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１．はじめに 

 

本日、平成２８年第２回宜野座村議会３月定例会の開会にあたり、提案

しております平成２８年度予算をはじめ、諸議案の説明に先立ち、村政運

営に対する所信を申し上げます。 

私は、村長に就任して一期目の最終年度を迎えました。これまでの間、

「子どもたちの瞳が輝き、村民の笑顔あふれる村づくり」を基軸に「住民

の目線」を基本スタンスとして村政運営に取り組んできました。 

昨年度は、基地問題に翻弄されながらも社会基盤の整備や産業の振興、

福祉、子育て環境の整備に取り組むことができました。とりわけ、地方創

生関連事業等を活用し、積極的に経営支援を行ってきた「道の駅ぎのざ」

が去る１月２７日に国土交通省から「平成２７年度重点道の駅」に選定さ

れたことは、県内８駅中、初の快挙であります。今後は、国の支援が重点的

に行われることになっており、観光センターの整備と併せて施設の充実を

図っていきたいと考えています。 

今年は、村政施行７０周年の節目にあたります。昭和２１年４月１日に

旧金武村から分村後、一時期は、人口が約３,５００人まで減り続けたもの

の、昭和４７年の祖国復帰以降の各種インフラや雇用、住環境の整備によ

り、人口は増え続け、今では、６,０００人に達しようとしております。こ

のように発展、成長する村を築かれた先輩方のご尽力に改めて感謝申し上

げます。 

また、先輩方が築いてきた宜野座村の更なる発展のために、現在抱えて

いる課題解決に向けて、村民の皆様としっかりと情報交換をしながら、活

力のある宜野座村づくりに向けて積極的に取り組んでいきますので、議員

各位をはじめ、村民皆様のご理解、ご協力をお願い致します。 

  

 

２．平成２８年度予算概要について 

 

 平成２８年度予算編成においては、本村を取り巻く極めて厳しい現状を

認識し、限られた財源で最大の事業効果を上げるよう予算編成に努めまし

たが、昨年同様、一般会計においては、基金の取り崩し等に頼らざるを得
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ない厳しい予算編成となりました。 

その結果、本年度の一般会計予算は、 ７，４３２，０００千円 

となり、昨年度に比べ１６．６パーセントの増となっています。 

  また、特別会計予算は、 

国民健康保険事業特別会計    １，０３８，３３６千円 

後期高齢者医療特別会計          ４１，３１４千円 

下水道事業特別会計             ９７，８７７千円 

 

水道事業会計は、 

収益的収入及び支出   収入   ２４９，４８９千円 

                支出   ２２９，１２７千円 

資本的収入及び支出     収入     ２５，６７３千円  

                 支出     ９１，５３３千円 

となっています。 

 

歳入の面では、主なものとして自主財源の柱であります村税が５億５千

百万円、地方交付税が１２億３千９百万円、財産収入が１９億７千５百万

円であります。  

一方、歳出の方では、主な事業として沖縄振興特別推進交付金事業を活

用した道の駅周辺の整備、再編交付金事業を活用した給食センターの整備

及び村営学習塾の運営等の事業、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業を

活用した村道等の整備、民生安定助成事業を活用した松田高松街区公園の

整備等が主な内容であります。 

          

補助事業の導入に関しましては、内閣府や防衛省等の国庫補助事業を基

軸とし、一括交付金等を活用しながら村民にとって真に有益となる事業の

みを選択して取り組んでいきます。                 

また、本村が支出する経常的な経費や施設等の維持管理費、各種補助金

等は、随時見直しを進めることとし、無駄のないスリムな行政運営、財政

健全化を行っていきます。 



                                               

- 3 - 

 

３．子ども達の笑顔があふれる村づくり 

 

子育て支援については、昨年４月から施行した子ども・子育て支援制度

への対応を充実させるとともに、村子ども・子育て事業計画に基づき、地

域の現状やニーズにあった取り組みを実施していきます。 

 

子育て環境の充実については、待機児童の解消を図るため、昨年認可保

育園の定員を２０名増員いたしましたが、本年度も引き続き、認可保育園

と協議し、待機児童解消に向けて取り組んでいきます。 

 

児童生徒の放課後活動支援については、昨年度から宜野座区において放

課後児童健全育成補助事業をスタートさせました。今年度から新たに惣慶

区、漢那区に対しても補助事業を導入し、放課後児童クラブ運営を支援し

ていきます。 

 

子どもの貧困対策については、今年度から国の補助を受けて「子どもの

貧困緊急対策事業」を実施し、貧困対策支援員の配置や、子どもの居場所

づくりの運営支援を行います。 

 

母子保健事業については、安心して子どもを産み育てる環境づくりに取

り組み、中学校卒業までの通院・入院に係る医療費の助成を今年度も継続

します。 

 

少子化対策については、子どもが欲しくてもなかなかできない不妊で悩

む夫婦に対する支援として、特定不妊治療並びに一般不妊治療に要する費

用の一部助成を引き続き実施していきます。 

 

義務教育の充実については、各学校の実態に応じ、学習支援員を配置し、

指導体制や指導方法の改善充実を目指します。また、中学校においては、

昨年度までの英語・数学・理科の３教科に対して習熟度別対応支援員を配
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置しておりましたが、今年度から高校入試受験科目５教科すべてに支援員

を配置し、個々の生徒の習熟度に応じた授業を展開することで、確かな学

力の向上を目指します。 

 

特別な支援を要する幼稚園児・児童・生徒については、引き続き村内各

学校の実態に応じ特別支援サポーターを配置していきます。更に、特別支

援教育アドバイザーと今年度から新たに配置する臨床心理士が関係機関等

と連携し、幼稚園児・児童・生徒一人ひとりに合わせた継続的な支援体制

を目指します。 

 

体育施設の整備については、投球練習場やボルダリングスペース、トレ

ーニング室や会議室等、多目的に利用できる施設を設置し、各種スポーツ

の技術力向上や幅広い年齢層の心身の健康の保持・増進を目的に体育施設

の機能高度化に向けて取り組んでいきます。 

 

教育環境の整備については、共同調理場の建設に着手し、平成２９年度

の運用開始に向け、安全性及び機能性を重視した施設の整備を目指します。 

                    

村営学習塾「２１世紀みらい」については、昨年度から中学生・高校生の

教科運営を「一括民間委託」し、塾の重要な業務を一元化することで、効率

的な運営と生徒個々のニーズにあった指導法を展開してきました。 

今年度は、より児童・生徒のレベルアップを図るために、更なる運営の

効率化と指導力の向上を目指します。 

 

海外語学研修派遣事業については、これまで、米本国において実施して

きましたが、今年度から中高校生の語学研修をハワイで行うこととし、ハ

ワイ宜野座村人会との交流を含めて、国際化社会に対応できる人材の

育成を図ります。 

 

青少年のスポーツ関係では、昨年、村の少年野球大会を制覇したチーム
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をプロ野球の阪神球団のご厚意により甲子園球場に招待する事業がスター

トしました。今年度も引き続き実施する運びとなっており、子どもたちに

夢を与えてくれるものと期待しております。 

 

地域社会による人材育成については、豊かな心を持ち、夢、実行力のあ

る青少年を育成するため、学校､家庭、地域の連携を図りながら、社会奉仕

体験活動や自然体験活動等の機会提供や情報の発信に努めていきます。 

 

 

４．村民が心身ともに健康で元気な村づくり 

 

健康づくりの推進については、「各種健診」及び「がん検診」の無料化、

健康教室等を継続実施するとともに、新たに、小学５年生、中学２年生を

対象とした生活習慣病予防健診「子ども健診」を実施し、一生涯、生き生き

と暮らせる村を目指し健康づくりに取り組みます。 

また、喫煙からくる疾病等を減らし、村民の健康増進並びに医療費の抑

制を図ることを目的に指定医療機関での禁煙治療を受診した際の医療費の

一部を助成する禁煙治療費助成事業を実施します。 

 

任意予防接種事業については、１歳以上６５歳未満を対象としたインフ

ルエンザ予防接種並びに６５歳以上の高齢者肺炎球菌ワクチン、さらには、

乳幼児を対象とした、おたふく風邪に対しても引き続き費用の一部を助成

し、推奨します。             

 

高齢者福祉については、村高齢者保健福祉計画（宜野座村くがにプラン）

に基づき、高齢者の皆様が住み慣れた地域で、健康で生きがいをもって安

心して暮らせる地域づくり、世代を問わず互いに協力し、支え合って、笑

顔あふれる村づくりの実現に向け、諸施策を展開していきます。 

 

在宅介護者の支援については、昨年度から在宅で要介護４・５の高齢者

の介護を行う家族に対し家族介護手当を支給していますが、今年度は、支

給対象を要介護３の方を介護している家族まで拡大します。 
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介護保険については、制度の改正に伴い、これまで介護予防給付として

行われてきた要支援者の通所介護、訪問介護が地域支援事業に移行される

ことから、一般介護予防事業（ぬちぐすい処等）の充実を図るとともに、生

活支援コーディネーターの配置により地域と連携して要支援者の受け皿や

地域における支え合いの体制づくりに取り組んでいきます。 

                  

障がい者福祉については、相談支援体制を強化し、障がいや難病を抱え

る方々が安心・安全に暮らせるよう、村内外の関係機関との連携強化・ネ

ットワークの拡大を図り、個々に応じた適切な支援が提供できるように取

り組んでいきます。また、昨年開始された障がい児通所支援給付等助成事

業等を継続し、ご家族に対する支援にも努めていきます。 

 

国民健康保険事業については、被保険者の負担の公平を期するため、収

納対策に一層努めるとともに、特定健診の受診率の向上を図ります。 

また、健診・医療情報を活用し、策定したデータヘルス計画に基づき、効

果的かつ効率的な保健事業を実施し、生活習慣病の発症及び重症化予防に

努め、医療費の適正化を進めていきます。 

 

後期高齢者医療については、運営主体の沖縄県後期高齢者医療広域連合

と連携して保険料の徴収事務等の業務を行い、制度の円滑な運用に努めて

いきます。 

 

国民年金については、老後や万一の病気やけがの時、生活の支えとなる

ことから、無年金者を出さないよう窓口相談や広報活動で制度の周知徹底

を図ります。 

 

生涯学習については、公民館講座、村民自主講座の充実を図るとともに

サークル活動を推進していきます。 

 

地域の歴史や文化の継承については、文化財を保護しつつ、子どもや成

人を対象にした博物館講座や企画展等を実施することで活用していきま

す。また、「宜野座の八月あしび」の調査成果を基に関係機関へ要請する
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等、国の無形民俗文化財の指定に向け継続して取り組みます。 

 

文化振興については、がらまんホールを中心に、昨年度整備した映像機

器や音響機器等の活用を図りながら、文化芸術を通して、村民の豊かな感

性を育むとともに、地域に存する芸能や芝居、音楽サークル等の発表の機

会を設け、各種団体と連携しながら、ホールの活性化を目指します。また、

ホール等に直接足を運べない高齢者や村民へ生の音楽を届けるため、お出

かけコンサートを開催して芸術の魅力を届けます。 

 

村立図書館については、資料提供をはじめ、施設機能を有効に活用した

利用サービスの充実を図るとともに「子どもの読書活動推進計画」を学校

や地域と連携し推進していくことに努めます。また、お話し会や図書館講

座等の事業を継続して行い、読書を育む環境づくり、気軽に利用してもら

えるような図書館づくり及び地域のニーズに応える図書館サービスの向上

と充実を図っていきます。 

 

国際交流については、南米三カ国青年研修生受入事業及び南米青年派遣

事業を引き続き実施するとともに、今年度から新たにハワイの村人会子弟

の研修生を受け入れ、事業の名称も「世界のギノザンチュ子弟研修生受入

事業」とし毎年４名の研修生を受け入れていきます。 

また、今年は５年に一度の世界のウチナーンチュ大会が行われますが、

それに併せて「世界のギノザンチュの集い」を１０月に開催し、世界で活

躍する村出身の皆さんと交流を深めていきます。 

 

体育・スポーツ振興については、村民の健康保持増進と体力の向上を図

るとともに、村民が「いつでも、どこでも、だれでも」気軽に楽しむために

スポーツの普及を図るため、総合型地域スポーツクラブの活動を推進して

いきます。 

 

体育施設の利用については、関係課と連携してスポーツ合宿の誘致やイ

ベント等の活用に努め、年間を通して体育施設の有効活用を図っていきま

す。 
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５．産業振興で活気ある村づくり 

 

農水産業を取り巻く環境は、所得の減少、担い手不足の深刻化、高齢化

の進展等、農産漁村の活力の低下が依然として厳しい状況にありますが、

本村農水産業の維持発展を図る上でも、国の重要施策の一つでもある食の

安全・安心の確保と農水産業の再生を図るとともに、所得向上のための諸

施策の展開を図ります。 

 

農業の振興については、基幹産業であるさとうきび増産に向け、引き続

き優良種苗の確保、病害中防除や有害鳥獣対策、機械化農業の推進と適期

管理作業の徹底、有機肥料の推進による地力増進を図っていきます。そし

て、農家反収の向上により、６千トン以上の総生産を目指していきます。 

 

パインアップルについては、増産に向け、育苗施設を活用した新品種の

導入や優良種苗の確保を今年度も推進し、新規就農者の確保に努めます。 

 

マンゴーについては、更なるブランド力を高めるための栽培技術の向上

を図るとともに、拠点産地の優位性を活かし、道の駅ぎのざにおける販売

促進と道の駅連絡協議会等を活用した県内外への「宜野座産マンゴー」の

販路拡大を引き続き行っていきます。 

 

ベビーリーフやイチゴについては、村の特産品として位置づけ、組織の

強化を図るとともに、栽培技術の向上や一括交付金等を活用したハウス整

備事業を実施し、生産農家の支援に努めていきます。 

また、新たな特産品づくりについては、次期戦略作物の発掘や担い手農

家の育成並びに組織力強化にも引き続き力を入れていきます。 

 

有機の里宜野座村の定着に向けては、引き続きエコファーマーの育成・

認定者の増を図るとともに、販路拡大、営農指導、土壌分析等のコーディ

ネーターを活用して、宜野座型エコ農産物の有利販売を県内外に向け今年

度も推進していきます。また、未来ぎのざを拠点とした地元農産物や特産

品の販売促進を引き続き推進していきます。 
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新規就農者の確保や担い手農家の育成については、これまでどおり農業

委員会及び農業後継者育成センター等との連携を図り、新規就農者に対し

ては、優先的に農地の斡旋を行い、青年就農給付金事業の活用や新規就農

一貫支援事業による施設整備等を図るとともに、村リースハウスの優先活

用等、新規就農環境整備に努めていきます。 

また、昨年度改築した農業後継者等育成センターでは、新たに整備した

加工施設を活用し、農産物加工品づくりも研修内容に含めた６次産業化に

向けた取り組みも行っていきます。 

 

有害鳥獣対策については、引き続き宜野座村鳥獣被害防止対策協議会と

連携し、村鳥獣被害対策実施隊による銃器及びワナ等を用いての駆除対策

を行い、農作物の被害防止対策の強化に取り組んでいきます。 

 

畜産の振興については、昨今のセリ値高騰の下、宜野座村の銘柄牛づく

り及び繁殖農家の自立経営安定を支援するため、優良繁殖雌牛の導入貸付

事業を今年度も実施していきます。また、村畜産センターを有効活用して

新規就農者の確保や後継者の育成に取り組んでいきます。 

 

堆肥センターについては、良質堆肥製造のため、堆肥製造設備や運搬車

両等の更新を進め、良質堆肥の生産性向上と農業生産物の収量増を目指し

今後も耕畜連携農業の推進を図っていきます。 

 

オガコ製造施設については、オガコを畜舎の敷材として活用することで、

家畜の保健衛生と臭気等畜舎環境衛生の改善が図られ、地域住民との融和

が保てる畜舎経営や優良家畜の生産効率が高まるものと期待されており、

今後は、オガコ畜産を推進し、耕畜連携型農業及び資源循環型農業を支援

していきます。 

 

環境保全型農業の最重要施策として、農地からの赤土等流出対策が挙げ

られます。今年度も引き続き、漢那中山地区における県営水質保全対策事

業を推進するとともに、営農赤土流出防止対策協議会による赤土流出防止

対策の実証事業等を進め、営農段階における農業者及び地域住民への土壌

保全に対する意識啓発を図ります。 
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水産業については、漁業者の経営安定と向上に向けて、燃油補助をはじ

めとする各種補助金の継続や作り育てる漁業並びに水産加工事業等への支

援を行っていきます。 

また、離島漁業再生支援交付金事業を今年度も実施するとともに、村漁

業協同組合及び村観光協会と連携し漁民活性化施設を核とした観光漁業等

への取り組みを支援していきます。 

   

情報産業については、宜野座村ＩＴオペレーションパークが、８社の入

居と約３１０名の雇用を生んでいる貴重な施設でありますが、入居企業の

相次ぐ撤退で厳しい経営が続いております。昨年に引き続き施設の機能強

化を図りつつ、企業誘致に取り組んでいきます。 

 

 商工業の振興については、公共工事の地元優先発注をはじめ、村商工会

で実施する水と緑と太陽の里商品券の発行に対する助成を行い、村内にお

ける消費喚起を図るとともに、村商工会との連携を強化して会員の活性化

を支援していきます。 

 

観光産業については、昨年度策定しました宜野座村観光振興計画を基本

に、一般社団法人宜野座村観光協会、村商工会等、関係機関と連携しなが

ら、これまで取り組んできた体験学習や民泊事業に加え、修学旅行の受け

入れ事業等や村内観光ＰＲの支援を行います。 

 また、花いっぱい運動を展開し、村を訪れる観光客へおもてなしに努め

るとともに、村内の地域資源を活かした観光振興に向けて各種観光施設や

各区団体等とも連携していきます。 

 

漢那ビーチの活性化については、村漁協観光部会と連携しながら、安心・

安全に海水浴ができるようにハブクラゲの進入防護ネットを新調するとと

もに、楽しく快適にビーチが利用できるような環境づくりに取り組みます。 

 

スポーツツーリズムについては、阪神タイガースの春季キャンプの受入

事業の充実を図るとともに、村観光協会等とも連携し、野球合宿・カヌー

競技等スポーツ合宿の受け入れを推進していきます。 
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「道の駅ぎのざ」については、昨年度は、新たに駅長並びに菓子職人を

配置し、営業力の向上と新商品の開発により順調に売り上げを伸ばしてい

るところです。引き続き支援していきます。また、昨年から調査を進めて

きました観光センター（仮称）並びに公園につきましては、今年度から着

工し、村の観光拠点づくりを推進していきます。 

                                 

雇用対策については、人材サポートセンターへの求職者や求人者が増え

てきたことから、効率的な作業の方法等について研修会等を実施するとと

もに、ハローワーク沖縄とも連携しながら、雇用の拡大・推進を図ります。 

 

 

６．平和で安全・安心な村づくり 

  

米軍基地問題については、常態化しているオスプレイ等の米軍機による

騒音被害や米軍車両による交通事故等、安らかな生活を求める村民に不安

を抱かせております。 

また、米軍普天間基地の名護市辺野古移設問題については、国と県がそ

れぞれ提訴し混乱が続いておりましたが、裁判所からの和解勧告を双方が

受け入れ、工事を一旦中止し、協議を行いながら改めて司法判断に従うこ

とが合意されました。こうした現状に鑑み、村民の生命、財産を守る立場

から、国や県の動向を注視しながら、これらの問題解決、負担軽減に取り

組んでいきます。 

 

防災については、いざという時に備えるため、消防や警察等、各関係機

関の協力体制を確立し、村民等の避難が迅速かつ円滑に行えるよう取り組

んでいきます。 

また、村民の防災意識の高揚を図るため、防災教育等の開催及び自主防

災組織の育成を推進し、防災・減災へ繋げていきます。 

現在稼働中の防災無線は、設備の老朽化や部品の供給停止を迎えており

ます。また、使用しているアナログ無線は停波となる見通しであることや

屋外スピーカーの難聴地域の解消に向け新たな防災システムの導入につい

て検討します。 
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交通安全については、石川警察署や関係機関、そして交通ボランティア

や地域住民の協力のもと、交通安全思想の普及、交通事故防止に積極的に

取り組みます。また、国道３２９号線宜野座バイパスの開通に伴い、生活

道路や通学路の見直し、交通安全施設の点検に取り組みます。 

 

防犯については、地域社会と協働した安全で安心な村づくりの実現のた

め、石川警察署や関係機関と連携をとり、青色回転灯装備車両による防犯

パトロールの定期的な実施、危険箇所の点検、青少年の健全育成、暴力団

排除活動及びチラシ配布や不審者情報提供等による防犯活動等、犯罪を起

こしにくい環境づくりに取り組みます。 

 

 

７．安らぎと潤いのある村づくり 

 

社会資本の整備については、村道中原線及び福山進入路の整備を今年度

も継続して行います。また、近年問題になってきた道路施設や村営住宅の

社会基盤の老朽化について点検、修繕を行い、施設の長寿命化を図り利用

者の安全確保に努めます。 

 

また、地域の要望や懸案事項となっている道路整備、排水施設の整備に

取り組むとともに、災害が発生した場合の一時避難場所の整備、危険箇所

の改善、災害防止、復旧については、早急な対策を行います。 

 

公園の整備については、松田高松街区公園を整備するとともに、道の駅

ぎのざ横に大型遊具等を配置した公園を整備します。 

 

循環型の村づくりについては、ゴミの減量化、資源のリサイクル化に向

け、チラシや広報誌等で地域住民への啓蒙普及に取り組んでいきます。 

 

一般廃棄物の処理については、城原区にある金武地区清掃センターの代

替施設を福山区に建設する計画を進めています。引き続き金武地区消防衛

生組合と連携しつつ、両地域住民の理解を得ながら推進していきます。    
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廃家電や粗大ゴミ等の不法投棄については、環境監視員を動員してパト

ロールを実施し、取り締まりを強化していきます。 

 

赤土等の流出による海岸汚染対策については、毎月の赤土パトロールに

加え、関係団体で構成する六者協議会と連携し、赤土流出防止に努めます。 

また、赤土流出防止対策を講じない村民に対し、対策が講じられるまで

の間、農業補助金の交付を一時停止します。 

 

危険生物の駆除については、村内でハブや野犬等が頻繁に目撃されてい

ることから、村民や観光客、修学旅行生の咬傷事故を防ぐため、積極的に

捕獲、駆除を行い、安全な生活環境の保全に努めます。 

 

上水道事業については、福山浄水場凝集沈殿地設備設計を実施するとと

もに、サンパーク地域の配水管布設替工事及び漢那橋ポンプ場受水槽改修

工事を行い、安全、安心な水を安定的に供給します。 

 

下水道事業については、各処理場及び管路の整備がほぼ完了しましたの

で、適切な維持管理に努め、これからもより一層の生活排水環境の充実を

図るとともに、資源循環型社会の形成に取り組んでいきます。 

また、今年度は、漢那・城原地区の処理区域外地域について、接続に向け

た管路延伸工事の実施設計を進めていきます。 

 

 

８．自立を目指す村づくり 

 

村づくりについては、今後１０年間の村づくりの指針となる「第５次宜

野座村総合計画」を策定します。また、昨年度策定しました「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」については、今後５年間にわたり、既存の補助事業

との整合性を考慮しながら取り組んでいきます。 

 

自主財源の確保については、公正公平の理念のもと、国、県と連携を取

りながら滞納処分を実施し、徴収率の向上を目指します。 
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ふるさと納税については、インターネット等を活用し、気軽に寄附がで

きるシステムを構築するとともに、村特産品の PRを図っていきます。 

 

行財政改革については、行財政の現状等、情報の発信を行い、村民の理

解と協力のもとに行政サービスの効率化と経費の節減に努め、持続可能な

安定した行財政運営に取り組みます。 

 

電子自治体の取り組みについては、昨年開通しました高速通信回線の利

活用にあわせて、通信事業者との包括連携協定を締結したところであり、

ＩＣＴを活用した村づくりや行政サービスの向上について検討していきま

す。 

 

宜野座村まつりの開催については、今年度、美ら島花火大会を同時開催

し、村民相互の融和と地場産業の発展・育成を図りつつ、本村のＰＲに積

極的に取り組みます。 

 

 協働のむらづくりについては、平成２６年度から実施している「村づく

り村民会議」も引き続き開催し、村民参加型の宜野座村づくりを進めます。 

 

９．おわりに 

 

今年は、村政施行７０周年の記念すべき節目の年であります。記念事業

として、式典並びに祝賀会を１０月に開催するとともに記念誌を発行しま

す。これまでの先人の歩みを振り返りながら、本村の課題である基地問題

や行政問題の解決に真摯に取り組み、村民一人ひとりが幸せを実感できる

村、誰もが住んでいることを誇りに思える村の実現に向け、職員一丸とな

って諸事業に取り組んでいきます。 

 以上、平成２８年度の村政に臨む私の所信及び村政の基本方針を申し上

げました。今後も村民福祉の向上、本村の更なる発展のために粉骨砕身、

取り組むことをここにお約束し、平成２８年度の施政方針とさせていただ

きます。 

                                   平成２８年 ３月 ８日 

                  宜野座村長 當 眞  淳 


