NO

① withコロナ・アフターコロナを見据えたみんなが元気になる事業のご意見・
ご提案について

ご意見・ご提案に対する市の考え方

ジャンル

コロナワクチン接種を止めないと訴えられます。接種に来ている人の命を助けてくださ
新型コロナワクチン接種は、新型コロナ感染症のまん延防止の為、国主導の下、都道
い。ワクチンを接種した人がコロナウイルスを広げています。事実です。訴訟が起こり 府県、市町村が協力し合って、全国的に円滑な接種を実施しているものです。ワクチン
ます。マスコミ・政府・都道府県知事・市町村長・担当部署いい加減に事の重大さを
の効果や副反応等については、ＷＨＯ、諸外国等の科学的知見に基づいたデータを参考
知ってください。世界的なこの現象の実態を知ってください。
に、国では厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で議論され対応方針が示されてい
1
ます。死亡や重症化する者が減っており、ワクチン接種は有効と考えられますが、接種 健康
は強制ではなく、あくまでもご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。

コロナワクチン接種を完全にする。

市民の感染予防対策推進と併せて、ワクチン接種率向上に努めてまいります。
健康

2
花火大会
3

令和３年11月に開催されました第4回南城市まつりの中で、本市が、元気になる願
いも込めて、市内４カ所から同時に花火を打ち上げております。

その他

市役所駐車場の活用 大規模フリーマーケット、手作り食品野菜の販売を定期的に※一
令和2年３月の開場以来、フリーマーケット、ドライブインシアター、スケートボー
部はサッカーバスケットetcのできる面に変更子どもや市民の集まる場所へ・・・。
ド等のイベントが開催されており、休日には子どもや市民が自転車やスケボーの練習等
での利用があります。ご意見にありますように、様々なイベント等の誘致に今後取り組
4
その他
んで行きたいと考えております。
自然や文化を活かした観光に期待したい。

現在、本市では、世界遺産「斎場御嶽」をはじめとする、本市の魅力である「自然や
文化を活かした観光」に焦点を充てることで、より深く南城市を知ってもらい、滞在型
観光
の観光にシフトして行くための取組みを進めているところです。

南城市の飲食店を応援する「なんじょうイーツ」

昨年からのコロナ禍の影響で飲食店等の出店イベントが中止になる中、令和2年度と
令和3年度にコロナ対策事業として、事業者応援支援金給付事業、商品券交付事業、飲
食店等応援番組を制作し、コミュニティFMとYouTubeで放送するなど、市内飲食店
等応援事業を実施しております。また、１１月２０日・２１日の南城市まつりにおいて その他
テイクアウト市を開催し、キッチンカーなど２０店舗が出店しております。

5

6

Nバスが日中空で走っているのをよく見かけます。昼の空いている時間帯でよいので、
新型コロナウイルス感染症による影響で減少している利用者の回復策として、Ｎバス
７５才以上の高齢者を無料にしてはどうでしょうか？活動的に健康な高齢者社会を目指 利用券を配布し、その効果もあって令和3年9月から１２月まで利用者が増加に転じて
して。
おります。ご提案の75歳以上を無料については、民間路線バス業者の収益にも関係す
7
ることから大変厳しいところであります。今後とも乗車の少ない時間帯を含め利用促進 公共交通
に努めてまいります。
シュガーホールの更なる活用を期待したい。
8

シュガーホールではこれまでに様々な公演が行われてきました。Withコロナではシュ
ガーホールも多大な影響を受けましたが、アフターコロナにおいては国民文化祭などの
公共施設
機会を活かしながら、より市民が元気になれる事業を実施してまいります。

図書館、閉館してますがネット予約のみなど、ドライブスルー方式や非接触の受取でど 現在はコロナウイルスの感染状況を見極めながら開館しております。コロナ感染症対策
うにか貸し出しできませんか？
としてネット予約を行い、来館者同士の接触を避けるため、時間をずらして来館するよ
う対策をとって貸出を行っております。また、南城市では電子書籍の導入もしています 教育
9
ので、そちらもご利用下さい。
「南城みんな元気なオーガニックビレッジ事業」概要:農水省のみどりの食料システム
戦略推進交付金(有機農業産地づくり推進)を活用し、南城市をオーガニックビレッジに
していく。
背景:南城市は自然豊かなまちだが、超高齢化社会となっている。農業者も多いが、後
継者不足も懸念される。一方で若い子育て世代の転入が増えている地域もある。今後、
南部東道路が完成すると市は発展の方向に向かうと思うが、更なる農業の衰退も懸念さ
れる。
期待される効果:南城市産のオーガニック食品を給食に使用することで、子ども達が健
康に育つ事ができる。また、オーガニック農業に興味のある若い世代の転入を期待でき
る。若い農家が増える事で、農業の衰退や高齢化に歯止めをかけることが期待できる。
10 また、加工場を市内に作る事で、市内での労働者を増やすことができる。また、観光も
併せたオーガニック農業体験、料理教室なども企画する事で、観光客誘致も期待でき
る。
オーガニックビレッジは今後発展していく南城市に、今の自然豊かな南城市の良さを残
した、他市町村と差別化を図るアピールポイントになると思われる。オーガニック食品
を使った給食の提供。またオーガニック農業体験を通して、自分たちの「生きる」こと
について考えることができる。オーガニック農業により、土壌への負担が少なくなり、
持続可能な農業を推進できる。
地産地消により、コロナ等による輸送の影響を受けにくい。

『第２次南城市総合計画』の基本方針４「地域が元気になる」具体的な施策４で「付加
価値向上と安定経営支援」でブランド化の推進と流通経路の確立・強化、有力作物の拠
点産地化及び一次産業の経営力の強化と安定化を目指しております。
一方、南城市の農業経営体は６０代以上が76.88%で高齢化が進んでいる課題もあり、
提案のあった内容については、ブランド化の推進と流通経路の確立・強化、有力作物の
拠点産地化に合致すると見ております。
特にオーガニック農業では、本市でエコファーマー認定者は１７名、有機農法認定者で
８農家と環境保全型農業を推進している方もおり、今後の持続可能な開発目標２の「飢
餓」の持続可能な農業を推進する観点からも検討することは必要と考えております。
今後は、実際に環境保全型農業を実施している農家の皆様のニーズ把握に努め、より良
い方向を検証していきます。
農林水産業

NO

② 南城市こどものまち宣言を踏まえた子ども達の自己肯定感を高めるための提
案について
幼稚園を認定こども園へ早急に変える。

1

ご意見・ご提案に対する市の考え方

ジャンル

「南城市立幼稚園の認定こども園移行に関する方針」に基づき、令和３年度より移行
に向けた準備を開始し、令和４年度から2か年での移行を予定しています。
令和４年度に知念幼稚園と玉城幼稚園を公私連携型認定こども園へ移行し、令和５年
度に佐敷幼稚園を公私連携型認定こども園、大里南幼稚園及び大里北幼稚園を統合し、 子育て
公立認定こども園へ移行します。なお、久高幼稚園については今後の児童数の動向等も
勘案しながら必要に応じて検討してまいります。

まず待機児童どうにかしてください。遠い市外の認可外に送り迎えしてます。第二子は 認可外保育施設は、多子軽減の対象外となっております（子ども・子育て支援法施行令
認可に通ってますが、保育料減額対応できないのは納得いきません。もっと子育てしや 第13条）。待機児童対策については、認可保育園の増設や新設、市立幼稚園の認定こ
すい環境作りに、力入れて下さい。
ども園への移行により定員を拡大してまいります。また、引き続き保育士就職支援給付
金の支給等を実施することにより保育士確保に努め、受入れ定員の増も図ってまいりま 子育て
2
す。
認可保育園待機待ち者です。医療従事者です。このご時世優先にしてほしい。（現場は
「南城市保育所入所実地基準」に基づき入所調整をおこなっており、保護者の職業に
連日大忙し復帰急がされます）
よる調整はおこなっておりません。
コロナ感染が長期化する中、医療従事者の確保の重要性については十分に認識してお
りますが、現在、医療従事者の加点は実施できておりません。今後のコロナウイルス感 子育て
3
染症の動向も踏まえ検討してまいります。

自己肯定感のこども向け、大人向け講演会（オンラインでも聞けるように）

4

自己肯定感に関する講演会を令和３年度中に開催する方向で調整を進めてまいりま
す。なお、コロナ禍を踏まえオンラインでの開催も検討します。（子育て支援課）
現在各学校においては、Q-Uテストにより児童生徒一人ひとりの自己肯定感等のデー
タの可視化を図ることで授業改善につなげております。今後もさらなる授業改善に取り
組みながら、児童生徒の自己肯定感の向上に努めてまいります。また、保護者向けの講
教育
演会等については、関係各課と連携しながら検討してまいります。（教育指導課）

Nバスの座席上部の宣伝ポスター掲示スペースに沿線の小中学校の児童生徒の絵画を１
これまでも夏休み企画として、子どもたちが描いたＮバスを車内で展示させていただ
か月交替で展示してはどうでしょう。自己肯定感も高まり、思い出にもなると考えま
いております。今後はより多くの市民の皆様が参加できるように工夫してまいります。
5 す。※住みよいまちづくりは市民みんなの力で！！
公共交通
南城市に住んでて誇りに思える事を温故知新
6

南城市には琉球創世神話やはじめて琉球統一を成し遂げた尚巴志王にまつわる歴史遺
産の数々、ユイマールで培った心やさしい市民性など、魅力ある歴史・自然が残されて
います。故（ふる）きを温（たず）ねて、過去のことから学び、南城市に住んで誇りに
その他
思えることについて、新たな知識やアイデアを生み出し、今後の南城市に活かしてまい
ります。

浦添市港川自治会で小学生向けにカーミージの観察会をやっています。南城市は海や山
南城市では上がり太陽プラン事業を活用して、本市ならではの美しい自然や歴史文化
に恵まれている環境があるので、現代の子がなかなか体験できない体験を通して、自信 を体験する事業をこれまでも実施しております。令和３年度より「こども提案型」とい
に繋がる取り組みをしていただきたい。
う部門を設立し、こども達が考えるまちづくり事業のサポートを行っています。今年度
の実績では小学校5年生のこどもたちが中心となって映像制作を行う「なんじょうこど
7
も映像制作教室」や中高生が中心となって尚巴志の歴史について学ぶ「尚巴志の歴史で 環境
感動体験プロジェクト」の事業が採択され、取り組んでいます。

「7つの習慣」クラブ

住んでる地域のゴミ拾い

8

勉強の成果等の、オンライン上での発表会
9
涼しくなってからの提案です。子どもの基礎体力が落ちているとのこと、 継続してや
れて達成感を味わえる提案です。
模擬島一周マラソンです。
10 簡便な島の地図に市町村の名を入れ、朝、登校したら校庭を2周して市町村に到着と
し、地名を学びながら体力向上を図るアイデアです。

市では、ボランティア美化清掃活動支援事業により、ごみ袋の提供や集められたごみ
の収集を行っております。おかげさまで、県内のサークル団体等や市内の老人会等の各
種団体や親子及びクラブ活動でのボランティア清掃活動のご協力をいただいており、子
どもたちの環境意識の高揚にもつながるものと考えておりますので引き続き、これらの 環境
事業を実施し、住みよい環境づくりを行ってまいります。
一人一台端末の配布やコロナ禍でのオンラインの浸透によるメリットを活かし、各学
校と相談をしながら検討してまいります。
教育
体力と学びを取り入れたおもしろいアイデアです。子どもたちの体力作りの一案とし
て参考にさせていただき、各学校と相談しながら検討してまいります。
教育

子ども議会を開催生徒会や児童会役員の討論会など広報でもとりあげる※広報の一面を
子ども議会を開催する場合は、議場等の貸出に協力させていただきます。
こどものまち宣言ページとして毎回活動をとり上げる。
（議会事務局）
提案のあった件について、各学校や関係各課と相談しながら検討してまいります。（教
11
その他
育指導課）

NO

③ 持続可能なまちづくりを推進するための提案について

ご意見・ご提案に対する市の考え方

ジャンル

セブンイレブンにあるような、ポイントが貯まるペットボトルの回収

ペットボトルの回収（収集）は各家庭の門口収集で実施、集められたペットボトルは
リサイクル化する事業者へ販売し、各ゴミの処理費用へあてております。現時点でのポ
イント制度の予定はありませんが、資源化へのご協力をよろしくお願いします。ポイン
ト制度は商品を販売するコンビニ等の取組みを注視し、情報を共有していきたいと考え 環境
ています。

もったいない精神
使えるのに捨てる粗大ゴミ。チャリティー部門みたいなの作れませんか？

施設の敷地規模（島尻環境美化センター）や粗大ごみを処理再生するマンパワー等の
課題がある状況で、粗大ゴミを販売するチャリティー部門の設置は厳しいため、現時点
では予定はございません。現在、南城市を含め３市３町で新たなゴミ焼却施設や粗大ゴ
ミ処理施設の計画がありますので、その中で協議検討したいと考えます。
環境
今後も３Ｒ（スリーアール）の推進へのご協力をよろしくお願い致します。

ビーチクリーン

市の取組みとして、補助事業を活用した海岸清掃や職員等による海岸清掃及び雄樋川
クリーンアップ作戦などの清掃活動を実施しております。
また、市民の環境美化に対する意識の高揚と、市民との協働による住みよいまちづく
りに寄与することを目的に、ボランティア美化清掃活動支援事業として、ごみ袋等の提 環境
供や集めたごみの収集を行っております。引き続き、これらの事業を実施し、住みよい
環境づくりを行ってまいります。

市民の事業をできるだけ、使用する！

南城市では上がり太陽プラン事業において「自由提案型」、「テーマ設定型」、「こ
ども提案型」と３つの部門を設けており、自治会・区、NPO及びボランティア団体
等、市民活動団体の方が提案した様々なジャンルの事業を推進出来るよう助成しており
その他
ます。本事業は平成21年度から行っており、これまでに65事業が採択されておりま
す。
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2

3

4

公民館活動を活発にする。区長会は連絡だけでなく市行政の理想や理念リーダーシップ
本市では、平成24年度にムラヤー構想を策定し、「ムラヤー（自治公民館）を活用
を語り、行動に移せるようにしてほしい。※元気な高齢者や子ども達、地域の小さな取 した地域住民総参加による住みよい地域づくりと自治力みなぎるコミュティの醸成を基
組を公民館で始めたい。
本目標にムラヤー支援事業（ムラヤー（自治公民館）建設補助事業・地域コミュニ
ティー計画策定事業・ムラヤー活性化スタートアップ支援助成事業等）を実施して地域
の取り組みを支援しております。また、区長・自治会長を対象としたムラヤー学習会を 地域
5
開催し、自治会運営に参考になる情報を提供し、協働のまちづくりを推進してまいりま
す。

市民植樹を毎年開く。南部地区では自然が比較的に良好に残っており、より一層の綠を
公益社団法人沖縄県緑化推進委員会からの緑の募金交付金事業として交付金が交付さ
植すことで、いろいろ自然散策や小動物たちが増える。幼少期の感性を高めることは人 れていて、その予算の範囲内で希望する各自治会や幼稚園・小学校・中学校に対して、
生の豊かさにもつながる。また、自然災害からも身を守ることにもつながる。CO₂の吸 毎年、苗木等を配布する緑化運動の推進事業を実施している。市民植樹については、規
6 収もでき、植樹する人たちの交流にもつながる。
農林水産業
模や植樹地などを検討する必要があることから、今後の課題として検討してまいりま
す。
脱炭素に向けた一般的な取り組みはもちろん、牛舎関連のガス排出量の削減に向けた研
現在、南城市では循環型農業を推進しており、飼料用さとうきびを植え、牛の糞尿を
究所の誘致など検討してはいかがでしょう。
その畑に散布し、畑から取れたキビを粗飼料として活用することを進めており、一体的
に環境改善にも取り組んでおります。一方、研究所の誘致については、今後沖縄県畜産
7
環境
課及び関係機関と連携して情報収集に努めてまいります。

毎月の住民税がどこにどういう風に使われたか明確に市民に毎月教えてほしい。コロナ
市の財源は一般財源、特定財源、市債に分類され、一般財源は使途が特定されず、ど
渦で収入の少ない中払っているお金、決して安いものではないので納得のできる使い方 のような経費にも使用できる財源です。一般財源には地方税（住民税含む）、地方譲与
をしてもらえてたら、払っている側も「今月もまたか」とならずに快く払えると思いま 税、地方特例交付金及び地方交付税等の合計額となり、さまざまな公共事業や住民サー
す。
ビスへ使われています。一般財源はさまざまな歳入の合計となっているため、住民税が
どこにどういう風に使われたか毎月明確に示すことは難しくなっております。ただし、
8
その他
市民の皆様に納めて頂いた市税などがどのように使われているのかをお知らせするた
め、年に２回財政状況を上半期と下半期に広報にて公表しております。

大型ショッピングセンターをつくる。

9

南城市唯一かつ最大の観光地・斎場御嶽の駐車場、がんじゅう駅から御嶽入口の緑の館
までの距離が長すぎて、参拝者が歩くのに往生している。特に足の弱い高齢者には夏の
暑さ、台風シーズンの風雨、冬の寒さがこたえて、私の知人も「もう二度と行きたくな
い」と話していた。高齢者らが車やミニバスなどで入れるよう、観光客に優しい施設に
してほしい。コロナ以降、三蜜防止のために一番奥の三角岩の前に大きな柵を置いて中
に入れないようにしているが、あそこから久高島を眺めてお祈りしようという多くの観
10 光客はがっかりしている。あそこは風がよく通り三蜜にはならない。柵を早めに撤去す
べきだと思う。

無料のウォーターステーション。（専用ボトルは購入）

11

大里地域や佐敷地域では比較的大規模な商業施設が立地している一方、その他の地域
では小規模な日用雑貨小売店が中心となっております。市としては、市民や観光客を含
めた利便性の高い商業施設の立地を推進するため、市の地理的中心部である南部東道路
の南城つきしろインターチェンジ周辺において、大規模店舗の誘致に向けた取り組みを
行っております。

その他

がんじゅう駅から緑の館までの間の休憩スペースについて、令和3年度中にパーゴラ
及びベンチを設置する予定です。また、足が不自由な方に対しては、車で緑の館近くの
駐車場まで入れるよう観光協会事務所で手続きができますので、お問い合わせくださ
い。南城市観光協会０９８－９４８－４６１１（観光商工課）
斎場御嶽については、現在整備基本計画の策定を行っております。
三庫理については、本来久高島を遥拝する場所ではなく聖域とされています。そのた
め、今後は聖域の保全を図るため久高島を眺望する場所についても本来の場所でできる 観光
よう整備計画の中で検討をしております。（文化課）

市の水道事業は、沖縄県より水道水を購入し各家庭や事業所へ低廉な料金で水道水を
供給し、水道経営を行っております。
無料のウォーターステーションについて、上記で述べたように水道水を購入し料金を徴
収して事業を運営していることから、設置（災害等除く）は難しいと考えます。
その他

NO

1

④その他南城市のまちづくりに対する意見や要望について

ご意見・ご提案に対する市の考え方

ジャンル

親慶原は交通が不便です。実家が那覇なので。小学生が３人もいるので、住みにくいで
親慶原はNバスが市内で1番多く運行している地域で、那覇へ直接アクセスする幹線
す。無料の乗り物があったらいいと思います。（車の運転がにがてなので）
バスも運行しております。また、市役所のバス案内所ではバスのご利用について、詳し
くご案内しております。今後もバス会社と連携し、利便性の向上に努めてまいります。 公共交通

八重瀬町のように、ふるさと納税の利益をTNR活動（トラップ・ニューター・リター
ン）にあててほしいです。検討宜しくお願い致します。
地域で独居でコミュニケーション少ない方が野良猫にエサを与え多頭飼育で近辺の迷惑
になっています。金銭の問題で不妊していず、区長に頼んでも・・・猫のTNRをもっ
と進めて欲しいです。個人でTNRしてますが、「ネコ屋敷」は皆で取り組む問題で
す。子猫の時だけかわいがり大きくなったら捨てるのをストップして欲しいです。行政
区をまたいで捨てにくるのも問題と思います。

南城市においても、ふるさと納税制度の中で支援を行うかは、その他の活動支援も含
め今後検討していきたいと考えております。（企画課）
市では「どうぶつ基金」のさくらねこ無料不妊手術チケットを活用し、行政区ごとに区
長からの申請で野良猫のTNR活動を行っております。本事業では、「地域猫活動」の
考え方を踏まえ、手術対象の野良猫の捕獲や手術後の猫の管理（餌やトイレの管理等）
を地域住民の協力で行うことができる地域を申請の対象としております。
多頭飼育については、現場確認後、飼主さんとの調整の上、どうぶつ基金の多頭飼育
救済を活用できるか検討したいと考えております。
捨て猫の問題については、「動物遺棄虐待禁止の看板」を市内数ヵ所に設置し、普及 環境
啓発に努めてまいります。また、個人でTNR活動を行っている方と情報共有を行いた
いので、支障がなければ生活環境課（０９８－９１７－５３１８）までご連絡をくださ
い。（生活環境課）

南城市は他に比べて色々税金が高い。

●国保年金課では、国民健康保険税を賦課しております。
国民健康保険税とは、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充
てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金であり、分類
上は地方税、直接税、目的税に該当します。
国民健康保険税は、「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の3つの合計で計算し
ます。
南城市は、近隣市町に比べ所得割額、均等割額、平等割額の率及び額も低くなっており
ます。
算定要件に変更があると昨年度に比べて国保税が高くなる可能性があります。また、国
の法改正により最高限度額が引き上げられ高くなる場合もあります。
詳細については、国保年金課へお問い合わせください。
０９８－９１７－５３２７（国保年金課）
●税務課では市民税等を賦課しております。
その他
個人の市民税・県民税は、「均等割」と「所得割」の合計額からなります。
均等割は法律で市民税3,500円、県民税1,500円とされています。
所得割は、前年の所得金額をもとに計算し、計算方法は法律の定めるところによりど
この市町村でも同じですので、基本的には市町村間での違いはありません。所得割の税
率も市県民税の合計で10％（市民税6％、県民税4％）という点で同じです。
したがって、所得金額や控除額などの条件が同じ場合には、県内どこにお住まいであっ
ても市県民税額は基本的に同じ金額になります。
詳細については、税務課へお問い合わせください。
０９８－９１７－５３２８（税務課）

2

3

泉大津市の市長さんが全国の各自治体にも自分の動画の内容を参考にしてくださいと
新型コロナウイルス感染拡大防止に関しては、本市においても市長メッセージを掲載
仰ってますので、南城市の市長さんもこの動画を見たうえで、ご自身の考えをホーム
しております。
ページでいいので掲載してもらえませんでしょうか？
メッセージの概要としては、感染予防の徹底や不要不急な外出自粛依頼、ワクチン接
4 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/sityounoheya/siseihousin/singatakoronakanr 種等を呼びかける内容となっております。
健康
en/7113.html
今後も引き続き、感染拡大防止に向け取り組んでまいります。

5

ワクチン接種の際、どうしても赤ちゃんの子どもを連れて行かないといけないことがあ
会場では接種がスムーズに行われるよう、スペース上託児所は設けていませんが、必
り、託児所を省スペースでもいいので、設けてほしいです。
要時にはスタッフが声掛け、対応しております。お子様同伴でも接種可能ですので安心
健康
してお越しください。
児童館等で週に1回音楽や美術の教室を子ども向けに開催してほしい。

6

現在でも子どもたちのニーズを把握した上で、児童館のイベントとして様々な教室を
開催しております。今後ニーズがあれば、音楽や美術教室についても検討してまいりま
す。
その他

児童館 学校のすぐ近くにいつでも気軽に誰でも（老人・子供など）行ける場所。保育
児童館は、18歳未満のすべての子どもが自由に来館して過ごすことができる児童厚
士・大学アルバイト→勉強教えてくれる人 あったら住みたい人、子供たくさんつくり 生施設で、基本的には子どもが安心してくつろぎ、遊ぶことができる子どもの居場所と
たい人いると思います。
なっています。
7
誰でも気軽に立ち寄れる場所としては、児童館を含め各地域の公民館の活用を検討し 公共施設
てまりいます。
大里北小学校や大里北児童館（合併の予定ときいています）の跡地利用については、周
大里北小学校も大里北児童館も長年地域の方々に大事にされてきた施設でありますか
辺地域の住民（小中学生や高齢者含む）より多くの方々の意見が反映されるように数回 ら、より多くの方々から意見を伺いながら、より良い跡地利用について地域の意見が反
懇談会を開催して下さい。お願い致します。
映されるように数回懇談会の開催を検討してまいります。（財政課）
児童館は放課後の子どもの居場所の一つとして考えていることから、大里北児童館の機
能廃止後は、放課後子ども教室やおでかけ児童館の実施等の検討を行い、放課後の子ど 公共施設
8
もの居場所確保に努めたいと思います。（子育て支援課）

自粛要請を要請依頼しても職場が自粛しない限りこども達は何も変わらずに登園してく
文部科学省において「幼稚園は一人で家にいることができない年齢の幼児が利用して
るため、危機を感じて休ませたい親が休みたくても休めない状況にある。自粛の境界線 いることを踏まえ、感染拡大防止のための万全の対策を講じた上での預かり保育の提供
をはっきりして強気で要請してほしい。
を縮小して実施すること」と示されているため、本市では「家庭保育が可能な方につい
て登園自粛の要請」という対応させていただいております。（教育指導課）
厚生労働省通知では「保育所等については、保護者が働いており家に1人でいることが
9
できない年齢の子どもが利用するものであることから原則として引き続き開所」と示さ 子育て
れていることを踏まえ、本市では「家庭保育が可能な方について登園自粛の要請」とい
う対応をさせていただいております。（子育て支援課）

医療現場で働いています。休みはなくなる、収入は減る、患者は増える、我慢ばかりで
南城市では「就職・生活支援パーソナルサポートセンター」にて、相談窓口を設けて
疲れ果てました。辞めたくても辞めれない現状です。心を満たしてくれるのは何も無い おります。日々の生活での困りごと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせて
時間とお金だけです。給付金がないともうどこに住んでもやっていけません。
いただきながら、解決に向けたサポートを行っております。
南城市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
10
その他
０９８-９１７-５３３４
https://www.city.nanjo.okinawa.jp/kurashi/kenkou_fukushi/1596520706/

「ハートのまち」だからこそセクシャルマイノリティについてもっと視野を向けて、取
「ＬＧＢＴＱ」という言葉は社会に浸透してきましたが、内容まで理解している人は
り組んでほしい！
ごくわずかというのが現状です。市民一人ひとりの心が平和になり、お互いを助け合
う、本当の意味での「ハートのまち」を目指し、多様な性のあり方について、正しい知
11
その他
識を持ち、理解・周知促進に向け、取り組んでいきたいと考えております。

子は宝です。大人が手本見せて、住みやすい街にしていきたい。
12

令和3年５月に「南城市こどものまち宣言」を発表しました。南城市を担うこどもた
ちは私たちの宝です。私たち大人が手本になり、住みやすいまちづくりを推進してまい
ります。さらに、地域のみんなでつながり、大事な子どもたちを育てる環境づくりに努 子育て
めてまいります。

NO

④その他南城市のまちづくりに対する意見や要望について

ご意見・ご提案に対する市の考え方

ジャンル

市民の多くは特に高齢者はまだまだアナログです。紙媒体のこういうアンケートに感謝
多くの市民の皆様からまちづくり等に対するご意見・ご提案をいただき、市民の声を
します。
施政に反映していきたいと考えております。コロナが落ち着きましたら地域懇談会を開
催し、市民の皆様から直接ご意見・ご提案をいただきたいと考えております。
13
その他

南城市は独特の地形がその魅力を作り出しています。特に狭い地域でありながら高低差
自然豊かな景観は南城市の大きな魅力の1つです。現在、定期的に道路周辺の除草は
がありそこが素晴らしい景観を生んでいます。しかしそこにある樹木の成長に伴い、
行っていますが、景観を損なっている樹木については道路周辺の斜面や崖地に繁茂して
せっかくの景観が失われています。①新里ビラ②大里稲福遺跡近くの高台（那覇が一望 おり、その伐採が容易ではないため専門業者へ依頼して検討していきたいと思います。
できる）③百名から中山〜港川方面。②と③はまだところどころですが新里ビラはひど
すぎます。歩道まではみ出してきた樹木は不気味さもあり自然豊かな景観とは言えませ
ん。市役所に至る道でもあり尚巴志マラソンのコースでもあります。私の小さい頃、登
14 り車線から見る佐敷の景観のきれいだった事、さらに夜景はその何倍も素晴らしかっ
環境
た。市役所から出てしばらくのゼブラ帯付近だけでも伐採してほしいです。南城市だか
らこその地形的特徴、景観の素晴らしさを全面にアピールしてはどうでしょう? 景観
絶景ポイントを市としても紹介、整備も行い、今の時流にも乗った(インスタ映え)イ
メージアップができると思います。
親慶原ちかくにアメリカのスーパー、コストコが出店するそうですね。敷地ちかくにぜ
親慶原周辺は南部東道路の開通により来訪者も多くなることが予想されます。本市の
ひ、南城市の野菜を中心とした特産品を販売する道の駅のような施設を作ってほしい。 野菜や特産品を販売するような店舗が立地することで、更に本市の魅力を発信できるか
ちかくにイチゴ園もあり、耕作放棄地をヤギの牧場や花の収穫体験が出来る施設を作
と思います。（企画課）
り、何度でも訪れてもらえる観光開発は如何でしょう。世界遺産群も魅力的ですが家族
で楽しめる南城市になればいいですね。
当ご意見を関係機関へ情報共有を図り、市と連携した取組みを検討したいと思いま
15 南城市を訪れる観光客は本当に沖縄の魅力をしるひとだと思います。つまりリピーター す。（観光商工課）
観光
です。いつ来ても新しい魅力的な南城市になればいいですね。
板馬の海老の養殖場も、釣り堀を造って釣った海老はがんじゅう駅で料理してもらえた
ら楽しいと思います。
シルバー人材センターについて、人材不足のようで作業に入るまでに非常に時間がか
当センターでは、高齢化や人手不足等による雇用情勢の厳しい中、市や地域から多く
かっている現状があるようです。家庭内のお手伝いなどは毎回見積りを行い作業に入る の業務依頼に取り組んでいる現状があります。
のではなく、時間で支払額を決めて頂けたら幸いです。浦添市で風呂場や台所掃除など
ご意見のありました件については、当センターと情報を共有し、課題解決に向けて検
16 頼んだ時は、１時間で〇〇円という、細かい設定があり頼む方としては助かりました。 討したいと思います。
その他
ご検討よろしくお願いします。今後の市政発展を期待しています。

車から山や畑にゴミを投げ捨ててマナーが悪い。

看板や広報による、注意喚起や不法投棄パトロールの実施を引き続き行い、投げ捨て
しにくい環境づくりを行ってまいります。
環境

ゴミの不法投棄が多い場所に監視カメラ

不法投棄の多い複数地点に監視カメラを設置しております。パトロールや看板設置も
併せて、引き続き対策してまいります。また、市民の目も必要です。情報提供等を頂き
環境
監視体制を強化していきます。

17

18

岡山から南城市に移住して７年になります。南城市には健康増進の為の施設がありませ
南城市は平成17年度の合併以前より、旧町村単位での公共施設の整備を進め、行政
ん。これからは自らが健康を考え、健康増進の為に努力する時代です。ユインチホテル サービスを実施する基盤としてきました。
にプール・ジム。体育館横にジムがありますが、老朽化して使えるものではありませ
しかし、施設の老朽化や類似施設の重複といった課題があり、運動施設を含めた市全
体の公共施設のあり方について、今後検討を行ってまいります。
19 ん。是非南城市に温水プール・ジムの運動施設を作っていただきたいです。
健康

本土で災害時送電線が切れた事が有ります。市の避難箇所は庁舎で災害で送電線が切れ 災害時に避難所となる市役所庁舎は、非常用電源設備を有しており、停電にも対応で
たら避難が困難になります。一日橋より豊見城への送電線は埋設です。南風原町役場前 きるよう備えております。
の電線も埋設工事は完了しています。あと移設だけです。安全性、景観的、たまにビー
送電線の埋設（無電柱化）につきましては、実施主体が事業者（電力会社）となり、
国・県や自治体における整備計画などを協議の上決定されます。引き続き、代替電源の その他
20 ビーと雑音も発している。電力へ地下埋設工事をお願いすべきだと思います。
確保に向け、さまざまな方法を検討してまいります。

南城市警察署を作ってほしい。コロナ禍により職を失ったシニア世代、若者世代、また
６０～７０歳くらいの方たちのストレス発散がオートバイ・車（軽自動車・軽トラッ
ク・軽ワゴン・ジープ・旧型車等）の暴走・騒音行為に早朝から深夜まで悩まされてお
ります。更にこの１年でオートバイに2回あおり運転をされ、車に1回はハイビームで
後をつけられました。私の母親は体力づくりのウォーキング中後ろから静かに近づいて
きたバイクに急にスピードと大きな音を立てて追い抜かれて怖い思いをしたと言ってま
した。警察に電話しましたところ同様の事が各地で多発しており、人手が足りない事、
又パトカーが急行したところで１０～１５分はかかってしまうので、その頃には隠れた
り、逃げたりしていない。知念方向に逃げられると無線が届かないので、検問とかもで
きない。出勤するが結局はいたちごっこになる。本当に困っているなら行政を動かした
ほうが早いと言われました。市は子育て世代を呼び込もうとしていますが、このように
21 危険な道路がある街で安全に子育て出きるでしょうか？小さい子供に下手に憧れをもた
れても困ります。又、コロナが落ち着き観光客のレンタカーが戻ってきた時にあおり運
転をされたと、後日SNSにでもあげられたら、市のイメージが悪くなると思います。
よって、南城市警察署を作ってほしいです。雇用も増えるし、子供達には大きな音をた
てながら猛スピードをだす人達より、街を守る警察官になる方が格好良いと思って欲し
いです。駄目ならば、ダミーではないオービスの設置。国道区内の道路要所要所に防犯
カメラの設置を、子供達を不審者から守るためにも必要だと思います。無線が使える環
境設備をお願いします。

市民共同墓を作ってほしい。

22

庭の草木などの処分に指定ゴミ袋を利用させるのならば、90リットル程度の特大サイ
ズを用意して頂きたい。確か読谷村で特大サイズがあったはずです。また、草木は指定
ゴミ袋でなくても透明な袋であれば処分可能の自治体もあります。読谷村や浦添市では
指定ゴミ袋に市内企業の広告を入れて、多少ではありますが、予算確保に繋がっていま
す。加えて、浦添市では可燃ゴミ袋を少し薄くする事で値上げを回避しました。市民の
23 立場としては、草木は透明であれば指定ゴミ袋でなくても良いとして頂きたい。

24

星座盤（板）の設置要望。岬公園は初日の出スポット。近くに灯りが少ないので星空観
察には最適。そこで季節や方角・時間によって見える星座の説明・案内がほしい。くん
じゃん星の会の活動も参考に。

南城市警察署の設置につきましては、令和２年１月に与那原地区交通安全協会大里支
部（４支部長の連盟）で、「警察署誘致要請」が南城市長宛に提出されております。
南城市または与那原警察署管内の人口変動、事件・事故発生状況等に応じて警察署設置
の要請を検討してまいります。また、オートバイや車両等の暴走・騒音等につきまして
は、与那原警察署へパトロール等の強化を依頼し、危険走行や迷惑行為の防止に努めま
す。なお、警察無線は知念地域でも使用は可能とのことです。

公共施設

本市では令和元年度に、南城市の墓地施策の基本方針を示す、南城市墓地基本計画の
改定を実施しました。
改定に際しては、計画に皆様のご意見を反映するべく、無作為に抽出した市民様向けの
アンケート調査や、パブリックコメントを実施したところでございます。
アンケート調査によると、「将来新たにお墓を取得したい」とお答えいただいた市民
の方は約25％でした。また、仮に公営墓地を設置する場合の費用負担について、「利
用する方の負担とするべき」との意見が多く寄せられております。
さらに、公営墓地が整備された場合、「利用したい」とお答えいただいた方は、10％
でした。
その他
先に申し上げた墓地基本計画においても、将来必要になることが予測されております
ので、今後とも市民の皆様のニーズや必要性について注視してまいります。

本市では、枝、草、葉類は、必ず枯らしてからおよそ長さ５０センチ以内、直径５セ
ンチ以内のものを重量１０キロ未満で束ね、指定の袋に入れて出して頂いております。
（１回あたり３袋まで）ごみの減量化を進めておりますので特大サイズ（９０リットル
程度）の指定ごみ袋につきましては、作成の予定はございません。現行の容量のごみ袋
を維持し、ごみ減量に取り組んでまいります。
また、１人1日あたりのごみ排出量が年々増加傾向に有り、減量化・資源化に関する市 環境
民意識が十分に浸透していない状況を踏まえ、ごみ排出量の更なる削減とリサイクル意
識の高揚を促進しております。排出量に応じた負担の適正化を図ることを目的としてご
み袋の有料化（手数料）を行っております。
今後検討してまいります。
教育

NO

④その他南城市のまちづくりに対する意見や要望について

本市では、令和３年度に公園・緑地再整備計画を策定し、計画的に市内都市公園の再
整備を進めて行く予定となっております。具体的な整備時期については、事業規模や財
公共施設
政状況等を踏まえ決定することとなります。

大里⇔佐敷間のトンネルを作ってほしい。不可なら道の整備強化を！！

大里～佐敷間トンネル整備の予定はなく、既存道路の改良に取り組んでいるところで
す。
その他

市営住宅を増加してほしい。

本市では、本年度に公営住宅等長寿命化計画を策定し、現在ある市営住宅の有効活用
を図っていきます。
新たな市営住宅整備の予定はありませんが、既存市営住宅の適切な維持管理に努めて 公共施設
まいります。

公園

本市では、令和３年度に「公園・緑地再整備計画」を策定し、計画的に市内都市公園
の再整備を進めて行く予定となっております。新たな都市公園整備の予定はありません
公共施設
が、公園再整備時に利用者が安全・安心に利用できるよう努めてまいります。

26

27
安全な場所にある近場でいつでも行ける公園（木陰がたくさんあるといいな）

28

30

ジャンル

佐敷地区の公園を整備してください。子供達が安心して遊べる場所がありません。
25

29

ご意見・ご提案に対する市の考え方

大里北小学校周辺の歩道、ガードレールの整備を急いで欲しい、事故起きてからでは遅 大里北小学校周辺の歩道整備については、校舎西側の市道嶺井土改1号～高俣線（全
い。
体計画760m）を平成28年から順次整備を行っており、令和2年までに420mが完成
し、残り340mを令和5年度までに完成する予定であります。

道路

緑地を潰しての公園やアパートや家屋の建設は規制すべし。アパートの乱立よりも高級
本市では、平成22年８月に約1,100haを風致地区に指定し、緑地の保全に努めてお
住宅街などの雰囲気ある街にしてもらいたい。
ります。また、都市計画「用途地域」指定を進め、用途の混在を防ぎ良好な街並みを保
てるよう取り組んでおります。本市の緑豊かな景観の維持、無秩序な開発を抑制しつ
その他
つ、南城市らしいまちづくりに努めてまいります。

佐敷干潟の保全について、西原、与那原のマリンタウン埋め立てと、津波古やサンサン
トカゲハゼについては、県が実施しているトカゲハゼ保全に係る監視調査により、生
ビーチの人口ビーチにより、何百年もかけて自然がつくった地形が変化している。荒い 息情報の把握に努めているところです。
れきなどが潮留になる干潟に押し寄せ泥干潟の小さな生物たち（特にトカゲハゼ）が住
また、佐敷干潟を遊び場、環境学習の場として保全するに際しては、管理部署や教育
家を追われつつある。命の大切さを教えるべく子どもたちへの環境教育の場であり、大 関係部署と連携して検討したいと考えております。
31
環境
変貴重だと思っている。昔は塩田もあったし、豆腐作りにかかせない潮くみの仕事も
あった。埋め立てではなく、大人、子どもたちの遊び場環境学習の場としたい。
馬天港もさびた運搬船が長らく停泊し景観をそこねている。

港湾管理者である県（南部土木事務所）と連携しながら対応してまいります。
その他

32
「天の浜」の水上バイクは禁止すべき。
33

「天の浜」での水上バイク使用については、他の海浜利用者からも同様の意見が寄せら
れています。本市としましては海岸管理者である沖縄県に対し、利用者が安全・安心し
て海浜を利用できるよう対応を求めているところです。
その他

役所裏の新しい道を先日通ったのですが、突きあたった先左右どちらに出るのか不明で 南部東道路出入口看板設置済です。
34 した。何か看板設置を。

道路

男子中学生の学ランが、いらないと思ってます。沖縄は、寒い日が少ない、コロナで休
学生服を採用するメリットやデメリットがあると思われます。子どもたちの自主性を
みも多くなって着ける日数は少ないのに数万円出すのは、無駄かと思います。カーディ 尊重しつつ、社会情勢等も勘案しながら、各学校において検討してまいります。
35 ガン程度で十分だと思います。どうぞご検討宜しくお願いします。
教育
子供5人子育て中の母親からの市長へのお願いがあります。コロナ禍の中、家計も厳し
くなり、小学校、中学生の11月〜3月までの弁当持参を廃止へお願いしたいです。も
し、11月〜3月期間の弁当の持参がどうしても必要と言うなら、その理由も知りたい
です。弁当持参が決まった時は、食育に力を入れてる と聞いていましたが、現状で
は、中学生の子供に聞くと パンを持って来る生徒がいれば、親の仕事が早くて弁当作
36 れなかったら、買い弁をして持って来る生徒もいたそうです。果たして、食育に繋がっ
てるのでしょうか？逆に、給食の方が管理されてるかと思いますが…弁当持参の日を廃
止検討お願いします。

本市の弁当の日は、（①学校給食のありがたさを実感し、その存続と発展に向けて全
保護者の意識を高める。②弁当づくりを通して親子のふれあいを深めると共に、食の自
立を促す。③食糧危機が叫ばれる中、食への感謝、栄養のバランスなど食育を推進す
る。）を目的に平成２０年１１月から実施しております。
今回のような廃止に対するご意見がある一方で、弁当の日存続を希望するなど一定の
評価をいただいていることも事実です。
教育
このように様々な意見もあり、実施から十年以上が、経過しておりますので、今後、
保護者の皆様に対し、食についての意識調査を実施するとともに、弁当の日の必要性に
ついても検討してまいります。

海岸のプラゴミ等クリーン活動護岸沿にウォーキングしていると海岸のゴミが目につ
海岸のクリーン活動等について、議員は一市民として積極的に参加しております。ま
き、一人で拾うには手に余るかなり大きなゴミも。ゴミの種類もいろいろで選別してゴ た、市議会においても、ゴミ問題等について活発に議論しております。（議会事務局）
ミに出すのも一苦労。地域で市民あげて大々的に取り組めたらと。ぜひ議員の方には積 本市においては、土木建築部（施設管理課主管）にて毎年７月に河川愛護月間及び海岸
極的な取り組みを。海に限らず、海野漁港周辺もゴミが多い。
愛護月間の一環として、地域住民及び各種団体のボランティアを募り、佐敷地区の河
川、海浜美化清掃を実施しております。昨年度（Ｒ２年度）、今年度（Ｒ３年度）は新
型コロナウイルス感染拡大により実施できておりませんが、次年度（Ｒ４年度）は開催
予定です。（施設管理課）
市内外の個人や団体ボランティアさんが、海岸等のゴミ拾いにご協力をいただいており
ます。市ではボランティア美化清掃活動支援事業による、ごみ袋の提供や集めたごみの
回収を行う等の取り組みをしております。今後も多くの方々にご協力頂いて住みよい環
境づくりに取り組みます。（生活環境課）
37
農地海岸保全区域の海岸清掃については、令和元年度から令和3年度に年1回、11月に 環境
沖縄県主催（南部農林土木事務所）で海岸清掃活動の取り組みを行っています。
(※令和元年度 知念海岸保全区域・令和2年度 佐敷海岸保全区域・令和3年度 佐敷海岸
保全区域）
また、令和2年度からは、志堅原海岸、知念海岸、百名海岸、下田海岸の漂着ゴミにつ
いても回収を行う等の取り組みをしています。（田園整備課）

38

39

城跡がたくさんあり、ウォーキングにぴったりだけど、草が覆い茂って中に入ってゆっ
市内の史跡等については定期的な除草作業を実施しておりますが、史跡の数が多く、
くりできない。
次の除草作業に入れる日数が開くことにより、草が繁茂してしまう状況となっていま
環境
す。今後、対応策について検討してまいります。
斎場御嶽行くたびに「土のう」だらけでまるで工事現場のようで見苦しい。三角岩にガ
斎場御嶽については、現在整備基本計画の策定を行っております。計画策定後、御嶽
イド配置してるようですが、２４時間カメラで監視した方が良いのでは？香炉盗難事件 の本質的な価値の保全を行いながら整備を実施していく予定です。
観光
があったのに市で無策はおかしいでしょう。

