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今年の予算
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１．予算の流れ
予算（案）は町議会で審議され、その結果
（議決）を経て、成立します。
最初につくられた予算は、その後の補正予算
と区別するために「当初予算」といわれるこ
とがあります。

当初予算（案）
３月
議 決

４月

予算（当初予算）

４月

町議会
補正予算（案）

議
決

変更

… 予算に基づいた事務事業の開始

当初予算の成立後に発生した理由によって予
算の一部変更が必要となったときに「補正予
算」がつくられます。
補正予算（案）も町議会での審議・議決を経
て成立します。

補正予算

翌年
翌年３月… 年度内の事務事業完了

３月
４月
～

すいとう

出納整理期間

３月までに行った事務事業に関するお金の移動（入金や支払い）を完
了するために設けられる期間です。

５月

９月

出納整理期間を経た各事務事業の収入・支出の最終結果を「決算」と
いい、町監査委員の審査を経て町議会へ報告されます。

決算報告

◎ 町の会計種類
一般会計
約８３億３千万円

財政支援（繰出金）

繰

（特別会計）
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

約２０億８千万円
約１億６千万円

出

（公営企業会計）
水道事業会計
下水道事業会計

金

約５億８千万円
約６億８千万円

町の会計には、一般会計以外に、特別会計や公営企業会計があります。
特別会計や公営企業会計は事業を行うための収入・支出を明確にするため、法律や町条例によっ
て一般の収入・支出と区別する必要があるとされています。
基本的にそれぞれの会計は独立していますが、一般会計からお金の支援（繰出金）を行っている
ので、全体ではつながっているといえます。
※ 実際の予算書は千円単位で表しますが、この冊子では、わかりやすくするため四捨五入し
表示単位を 「億円」「万円」としています。
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２．今年度予算の概要

令和３年度
県支出金
13.6%

歳入

町債
7.0%
町税
20.6%

国庫支出金
20.5%

使用料及び手数料
0.6%
分担金及び負担金
0.9%

地方譲与税
0.4%
地方消費
税交付金
3.9%

地方交付税
24.1%

諸収入
3.0%

繰入金
4.3%

一般財源
町税
地方譲与税
地方消費税交付金
地方交付税
繰入金
諸収入
その他（一般財源）

47億83百万円
17億14百万円
34百万円
3億29百万円
20億07百万円
3億59百万円
2億52百万円
88百万円

特定財源
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
町債

35億51百万円
75百万円
50百万円
17億11百万円
11億34百万円
5億81百万円

その他（一般財源）
1.1%

一般会計の歳入には町税や国・県からの支出金、借入金や施設などの使用料があります。
〇一般財源・・・使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源です。
（例：町税、地方交付税、地方譲与税、地方消費税交付金など）
〇特定財源・・・あらかじめ使途が特定された財源です。
（例：国庫支出金、県支出金、地方債など）

令和３年度
積立金
0.4%

歳出（性質別）

貸付金
維持補修費
0.02%
1%

補助費等
10%

繰出金
10%

人件費
18%

公債費

投資的経費
普通建設事業費

その他経費
物件費
維持補修費
補助費等

物件費
14.1%

積立金
普通建設事業費
9%

公債費
7%

46億62百万円
14億79百万円
26億06百万円
5億78百万円

義務的経費
人件費
扶助費

扶助費
31%

貸付金
繰出金
予備費

7億38百万円
7億38百万円
29億35百万円
11億72百万円
35百万円
8億57百万円
33百万円
2百万円
8億26百万円
10百万円

「義務的経費」とは人件費、扶助費、公債費のことをいい、毎年必ず支出しなければいけない
経費です。
「投資的経費」とは、公共施設の建設や道路工事など将来に残るものに支出される経費です。
「その他の経費」公共施設の維持管理のための維持補修費、通信費や消耗品費などを含む
物件費などがあります。
町民一人あたりの
一般会計予算
町民一人あたりの
（使うお金）は？
町税は？

8万4,970円

41万3,294円

※町民一人あたりの町税・一般会計予算の金額は、令和３年２月末現在の人口(２０，１６６人)をもとに計算しています。
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議 会 事 務 局 兼
監査委員事務局

予算
総額

１億１４万円

◎おもな業務 ： 議会、監査
◎窓口／電話： 新庁舎４階／ ＴＥＬ ９４５－５７７５

■議員報酬・期末手当・共済負担費
６８０９万円

■議員研修事業

町民の中から代表（議員）を選び、町の
決まりや町のお金をどのように使うかを話
し合って決めるところが「議会」です。
町の議員は１４名で、町の代表として働
き、報酬（給料）を受け取っています。
議員報酬（年額）
議 長
４６５万円×１名
副議長
３９４万円×１名
委員長
３８２万円×４名
議 員
３７１万円×８名

４６万円

住みやすいまちづくりのために必要な知
識を学ぶ研修や、手本となるような地域へ
行き視察調査を行います。

研修のようす

■議会会議録発行費

１６５万円

議会で話し合ったことを記録したものが
「議会会議録」です。議会会議録は、役場
の議会事務局や町立図書館で、どなたでも
読むことができます。

■会議録検索システム
採決のようす

■政務活動費

８４万円

議員は町の行う仕事をチェックし、住民
の意見を聴いて、まちづくりをどうするか
提案するために調査研究などの活動を行う
必要があります。そのための活動費用とし
て支払われます。政務活動以外には使用で
きない決まりになっており、使わなかった
お金は町に返します。また、使ったお金の
額と活動内容を報告することになっていま
す。
６万円×１４名
政務活動費（年額）

■議会だより発行費

１１１万円

議会会議録をインターネットで見ること
ができます。日中仕事や学校などで議会を
見に行くことができない方も、議会の内容
を知ることができます。

１５４万円

議会の活動を住民のみなさんに伝えるた
めに年に４回、広報誌「議会だより」をつ
くって町内の各家庭へ配ります。

■監査事務費

１３１万円

監査委員は、町の仕事が正しく行われて
いるか、町のお金が正しく使われているか
を検査します。町の監査委員は、知識や経
験のある方から選ばれた委員と、議会議員
から選ばれた委員の２名がいます。毎月の
検査や、決算（１年間の収入と支出）の審
査などを行います。審査した結果は町長に
報告します。
識見監査委員報酬（年額）
５６万円×１名
議員選出監査委員報酬（年額）５０万円×１名
※監査事務費には、監査委員の報酬のほか、
事務用品の代金などが含まれます。

-3-

－3－

総

務

課

予算
総額

４億７２３万円

◎おもな業務 ： 人事、給与、情報公開、広報公聴、選挙、統計、国際交流
◎窓口/電話 ： 新庁舎３階 / ＴＥＬ ９４５－２２０１ （役場の代表番号を兼ねる）
■職員給与

■広報事業

７億８３３９万円
※全課分の予算になります。

各部署で組まれている職員給与の合計です。
三役（町長・副町長・教育長）と職員の年間
人件費は下記のとおりです。
三役給与３名分（賞与含む）
町長
１１２０万円
副町長
９０７万円
教育長
８５２万円
職員給与１３８名分（賞与・手当含む）
一般会計
６億７５３９万円
国保会計
３１０２万円
下水道会計
１７６８万円
水道会計
３０５１万円

「広報よなばる」「町民カレンダー」など
の刊行物を発行して町の行事やサービスの紹
介、町内のできごとなどをお知らせします。
「広報よなばる」は毎月１回発行しています。

■行政事務委託事業

５１３万円

７２万円

「顧問弁護士業務」ほか町民の皆様のため
の「無料法律相談業務」を経験豊富な弁護士
事務所に委託しています。
無料法律相談は事前予約が必要です。相談
をご希望の方は総務課へご連絡ください。
総務課 ９４５－２２０１
偶数月 →月１回（第３金曜日）
奇数月 →月２回（第１及び第３金曜日）
※午後２時～４時（相談時間１５分）
※場所：町社会福祉センター

各区の綱曳、ハーリーなど伝統文化活動を
支援するための補助金、地域の主体的な活動
への助成、また南部振興会など広域での行政
活動を行うための負担金です。

■選挙事務事業

３６６２万円

「広報よなばる」の配布や役場からのお知
らせを区民に直接にお知らせする事務などを
町内の１３区（自治会）に委託します。
役場・区長（自治会長）・与那原警察署の
３者で、毎月２回連絡会を開催し、連絡事項
の共有・伝達・情報交換を行います。

■弁護士法律相談委託事業
■負担金補助金と交付金

１１８８万円

２２６７万円

定期的に選挙管理委員会を開催するほか、
選挙人名簿の登録・調整、選挙啓発事業を行
います。以下は今年度予定の選挙です。
（令和３年１月時点）
○与那原町議会議員一般選挙
選挙期日
令和３年４月18日
○衆議院議員選挙
選挙期日
任期満了時、または衆議院解散時

■与那原町新庁舎移転業務
１２００万円
令和３年５月６日の業務開始に向け、仮庁
舎（社会福祉センター内、仮プレハブ庁舎）、
コミュニティーセンター２F（生涯学習振興
課）、上下水道庁舎（上下水道課）等の什器
類、文書類などの引っ越し業務を滞りなく行
えるように業務委託します。

■与那原町海外友好親善大使人材育成事
業（一括交付金）
２１６万円
与那原町とゆかりのある海外移住者子弟を
研修生として受け入れ、日本語や空手、三線、
琉舞などの伝統文化の研修を実施し、町民や
県民との友好親善の橋渡しとしての人材育成
を図ります。

■窓口受付支援システム運用業務
２４６万円
窓口受付支援システムは町民が窓口に来庁し
た際に、マイナンバーカードまたは免許証の
紙面情報を読み取り、各課で何度も住所氏名
などを書かせることなく手続きが可能となる
システムです。
それにより、待ち時間の削減など効率のよ
い窓口運営が可能となります。稼働予定は令
和３年５月です。
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－4－

企画政策課

予算
総額

４２５３万円

◎おもな業務 ： 総合計画、一括交付金、ＭＩＣＥ施設関連、地方創生、土地開発公社、
交通施策、広域行政
◎窓口/電話 ： 新庁舎３階 / ＴＥＬ ９４５－８８８１
■交通計画のPDCAサイクル費用
１０万円

■地方創生計画のPDCAサイクル費用
５万円

与那原町における交通体系の見直しと、
機能強化を図り、さらなる魅力あるまちづ
くりの実現に向け、平成２８～２９年度に
与那原町交通基本計画及び地域総合交通戦
略を作成しました。それらを推進するため
の有識者、関係団体等を構成員とした「与
那原町交通施策検討協議会」の開催にかか
る運営費となります。

令和元年度に策定した、第２期与那原町創生
総合戦略・人口ビジョンの評価・検証を、有識
者、関係団体等を構成員とした委員会を開催し、
その運営費に使われています。

委員会の様子（2020年１月）
委員会の様子（2020年１月）

■広域行政に関する費用

■総合計画のPDCAサイクル費用
１３万円

事務の効率化および経費の節減等を図るため、
近隣の市町村が組合を設立し、ごみ処理や広域
的な観光・文化・スポーツ振興などの事業を共
同で行っています。町が南部広域行政組合など
の複数の組合に支払う負担金の合計額で、人件
費など運営に必要な経費として使われています。

総合計画とは与那原町の将来像を描くも
のであり、その分野は教育・福祉、生活環
境、産業など多岐にわたります。
平成３０年度に策定した第５次与那原町
総合計画を推進するため、有識者、関係団
体等を構成員とした「与那原町総合計画策
定委員会」を開催し、その運営費に使われ
ています。

■バス路線運行補助費

６４５万円

１２２万円

住民の生活にとって必要不可欠なバス路
線を継続させ、交通手段を確保するために、
与那原町をはじめ沖縄県・糸満市・八重瀬
町・南城市からバス会社へ、運行費用の一
部を補助しています。

■新たな公共交通（LRT等）の整備に係る
検討費用
５００万円
那覇～与那原までの新たな公共交通（ＬＲＴ
等）の導入に向けて、近隣市町村と連携して検
討します。様々な調査や計画作成にかかる委託
料として使われます。
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－5－

財

政

課

予算
総額

６億４７８０万円

◎おもな業務 ： 財政、財産管理、予算編成
◎窓口／電話： 新庁舎３階 ／ ＴＥＬ ９４５－６５２１
■予算の運営・財政計画

■財政状況の公表

町の１年間のお金の使い道を決める「予算
編成」などを行っています。これは、家庭の
家計と同じように収入（町税や国・県からの
補助金など）をもとに支出（道路建設や補修、
ごみ収集の委託、学校の運営など）を決めて
います。
また、まちづくりのために「最小の経費で
最大の効果」が得られるようお金をやりくり
する計画（財政計画）を立て、実施すること
で、効率的かつ効果的な財政運営を行います。

暮らしに直結した町の財政状況（家計
簿）を公表し、みなさまが納めた貴重な税
金や、国・県からの補助金等がいくら入り、
またどのように使われているかを知ってい
ただくためのものです。内容は町広報誌や
ホームページでご覧いただけます。

■公有財産管理

■町債の返済

※万円

町が所有する土地・建物の台帳整備や、町
有地貸付、また未利用土地の売却促進を行う
などの財産管理をしています。土地の賃借料、
売却料は収入として町の財源になります。
※土地の売却がある場合など必要時に予算を
計上します。

会

計

２６６万円

わかりやすい予算書（年１回発行）
当初予算の概要（広報５月号）
財政事情の公表 （広報７月・１２月号）
決算公表（広報１１月号）
財務書類の公表

５億７６６５万円

町債（町の借金）の返済及び発行（借
入）に係る事務を行います。町債は、公共
施設等を建設する際に、世代間の負担を平
準化するために発行されます。
町債の残高は、令和３年３月３１日現在
で８８億２７６２万円です。

課

予算
総額

３６１２万円

◎おもな業務 ： 現金出納、歳入歳出決算、指定金融機関
◎窓口/電話 ： 新庁舎１階 / ＴＥＬ ９４５－６４２１

■会計事務運営事業

■指定金融機関等事務事業 ７２３万円

２３万円

会計課は、町（役場）が取り扱う公金の会
計事務を担当しています。
町民のみなさまに納めてもらった税金な
どの収入や、町が町民に支払う児童手当な
どの支出の管理をしています。
また、年度ごとに役場の収入や支出をま
とめた決算書を作成しています。

指定金融機関とは、町（役場）の委託を受
けて、公金の収納や支払いの事務をとりまと
める金融機関のことです。
役場内には指定金融機関の派出所（銀行窓
口）があります。
★派出所の公金収納等取扱い時間★
午前９時～１２時・午後１時～３時
※午前８時３０分～９時・午後３時～５時は各
担当課窓口でお支払いをお願いします。

■一時借入金事業

１３３万円

支払資金が不足した場合に一時的に金融機
関から借り入れをします。その際に利子が発
生します。
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－6－

住

民

課

予算
総額

９１６７万円

◎おもな業務 ： 証明書発行（住民票・印鑑証明・戸籍証明）、印鑑登録・住民異動、
戸籍、パスポート申請、マイナンバーカード交付申請等
◎窓口/電話 ： 新庁舎１階 / ＴＥＬ ９４５－２０７２
■戸籍・住民票・援護金などに関する事務
１０７５万円

■コンビニ交付サービス事務 ６１０万円

住民課では、住民の皆様の身分関係を証
明する戸籍や住居関係を証明する住民票な
ど各種証明の適正な整備、発行を行ってい
ます。

令和３年度よりコンビニエンスストアの
多機能端末機（マルチコピー機）でマイナ
ンバーカードを利用して各種証明書が取得
できるようになります。
日本全国のコンビニエンスストア等で夜
間、休日問わず利用でき、住民サービスの
向上や利便性が期待されます。

【主な業務内容】
・住民基本台帳事務
（転入・転出など住所異動に関すること）
・戸籍事務
（出生・婚姻など身分関係に関すること）
・印鑑登録事務
・電子証明発行事務
そのほか、戦傷病者や戦没者遺族などに対
する援護事務に関する業務も行っています。

■旅券発給事務（パスポート）

６万円

★ 年末年始、メンテナンス時（緊急時等）
は利用できません。

≪コンビニで取得できる証明書≫
① 住民票
３００円／件
② 印鑑登録証明書
３００円／件
③ 戸籍証明書
４５０円／件
④ 戸籍の附票
３００円／件
⑤ 税証明書
３００円／件

パスポートの申請受付、交付を行います。
与那原町に住民登録している方または居
住している方が身近な窓口で発行できます。

■個人番号カード関連事務 ２８８７万円
マイナンバーカードの交付や更新などを
行います。マイナンバーは確定申告や児童
手当、医療保険などの申請書に記載が求め
られます。
また、マイナンバーカードは本人確認の
ための身分証明書として利用できるほか、
健康保険証、コンビニでの各種証明書の発
行、電子証明書を利用した電子申請など、
さまざまなサービスにもご利用いただけま
す。
まだマイナンバーカードをお持ちでない
方は早めの申請をおすすめします。

・証明書発行の際には身分証明書の提示
をお願いしています。

・免許証などの顔写真付き身分証をお持
ちでない方は、マイナンバーカードの申
請をおすすめします。
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－7－

税

務

課

予算
総額

１億２２５万円

◎おもな業務 ： 個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税、たばこ税
◎窓口／電話： 新庁舎１階 ／ ＴＥＬ ９４５－４４７７

あなたの税金が町を動かしています！

各税目の収入の割合

みなさまの納める町税は、町の行政を運営
する上で重要な財源となるものです。公共施
設などの整備、社会福祉の充実、道路整備、
ごみ処理などみなさまの暮らしに密着した、
より住みよいまちづくりのために使われてい
ます。町民みなさまの納税へのご理解をお願
いします。

法人町民税
７２２３万円
軽自動車税
４％
７４７９万円
４％

固定資産税
８億４６４万円
４７％

■税務課で取り扱う主な町税の種類
①個人町民税（住民税）
毎年１月１日現在町内に住所を有する個人に
課税されます（前年の１月１日から１２月３１
日までの収入が対象です）。申告に基づいて所
得を確定し、税額を決定します。

②固定資産税
町内にある土地・家屋・償却資産※1が課税
の対象となり、毎年１月１日現在の所有者に課
税されます。土地・家屋ともに３年に１度評価
の見直しを行います。ただし、土地については
地価が下落傾向の場合に限り、毎年見直します。
※１ 償却資産とは・・・会社や個人で工場や
商店などを経営している人がその事業のた
めに所有している機械、器具、備品などを
いいます。
③軽自動車税
毎年４月１日現在バイク・軽自動車の所有者
に課税されます。
抹消・名義変更・紛失・
盗難届けなどがない限り毎
年課税されますので、手続
きはお早めにお願いします。

町たばこ税
７０５７万円
４％

個人町民税
６億９１２９万円
４１％

（ 令和３年度当初予算書より ）
（令和３年度当初予算書より）

■固定資産の評価に係る費用
８７３万円
評価の基礎となる標準地の不動産鑑定委
託料、市街化区域の宅地を評価するために
用いられる路線価を付設する費用や、土
地・家屋の評価をよりスムーズに行うため
の地理情報システム及び家屋評価図計算シ
ステムに係る費用などです。

■課税・徴収事務に係る諸費用
１，３７０万円
納税通知書・督促状などを発行するため
の印刷代、それらを発送する費用や、コン
ビニエンスストアでの納付を可能にするた
め、各コンビニ事業者へ支払う手数料など
です。

④法人町民税
町内に事務所または事業所がある法人に、申
告に基づき課税されます。

-8-

－8－

福

祉

課

予算
総額

１２億１８９９万円

◎おもな業務 ： 介護保険、障害福祉、生活保護、国民年金
◎窓口/電話 ： 新庁舎１階 / ＴＥＬ ９４５－１５２５
◎他の連絡先： 交流センターひざし TEL ８８２－８３５７
■高齢者福祉に関する事業

■与那原町高齢者祝金

５１９万円

３００万円

一人暮らしの高齢者や高齢者のいる世帯
に、安心して生活を送っていただくために、
食の自立支援サービス（配食）事業や、緊
急通報システム事業などで支援を行ってい
ます。

高齢者の長寿を祝い、これまで社会に貢献
してくださった功績に感謝し、併せて敬老
の気持ちを込めて、祝金または記念品を贈
呈しています。
新百歳祝 祝金と祝状、泡盛記念ボトル
カジマヤー祝（かぞえ９７歳） 記念品
トーカチ祝 （かぞえ８８歳） 記念品
トゥシビー祝（かぞえ８５歳） 祝金

■老人クラブに関する事業

■介護保険に関する事業
２億１８７６万円

２１４万円

高齢者が毎日楽しく過ごせるよう、各老
人クラブやスポーツ大会の運営費などを支
援します。また、健康づくり事業として健
康料理教室やシルバーゴルフ教室、ニュー
レクリエーション体験などを開催します。

与那原町の介護保険事業は、沖縄県内の
２９市町村で構成する沖縄県介護保険広域
連合に加盟して実施しています。
広域連合が行っている介護認定、資格管
理、保険料の賦課徴収、保険給付などの業
務運営にかかる経費を負担しています。

■地域支援事業（介護）

介護保険制度で市町村が行う事業です。
何歳になっても健康な状態を保てるように
予防事業を行うとともに、万が一介護が必
要な状態になった場合でも、可能な限り自
立した生活ができるよう支援します。

グラウンドゴルフ大会

■敬老会に関する運営費

３７４８万円

３９万円

敬老の日にちなみ、７３歳以上の高齢者を
招待して毎年敬老会を開催し
ています。芸能関係
者や保育所(園)児童
による余興を行い、
会場を盛り上げます。

主な事業
介護予防・日常生活支援総合事業
（１）一般介護予防事業
・元気アップ教室
・水中運動教室
・ボウリング教室
・男の綱がる料理教室
・体にやさしい料理教室 等
（２）介護予防・生活支援サービス事業
・要支援の介護認定を受けている方へ
デイサービス（通所介護）またはヘルパー
サービス相当のサービスを提供します。

平成３０年度開催時

敬老会
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－9－

■自立支援給付事業

７億４７２９万円

身体、知的、精神に障害を抱えた方に支
援サービスの提供や、医療費の助成等を行
います。
※世帯所得により自己負担額が異なります。

■国民年金に関する事業

２４７万円

国民年金制度の説明や相談、資格取得、喪
失、住所変更、免除などの国民年金に関する
各種手続きを行います。

■社会福祉協議会の運営費補助
４１５３万円
制度内の福祉サービスでは対応できない問
題を、地域と連携して解決を目指す社会福祉
協議会に対し運営費を補助します。

■民生・児童委員の活動費補助
３０９万円
民生・児童委員は、地域住民の身近な相談
相手です。福祉に関するいろいろな問題につ
いて住民の側に立って、解決に向けて行政と
住民のパイプ役として活動しています。
その活動を支えるため、民生・児童委員協
議会に活動費用を助成します。
※民生・児童委員のみなさんは、ボランティ
アで活動しています。

■与那原町小災害見舞金

※ 万円

火事や台風などの災害で被害を受けた方々
へ見舞いの気持ちを表し、お見舞金を支給し
ます。 ※必要が生じたときに予算措置。

① 介護・訓練等給付、障害児通所給付費
障害のある方へ安心して日常生活を過ご
せるように居宅介護や短期入所などの支援
サービスを提供します。
② 自立支援医療費（更生医療）
身体障害者手帳を持っている方が、障害
を取り除いたり、軽減するための手術等を
受けるときに医療費を助成します。
③ 自立支援医療費（育成医療）
身体に障害があるか、放置すると将来一
定の障害を残すおそれのある１８歳未満の
児童が、確実な治療効果が期待される医療
を受けるときにその医療費を助成します。
④ 療養介護医療給付費
医療を必要とし、常に介護を必要とする
と認められた障がいを抱える方が支払った
介護費および医療費の一部を支給します。
⑤ 補装具給付費
身体障害者手帳を持っている方が、日常
生活や勤労生活をしやすくするために、身
体の一部の欠損や機能を補うための補装具
を給付します。主な補装具に車いす、義肢、
補聴器などがあります。

■交流センター（ひざし）運営事業
（地域活動支援センター含む） ５６９万円

■重度心身障害者医療費助成に関する
事業
３２８９万円
特に重い障がいのため、生活が困難となっ
ている方々を支援するため、身体障害者手帳
の１級、２級、療育手帳のＡ１、Ａ２等の重
度と認定された場合に、病院や薬局などで支
払った医療費を助成します。
■地域生活支援事業（障害） １６３８万円
与那原町が実施主体となり、障がいをもつ
方やその家族に対しての相談支援など、地域
の特性に合わせた支援サービスを提供します。

障がいをもつ方が悩みや不安を相談でき
る場所、障がいがあるなしにかかわらず地
域の人々と交流できる場所、基本的な生活
習慣を身につける場所として運営していま
す。
また、地域活動支援センターを設置し創
作活動などの事業も展開しています。

■町内バス実証実験に関する費用

（一括交付金）

１０４０万円

高齢者や障がいのある方の交通利便性を
高めるために、町内バスの導入を検討する実
証実験を行います。
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－ 10 －

交流センター ひざし

子育て支援課

予算
総額

２３億１８６６万円

◎おもな業務 ： 保育園、幼稚園、児童手当、ひとり親支援、子育て支援施設
◎窓口/電話 ： 新庁舎２階/ ＴＥＬ ９４５－６５２０

■母子及び父子家庭等医療費助成事業
９７５万円

■子ども医療費助成事業 ８２５２万円

ひとり親家庭に、医療費の一部を助成す
ることにより、生活の安定と自立を支援し、
福祉の増進を図ることを目的としています。

■ひとり親家庭等認可外保育施設利用料
軽減補助事業
１２４万円

■児童手当支給事業

４億６６９５万円

児童手当は、未来の社会を担う子どもた
ちの健やかな成長を目的に児童を養育して
いる方に支給される手当です。
＜支給額＞
①所得制限額未満である者
３歳未満
・・・月額１万５千円
３歳以上小学校修了前(第１子･第２子)
・・・
月額１万円
３歳以上小学校修了前(第３子以降）
・・月額１万５千円
中学生
・・・ 月額１万円
②所得制限以上である者・・ 月額５千円

認可保育所に入所できなかったひとり親
家庭の児童が、認可外保育施設を利用した
場合、その利用料の負担を軽減することに
より、当該家庭の生活の安定と自立の促進
を図ります。（課税世帯の0～2歳児対象：
上限33,000円/月）

■ひとり親家庭学童クラブ保育料軽減
補助事業
２１６万円
ひとり親家庭の児童が、学童クラブを利用
した場合にその保育料の負担を軽減するこ
とにより、当該家庭の生活の安定と福祉の
向上を図ります。

■子どもの貧困対策事業

子どもたちの健やかな成長を応援するた
め保護者の方に医療費の一部を助成します。
＜対象＞ 通院：中学校卒業まで
入院：高校世代まで

■ファミリーサポートセンター事業
１３２３万円
育児の援助を受けたい方と、援助したい
方が会員となって地域で援助活動を行う
「ファミリーサポートセンター事業」を実
施しています。

１４９８万円

①児童自立支援員（２名配置）
学校や関係機関と連携し、貧困により
様々な課題を抱えている児童を早期に発見
し、子どもを取り巻く環境の改善を図りま
す。
②子どもの居場所づくり運営支援
子どもがいきいきと過ごせる居場所を提
供し生活指導や学習支援、食事の提供など
を実施する個人及び団体に対して、その運
営の一部を助成します。
補助上限額：３００万円

■病児・病後児保育事業

１３０万円

小学生までの児童を対象に、病気の回復期
にあって集団保育ができない場合に、一時
的に預かる事業です。保護者が子育てと仕
事を両立し、子どもたちが健やかに成長で
きるよう支援する事業の一つです。

■要保護児童対策地域協議会運営事業
１００７万円
虐待を受ける児童や子育てに不安を抱え
る方のため、要保護児童対策協議会は関係
機関と連携し適切な支援を行います。
また、子ども見守り宅食支援を社会福祉
協議会と連携して行い、要保護児童等のよ
り一層の見守り体制強化を図ります。
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－ 11 －

■子育て支援拠点事業「すまいる」
１０１７万円

■学童クラブの運営に関する補助事業
９９６３万円

地域全体で子育てを支援する基盤ができる
よう、乳幼児をもつ親子が気軽に集い、語り
合い交流を図る場です。安心して子育てがで
きる環境をつくり、育児相談などを行ってい
ます。また、保育所に入所していない児童で、
保護者のパート就労や疾病・出産等により一
時的に家庭保育が困難な場合のお子さんの保
育も実施しています（一時預かり）。

仕事などにより、昼間保護者のいない家
庭の児童に対し、授業終了後に遊びや生活
の場を設けることを目的として設立された
学童クラブに補助金を助成します。

■親子通園事業

５２１万円

子育ての悩みの中で、「うちの子言葉が遅
いような気がするわ」「落ち着きがなくて心
配…」などの悩みを抱える親子を対象に「親
子通園事業」を実施しています。

■保育所等整備事業

７５４７万円

保育資源の拡充を目的として、保育所等の
新設、整備等を行う事業者に対し補助を行
います。今年度は、２園の整備を進めます。

■認可外保育園助成事業

２２１万円

認可外保育施設の保育環境をより良くす
るため、施設への助成を行います。

■ほっとハート子育て応援事業
（一括交付金）
１２０万円

■幼稚園運営に関する事業 １７４６万円
町立幼稚園の事務費・光熱水費や園舎の設
備点検の委託料など、園児が楽しく過ごせる
環境づくりを行います。

法人保育園へ看護師を配置し、乳幼児が
健やかに成長できる環境づくりを図ります。
看護師を配置した保育園には、雇用経費
の半額（上限月額５万円）を助成します。

■保育所等運営に関する事業
１１億３１５２万円

■きめ細かな児童生徒支援事業

仕事や病気などの理由で、日中家庭で保育
することができない保護者に代わり保育を実
施する認可保育所等に対して、その運営費の
一部を負担します。

■児童館運営費

１４５６万円

児童館は、０歳～１８歳未満のすべての児
童を対象に、遊びを通じた健全育成のための
活動をしています。児童厚生員という児童福
祉の専門職が子どもたちの遊びへのかかわり
から、時には抱えている問題を察知して、問
題解決できるよう援助します。

（一括交付金）

支援を必要とする児童の幼稚園での生活面
を支援するための特別支援教育支援員及び
町内保育施設を巡回する特別支援保育コー
ディネーターを配置し、よりきめ細かな支
援を行います。

■保育施設巡回事業

－ 12 －

６８万円

子どもたちが、より楽しい毎日が過ごせ
るように家庭や園生活の中で、適切な配慮
ができるように町内保育施設を町特別支援
保育コーディネーターが巡回し、保育に関
する相談を行い子どもの伸びる力を手助け
します。また、必要に応じ心理士等、専門
家による相談を行います。

海風児童館
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２５５４万円

一般会計

健康保険課

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

７億７１８６万円
２０億８０００万円
１億６３８５万円

◎おもな業務 ： 国民健康保険、後期高齢者医療、保健衛生、予防接種、母子・父子保健
◎窓口/電話 ： 国保・後期高齢係 新庁舎１階 / TEL ９４５－２２０４
保健衛生係
新庁舎１階 / TEL ９４５－６６３３
■国民健康保険（国保）特別会計
国保は、病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金（保険税）を出し合い、病院にかか
るときの医療費に充てる助け合いの制度です。国保運営を行うために一般会計とは別に
国保特別会計が設けられています。国保特別会計は国保税と法律で定められた公費で運
営していますが、それだけでは運営が困難なため、不足分を一般会計から補ってもらっ
ています。これを法定外繰入といいます。
法定外繰入：３８００万円

その他：３００万円
保険税：３億３２００万円

歳入の８割が公費で
あることがわかります。

特定健診実施や専門職による保健指導で、
健康づくりをサポートしています（保健
事業費）。また、国保の健全運営のため
レセプト点検や収納相談を行っています
（健全化対策費）。

公費：１７億７００万円

歳入

健全化対策費等：１２００万円
出産育児金：１６００万円
その他事務費等：７３００万円
保健事業費：３７００万円
平成３０年度より沖縄県が国保財政運営
の中心的役割を担っています。
県が、国から公費と市町村ごとの医療
費・所得情報を勘定し市町村ごとの納付金
を決定し、市町村はその納付金を支払い、
医療費に必要な費用を全額県から交付され
る仕組みになりました。

歳出

納付金
５億４２００万円

医療費：１４億円

■後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方（65歳以上の方の一部）が加入する保険制度です。運
営は県内の全市町村が加入する「沖縄県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村は各種
申請の手続きなどの窓口業務、また保険料の徴収を行います。
後期高齢者医療特別会計は、保険料及び延滞金の収入と、保険料軽減にかかる一般会計からの
収入を、沖縄県後期高齢者医療広域連合へ納付金として支払いをする特別会計となっています。
１億２４３１万円
◎保険料負担金
町へ納めていただいた保険料や延滞金を全
■一般会計から広域連合への繰出金
額、広域連合へ納付します。
◎共通経費/療養給付費負担金
１億５７０２万円
３３４７万円
◎保険基盤安定負担金
後期高齢者の医療費の支払いや広域連合の
保険料については、所得に応じた軽減が行
運営に必要な事務費用を、一般会計から広域
われます。軽減分に対する国や県、町が負担
連合へ直接負担する費用です。
する公費額を広域連合に納付します。
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－ 13 －

■高齢者の保険事業と介護予防の
一体的実施事業
１０４３万円

■母子の健康づくり・健診に関する事業
４６９１万円

人生100年時代を見据えて健康寿命の延伸
を図るために、健康課題をもとに高齢者の通
いの場等を活用した健康教育・健康相談をお
こなったり、糖尿病等重症化予防の支援を実
施することで介護予防、フレイル予防を一体
的に実施していきます。
※フレイルとは高齢による心と体の働きが弱
くなってきた状態＝虚弱

親子(母子)健康手帳の交付から始まり、お
母さんとお腹の赤ちゃんが妊娠期を健やかに
過ごせるよう妊婦学級・妊婦健診を実施して
います。
出生後は乳幼児健診・健康相談において、
お子さんの成長・発達を保護者と一緒に確認
するとともに、育児に関するさまざまな相談
にも応じています。

■特定健診 ・ 特定保健指導事業
２０４７万円

■予防接種事業

９０４３万円

子どもたちや妊婦さん、高齢者をさまざま
な感染症から守り、病気の広がりを防ぐため
に予防接種を行います。

４０～７４歳の特定健診の勧奨と国保加入
者の方を対象にメタボリック・シンドローム
（内臓脂肪症候群）に着目した健康診断を行
い、生活習慣病の予防に努めています。また、 ■未熟児養育医療費助成事業
その健診結果をもとに、保健師・管理栄養士
２８２万円
による保健相談を行い健康づくりをサポート
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を
します。
必要とする赤ちゃんに対して、その治療にか
かる医療費を負担する制度です。

■健康づくり事業

２３０万円

てくてくウォークの開催やパークゴルフ場
利用者への助成を行っています。

■がん検診 ・ 一般健診事業
１,８６５万円
◎がん検診（４０歳以上の男女を対象）
内容：胃がん、大腸がん、肺がん検診
◎婦人がん検診（２０歳以上の女性を対象）
内容：子宮頸がん、乳がん検診
◎一般健診（２０～３９歳の方、生活保護受
給者の方への健診）
＜高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業

イメージ図＞
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－ 14 －

生活環境安全課

予算
総額

６億７０５万円

◎おもな業務：新型コロナウイルス感染症対策業務、交通安全・防犯、防災、環境衛生
◎窓口／電話： 新庁舎３階 ／ ＴＥＬ ９４５－４６８８
■交通安全施設整備事業

８８９万円

地域の交通安全ボランティアによる通学
路の見守り活動の支援をします。また、町
内の危険箇所等へ安全対策を行います。

↑ 車両減速帯

■防犯対策事業

■東部消防組合負担金
２億６８９１万円
与那原町・西原町・南風原町の消防行政を
担う東部消防組合に対し、３町で負担金を分
担しています。消防機能の強化に取り組みま
す。

■新庁舎防災システム移設事業
２４６０万円

↑ 横断指導線

新庁舎完成に伴い、仮庁舎に移設した防災
システムを新庁舎に移設します。

１９３万円

安心安全なまちづくりを目指し、住民自
ら地域の安全面や防犯面について積極的に
取り組み、地域における青色回転灯防犯パ
トロールを実施します。
自治会及び区管理の防犯灯の電気料金に
補助金を交付しております。

■石油貯蔵施設立地対策等交付金事業
３８５万円
町内に設置されている自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）の入替を実施します。

■防災対策事業

■自主防災組織活動補助金
６５ 万円
各区の自主防災組織の育成・拡充を目
的に防犯・防災活動に対し助成します。
防災訓練、資機材購入、防犯パトロー
ル活動などが補助対象となります。
【これまでの事業実績】
◎青色防犯パトロール活動車両の燃料費
◎防災服、雨合羽、長靴、のぼり旗の購入
◎救急箱、消火器
◎ワイヤレスメガホンの購入
◎草刈資機材購入（ＣＧＧ避難経路草刈
り）
◎パトロール用ベスト・帽子
◎防災訓練
◎エンジンチェーンソー
◎エンジンブロワー
◎ＬＥＤ投光器

６６６万円

町内の津波浸水区域内における施設への
個別受信機の整備を実施し、防災対策強化
を図ります。

↑訓練時の与那原幼稚園児

↑避難所に向かう東幼稚園児

■自動車騒音定点観測事業 ３８万円
町内の幹線道路２地点で、交通騒音・交通
量などの調査を実施しています。
測定数値が基準を超えた場合は、県公安委
員会に対し要請したり、必要に応じて道路管
理者に意見を述べる場合があります。町の
ホームページから測定結果をご覧いただけま
す。
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－ 15 －

■指定ごみ袋購入費

８７８万円

■狂犬病予防事業

与那原町指定ごみ袋の購入費です。
本町では、経済的インセンティブによる
家庭ごみ等の排出抑制や再生利用の推進、
排出量に応じた負担の公平性及び住民の意
識改革を目的にごみ処理の有料化を実施し
ています。

１９万円

本町では、年に１回狂犬病予防集合注射
に取り組んでいます。また、町内及び近郊
の動物病院でも犬の登録や注射済票の発行
を行っています。
<登録鑑札>

<注射済票>

製造費
１０円

１枚 ２０円

処理費
10円

・収集運搬費
・リサイクルに係る費用 など

狂犬病とは！？
狂犬病は、人を含むすべての哺乳類に感染し、感染す
るとほぼ１００％死亡する感染症です。飼い主には狂犬
病予防法で生後９１日以上の犬に生涯一度の登録と年
に一度の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。

■ごみ収集委託料

５４４４万円

家庭ごみの収集や資源ごみの選別・保管
業務を行います。東部環境美化センターに
直接ごみを持ち込むこともできます。

■太陽光発電システム設置補助事業
３０万円
町内で、自らの住宅に太陽光発電システ
ムを設置する方に対し、補助金（定額３万
円）を交付します。再生エネルギーの導入
を促し、省エネルギーや環境保全に対する
意識を高めます。

■東部環境美化センター運営負担金

１億４２９８万円
ごみ・し尿処理は１市４町２村で運営費
を分担して、広域で事業を行っています。
与那原町からは年間約５，２７０トンの
ごみが搬入されています。
≪ごみ処理≫

■生ごみ自己処理奨励事業
３０万円
家庭からでる生ごみの減量を目的に、リサ
イクル基金を活用し、生ごみ処理機や生ご
み処理容器を購入する方に奨励金を交付し
ます。

与那原町・西原町・南城市・八重瀬町

≪し尿処理≫
与那原町・西原町・南風原町・中城村・北中城村

■南部広域行政組合運営負担金
４４１１万円
最終処分場建設や南部地域のごみ焼却施
設を統合した一元化ごみ処理施設を整備し、
安定的なごみ処理と効率的な運営を図るこ
とを目的としたごみ処理広域化事業の費用
を南部の３市３町で分担しています。
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－ 16 －

観光商工課

予算
総額

６７８６万円

◎おもな業務： 観光、商工業、与那原大綱曳まつり
◎窓口／電話： 新庁舎２階 ／ ＴＥＬ ９４５－５３２３

■与那原町魅力発信事業（一括交付金）
（与那原大綱曳まつり運営補助金を除く）
７１８万円

■与那原大綱曳まつり運営補助金
１０９６万円（一括交付金８４６万）
４４０年余の伝統を誇る与那原大綱曳は、
県内三大大綱引きとして知られ、与那原町
民の融和、団結を目的に、与那原特有の神
事として継承するため毎年行われています。
まつりの運営は町補助金のほか町民や企
業のみなさまからの寄付金で成り立ってい
ます。
運営補助金の主な使い道は、大綱づくり
などにかかる費用、まつり会場運営費用、
打ち上げ花火費用などです。

与那原町イメージキャラクター「つなひ
きかちゃん」のプロモーション活動を通し
て、町の魅力を県内外に発信します。また、
地域の社交飲食業組合の活性化のための事
業として「ゆかた祭り」や「与那原地区社
交街スタンプラリー」などに対する補助を
行うことにより、他地域の方にも夜の与那
原町の魅力を伝えることにより、多くの方
が訪れる仕組みづくりを支援します。

今年の与那原大綱曳は８月８日開催予定で
す。多くの町民のみなさまのご参加をよろ
しくお願いします。

■商工会育成補助金

６００万円

地域商工業者の振興発展、商工業の総合的
な改善発展を図る与那原町商工会の活動を
補助する事業です。
各事業所に対して経営に関する指導・助
言や、ビジネスマナー講習会等を開催して
事業をサポートします。

大綱にカナチ棒が入る瞬間

令和２年度はコロナの影響により、規模縮小
での開催となりました。

講習会

- 17 -

－ 17 －

■与那原町沖縄赤瓦奨励金

６０万円

■観光事務運営事業

地場産業の窯業振興及び赤瓦街並み景観形
成の促進を図るため、沖縄赤瓦を使用した建
築物の建築主に対し、奨励金を交付します。
また、平成30年度から赤瓦表札など赤瓦を
使用した構造物も対象としています。
詳しい制度については観光商工課までご連
絡ください。

１３０万円

与那原町の観光・スポット・イベント情報
を県内外に広く発信する観光ポータルサイト
「与那原ナビ」を運営します。また、情報後
のアクセス数等による、関心度についての情
報発信効果検証を行います
Facebookアカウント「沖縄よなばる観光案
内」でも町の情報などを更新していますので、
ぜひご確認ください。

■地域おこし協力隊運営事業 ４０３万円
与那原町の地域活性化を図り、地域力の
強化を推し進めるためには、担い手となる
人材の確保が必要です。地域外の人材を積
極的に誘致し、その定住及び定着を図るこ
とにより、地域の活性向上と魅力再発見に
つなげることを目的とし、与那原町地域お
こし協力隊を設置しています。

公共施設課

予算
総額

３億１３２１万円

◎おもな業務 ： 学校施設、町立施設の維持管理・修繕・増改築・更新
◎窓口/電話 ： 新庁舎２階 ／ ＴＥＬ ９４５－８８８３
■学校施設の維持管理等に関する事業
２億９２７万円

■町立施設の維持管理等に関する事業
６７２４万円

小学校２校、中学校１校、幼稚園２園の
学 校 施 設 を 幼 児、 児 童 、 生 徒 が 安 心 ・ 安
全・快適に利用できるよう点検、維持管理、
修繕を行っています。
また、令和３年度では、児童、生徒の増
加により、東小学校と与那原中学校の教室
が不足することが予想されるため、教室を
増設する工事を予定しています。

平成２９年３月策定された与那原町公共施
設等総合管理計画に基づき、従来は各課で
行っていた役場庁舎、コミュニティセンター、
児童館、団地などの町立施設を良好な状態で
維持管理するため、設備点検や大きな修繕・、
増改築、更新（建て替え）等に関する業務を
公共施設課で一元化して行っています。
なお、道路、公園の維持管理等の業務は、
引き続き、まちづくり課が行います。
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－ 18 －

まちづくり課

予算
総額

３億１１５０万円

◎おもな業務 ： 道路、公園、住宅、都市計画、農業、畜産業、林業、水産業、農業委員会
◎窓口/電話 ： 新庁舎2階 / ＴＥＬ ９４５－７２４４

◆交付金事業

８１１６万円

■与原１９号線道路整備事業
ゆめなり橋を起点として､国道与那原バイパスまでの約６００ｍの区間について､東浜水路
（与原区側）の既設護岸上に遊歩道を整備する事業です。

■上与那原前の井線道路整備事業
県道糸満与那原線を起点として、町道与那原嶺井線の県営与那原団地前付近を終点とした
延長約８５０ｍの新しい道路を整備する事業です。

■上与那原１９号線道路整備事業
ジェフ与那原店の背後に位置し、現在は袋路となっている道路です。当該道路を国道３２９
号へ連結させ、袋路を解消することが主な事業目的となっております。

【与原１９号線】

■道路維持管理事業

【上与那原前の井線】

２７４４万円

町内の認定道路（２４７路線）及び農道・里
道や公共排水路などの維持管理に使われる費用
です。主な作業内容として、修繕工事や草刈り、
清掃を行います。

■観光地美化・緑化きれいなまちづくり事業
（一括交付金）
１２２７万円
板良敷海岸線沿い、東浜地区及び東浜水路
沿い、軽便与那原駅舎資料館などの観光ルー
トを散策コースと位置づけ、観光客や町民の
皆様が気持ちよく回遊できるように、草刈り
や清掃などを行い、きれいなまちづくりに取
り組んでいます。
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－ 19 －

【上与那原１９号線】

■公園維持管理事業

■住宅リフォーム支援事業

１７８５万円

癒し憩いの空間として町内１１か所につ
くられた公園について、壊れた遊具を直し
たり、トイレ清掃や草刈りをすることで安
心・安全で利用できるように公園を維持・
管理するために使われる費用です。

４００万円

地元経済の活性化のため、与那原町民が町内
の施工業者を利用して個人住宅をリフォームす
る際、費用の一部を補助する制度です。
補助額は工事費の２０％を上限とし、最高限
度額を２０万円としていますが、いくつかの要
件があります。また、予算には限りがあり、無
くなり次第終了となります。

■運玉森「平和学習広場」整備事業
（一括交付金）
４０００万円

■町民農園運営事業

運玉森での学習の機会を増やすため、山頂付近
での歴史資料や地図等の案内板を整備するととも
に、登山者の安全を確保するための遊歩道の整備
を行います。

２３万円

町民が自然に親しみ、収穫する喜びを味
わい、農業に対する理解を深めていただく
ため「いきいき町民農園」を運営します。

■農業用被覆資材等導入促進事業 ２０万円
台風等の自然災害から農作物を守るため被覆資
材等の導入を促進し、被害抑制と軽減を図るため
事業を行います。

■農業委員会事務運営事業

２１０万円

■農業振興事務運営事業

３５９万円

農地の発展と保全を目指し、農地法に基づ
農業振興に係る各種補助事業を行っています。
く農地の取得手続きや審査をします。
①さとうきび更新奨励補助金
また、農地利用の最適化を図るため、農地
株出さとうきびをより優良な品種に植え替えた場合､
利用最適化推進委員が遊休農地の利用促進に
植え替えた面積に応じて補助金を交付します。
②農薬購入補助金
向けた取り組みを行います。

■農道維持補修事業

１００万円

農道や排水施設などが、台風などの災害によ
り破損した場合、修復工事を行い維持管理に努
める事業です。

■ミバエ地上防除事業

２１万円

果実や野菜類に被害を与えるミカンコミバ
エの侵入防止を図るため、町内に誘殺板（殺
虫剤の染み込んだ小さな板）を設置します。

■デイゴヒメコバチ防除対策事業
４５万円
与那原町の町花木であるデイゴを病害虫か
ら守るため、沖縄県の一括交付金を活用し樹
幹に薬剤注入を行う事業です。

農家が農薬を購入した場合、その購入費用の一部を
補助します。
③生産資材購入補助金
農家が生産資材を購入した経費に対し、購入費の
一部を補助します。
④野菜・花き出荷奨励補助金
野菜・花き等の本土出荷を推奨するため、出荷用
容器購入費の一部を補助します。
⑤農業用水対策施設設置補助金
井戸等の農業用水対策工事を行う農業者に対し
補助金を交付します。
⑥農業次世代人材投資資金交付金
新規で農業を始める方で、要件を満たした農業者
に対し給付金を交付します。
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－ 20 －

水道事業会計

上下水道課

下水道事業会計

５億７９７６万円
７億１２３８万円

一般会計繰入金（下水道）

２億１５８７万円

◎おもな業務 ： 上下水道料金、水道管の埋設確認、水道の開閉栓、給水工事申請、
上水道（本管）工事、下水道（本管）工事、水道施設維持管理
◎場所/電話 ： 新庁舎２階 / ＴＥＬ ９４５－３０１７
水道事業は、『安全で安心な水』を安定して供給するための費用を、みなさまから
の水道料金でまかなっています。集めた料金は、県からの浄水の購入・漏水の調査や
修理・検針業務・施設の新設や維持管理・水質検査・人件費等に使われています。
■水道水購入費

２億６０００万円

■建設改良費配水施設費

沖縄県本島北部のダムや河川の水を取水
して、県企業局が管理する浄水場にて水道
水が作られます。その浄水を町が県企業局
から購入し、町民の皆様に給水しています。

■水質検査委託料

４７０万円

町民の皆様が安心して水を使用できるよ
うに、水道法令に基づき町内６か所で毎日
水質の検査をしています。
また、より詳細な毎月検査（項目により
年３回、年１回）を実施します。
■検針業務委託料
６３０万円
各家庭の水道メーターを毎月２２日から
２８日の間に検針し、町民の皆様が使用し
た水の量に応じて水道料金を請求します。

■量水器取替業務委託料

８９３６万円
道路の下に水道管を布設（水道管を設置
すること）したり、以前に布設した古い水
道管を取り替えたりします。
また、重要施設へ供給する水道管の耐震
化工事を行います。

２４７万円

■漏水調査委託料

９００万円

ポンプ場や配水池から家庭へ送られる途
中で水道水が漏れていることがあるため、
大切な水を少しでも無駄にしないよう、各
家庭のメーター付近や、路面(道路上)漏水調
査を行います。漏水を見つけたら上下水道
課にお電話をください。

■施設修繕費

２０９７万円

漏水調査や、町民の皆様からの通報によ
り発見された漏水箇所を早急に修理します。

水道メーターの検定満期が法律で定めら
れ て い る た め 、 町 が 管理 し て い る 水 道
メーターを定期的に取り換えます。

ダムや川から取水されてきた水は、浄水場できれいな水となり、いったん高台の配水池
（はいすいち）にためられ、そこからわたしたちのところに送られてきます。
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－ 21 －

■公共下水道の役割と整備状況

■与那原町公共下水道事業
２億２１２３万円
各家庭のトイレや台所などで使った後の汚
水を処理場へ運ぶための汚水管や、まちに
降った雨で浸水被害が起こらないように、川
や海まで運ぶ雨水管を道路の下に埋める工事
をします。また、工事をするときに必要な調
査・設計や支障となる水道管などの移設補償
もこの事業で行います。
事業費の内訳は、国や県からの補助金が約
６０％、借入金が約４０％です。
また、個人が各家庭の浄化槽を改造し公共
下水道へ接続する工事費用の一部を補助する
事業も行います。

■維持管理負担金・建設負担金・公債費・
その他管理費
２億９７１９万円

私たちの生活や工場などで使用された水
は、西原浄化センターで浄化され、海へ放
流されます。海の水は、やがて蒸発して雲
となり雨を降らせます。雨は川に流れ込ん
だり、地下に浸透したりします。そこから
汲み上げられた水は、再び私たちの生活や
工場で使用されます。これを「水のじゅん
かん（循環）」といいます。
下水道は、この「水のじゅんかん」の中
で、私たちが使った水を浄化して、海に戻
すという大切な役割をもっています。その
ため、供用開始された区域内住民の皆様は
１日でも早く、公共下水道への接続をよろ
しくお願いします。
令和２年１２月末の整備状況
①行政人口
２０,１１７人
②使用可能人口
１６,７７６人
③使用人口
１２,７９０人
④普及率（②／①）
８３．４％
⑤水洗化率（③／②）
７６．２％
⑥整備率（計画面積に対する供用開始
面積の割合） ７５．２％

①維持管理負担金（西原浄化センターでの汚
水処理にかかる費用）
６９００万円
②建設負担金（西原浄化センターなどの建設
にかかる費用）
２１５７万円
③公債費（借入金の返済にかかる費用）
１億９４６０万円
④その他の維持管理費用等
１２０２万円

下水道への接続で、きれいな海の再生を！
●汚泥処理施設
汚水に含まれる汚泥を濃縮・脱
水処理し、肥料を作ります。
汚泥処理施設

除害施設

水質試験

西原浄化センター
最初沈殿池

汚泥

反応タンク

ポンプ場

マンホール

生活排水

消毒設備
沈渣池

最終沈殿池

汚泥

●雨水管路施設
まちに降った雨で浸水被害が出ないように、
雨水管で川や海まで運び、放水します。

●汚水浄化施設
雨水は川や海へ直接放流され、汚水は西原浄化センターで
処理された後、海へ放流されます。

各家庭から排水された汚水を微
生物の働きにより浄化し、塩素
で消毒した後、海に放流します。

※令和３年４月より、下水道事業は「公営企業会計」へ移行します
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－ 22 －

学校教育課

予算
総額

５億９８８１万円

◎おもな業務 ： 教育委員会事務局、学校教育、小学校、中学校、学校給食
◎窓口/電話 ： 新庁舎２階 / ＴＥＬ ９４５－２３６１

■教育委員会に関する事業 １６７１万円
教育委員会の運営、関係機関との調整、
小・中学校の児童生徒就学支援・予算などの
管理を行います。

■学力向上推進協議会に関する事業
１１０万円
将来の与那原町を担う子どもたちに、知・
徳・体の調和のとれた確かな学力を身につけ
させるための事業です。各学校で学力向上へ
の取り組みや、教育講演会、先生方の研修会
を開催します。
学校・家庭・地域との連携を図るために各
ＰＴＡ支部の活動推進費を補助します。

■拠点型子供の居場所の運営支援事業
２３３０万円
貧困世帯の不登校、ひきこもり等により学
校へ行けない中学生やその保護者に対し支
援・相談を行う場所を設置します。
自立に向けた学習支援、就労支援やキャリ
ア教育を行うことにより、高校等への進学や
就職へとつなげ、貧困の連鎖を断ち切り、将
来的に貧困世帯の減少を図ることを目的とし
ています。

■きめ細かな児童生徒支援事業
（一括交付金）
６４０５万円
各小中学校において、一人ひとりの発達
段階に応じた学習をサポートするため、学
習支援員を配置します。
また、支援を必要とする児童生徒の学校
生活面を支援するため、特別支援教育支援
員を配置し、よりきめ細かな支援を行いま
す。
さらに、不登校や様々な悩みを抱える児
童生徒保護者の支援やアドバイスをするた
めに、スクールカウンセラーを配置し、特
別な支援を要する児童生徒に対し、適切な
支援を行うために特別支援教育コーディ
ネーターを配置します。

■学校ＩＣＴ環境整備等による学習意欲学
力向上推進事業（一括交付金）
１４６６万円
児童生徒が、コンピュータや情報通信
ネットワークなどに慣れ親しみ、適切に活
用できる環境を整備します。
また、先生方や児童生徒がパソコンやデ
ジタル教科書、電子黒板などをより効果的
に活用できるように、情報教育支援員を配
置して、先生方や子どもたちの授業や活動
をサポートし、学力向上を目指します。

■国際理解人材育成事業（一括交付金）
及びJETプログラム事業
２４７３万円
国際理解と本場の英会話に触れるため、
英語を母国語とする外国人教師を学校に配
置して、英語の先生や学級担任の指導をサ
ポートします。
小中学生の総合的な学習の時間にも、国
際理解を進めるため外国人教師が加わり、
英会話を取り入れた授業を行います。
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－ 23 －

■就学援助に関する事業

４９５９万円

経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保
護者に、学校給食費の全額援助や学用品費・
修学旅行費などの一部援助を行います。
また、特別支援学級在籍児童生徒の保護者
へ、経済的負担を軽減するため特別支援教育
就学奨励費を支給します。

■教職員の仕事を支援する事業
２６２万円
教職員等学校関係者が必要な情報を共有
することが出来るよう「校務支援システ
ム」を導入しています。それにより、教職
員が子供たちと向き合う時間や教職員同士
が相互に授業展開等を吟味しあう時間が増
加することを狙います。
また、教職員が体調管理に努め、健康的
に業務を行なえるよう、ストレスチェック
や健康診断を行います。

■大会派遣の補助に関する事業
２００万円
■学校安全（災害共済給付）事業
１１０万円
与那原町の学校管理下で発生した子どもた
ちのケガなどに対し、(独)日本スポーツ振興
センターとの災害共済給付契約により医療費
などを保護者に給付します（例：医療費自己
負担３割＋１割を給付）。掛金は保護者と教
育委員会で負担します。

■学校の管理運営に関する事業
９１８５万円
町内の小中学校３校の管理運営に関する事
業です。
主なものは、事務費・光熱水費などの費用
や電話・ＦＡＸ・コピー機などの使用料があ
ります。また、各学校施設のクーラー、エレ
ベーター、パソコンなどの保守管理も行いま
す。

■学校の教育振興に関する事業
２０５０万円
子どもたちの教育に必要な教科の備品・消
耗品や学校行事などにかかる費用です。 生
徒の知能テストや学力調査などを実施して、
指導計画や学習指導に活かします。
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－ 24 －

町内中学校の生徒が、部活動において沖
縄県を代表し、学校教育及び社会教育活動
の一環として、運動競技や文化活動に参加
するため、県内（離島）・県外に派遣され
る場合、補助金を交付します。
生徒の奨励・激励を行うと共に、保護者
の負担軽減を図ります。

■給食センター運営事業
１億９４１０万円
学校給食は、「衛生上安全で安心な給
食」、「栄養バランスのとれた給食」、
「おいしい給食」を３大方針とし、児童生
徒の健康の増進や体力の向上に加え望まし
い食習慣の形成を目的としています。給食
を通して食材の生産・流通や栄養に関する
知識について学び、教師と子ども、子ども
と子どもの心のふれ合う人間関係を培いま
す。
学校給食に必要な費用は食材費を保護者
の負担とし、学校給食費として納めてもら
います。人件費や施設整備費などその他の
費用は町が負担します。
給食費は小学生が月額４，５００円、中
学生が月額５，０００円です。給食は、週
５日制とし、１人あたり年間２００食を基
準に実施しています。

課の
アイコン

生涯学習振興課

予算
総額

３億８２７１万円

◎おもな業務 ： 社会教育、社会体育、町コミュニティーセンター、町立図書館、綱曳資料館
文化振興、文化財、町史編纂係、学校体育施設・体育施設の利用申請
◎窓口/電話 ： 新庁舎2階（社会教育、公民館係、文化財係、町史編纂係）
ＴＥＬ ８７１－９９８１
町コミュニティーセンター（社会体育係）／ＴＥＬ ８３５－８２２０
◎他の連絡先： 町 立 図 書 館／ＴＥＬ ９４６－６９５９
綱曳資料館／ＴＥＬ ９４５－０６１１
観光交流施設 ／ＴＥＬ ９４５－３３３５
■町コミュニティーセンターの運営管理事業
２４０８万円

■きら☆きらり放課後子ども教室
２１５万円

町コミュニティーセンターは、町民の皆様
の生活文化の振興・社会福祉の増進に寄与す
るためにつくられた社会教育施設です。１階
は町立図書館、２～３階は集会室・研修室・
和室・調理室などがあり、生涯学習やコミュ
ニケーションの場として利用されています。

町が実施主体となり、国や県の支援のもと、放
課後の時間、学校の施設を使い、ボランティア
の方々が見守りを行っています。すべての子ど
もに安全な居場所を作り、地域社会が一体となっ
て子どもを育てようという事業です。

【開館時間】
9：00～22：00
（窓口は8：30～17：15）
※祝日は休館日です。

【休館日】
祝日

■上の森学園（高齢者学級）

８万円

60歳以上の男女を対象に「いつでも、どこ
でも、だれでも」をモットーに、健康づく
り・趣味と生活・講話・視察研修と、多彩な
カリキュラムを用意し、交流と生きがいづく
りを行っています。
※毎月第2・4月曜日(14:00～16:30)実施

■社会教育団体への補助金及び
県外派遣補助金
２３５万円
下記の団体や事業に対し補助金があります。
①子ども会育成連絡協議会補助金(15万円)
②女性会補助金（20万円）
③青年会育成補助金（20万円）
④青少年健全育成町民会議補助金(60万円)
⑤ＰＴＡ連合会補助金（20万円）
⑥県外派遣補助金（100万円）

■学校支援地域本部事業

２１６万円

学習支援・環境整備・安全確保などに地域
住民や地域の事業所が協力して学校を支援す
ることで、学校と地域の絆づくりと、地域全
体での教育力向上を図ります。

■親川拝所整備事業

２億１０３４万円

本町の重要史跡である親川拝所を戦前の姿に
再現する事業です。それにより歴史・文化を後
世に継承・発信するとともに、新たな観光資源
としての活用を図ります。さらに安全に来訪者
を迎えるための周辺整備を行います。

■与那原町立綱曳資料館の維持管理事業
２６８万円
町の伝統文化の代表に位置づけられている
「与那原大綱曳」に関する資料を集めた、全国
でもめずらしい綱曳に特化した「与那原町綱曳
資料館」です。現在は令和３年１０月の社会福
祉センターへの移転に向けて、大綱曳倉庫にて
展示を行っております。皆さんのご来館をお待
ちしています。
【開館時間】
【休館日】
月～水・金（13:00～18:00） 木曜日、祝祭日
土・日 （10:00～18:00）
綱曳資料館 TEL９４５－０６１１
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■町史編集に関する事業

■保健体育に関する事業

１1８１万円

歴史的資料の収集や聞き取り調査などを行
い、町の歴史を記録・保管し、次世代へ継承
するための事業です。調査によって得られた
情報や資料は、町史や『与那原町史だより』
の発刊、平和企画展の開催などを通し、町民
のみなさまに還元できるように努めています。
今年度末には『図説編 与那原の自然と人』
を発刊予定です。

■図書館事務運営事業

９１６万円

町民の皆様の健康増進の為、各種スポーツ教
室の開催、青少年のスポーツ環境整備、少年野
球をはじめ各種競技の指導者人材育成等を行っ
ています。また、社会・学校体育施設をより多
くの皆様へ気持ちよく利用してもらえるような
環境づくりに積極的に取り組んでいます。さら
に、スポーツ振興のために各種団体を補助し、
お互いの協力体制づくりに努めます。

１６５２万円

町民の皆様の生涯学習を支援するため、資
料の収集・保存・整理・提供を行う施設です。
一般図書から児童書、郷土資料、視聴覚資料
（CD・DVD）、新聞や雑誌まで多種多様な資料
を取りそろえ、貸出だけでなく、予約・リク
エストなどのサービスも提供しています。ま
た、読書推進活動として、特設展示による資
料紹介や、季節に合わせたイベントの開催、
読み聞かせ絵本リストの配布などを行ってい
ます。
さらに町内の保育園や各学校への団体貸出
や、団体見学・調べ学習の受入も行っていま
す。
【開館時間】
【休館日】
火～金（10：00～19：00） 毎週月曜、祝祭日
土・日（10：00～17：00）
第4金曜、年末年始
町立図書館 TEL９４６－６９５９

■与那原町観光交流施設維持管理事業
１３６５万円
町民の文化、芸術、教育、福祉、スポーツ活
動の振興並びに心身の健康増進を図るとともに、
災害発生時対応の拠点とし、来訪者との交流、
与那原町の観光振興、情報発信を目的として建
設されました。
【開館時間】
9：00～22：00

【休館日】
毎月第２・４火曜日
慰霊の日
観光交流施設 ＴＥＬ９４５－３３３５

■文化財保護に関する事業 １２１０万円
文化財は私たちの共有財産であり、与那原
の歴史の深い理解や、将来の文化向上や発展
の基礎となる、大切なものです。
文化財保護事業では、与那原やその周辺に
昔から伝わる祭祀や文化、歴史的な建物、土
の中に埋まっている遺跡や地域特有の動植物
などの保護に加え、文化財を含む土地を開発
する事業者との開発調整や記録調査を行いま
す。また、文化財を後広く町民に親しんでも
らうための普及や活用、永く後世に伝えるた
めの保存等を行っています。
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