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第４回 南風原町総合計画等審議会 会議概要 

 

日 時：平成 28年 11月 21 日（月）午後 3時 00 分～5時 10分 

場 所：南風原町役場 3階 庁議室 

出席状況：13 人出席（委員 15人のうち） 

 

■審議会の内容（次第） 

１．開会 

２．議事 

 １）第五次南風原町総合計画 基本計画（素案）について 

  ・まちづくり目標 4（産業・雇用） 

  ・まちづくり目標 5（都市基盤・安全・安心） 

３．その他 

 

■質疑の内容 

前回の会議で議論した内容について事務局から説明を行い、確認した。 

本日の議題である基本計画のまちづくり目標 4（産業・雇用）及びまちづくり目標 5

（都市基盤・安全・安心）について、以下のような質疑が行われた。 

 

１．基本計画等について 

まちづくり目標４：工夫と連携で産業が躍動するまち 

第 1節 南風原産品を創り伸ばす農業の振興 

委員   ：現状・課題については、もう少し具体的な表現を入れて整理した方が良いと

思う。現在の表現は、一般的な農業の抱える現状と課題のように感じられ、南

風原らしい表現がないように感じる。 

      また、54 ページの（1）農地の保全及び就農者の減少への対応の課題の文章

に、「農地の集約化」という表現も入れた方が良い。（2）安定した農業経営へ

の対応の現状の①の文章にある「優良家畜の導入など」については、「優良品

種・優良家畜の導入」とした方が適切である。55 ページの（3）農業・農地

の多面的な活用の現状の①にある「緑肥の一環として行われているひまわり

畑・・」については、「土づくりの一環」が適切である。 

      55 ページの施策の展開（2）農業経営の強化の②の文章にある販路拡大の文

章について、「県外・海外への」という表現を「県内外・海外」とし、県内で

の販路拡大についても表現すべきだと思う。 

      最後に、「無料職業紹介所」という言葉がでてくるが、どのようなものか説明

してほしい。 

資料① 



2 

経済建設部長：文章表現などについては、改めて検討する。 

産業振興課長：「無料職業紹介所」については、商工業及び農業について職業紹介を行って

いる取り組みである。農業については、繁忙期などにおいて人手が必要な場合

などに農家と働きたい人のマッチングを行っている。 

委員   ：54 ページの（2）安定した農業経営への対応の課題の文章に、「生産から販売

まで一貫して行える農業経営が求められている」というような課題を追加して

ほしい。また、55 ページの（3）農業・農地の多面的な活用の課題の①の文

章にある「農業や農地がもつ可能性を活かし」という表現について、県外など

では林地や林業を活用した取り組みが行われているので、「農林業や農林地」

という表現にしてはどうか。 

産業振興課長：「生産から販売まで一貫して行える農業経営が求められている」を課題に追

加することについて、指摘の内容もイメージして文章表現をしたつもりではあ

るが、言葉が足りないところがあると思う。今後の取り組みとしては、56ペ

ージの施策の展開（4）他産業との連携による六次産業化の推進の①の文章に

ある「多様な主体と連携し、農産物等を活かした特産品開発を推進し、南風原

町の特性や独自性を活かした六次産業化に向けた取り組みを支援します。」で

生産から販売まで一貫した取り組みとして表現している。 

      「林業」の表現については、本町において植林は行われているが、それを活

用し、売買など「業」としては行われていないので、ここではあえて、「林業」

という表現を使っていない。 

委員   ：2節の方では、「産官学民の連携」という表現があるが、農業の分野において 

も産官学民の連携や活用が重要になると思う。例えば、琉球大学や南部農林 

高校と連携した品種改良などの可能性もあると思うので、この節でも表現を 

追加してはどうか。また、現在このような連携は行われているのか。 

産業振興課長：現在、県の農業大学や南部農林高校の学生の受入れをしている。また、南 

部農林高校の学生とは「はえばる美瓜」の消費拡大に向けた活動で連携した 

り、ＪＡとの連携なども行っている。 

 

第 2節 賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興 

神里会長 ：南風原町は、交通の利便性が高い地域であるので、物流関係の企業の誘致や

振興をしてはどうかと思うが、その辺はどのように考えているのか。 

事務局  ：交通の利便性を活かした企業誘致や産業の振興については、これまでにも取

り組みを進めており、東新川の方で 1 件企業を誘致した実績がある。今後の

取り組みとしては、物流関係も含め本町の優位性を活かしながら、産業構造

や特性にあった企業誘致や産業振興に取り組んでいきたいと考えている。 

委員   ：57 ページの（1）商業・製造業等の既存産業の持続的な発展の現状の文章の
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②にある「大型商業施設の誘致等による雇用確保・拡大に努めてきました。」

について、商業施設等が町内に進出する際には、従業員の何％は町民を雇用

するなどの条件を設定しているのか。 

経済建設部長：これまでに町内に進出した企業において、町民の雇用について考慮しても

らうよう協議したことはあるが、従業員の何％などの条件は特に設けること

はしていない。 

委員   ：町内に立地する企業が従業員の募集をかけた時に、以外と町民からの応募が

少なく、隣接市町からの応募が多かったという話も聞いたりする。 

委員   ：企業として、従業員の募集に際して町民を何％雇用しますなどの条件をつけ

ることは、雇用の平等の視点から難しいと思うので、行政としては雇用につ

いて企業と協議して考慮してもらうことしかできない。 

委員   ：医療や福祉施設に関する産業振興について、58 ページの施策の展開（2）集

積している産業を活かした新たな展開の「①医療・健康関連産業の連携やス

ポーツコンベンション等による新たなビジネス化の支援に努めます。」だけで

は弱いと感じる。本町に施設が集積している強みを活かして、具体的な取り

組みについて表現した方が良いのではないか。 

また、医療・福祉施設が集積していることで、施設の長期利用者の住民登録

の問題など、取り組まなければならないことも出てくると思う。 

神里会長 ：産業に関する話ではあるが、福祉や他まちづくり目標との連携もでてくる話

なので、第 5 回、6 回の全体を確認する場で議論していきたいと思う。 

委員   ：無料職業紹介所について、5 年後の目標値の現状値（Ｈ27年度）が 0回であ

ることから取り組みとしては、これからということだと思う。求職者が仕事

を探すために、那覇市にあるハローワークに通うというのは交通費もかかり

負担になるので、町内で求職活動ができるよう取り組みを推進してもらいた

い。 

委員   ：新たな企業等を誘致することも必要であるが、既存の企業の規模拡大に伴う

移転などへの対応も大きな課題である。土地利用の規制をかけるなどして、

受け皿を確保することも重要だと思う。 

委員   ：57 ページの（1）商業・製造業等の既存産業の持続的な発展の課題の文章の

「①製造業等については、事業所の規模拡大の要望に対し、宅地化の進行に

よる用地不足や用途地域による既存不適格により移転せざるを得ない状況が

あり、土地利用の誘導・確保等が課題となっています。」という課題に対する

受け皿があるのか確認したい。また、課題の②にある「中小企業・小規模企

業振興基本条例」は、県の条例なのか、町の条例なのか教えてほしい。 

産業振興課長：事業所の規模拡大の要望に対する受け皿もしくは支援に関する取り組みに

ついては、都市計画区域の用途地域において、例えば、住居地域から商工業
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地域へ持ち上げるような取り組みや、移転を余儀なくされている方へ南風原

町で利用できる土地のマッチングなどを進めていきたいと考えている。 

「中小企業・小規模企業振興基本条例」については、南風原町が制定した条

例のことである。 

 

第 3節 地域の連携で創る観光の振興 

委員   ：60 ページの（1）観光振興の具体的な取り組みの推進の現状の文章に、「民泊」

に関する取り組みも加筆した方が良いと思う。また、課題の「②黄金森公園

は、・・・」の文章において、「活用」という言葉が続くので、表現を修正した

方が良い。 

委員   ：民泊については、伊江島では 4 万人くらい受入れをしているという話を聞く

ので、そこまでくると、地域への波及効果も大きいと思う。目標値において、

民泊登録者数を掲げているので、施策として強調するような表現があっても良

いと思う。 

委員   ：60 ページの（1）観光振興の具体的な取り組みの推進の課題の文章で、「通過

型の観光から着地型観光や滞在型観光への転換が求められます。」とあるが、

それらに転換し、観光を振興するには駐車場の整備が必要だと思うが、その辺

はどのように考えているのか。 

産業振興課長：観光バスからレンタカーでの移動など観光客の移動形態も変化しているこ

とから駐車場については、観光駐車場として、本部公園に改めて駐車場と案内

板の整備を行った。また、観光形態として駐車場がある場所を拠点に、町内を

歩いてもらうことを考えている。 

委員   ：観光客の捉え方について、県外や海外からの誘客もあるが、県内の他市町村

から、いかにして人をよぶのかという視点も重要であると思う。県内の方を

よべる資源としては、南風原町の公園がキーになると考えている。本部公園

などは、休日にはたくさんの方が来ている状況もあるので、既存の公園の再

整備や南風原ダムを活用した公園整備などを展開しても良いと思う。 

委員   ：歩いて見てもらう観光も重要だと思うが、かすりの道を歩くには坂があり大

変である。今後は、駐車場に加えて、休憩するような場所やトイレの整備な

ども必要になると思う。 

      また、伝統工芸指導所の移転が決まっているが、その跡地について今後の活

用方策はどのように考えているのか。 

産業振興課長：伝統工芸指導所の跡地については、有効利用をしたいと考えているが、法

人所有の土地であるため、現時点では具体的な検討に至っていない。しかし、

平成 30 年度の移転は決まっているので、有効利用に向けて取り組んでいき

たいと考えている。 
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委員   ：これは、個人的な夢や希望の範疇ではあるが、南風原町は沖縄で唯一海に面

していないところなので、観光の目玉として、黄金森公園に展望台を整備す

るとともに、森を散策できるように快適な空間づくりを行ったり、三大森の

間をロープウェイでつなぐことができれば面白いと思う。 

      また、町民向けのレクリエーションとして、パークゴルフの整備をしてほし

い。 

 

第 4節 歴史と伝統を誇る工芸産業の振興 

委員   ：62ページの（１）伝統工芸産業の自立の現状の①の文章で「本部・喜屋武・

照屋地区を中心に集積し、」という表現は、「立地し」という表現が適切だと思

う。また、②の文章で「継承者育成」という表現があるが、63 ページの施策

の展開（2）では「後継者の育成」という表現が使われているので、「後継者」

に統一した方が良い。施策の展開（1）経営環境の改善への支援の④にある情

報発信の対象として「町民、県外・海外」という表現があるが、県内の方への

情報発信も必要だと思うので、「町民、県内外・海外」とした方が良いと思う。 

      さらに、5年後の目標値に「琉球絣等の生産額」が掲げられているが、生産額

を上げるために、どのような取り組みを考えているのか。 

産業振興課長：文章表現については、改めて検討したい。生産額を上げるための取り組み

については、新商品の開発や販路拡大に向けた取り組みについて、組合と協

議しながら支援していきたいと考えている。 

委員   ：目標値について、他のまちづくり目標では割合（％）での表記が多いが、こ

こでは、人数や金額となっている。目標値の考えとして、割合の表記で統一

し方が分かりやすいのではないか。例えば、金額の場合は、現状値から何％

アップさせるなどの表現ができると思う。 

委員   ：琉球絣など、すばらしい伝統工芸品を県内外・海外へアピールすることが重

要になると思う。以前は、町職員が琉球絣を着る日があり、それも良いアピ

ールの方法だと思っていたが、いつの間にかなくなってしまい残念である。 

委員   ：63 ページの施策の展開（3）観光関連産業等との連携による展開に関連する

こととして、伝統工芸産業を振興する上で、県の産業振興公社等の関係機関

との連携が大切だと思うが、その辺はどのように考えているのか。 

産業振興課長：観光関連産業だけでなく、産業振興公社などの関係機関との連携は重要だ

と考えている。また、伝統工芸だけでなく、農業、商工業も含めて六次産業

化の取り組みの中で多様な連携を図りながら進めていくことを考えている。 

委員   ：かすりの道をはじめ、周辺の観光資源を活かす上で、「謝名家」の積極的な活

用ができれば良いと思う。 
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○まちづくり目標５：みどりとまちが調和した安全・安心のまち 

第 1節 安全・安心に暮らせるまちづくり 

委員   ：南風原町では、業務継続計画の策定は済んでいるのか。 

委員   ：役場の全体的な業務についての計画策定はされていないが、情報処理に関す

る業務継続への取り組みは行っている。 

委員   ：65ページの目標値の項目に「地域・学校における防災訓練回数」が掲げられ

ているが、地域によって防災訓練への参加状況がバラバラだと思う。特に、

本部や兼本ハイツ、第一団地は訓練の機会が少ないように感じる。防災訓練

は、実際に災害が起きた際の行動など、いざという時に役に立つものである

ので、訓練の機会の地域差がないように取り組みを進めた方が良いと思う。 

委員   ：防災訓練の目標値について、小学校・中学校における訓練で 10 回は行われて

おり、それを踏まえると 5 年後の目標が 11 回では少ないと思う。目標値の

設定を増やしてはどうか。 

委員   ：災害発生時には、自衛隊などの助けがくるまでは、地域のみんなで協力して、

救助活動をしたり、炊出しをしたりしなければならないので、いざという時

のための防災訓練は重要である。 

委員   ：防災対策として、まず各地域における避難場所を周知するとともに、避難ル

ートを検討するなどの取り組みを進めてほしい。 

委員   ：防災対策としては、町民の防災意識の向上を促していくことが重要だと考え

ており、取り組みとして「自主防災・防犯組織の設立」を支援することを考

えている。現在本町において、自主防災組織はないことから、今後 5 年間で

5 団体の設立を目指すことを目標としている。 

委員   ：災害時の食料や水などの備蓄に関する目標はどのようになっているのか。 

委員   ：防災計画において、南風原町の人口の 20 分の 1 の方の 3 日分の水や食料を

備蓄するという目標を設定し、整備に取り組んでいる。 

委員   ：東日本大震災の経験として、発電機がないと避難所運営や様々な活動に支障

をきたすことから、行政の備蓄品リストに人力で作動できる発電機を掲載し、

整備することが重要だと言われている。南風原でも検討した方が良いと思う。 

委員   ：防災も重要であるが、同じくらい防犯についても重要だと考えている。身近

なところで聞く話としては、昼間は賑やかだが、夜になると街灯が少なく、

暗い場所が多いので、特に女性や子どもは身の危険を感じたことがある人も

多い。 

委員   ：防災については、自主防災組織の設立も必要だが、消防団の充実も重要だと

思う。防犯については、確かに街灯がなく暗い場所が多いので、街灯を設置

するなどの環境整備も必要だと思う。ただし、管理は地域が行うことになる

ので、地域との協議も必要になると思う。 
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委員   ：町の老人クラブ連合会でも防犯パトロールを行うが、街灯がなく暗い道や道

幅が狭く、ジグザグで見通しの悪いところも多々あるので、そのような危険

箇所の改善も必要だと思う。 

委員   ：街灯については、65 ページの施策の展開（2）において「防犯灯や交通安全

施設の設置」という表現をしているので、地域と協議をしながら設置に取り

組んでいきたいと考えている。また、組織体制としては、防災だけでなく防

犯に関する取り組みも行うような南風原型の「防災・防犯組織」の設立を促

していきたい。 

 

 

２．その他 

委員   ：基本計画のまちづくり目標 4の 1 節に関して、本日配布された修正資料の取

扱いはどのように理解したら良いのか。第 1 回の会議で配布された素案につ

いて、改めて役場の策定委員会での検討を経て再提出された修正資料として

認識したら良いのか。 

事務局  ：本日配布した資料については、先日提出があった事前の質疑について、事務

局と担当課で確認して、分かりやすく説明するために整理したものであり、

策定委員会で再検討したものではない。これまでに審議会から受けた指摘の

内容とあわせて修正内容についても必要なものは、策定委員会等に確認しな

がら、指摘・意見に対する「対応の方向」として、第 5 回、6 回の審議会で

提示できるようにしていきたい。 

 

 

３．次回スケジュール等について 

事務局  ：次回は、11 月 24 日（木）10 時からの開催で、議題として「まちづくり目

標 5 の 2 節、3節」と「これまで指摘を受けた事項の確認」を予定している。

スケジュールの調整の上、参加をお願いしたい。 


