工事が主な

事業です。

事業費 ２億６，２８４万円

事業費の内訳

【収入】

国庫補助対象事業費 ２億６，０００万円

国の補助（１／２） １億３，０００万円

町債（町の借金） １億１，９５０万円

一般財源 １，３３４万円

【支出】

事業費の内訳（支出）

公園整備工事費 ２億６５１万円 ↑平成２５年度ウレタン舗装再整備完了

公園用地購入費 ４，８０１万円

調査設計委託費 ５５２万円

事務費 ２８０万円

黄金森公園工事計画図

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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快適で文化的に暮らせるまちづくり

ウガンヌ前公園整備事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：仲里 淳）

○ウガンヌ前公園整備事業 ２億４，８０６万円

本公園は、字宮平が区民の行事などを開催し、区民の交流の場として利用されています。区民

より公園としての整備要望があるため、多目的広場や便益施設、夜間照明等を整備し、地域の交

流、レクリエーションの場として活用出来る都市公園の整備を行います。

事業期間は、平成２４年から平成２７年度までの期間で整備を完了する予定です。

本年度は、造成工事、建物移転補償費と用地費が主な事業です。

事業費 ２億４，８０６万円

事業費の内訳

【収入】

国庫補助対象事業費 ２億４，８００万円

国の補助（１／２） １億２，４００万円

町債（町の借金） １億１,１６０万円

一般財源 １，２４６万円

【支出】

工 事 費 ９，５５１万円

建築設計委託費 ４５１万円

磁気探査委託費 ２０１万円

資材単価委託費 １０１万円

用 地 費 ９，６０１万円

補 償 費 4，９０１万円 ↑現在のウガンヌ前公園

ウガンヌ前公園完成予想図
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快適で文化的に暮らせるまちづくり

クサティ森等保全事業
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：神里操也）

○クサティ森等保全事業 ５，０００万円

南風原町の集落は首里の近郊にあり、王朝時代の集落形態を今に残している。集落のクサテ

ィ森には遺跡や御嶽(ｳﾀｷ）、殿(ﾄｩﾝ）、拝所などの史跡が多数ある。字津嘉山のクサティ森は沖

縄戦で軍司令部壕が建設され戦跡としても重要である。これらの歴史文化の保全継承及び文化

資源を活用した観光振興を図るため、散策道・休養施設・説明板整備等を行う。本年度は、津

嘉山殿(ﾄｩﾝ）周辺の造成工事を行います。

事業費 ５，０００万円

事業費の内訳

【収入】

国庫補助対象事業費 ５，０００万円

国の補助（８／１０） ４，０００万円

町債（町の借金） １，０００万円

一般財源 ０万円

【支出】

工 事 費 ５，０００万円

津嘉山殿(ﾄｩﾝ）周辺完成予想図 津嘉山殿(ﾄｩﾝ）周辺現況写真

県補助金・負担

金, 40,000千円, 

80%

借入金, 

10,000千円, 20%
収 入

工事請負費, 

50,000千円, 

100%

支 出
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快適で文化的に暮らせるまちづくり

都市公園管理事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 敬宝）

（担当：経済建設部 都市整備課 課長：仲里 淳）

○都市公園管理事業 １，０８８万円

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。公園利用者が野球場、テニスコート等施設を利用するときに支払う使用料は、公園

の維持管理に使われます。町民が快適に利用出来るように各公園内の施設維持管理に使われる

予算です。

主な経費

１．需用費（消耗品費・修繕料など） ４６１万円

・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の経費です。

↑園路灯の球取り替え作業状況 ↑園路灯の安定器修繕作業状況

２．委託費 ３８０万円

・各公園のゴミ収集、夜間の警備を専門の業者に委託します。

３．その他の経費 ２４７万円

・各公園の施設の維持を行うための人夫賃・重機使用料や原材料の購入等に係る費用

となっています。

↑ 黄金森公園トイレの和式便器を洋式便器に取りかえました。
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河川整備事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 敬宝）

○河川整備事業 ３００万円

町内の安里又川、手登根川、宮平川、長堂川の維持管理を行う費用です。

大雨や台風等により流れ込んで堆積した土砂や草木などの除去、破損した箇所を維持補修してい

ます。

事業費内訳

河川浚渫費３００万円は、すべて町の単独予算となっています。

↑河川の中に堆積した土砂や草木の除去作業状況

施工前 施工後

↑平成２５年度河川整備事業（安里又川上流）
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下水排水路整備事業（大名地区）
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：仲里 淳）

○下水排水路整備事業（大名地区） １，２３２万円

当地区は、公共下水道未整備地区であります。また、排水路も未整備であるため生活雑排水が

里道及び一部民間地に流れ込んでいる状態であり、衛生面で悪影響がでています。また、雨天時

には雨水が大量に流入し生活環境をさらに悪化させています。

そのため排水路を整備して地域環境の改善を図ります。

全体事業概要

事業費：１，２３２万円 事業年度：平成２６年度

大名地区排水路整備工事： L=２３０．０ｍ

工事費：１，０４１万円 委託費： １６１万円 原材料費： ３０万円

財源内訳

国補助 ５０％

町 費 ５０％

位置図

↑ 現在の排水路の状況 ↑

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：神里 操也）

○下水道事業（下水道事業特別会計） ７億９，０６４万円

下水道は、国の補助を受けて整備を行ない、川や海の公共用水域を保全し、

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財産で

す。南風原町で行っている下水道整備事業は、整備区域の拡充を図り下水道

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、浸水を防除すべく浸水対策下水

道事業（雨水）があります。また、昨年度より管路の延命をはかるための調査をす ↓

る地震対策下水道事業（長寿命化）を行っています。

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（国庫補助関連）事業費 ４億９８７万円

未普及解消下水道事業（汚水）、浸水対策下水道事業（雨水）の２事業で

内訳は次のとおりです。

総事業費 国・県補助金 町債(町の借金) 町単費

４億９８７万円 ２億４，２００万円 １億６，５８０万円 ２０７万円

【 平成２６年度の事業内容 】

①汚水処理整備を進める、未普及解消下水道事業として ・・・ ２億３７５万円

主に津嘉山土地区画整理区域内の整備を行います。また、新川、津嘉山、山川地内でも

汚水管布設工事を行う予定です。

工事期間：平成２６年６月～平成２７年３月

②事業の効果を促進するため、浄化槽から下水道へ接続する方への補助金・・・４００万円

③雨水を速やかに排除し町民のみなさんの生命・財産等を浸水から守る、浸水対策下水道

事業として・・・２億２１２万円

工事期間：平成２６年６月～平成２７年３月

下水道の整備で
↓

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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■平成２６年度下水道工事場所（新川・津嘉山・山川地内）（雨水・汚水）
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２．下水道維持管理事業 ２，６３８万円

①下水道維持管理補修工事 ２,２５０万円

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、河川改築に伴う、下水道施設占用物件の移設及び排水路工事等に係る費用です。

②下水道台帳整備、下水道工事調査設計及び磁気探査委託料 ８０万円

下水道法で義務づけされている下水道台帳等の整備に係る費用です。

③水質、水量及び管内調査、清掃委託料等 ３０８万円

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等です。

３．下水道普及運営事業 ５９５万円

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 ３５０万円

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 １６０万円

今年度、下水道工事箇所の修正設計委託料です。

③他負担金等 ８５万円

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。

４．流域関連事業 １億２,２９６万円

流域下水道は、複数の市町（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

市町で、汚水量の割合によって負担しあっています。

経費の内訳

流域下水道維持管理負担金 １億７２５万円

流域下水道建設事業負担金 １，５７１万円
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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、神里地区汚水処理場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。

【下水道体験学習のようす】

↑マンホールの中はどうなってるかな？ ↑汚水をきれいにするのもたいへんだ～(神里処理場)

５．公債費、他 ２億２，５４８万円

事業の実施にともなう借入金の返済に充てる、元利償還金や南部水道企業団への使用料徴

収委託料、職員給与費、予備費等の費用総額です。

下水道特別会計繰出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：神里操也）

○下水道特別会計繰出金 １億８，８７４万円

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

営することになっております、しかし整備の途中で、利用人口がまだ４８％

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 １億８,８７４万円

南風原町の下水道マンホール蓋↑
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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：神里操也）

○農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） ２，１１３万円

近年、農業集落地域は、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）等が原因で、排水路等が悪臭を放ち、また河川の水質悪化が懸念されていま

す。農業集落排水の整備は、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

水を確保し、集落地域の環境改善を行ってます。

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（但し、平成２５年度

より宮城地区は公共下水道事業に移管されました）。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 １，５２２万円

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。高度処理された水

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。

①神里地区農業集落排水普及運営事業 ９３万円

神里地区の下水道使用料の徴収を南部水道企業団に委託する

ための費用や、各世帯が、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(貸付金)、

整備地域内での水質の調査料等を計上しています。 神里地区農業集落排水処理施設↑
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②神里地区汚水処理施設維持管理事業 １，２８９万円

・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、処理場施設内の修繕費

・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

・汚水処理施設等の運転に要する費用など

③神里地区集落排水維持管理事業 １４０万円

・管路布設等工事費

２．公債費など ５９１万円

農業集落排水事業を行うために借りた借金の返済金（元金・利子）です。

内訳 ・元金償還金 約４１５万円 ・利子償還金 約１４６万円 ・その他 ３０万円

農業集落排水事業特別会計繰出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：神里操也）

○農業集落排水事業特別会計繰出金 １，５９３万円

農業集落排水の運営に要する経費は、下水道と同じく利用者の皆様からの使用料で賄うことに

なっております。しかし、現在の使用料だけでは運営ができないため、一般会計から農業集落排水

事業特別会計へ経費の一部を繰り出しています。

快適で文化的に暮らせるまちづくり
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交通安全対策事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 敬宝）

○交通安全対策事業 ６００万円

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、横断防止柵、白線や道路反射鏡（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、各字自治会から取りまとめられた要望

箇所の現場を精査し、町内の交通安全施設の設置及び補修を行い、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 ６００万円

※事業費６００万円の内訳は５５０万円（県交付金）、５０万円（町負担）になっています。

施工前 施工後

↑見えにくくなった中央線や外側線を引き直した状況

↑老朽化により、支柱が腐食し片方のﾐﾗ-がない状況 ↑支柱及びﾐﾗ-（鏡）修繕後の状況

便利で人が集まるまちづくり



- 134 -

便利で人が集まるまちづくり

道路維持費事業
（担当：経済建設部 まちづくり振興課 課長：金城 敬宝）

○道路維持費事業 １，７２６万円

町民及び地域住民が毎日使う道路は新しい道路もあれば古い道路もあります。古くなった道路

は傷みが激しく穴があいたり、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、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 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 原材料費 ３７０万円

⑤ 需要費 維持工事費 ２００万円

⑥ その他 消耗品等費 ７１万円

↑平成２５年５月２２日の大雨により法面から流失した土砂の除去作業状況（町道１０号線・６号線）

すぐやる班の業務として町内各所にわたり、町民のみなさまの要望・苦情等にお答えするため日

々迅速に対応しております。平成２５年度中の処理件数は下記のとおりとなります。本年度も同様

にすぐやる班において町民が快適に過ごせるよう対応していきたいと思います。

すぐやる班対応件数 ３１８件

主な対応内容

① 草木等の伐採 ４１件

② 町道等側溝の修繕 ３５件

③ 町道等側溝の清掃 ２２件

④ 町道等道路修繕 ７３件

⑤ 排水溝土砂撤去作業 ９件

⑥ 公園遊具修繕 １１件

⑦ 公園施設修繕 ２０件

⑧ その他 １０７件 ↑宮平地内の側溝蓋補修作業状況
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町道１０号線道路改良事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：仲里淳）

○町道１０号線道路改良事業 ２億６，２１６万円

この道路は、県道南風原与那原線を起点とし、那覇市境界までを終点とする１級町道です。近

郊には健康増進施設の「環境の杜ふれあい」や那覇・南風原クリーンセンター、県立開邦高校があ

り、また当町道と那覇市道鳥堀１２号線が整備連結したことにより、南部地域から那覇市への通勤

通学路として利用されている重要な路線となっています。しかしながら、道路の起点から中間地点

までが地すべり危険区域に位置し、地形的に急勾配になっているため集落箇所において、地すべ

りが生じ路面中央部付近まで沈下が起きて危険な状態にあります。又、歩道もなく道幅が狭い箇

所もあることから、接触事故等も多発し、地域住民の交通安全確保が厳しい状況となっています。

本路線を整備することにより歩行者の安全と通勤通学、各施設等への交通の利便性が確保され、

地域の生活環境も改善が図られます。

本年度は物件調査業務・用地買収・物件補償及び本工事を実施します。

【全体事業概要】 【平成２６年度の事業費内訳】

総事業費：１７億７，３００万円 事業費 ２億６，２１６万円

事業年度：平成２４年度～平成２８年度 《収入》

改良工事：距離＝８４１ｍ 国の補助（８０％） ２億８００万円

工事区間：県道南風原与那原線と那覇市 町債(町の借金) ４，８４０万円

道鳥堀１２号線とを結ぶ区間 一般財源 ５７６万円

《支出》

委託費 １，８０２万円

工事費 １，００１万円

用地費 １億１，００１万円

補償費 １億２，２０１万円

原材料費 ３０万円

事務費 １８１万円

那覇市 西原町
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町道１１３号線道路改良事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：仲里淳）

○町道１１３号線道路改良事業 ９，２５１万円

この道路は、県道２４１号を起点とし、終点は既存集落が立ち並ぶ箇所での袋地形状となってお

ります。しかし、近郊には「沖縄県公文書館」や「県立南部医療センター」等公共施設があり、現

在、宜野湾南風原線（県道２４１号拡幅工事）道路整備事業が進められているため、年々交通量が

増加しております。地域より以前から、防災・安全性の面から通り抜けできる道路整備を強く要望さ

れていました。本路線を整備することにより既存集落の安全性と交通の利便性が確保され、地域の

生活環境も改善が図られます。本年度は用地買収・補償及び本工事を実施します。

【全体事業概要】 【平成２６年度の事業費内訳】

総事業費：３億８，０００万円 事業費 ９，２５１万円

事業年度：平成２４年度～平成２７年度 《収入》

改良工事：距離＝１９２ｍ 国の補助（８０％） ７，３７６万円

工事区間：県道２４１線を起点とする新規路線 町債(町の借金) １，６５０万円

一般財源 ２２５万円

《支出》

工事費 ３，０２１万円

用地費 ５，７００万円

補償費 ５００万円

原材料費 ３０万円

国道329号

南風原ﾊﾞｲﾊﾟｽ
県立南部医療ｾﾝﾀｰ

公文書館

北丘小学校

県道宜野湾南風原線

町
道
11
3号

線

整
備
区
間
L＝

19
2m
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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：仲里 淳）

○石油貯蔵施設立地対策等事業 ４５０万円

この事業は国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、宮平川側道の転落防護柵再整備を行います。

全体事業概要

事業費：４５０万円 事業年度：平成２６～２７年度

宮平川側道転落防護柵整備工事： L=３００.0m

委託費：５０万円 工事費：４００万円

財源内訳

県補助 ３１０万円（石油貯蔵施設貯蔵量により算出） 町単費 １４０万円

位置図
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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：仲里 淳）

○宮平学校線街路事業 ２億５，５７６万円

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。交通渋滞の解消と安全で快適な歩行者空間を確保するために、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 ： ４５億１，１００万円（国費３６億８８０万円）

※２５年度までの事業費計４２億３，０００万円（国費３３億８，４００万円・・・全体の８０％）

事 業 期 間 ： 平成１１年度～平成２７年度

【 平成２６年度事業費 ２億５，５７６万円の内訳 】

《収入》 国庫補助金：２億４００万円、町債（町の借金）：４，６５０万円、一般財源：５２６万円

《支出》 工事費：２，５０１万円、用地費：２，００１万円、補償費：２億１，００１万円

事務費：７３万円

※本年度は、物件補償及び国道部の工事を行い、国道３２９号当間原交差点の交通渋滞解消に

向けて取り組みます。

国の

補助金
75%

町債(町の

借金)
17%

一般財源
8%

宮平学校線街路事業 収入

委託費

20.2％

工事費

74.1％

事務費
5.6%

宮平学校線街路事業 支出
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津嘉山中央線街路事業
（担当：経済建設部 都市整備課 課長：仲里 淳）

○津嘉山中央線街路事業 １億１８８万円

当路線は、国道507号付近の既成市街地と津嘉山北区画整理区域、県営南風原第二団地、国

道329号を結ぶ主要な補助幹線道路です。周辺には、津嘉山小学校、南風原高校、高津嘉山公

園などの公共施設があり、通勤通学及び公共施設等のアクセス道路として利用される重要な路線

です。しかしながら、本路線には歩道が無く、通勤通学の歩行者や車両の通行が大変危険な状態

である事や、整備中の区画整理区域内道路の完成により多数の車両の流入が予想される状況で

す。そのため、本路線を整備することにより区画整理区域と一体となった道路を整備し、新たな地

域拠点の創出をするとともに地域間の交流・活力ある地域づくりの形成を図るものであります。

本年度は、物件調査業務・用地物件補償及び一部分、本工事を行います。

箇 所 名 ： 南風原町字津嘉山

全 体 計 画 ： 延長Ｌ＝２５０ｍ 幅員Ｗ＝１２ｍ（工事前の状況Ｗ＝４ｍ）

全体事業費 ： １０億５，４００万円（国費８４億３，２００万円）

事 業 期 間 ： 平成２５年度～平成３０年度

【 平成２６年度事業費 １億１８８万円の内訳 】

《収入》 国庫補助金：８，０００万円、（町の借金）：１，９３０万円、一般財源：２５８万円

《支出》 委託費：１，００１万円 工事費：５０１万円、用地費：１，５０１万円

補償費：７，００１万円 原材料費：３０万円、役務費：４４万円

事務費：１１０万円

便利で人が集まるまちづくり
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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：神里操也）

○津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） １２億９，１４４万円

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概要】

◆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３０年度

●総事業費

約３０２億円

●平成２５年度までの事業進捗

事業費＝約２００億円

進捗率＝約６６％（総事業費ベース）

●平成２６年度の主な事業内容

１．道路築造工事及び宅地造成工事

２．造成工事のための建物等の移転補償

便利で人が集まるまちづくり
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写真番号：① 写真番号：②

写真番号：③ 写真番号：④

便利で人が集まるまちづくり
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平成２６年度事業費 １２億９，１４４万円

土地区画整理事業繰出金
（担当：経済建設部 区画下水道課 課長：神里操也）

○土地区画整理事業繰出金 ２億９，１８６万円

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２億９，１８６万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 ２億９，１８６万円

便利で人が集まるまちづくり
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