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は じ め に

町民のみなさまには、日ごろから町政運営へのご支援と深いご理解、ご協力をい

ただき厚くお礼申し上げます。

本町の予算は、「第五次南風原町総合計画」に掲げた将来像「ともにつくる黄金南

風の平和郷」の実現を目指し、６つの「まちづくり目標」と「基本計画の各施策の展

開」の推進を基本方針に編成をおこなっています。

令和元年度の予算編成においては、年々増大している児童福祉を始め、高齢

者及び障がい者福祉等の社会保障費への対応や、国民健康保険特別会計の累積

赤字の解消だけでなく、幼・小・中学校空調設備設置や教育無償化等の負担増

加も見込んでいます。そのため、様々な分野において歳出削減を図らざるを得

ない厳しい状況となりました。令和２年度以降も大きな収支不足が見込まれる

ことから、今後しばらくは緊縮財政策が続くことが予想されます。

これまで、町民の皆様の生活に直接関わるような事業については、できる限

りサービス内容を維持できるよう努力してまいりましたが、やむを得ず事業の

廃止・縮小や自己負担を求めることとしたものもございます。今後は、職員と

一丸となって行政改革を進め、健全で安定した行財政運営を確立するよう努め

てまいりますので、町民の皆様におかれましては、町勢発展のため、何卒ご理

解いただきますようお願い申し上げます。

「ハイさいよーさん」は、町民のみなさまに南風原町の予算の内容をわかりやすく

具体的に解説することをモットーに毎年作成しています。町の予算がどのような事業

に使われているのかを知っていただき、町政や今後のまちづくりのための議論の一

助として有効にご活用されますことを心から願っています。また、本書にはまだまだ

改善すべき点があると思いますので、お気づきの点がありましたら、遠慮なくご意見

をいただければ幸いです。

本年度も、町民をはじめ多くのみなさまの町政への積極的な参加とご支援、ご協

力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

令和元年５月

南風原町長 赤嶺正之
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■議会事務局長 比嘉 勝治

議会事務局は、町民の代表である議会及び議員の活動が活発に行えるように、執行部の関係

部・課と緊密に調整を行うとともに、本会議及び委員会の運営、町政の重要課題への対応等が円

滑かつ効果的・効率的に行われるようサポートを行います。

開かれた議会の取組については、議会ホームページや議会だよりを充実させて、議会活動の情

報をいち早く公開します。また、本会議のライブ中継・録画の配信を引き続き実施します。

政策立案及び監視機能など議会及び議員の活動が最大限に発揮できるよう、議会における課

題及び議会活動に関わる情報の収集や資料の作成を行うとともに、研修会への参加など、様々な

議会活動が適切に行われるようサポートします。

■総務部長 宮平 暢

令和元年度予算編成は、「第五次南風原町総合計画」に掲げた各施策の推進を基本方針とし、

喫緊の課題である国民健康保険特別会計の赤字解消だけではなく、年々増大している児童福祉

を始め高齢者及び障がい者福祉等社会保障費への対応や、後年度において一般財源のさらなる

負担の増加が見込まれることから、歳出全般にわたり削減を図るなど、これまでにない厳しいものと

なりました。しかしながら、子ども子育て支援、高齢者・障がい者福祉関連費及び教育関連経費な

どには必要経費を配分し、「選択と集中」により業務の効率化や事務改善に全庁的に取組むことと

しています。さらに、令和元年度は機構の改編、事業のスクラップアンドビルドも含めた行財政改革

に取り組みます。また、安全安心なまちを維持発展させるため、交通安全、防犯、防災・減災に対

する取組みの強化を地域や関係機関と連携してまいります。

■民生部長 知念 功

民生部では、「第五次南風原町総合計画」を上位計画とし、総合計画における基本構想に即し

た地域福祉の推進に関する事項について、具体的な方向性を示す令和元年度から令和５年度を

計画期間とする「第二次南風原町地域福祉推進計画」を策定しました。本計画は、高齢者、障がい

者、児童、健康づくり及びその他関連する個別計画の施策を円滑かつ効果的に推進していくため

の共通基盤の整備や福祉サービスの質的向上、公私協働のシステムづくりなど、包括的な支援を

推進するための計画となっており、社会福祉協議会と連携し、計画の基本理念「ちむぐくるで笑顔

あふれる福祉のまち南風原」の達成に向けた施策を展開していきます。

子ども・子育て支援では、認可保育園の新設等による待機児童の解消に努めるとともに、前年度

に実施した子育て家庭のニーズ調査を基に「子ども・子育て支援事業計画」を見直し、子育て世代

の包括的支援の充実に取り組みます。こどもの貧困、社会的孤立の防止に向けた取り組みでは、

新たに助産師との連携による若年妊産婦への専門的支援を実施するとともに、引き続き子ども元

気支援員の配置と居場所となる子ども元気ROOMを設置し支援が必要な子どもをしっかりと支え、

子ども達が夢と希望を持って成長していけるよう取り組みを推進します。
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障がい者（児）・高齢者支援では、「第４次南風原町障がい者計画・第５期障がい福祉計画・第１

期障がい児福祉計画」、「第８次南風原町高齢者保健福祉計画」に沿って支援体制の強化とサー

ビスの充実に努めます。

健康づくりにおいては、引き続き、学童期の生活習慣病予防健診を実施するとともに、特定健診

受診者へのインセンティブ付与も含めた受診率向上に努め、生活習慣病の発症予防、重症化予

防等の各ライフステージの健康課題を踏まえた健康づくり支援事業に取り組みます。

■経済建設部長 神里 操也

経済建設部では、第五次南風原町総合計画のまちづくり目標である「工夫と連携で産業が躍動

するまち」の目標を達成するために各種事業を展開します。農業振興については、農地の有効活

用を推進し、農地の保全や土壌改良・地力増強を促進するための土づくり奨励補助を継続しま

す。また、担い手育成などにおいては、南風原町農業委員会の農地利用最適化推進委員、JA、

農地中間管理機構と連携し耕作放棄地や遊休農地の解消に努め、農地の確保や農業次世代人

材投資資金交付金による新規就農者の営農定着を支援し担い手育成を図ります。

商工関係については、町商工会との連携強化や町内企業の振興施策と共に、地域経済の活性

化発展の促進が図られるよう調査・研究を進め「南風原町中小企業・小規模企業振興基本条例」

に基づき、本町の事業者に対する振興策の充実、強化に努めます。

伝統工芸産業振興については、本町の重要な伝統的工芸品である琉球絣・南風原花織の生産

技術の向上、担い手の育成及び工芸品の価値を高めるための取り組みを行うと共に販路の拡大

等を琉球絣組合と連携し取り組みます。

観光関係については、魅力ある観光で地域が潤うまちを目指し、観光客の誘致につながる新た

な観光資源の創出や観光発信としてのプロモーション方法の調査・研究等を観光協会と連携して

取り組みます。

また、「みどりとまちが調和した安全・安心のまち」の目標を達成するための「快適で文化的に暮

らせるまちづくり」として第五次南風原町総合計画の土地利用構想等と整合を図る都市マスタープ

ランの見直しに取り組み、黄金森公園、津嘉山公園の整備、津嘉山北土地区画整理事業並びに

街路事業と連携した汚水の整備と照屋地区の雨水整備を進めます。「利便性のよい魅力あるまち

づくり」として大名地内の町道１０号線、津嘉山地内の町道７３号線道路改良事業、津嘉山中央線

街路事業などの道路整備に取り組みます。

■教育部長 金城 郡浩

南風原町教育委員会では、第五次南風原町総合計画で掲げた「きらきらと輝く人が育つまち」を

まちづくり目標とし、「安らぎと豊かな人間関係、生きる力を育む、家庭教育」、「地域に学び地域を

愛する人を育む、ふるさと教育」、「個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を地域と育む、学校教

育」を目標達成するための柱として各種事業を展開します。特に、学校空調設備の整備について

は、予算を前倒しし、幼稚園から小中学校までの全普通教室に設置を行い、快適な教育環境の整
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備を進めてまいります。また、先生方の勤務にゆとりを取り戻し、子どもと向き合う時間や授業研究

の時間を確保し、教育の質の向上を図るため、「働き方改革」を推進します。さらに、「学校応援隊

はえばる」のボランティアの方々と「地域と共に、地域に開かれた学校づくり」を推進します。

スポーツ振興として、各種運動（体育）施設や学校施設の開放を推進し、黄金森公園施設を活

用して引き続きプロスポーツ等のキャンプ誘致に取り組みます。

家庭・学校・地域社会の相互連携のもとに、時代の変化に対応し得る教育の方法を追求し、社

会に貢献できる人材の育成と生涯学習社会の推進を図るため、引きつづき南風原大学を開校しま

す。
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令和元年度 町の予算規模について

本町の令和元年度当初予算は、平成３０年１０月から平成３１年２月にかけて編成され、３月

議会に提案し可決（承認）されました。全会計の予算総額は１８７億３，８７９万円で、平成３０年

度と比較して４億１１万円の減となっています。

一般会計の主な増減理由を説明しますと、まず、収入面では町税において、たばこ税は減

になっているものの、町民税、固定資産税、軽自動車税の見込額が増になったこと等により、

町税全体で１億６，８４１万円の増となっていますが、繰入金について、財政調整基金及び福祉

基金等の繰入を行わなかったため減となっております。

支出面では、認定こども園へ移行するための認定こども園施設型給付費、社会情勢の変化

に応じた改定をおこなうための都市計画マスタープラン策定等の都市計画振興事業の実施が

ありますが、北丘小学校西側避難通路整備事業及び津嘉山小学校南側避難通路整備事業の

完了予定による事業費減等により、全体では減となっています。

今後も各種事業の財源は町民の皆様からお預かりした税金であることを常に念頭に置き、限

られた収入の中で、施策の必要性、緊急性及び効果を検討し、事業の重点化を図り「ともにつ

くる黄金南風の平和郷」の実現を目指してまいります。
こ が ね は え さ と

令和元年度と平成３０年度の各会計の予算規模一覧表

令和元年度 平成３０年度 増減額
対前年度
増減率（%）

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝C C÷Ｂ＝D

一 般 会 計 1,313,036 1,334,870 △ 21,834 △ 1.6

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

405,497 407,505 △ 2,008 △ 0.5

下 水 道 事 業
特 別 会 計

68,839 68,818 21 0.0

土 地 区 画 整 理
事 業 特 別 会 計

54,448 71,697 △ 17,249 △ 24.1

農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計

2,285 2,157 128 5.9

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

29,774 28,843 931 3.2

合 計 1,873,879 1,913,890 △ 40,011 △ 2.1

会　計　別

（単位：万円）
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令和元年度の新たな事業一覧

まちづくり目標 事　　業　　概　　要 詳細ページ

きらきらと輝く人
が育つまち

【新規】
スクール・サポート・ス
タッフ配置事業

　主として教員の業務支援を図り、教員が一層児童生徒へ
の指導や教材研究等に注力できる体制を整備することを目
的に、市町村がスクール・サポート・スタッフを配置します。

29

【新規】
認定こども園事業・補
助

　教育を必要とする満３歳から小学校就学前の児童と保護者が就
労、病気や出産などを理由に保育を必要とする小学校就学前の
児童を受入れ、幼児教育・保育を一体的に行う施設であり、幼稚
園と保育所（園）の両方の良さを持った施設です。令和元年度より
１園が私立幼稚園から認定こども園へ移行します。

80

【新規】 正規雇用化促進事業
　保育士の正規雇用化を図る認可保育園等を支援すること
により、保育士の新規確保及び離職防止を図り、待機児童
解消に必要な保育士を確保する事業です。

81

みどりとまちが
調和した安全・
安心のまち

【新規】 都市計画振興事業

　現在の都市計画マスタープランは、平成１６年に策定され１４年
が経過しています。今回は第五次総合計画との整合を図る事や
社会情勢の変化に応じた改定を行います。
　南風原南インターチェンジ周辺は、第五次総合計画において新
規産業集積ゾーンとして位置づけられ、「交通利便性の良い那覇
空港自動車道南風原南IC周辺に新規産業等の集積を促し、新た
な産業の誘致や町内の産業移転用地として活用できるよう検討を
行う」と謳われています。
　今年度は、昨年度の基礎調査をもとに南風原南インターチェン
ジ（照屋地区）において、市街化区域編入に向けた関係機関との
調整・協議、関係地権者との意見交換会等を開催し、新たな産業
誘致が早期実現出来るよう取り組んでまいります。

121

事　　業　　名　　称

ちむぐくるでとも
につくる福祉と
健康のまち

令和元年度 町の予算規模
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「南風原町第五次総合計画」にもとづいた令和元年度事業別予算一覧
Ⅰ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

Ⅱ きらきらと輝く人が育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会広報広聴活動強化事業 170 議会事務局 9

広報・広聴事業 535 総務課 10

町善行・功労賞事業 48 総務課 11

女性政策推進事業 15 企画財政課 12

区長（自治会長）事務委託事業 4,373 総務課 13

（単位：万円）

事業名称

みんなで考え、
みんなで創るわ
くわくするまち

情報の共有でひ
らかれたまち

自ら考え、行動
し、みんなで創
るまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

安らぎと豊かな人間関係、
生きる力を育む、家庭教
育

教育相談事業 1,647 学校教育課 14

子ども平和学習交流事業 112 生涯学習文化課 15

国際交流事業（育英会） 484 生涯学習文化課 17

放課後子ども教室推進事業 256 生涯学習文化課 18

学校支援地域本部設置事業 654 生涯学習文化課 18

社会教育補助金及び負担金 566 生涯学習文化課 19

南風原大学運営事業 14 生涯学習文化課 20

陸軍病院壕公開活用事業 242 生涯学習文化課 20

公民館活動の充実事業 3,178 生涯学習文化課 21

公民館講座事業 100 生涯学習文化課 22

学校給食用材料に係る経費 24,476 教育総務課 24

調理場施設維持管理事業 1,785 教育総務課 24

就学奨励事業 9,890 学校教育課 25

幼稚園就園援助事業 890 学校教育課 26

幼稚園にかかる経費（各幼稚園経費除く） 10,482 学校教育課 26

各幼稚園にかかる経費 1,457 学校教育課 27

英会話教育の充実 1,481 学校教育課 27

学校教育事業 3,074 学校教育課 28

特別支援教育支援員（ヘルパー）配置事業 6,879 学校教育課 28

（単位：万円）

事業名称

地域に学び、地
域を愛する人を
育む、ふるさと教
育

地域に学び、地
域を愛する人を
育む、ふるさと教
育

きらきらと輝く人
が育つまち

個性を伸ばし、
豊かな心と健や
かな体を地域と
育む、学校教育

事業別予算一覧
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Ⅱ きらきらと輝く人が育つまち

Ⅲ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

新規 スクール・サポート・スタッフ配置事業 877 学校教育課 29

学校ＩＣＴ推進事業 672 学校教育課 29

小学校（学校管理費・教育振興費） 8,260 学校教育課 30

中学校（学校管理費・教育振興費） 4,784 学校教育課 30

学習支援員等配置事業 2,304 学校教育課 31

幼稚園就園奨励事業 593 こども課 31

幼稚園体育活動充実事業 174 教育総務課 31

幼稚園空調機設置事業 1,582 学校教育課 32

きらきらと輝く人
が育つまち

個性を伸ばし、
豊かな心と健や
かな体を地域と
育む、学校教育

（単位：万円）

事業名称

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

ちむぐくるで支えあう安
心して暮らせるまち 社会福祉団体育成事業 10,007 こども課 33

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） 405,497 国保年金課 35

高齢者医療対策費 32,633 国保年金課 42

婦人がん検診事業 1,185 国保年金課 43

住民健診（健康診査）事業 2,594 国保年金課 44

後期高齢者医療事業(後期高齢者医療特別会計) 29,774 国保年金課 46

介護予防事業 3,574 保健福祉課 47

認知症施策推進事業 249 保健福祉課 50

介護保険運営事業 33,554 保健福祉課 50

新生児妊産婦訪問指導事業 140 保健福祉課 53

未熟児養育医療事業 540 保健福祉課 54

１歳６ケ月児健康診査事業 214 保健福祉課 54

３歳児健康診査事業 288 保健福祉課 54

妊婦一般健康診査事業 5,255 保健福祉課 55

乳児一般健康診査事業 758 保健福祉課 56

長寿県復活　食の応援事業 344 保健福祉課 57

予防接種事業 16,566 保健福祉課 57

（単位：万円）

ちむぐくるでとも
につくる福祉と
健康のまち

健康づくりの推
進

事業名称

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅲ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

宮平保育所運営事業 3,480 こども課 60

認可保育園事業・補助（保育所運営費） 196,625 こども課 61

延長保育促進事業 2,325 こども課 63

障がい児保育事業（町単独事業） 2,784 こども課 63

一時保育事業 988 こども課 64

認可保育園事業・町単独事業 846 こども課 64

地域型保育事業・補助 15,753 こども課 65

保育対策総合支援事業 3,300 こども課 66

待機児童対策特別事業 528 こども課 67

保育所等整備交付金事業 40,924 こども課 68

利用者支援事業 181 こども課 68

認可外保育園事業・町単独事業 442 こども課 69

認可外保育園事業・補助事業 965 こども課 69

ひとり親家庭認可外利用料補助事業 394 こども課 70

母子父子家庭医療費助成事業 1,471 こども課 70

こども医療費助成事業 22,747 こども課 71

子供の貧困緊急対策事業 3,295 こども課 73

病児保育事業 678 こども課 73

児童館運営事業・単独 2,472 こども課 74

学童保育事業・補助 21,060 こども課 75

放課後児童の居場所づくり支援事業 1,007 こども課 77

ファミリーサポートセンター事業 425 こども課 77

地域子育て支援拠点事業 1,891 こども課 78

児童手当事業 94,702 こども課 79

新規 認定こども園事業・補助 8,375 こども課 80

新規 正規雇用化促進事業 554 こども課 81

（単位：万円）

事業名称

子ども・子育て支
援の充実

ちむぐくるでともに
つくる福祉と健康
のまち



- 6 -

事業別予算一覧

Ⅲ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

Ⅳ 工夫と連携で産業が躍動するまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

包括的支援事業 2,825 保健福祉課 82

生活支援体制整備事業 615 保健福祉課 83

家族介護支援事業 685 保健福祉課 84

在宅医療・介護連携推進事業 189 保健福祉課 86

高齢者地域支援体制整備・評価事業 475 保健福祉課 87

重度心身障害者医療費助成事業 5,939 保健福祉課 88

自立支援医療費事業 7,930 保健福祉課 89

市町村地域生活支援事業 4,932 保健福祉課 91

介護給付・訓練等給付事業 105,245 保健福祉課 94

敬老会事業 112 保健福祉課 97

高齢者祝金支給事業 388 保健福祉課 98

（単位：万円）

事業名称

ちむぐくるでともに
つくる福祉と健康
のまち

障がい者（児）・高
齢者支援の充実

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

農業委員会運営事業 1,053 産業振興課 99

新規就農一貫支援事業 800 産業振興課 100

地力増強対策事業 300 産業振興課 100

多面的機能支払交付金 136 まちづくり振興課 101

住宅リフォーム支援事業 200 まちづくり振興課 102

商工会の育成強化 1,680 産業振興課 102

商品開発・技術力強化事業 1,500 産業振興課 103

観光事業 2,813 産業振興課 105

観光ＰＲ促進事業 336 産業振興課 106

黄金森公園スポーツ施設活性化事業 1,000 教育総務課 106

歴史と伝統を誇る
工芸産業の振興

琉球絣等伝統工芸事業 2,426 産業振興課 107

（単位：万円）

事業名称

工夫と連携で産
業が躍動するまち

南風原産品を創り
伸ばす農業の振
興

賑わい・就労を創
る商業、製造業、
新規産業の振興

地域の連携で創
る観光の振興
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事業別予算一覧

Ⅴ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

Ⅵ 環境と共生する美しく住みよいまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

消防力の整備強化 43,996 総務課 109

防災体制強化事業 510 総務課 110

不発弾処理促進事業 385 総務課 111

災害時等避難施設改修事業 125 総務課 112

津嘉山公園整備事業 7,402 都市整備課 113

都市公園管理事業 918
まちづくり振興課
都市整備課 114

下水道事業（下水道事業特別会計） 68,839 区画下水道課 115

農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） 2,285 区画下水道課 119

道路維持事業 1,001 まちづくり振興課 121

新規 都市計画振興事業 1,000 まちづくり振興課 121

町道１０号線道路改良事業 12,355 都市整備課 123

町道７３号線道路改良事業 3,862 都市整備課 124

津嘉山中央線街路事業 9,211 都市整備課 125

津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） 54,448 区画下水道課 126

（単位：万円）

事業名称

快適で文化的に
暮らせるまちづく
り

利便性のよい魅
力あるまちづくり

安全・安心に暮ら
せるまちづくり

みどりとまちが調
和した安全・安心
のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

環境保全対策事業 139
住民環境課
区画下水道課 130

公害対策事業 124 住民環境課 134

指定ごみ袋還元基金事業 442 住民環境課 135

ごみ減量促進事業 1,431 住民環境課 136

ごみ処理対策事業 25,886 住民環境課 138

し尿処理事業 3,092 住民環境課 139

（単位：万円）

環境への取り組
み

事業名称

環境と共生する美
しく住みよいまち
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事業別予算一覧

Ⅶ 行財政計画

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会運営事業 8,467 議会事務局 140

企画事務事業 2,458 企画財政課 142

電子計算事務事業 3,674 企画財政課 143

基幹系事務事業（番号制度関係等） 7,110 企画財政課 143

ふるさと納税推進事業 3,026 企画財政課 144

住基・印鑑登録・外国人登録事務事業 1,811 住民環境課 144

町県民税に係る経費 1,710 税務課 147

固定資産税に係る経費 1,801 税務課 148

賦課徴収事業 1,819 税務課 149

（単位：万円）

事業名称

行財政計画
効率的で健全な
行財政運営


