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新垣光栄

6. 中城村の地域自治組織

地域自治公民館運営と少子高齢化~

全体要約

中城村の行政区は、当初、村を細分する区画である各字単位で 18字に公民館があったが、

県営中城団地(津覇)、県営中城第 2団地(伊舎堂)、サンヒルズタウン(新垣、登又)新

興住宅地の 3地域の人口が急激に増えたため、新たに 3行政区を設けて、現在 21行政区が

ある。各公民館に社会教育法上の位置づけはないが、地域自治組織としての役割を持って

いて公民館を通して、住民自ら地域の課題や問題解決のため、施設の運営・維持管理を行

っている。

歴史・文化、伝統を色濃く残す字単位の行政区自治会の現状(特徴・運営状況)で着目

しておきたいことは、少子高齢化の中、旧暦で行われる祭事・諸行事、各種団体事業を運

営存続させ、次世代に伝えるかである。地域に誇りを持ち ξ子どもたちに夢があり、お年

寄りにやすらぎのある地域とに復活・活性化させるため、新住民・旧住民・世代間の連携

と3世代が一緒に暮らせる住宅地計画、公民館の更なる活用が重要なる。

序説

中城村は、昔から豊かな土地と景観にめぐまれ、古くは貝塚時代約 3，500年前から人が

住みつき。琉球王朝時代の中城間切りには、護佐丸や世界遺産中城城跡など歴史をいろど

る。琉歌にも、「とよむ中城吉の浦のお月 みかけ照りわたりて きぴやねさみJ世に名

高い中城城からの吉の浦を眺めると月が美しくてりわたり、何と平和のことか、とてもわ

ざわいなどあろうはずがないと歌われている。沖縄本島の中南部、東海岸に位置し、那覇

市の北北東 16kmにある。東は中城湾、西は宜野湾、南は西原町、北は北中城村に隣接して

いる。面積は1， 527 h a、2009年(平成 21年)12月末現在、人口 17，229人、男 8，700人、

女 8，529人、世帯数 6，290世帯の村で、琉球政府制定の都市計画法には指定されず、 1972

年(昭和 47年)4月に市町村の行政区域にとらわれず、実質上一体の都市として策定する必

要から那覇広域都市計画区域の決定がなされ、当村のほとんどが、無秩序な市街化を防止

し都市環境の効果的整備を進めるための市街化を抑制する区域(市街化調整区域)になっ

ている。

1)中城村の地域自治組織経緯と概況

中城村往古の間切は、宜野湾市・沖縄市の一部、北中城を含む 27の部落で形成されてい

たと云われている。その後、前普天間と寺普天間を宜野湾問切に諸見里を越来間切に編入
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し、照屋を添石に宮城を渡口に合併、玉城を熱田と比嘉に分割し、 23部落となった。明治

から昭和の初期にかけ人口増加に伴い、南上原、北上原、登又、屋宜原、南浜、北浜の 6

字が形成され 29字となったが、第 2次世界大戦後の 1946年(昭和 21年)5月北中城村が分

村し、戦後新設された浜を加えて、現在日字に至っている。行政区は、県営中城団地、県

営中城第 2団地、サンヒルズタウンの 3行政区を加え、 21行政区である。

中城村では、往古からある和宇慶と伊舎堂を調査対象にとして選択した。和字慶自治会

は、西側に拝所が多く、民俗芸能の盛んな所で、獅子舞、巻棒、稲しり節は有名であり、

神事、字行事が多い。自治会のほとんどが旧住民で、字資産をほとんど所有しない資産収

入がない自治会である。

伊舎堂自治会も往古からある自治会で神事、行事があるが、民俗芸能はない。自治会は

旧部落に旧住民がいて、新興住宅地に新住民が住む。字資産を所有し、資産収入がある自

治会である。このように、同村内においても自治会ごとに異なっている。したがって、自

治会によって抱える問題や自治の運営も多様であるはずである。そこで、上記の特徴をも

った和字慶自治会、伊舎堂自治会の関係者に聞き取り調査を行った。

2)中城村と地域自治組織の関係

役所内での自治会担当課は総務課で自治会からの陳情や要請は、各自治会が独自で関係

する担当課に対して行う。役場と自治会との協議場は、随時に開催される地域行政懇談会

以外は特にない。しかし、事務委託者制度があり自治会長の全員が委託契約を交わしてい

て、毎月 5日、 20日、月 2回事務委託者会が開催されている。

「事務委託者」制度について

-中城村では 21自治会に村が委託した「事務委託者Jを配置している。

-事務委託者は、自治会の推薦による代表者、又は村長が認める者と委託契約を交わ

す。自治会長の全員が兼ねている。

-委託期間は 1年。

・事務委託者会毎月 5日、 20日

・業務は、字区内の全村民に村広報紙のその他村民に対する文書の配布、村民に対す

る周知事項の連絡、村の施策及び行事への協力呼びかけ、募金活動のとりまとめ、

その他村民福祉の向上のため村長が必要と認めること、等に関すること 0

・委託料

均等割 141，400，円

人口割 1，000人まで 1人につき 26円 1，001人以上 1人につき 23円を加算

.報償金

6月 委託の 100分の 200 12月 委託料の 100分の 200

3)行政区画と地域自治組織の区域
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基本的には、字別で行政区画が設定され、振興住宅地と 2ヵ所の県営団地が行政区の指

定が行われた。現在は 21行政区と 21自治会があり、 21自治会のうち 8自治会が財産管理

のため、地方自治法上「認可地縁団体」であり、法人格を有する組織となっている。

1節和宇慶自治会

1 )調査方法

日時:2009年 12月1日(火) 10:00 - 12:00 

場所:和宇慶構造改善センター

対象者:中城村役場、和宇慶自治会新垣会長

方法:ヒアリング資料提供

調査員:新垣光栄

2)歴史的経緯

中城村和宇慶自治会は、中城村の南端にあり、総面積 72，52ha 2009年(平成 21年)12

月末現在人口 820人、男 402人、女 418人、 205世帯の集落で産業としては、農家と非農

家がほぼ同じ位である。サトウキピ 18，78ha 野菜 18，22ha 花井 3，0haの耕作面積と

保水力のある肥沃な土地を有する農業振興地域である。

去った大戦、 1944年(昭和 19年)5月頃から日本軍によって部落の総面積の 2/3にあたる

約 40haの土地が軍の飛行場建設のため用地接収された。 1945年(昭和 20年)6月の終戦と

同時に住民は各収容所に集められ、 1946年(昭和 21年)3月頃に当問地区収容所に送られる

と同時に津覇部落にテント小屋を設置し生活を営むようになった。

1950年(昭和 25年)和宇慶部落への移動が始まり、 1953年(昭和 28年)に県内初めての集

落内有線放送施設が設置され、念願であった区民の集会所である公民館が、 1954年(昭和

29年)に軍からの払い下げのトタン屋根の家を購入して初代公民館として設置され、区民の

活動の拠点として活用する共に和字慶幼稚園が開設された。約 10年間に渡り使用された公

民館も活動に支障をきたす様になり、 1964年(昭和 39年)11月に 2代田公民館が竣工し

た。敷地購入 250坪 875ドル、建物 30坪、総工費 6.000ドル 現在の 3代目公民館名称、

は、和字慶構造改善センター 1991年(平成 3年)3月に竣工 建築床面積299.49ぱ (90.59

坪)総事業費 72，262，000円国庫補助金32，000，000円組合負担金40，262，000円農業

構造改善緊急対策事業補助金のため、組合を設立した(農用地利用改善組合規約、農用地利

用規程)子供や孫の住宅地、新住民も増加したが、人口は横ばい また、歴史上、旧部落の

成り立ちから旧部落民が有している共有財産が個人名義になっていたため、現在地縁自治

会組織となったが、未だ共有財産の一部が名義変更されていない。

3)人口世帯数構成
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当行政区の人口は、 2009年(平成 21年)12月末現在813人男 404人女409人であ

る。世帯数は 260世帯であり、その内、約 90%以上の世帯が字の伝統的な出身者旧住民で

その他については他地域からの移転者新住民という構成である。

4) 仕事内容(相互扶助、親陸、苦情、陳情)

当自治会組織として行う主な仕事は、年一回の総会開催の他に①共通事業②各種団体事

業③共有財産の管理がある。自治会長の仕事は、公衆公聴(行政からの事務委託による各

種広報物の配布、掲示、地域行政懇談会、放送による広報、告別式等の協力依頼)・産業振

興(農協、役場とのパイプ役)・安全確保(交通安全行事への参加、防犯等の設置及び維持

管理、カーブミラーの設置要請、危険個所の調査点検及び行政への要請)各種団体事業の

調整役である。①共通事業には、 i)伝統行事旧暦 1月 3日 初興しい・初御願。区民

の一年間の安全を祈願する部落の初拝み。旧暦 2月2日 腰休み(クシュユタワーシー)豊作の願

いと、農家の皆さんが骨休みをする。旧暦4月 15日 畦払い (77.~.ハヲー)豊作の願いと同

時に、田畑の害虫を駆除する。旧暦 7月 17日 獅子舞(ウークイヌナ→ャ)掘払いを意味する。

旧暦8月15日 十五夜祭り。もっとも大きな行事の一つで、豊年祝い・獅子舞・村芝居・

敬老会等が行われる。旧暦9月9日(タングワチクニチ)酒に菊の葉を浸して各家庭で菊酒を仏壇

に供え家族の健康と繁栄を念願する。旧暦 12月24日 御願解き(抑'ン7.トチ)一年間のい

ろいろ祈願したことについて感謝し、同時にこの祈願を解く日である。 ii)親睦行事(新

春球技大会、新入学・進級児童合同祝賀会、区民スポーツ大会、敬老会、村陸上競技大会)

出)環境整備 (自治会内一斉清掃 春・秋2回、 12月の CGG一斉清掃)iv)慰霊祭(毎

年6月の第 2日曜日)が行われる。②各種団体事業には、老人クラブ(長寿会)、婦人会、壮

年会、青年会、子ども会、獅子舞保存会、字体育協会の各団体の事業があり、子ども会事

業だけでも 10事業以上行われる。③共有財産の管理は、認可地縁団体の認証を受け、監査

委員の監査を受け会計、自治会長で管理を行っている。

5)意思決定方法(合意形成手続と仕組み)

事業及ぴ予算は、自治会長が素案を作成し役員会での審議を経て、総会での審議・承認。

( 自治会長 一+役員会一+ 総会)総会は年間 1回 臨時会は自治会長が招集、

役員定例会は年間 2回行い、役員会は評議委員規程からなり 1号委員は元村長・元議員・

元自治会長 4人 2号委員は自治会員の現職村議員、農業委員 2人 3号委員は各種団体の

会長6人 4号委員は各班長8人 5号委員は役員会の推薦 5人以内 4人 合計24人が役

員になり、『旧住民・新住民』関係なく該当者は評議委員に選出される。

6)実施体制

当自治会事業の実施は、自治会長を中心に、そのつど執行部、各団体長、班長が実施方

法を協議、決定し会員の協力を得て実施しているが婦人会、老人会(長寿会)の協力が大
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きく、自治会の多くの事業に貢献している。執行部は、会長任期 3年、総会による選出。

書記・会計は会長が推薦し、総会の承認を得る。会計監査員は会長が推薦し、総会の承認

を得る。班長は各班より 1名選出。連絡事項の周知、各種広報物等の配布、会費や募金の

徴収、行事等の補助を行う。各団体長は各々の団体総会で、選出され自治会の行事実施に

協力する。

7) 活動資金(会費、資産、補助金、自治会長手当)

活動資金は、各戸から徴収する自治会費月額 500円X206世帯X12カ月を基本とし、奨

励金、助成金、雑収入からなり約 250万規模の予算になる。

奨励金は、村税納税奨励金で自治会活動資金の 35.23%を占め、奨励金が廃止されると自

治会費の値上げが必要になる。自治会長手当として、行政からの補助はないが自治会から

月額 20，000円X12カ月 240，000円/年を手当とし、村から事務委託料、 JAから委託料

カ宝ある。

①主な収入

自治会費 月額 500円年6，000円一世帯あたり 48，56 % 

施設使用料 改善センター 1，41 % 

奨 励 ノ3I'i 村税納税奨励金交付 35，23 % 

助 成 ノ3I'i 敬老会事業助成金 1，45 % 

寄 付 3I'i 十五夜祭、慰霊祭等 12，65 % 

雑 収 入 電柱敷地料等 0，70 % 

合計 100，00 % 

②主な支出

役員 手当 自治会長・書記会計・監事 14，50 % 

運 ，泊邑ゐ 費 各事業 17，32 % 

施 設 費 街灯修繕、水道管補修等の維持 5，88 % 

光 熱 費 電気、水道、ガス、電話 15，28 % 

各団体補助金 長寿会、婦人会、子ども会等 17，16 % 

激励・謝礼金 トーカチ、カジマヤ一等 2，35 % 

積立金等 積立金・調査費等 27，51 % 

合計 100，00 % 

8)メンバーシップ(加入資格、義務と権利、会員数、加入率)

和字慶自治会会員としての共同生活を行うことにより、会員相互の親睦と福祉の増進

を図り、地域社会の向上・発展に寄与することを目的にする。

-106ー



加入資格は、行政内に住み住民登録した者で届出により会員となる。行政区域外であっ

ても自治会長に届を出し、会費を負担する者は会員と認める。会員数 206世帯・加入率

79.23 % (指定された行政区には約 260世帯)であるが、自治会独自の区割りの加入率は

90%を超えると思われる。

9)自治組織の法的位置づけ(任意団体、自治法上の法人)

当自治会の財産管理のため、地方自治法上「認可地縁団体」であり、法人格を有する組

織となっている。

10)まとめ

和宇慶自治会は、会員のほとんどが旧住民で、拝所が多く、民俗芸能の盛んな所で、神

事、字行事が多い。先祖代々住みついた旧住民を中心にしたコミュニティーが残る地域で

あるが、転入者(新住民)の加入制限はなく、誰でも受け入れてくれる。自治会発足当初

から会則、規程や組織の整備がなされ自治会の目的が明確にされ地域発展のため、老人会、

婦人会、壮年会、青年会、子ども育成会が連携・協力し合い自らの意思によって活動を行

ってきた。活動運営費も、区費の徴収で行い自治会運営、活動の原点・本質がみられた。

しかし、近年、少年人口の激減、老齢人口の急増によって少子高齢化が進み、子ども会会

員の減少、壮年会、青年会が休会状態になっているために、会員総出の世代を越えた活動

が困難になった。地域力の低下が課題である。当自治会は、市街化調整区域の農業振興地

域のため、二男、三男の住宅の建設が難しく、少子高齢化に拍車をかけている。中城村の

1965年(昭和 40年)、村少年人口割合42.0%・高齢化率 7.0% 2009年(平成 21年)、村

少年人口割合 16.7%・高齢化率 16.5%の値を和字慶自治会は大きく上回り、 2009年(平成

21年)、和宇慶少年人口割合 14.9%・高齢化率 22.5%である。 1965年(昭和 40年)の値と

比較すると少年人口割合対比で3分の lに減、高齢化率対比は、 3.2倍増で活力低下の大き

な要素である。現状の自治会運営費は、最低限必要な額で、収入割合の 35%以上を占める

納税奨励金を安定継続的な収入での運営が必要である。また、村からの事務委託契約は、

自治会の円滑な運営に貢献している。

2節伊舎堂自治会

1)調査方法

日時:2009年 12月26日(土) 18:00 -20:00 

場所:伊舎堂自治会地内

対象者: 中城村役場、伊舎堂自治会 比嘉前役員

方法:ヒアリング資料提供

調査員 :新垣光栄
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2)歴史的経緯

中城村伊舎堂自治会は、中城村の北東にあり添石に隣接し昔からシーシ、イシャドウと

併称された。かつての古い集落は、久場の台城(中城城跡)付近の伊舎山に立地していた

というが、人口の増加と農業の進歩につれて現在の肥沃な平坦地に移動したと推定されて

いる。三本ガジュマルは有名であり、琉歌の[思ゆらば里前島 とまひていまうれ 島

や中城 花の伊舎堂」も県民に広く知られている。総面積 54.81Ha 1990年(平成 2年)12

月末現在、人口 511人で男 249人、女 262人、世帯数 137世帯 公民館名称は、伊舎堂農

業構造改善センター。 1999年(平成 11年)11月に、事業費 85，000，000円、工事内訳は、国

庫補助金 56，666，000円、組合負担金 28，334，000円、で完成した。 RC造480.27ぱ(約 145

坪)の施設である。農業構造改善緊急対策事業補助金のため、組合を設立した。現在も伊

舎堂農業振興会の建設当時の資金が基金として残っているため存続している。伊舎堂自治

会・伊舎堂農業振興会の 2つの総会は、同時に行われていて、自治会運営は伊舎堂自治会

の総会で決定した事業が行われている。また、歴史上、旧部落の成り立ちから旧部落民が

有している共有財産が個人名義になっていたため、現在地縁自治会組織となったが、未だ

共有財産の一部が名義変更されていない。基金としの積立金、旧部落用地の賃貸借料があ

り、自治会運営費には困らない。行政区内に宅地開発行為により 37世帯 107人の住民が住

む振興住宅地が出来たが、自治会の加入条件地番から排除されている。振興住宅地の新住

民は、子ども会の行事には参加出来るが伝統行事には参加できない。自治会長が村の事務

委託者になっており、役場から自治会への委託業務(村広報紙のその他村民に対する文書

の配布、村民に対する周知事項の連絡、村の施策及び行事への協力呼ぴ、かけ、募金活動の

とりまとめ、その他村民福祉の向上のため村長が必要と認めること、等に関すること。)は

行われている。現在、諸行事等の参加、自治会運営等をめぐって振興地住民との対立をみ

られ、今後どのように新旧住民との関係を解決するかが問題である。その他に、伊舎堂字

地内に平成 5年完成した。 7階建て、延べ面積 4746.42町、 3LDK、56世帯の県営中城第

2団地があるが行政区が独立し自治会長がいる。

3)人口世帯数構成

当行政区の人口は、2009年(平成 21年)12月末現在 677人男 342人 女335人である。

世帯数は 219世帯であり、その内、約 58%の126世帯が字の伝統的な出身者旧住民でその

他、約 42%については他地域から県営中城第 2団地へ約 26%の56世帯、戸建振興住宅地

へ約 16%の移転者新住民世帯 37世帯 107人という構成である。

4)仕事内容(相互扶助、親陸、苦情、陳情)

当自治会組織として行う主な仕事は、年一回行う総会の開催の他に①共通事業②各種団

体事業③共有財産の管理がある。自治会長の仕事は、公衆公聴(行政からの事務委託によ
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る各種広報物の配布、掲示、地域行政懇談会、放送による広報、告別式等の協力依頼)・産

業振興(農協、役場とのパイプ役)・安全確保(交通安全行事への参加、防犯等の設置及び

維持管理、カーブミラーの設置要請、危険個所の調査点検及び行政への要請)各種団体事

業の調整役である。①共通事業には、 i伝統行事新暦 1月2日初ウピー(初拝み)安里

家一中城城内の御巌一村内の御撮を拝む。旧暦 3月2日三本格(サンゲワテャー)旧伊舎堂村から

現在地に開拓移動した緑の地で牛汁を供えて、五穀豊穣と健康を祈願行う。旧暦7月17日

御願収穫の稲穂まつりで、村の無病息災、健康、子孫繁栄の祈願。旧暦 9月 9日 クング

ワチクニチ (9日)菊酒の節句、心身の健康祈願を行う。 ii親睦行事(進級生祝賀及新入生

を迎える会、グランドゴルフ大会、敬老会、村陸上競技大会、ふれあい事業) ui環境整

備(自治会内一斉清掃 春・秋 2回、 12月の CGG一斉清掃)②各種団体事業には、各種

団体 老人クラブ、婦人会、壮年会、青年会、子供会、がじゅまる会、字体育協会の各団

体の事業がある。③共有財産の管理は、認可地縁団体の認証を受け、監査委員の監査を受

け会計、自治会長で管理を行ってる。

5)意思決定方法(合意形成手続と仕組み)

事業及び予算は、自治会長が素案を作成し役員会での審議を経て、総会での審議・承認。

( 自治会長一+ 役員会一+ 総会)総会は毎年 4 月 ~5 月に開催する。 臨時会

は自治会長が必要と認めたとき、全世帯の 3分の 1以上から要請があったとき、監事から

役員の過半数から要請があったとき開催する。役員会は監事を除く役員を持って構成し、

会長が必要なとき招集する。

6)実施体制

当自治会事業の実施は、自治会長を中心に、役員、各団体長、班長、会員の協力を得て

実施している。役員は、会長 1人任期 3年、総会による選出。書記・会計は各 1人任期 2

年、会長が推薦し、総会の承認を得る。監事 2人任期 2年、会長が推薦し総会の承認を得

る。評議員は 10人以内任期 2年、会長が推薦し、総会で承認を得る。班長は各班より 1名

選出。連絡事項の周知、各種広報物等の配布、会費や募金の徴収、行事等の補助を行う。

7)活動資金(会費、資産、補助金、自治会長手当)

活動資金は、各戸から徴収する自治会費年額 6，000円X120世帯を基本とし、補助金、奨

励金、賃貸料、雑収入からなり約 410万規模の予算になる。伊舎堂区字資産は、農業振興

会運営基金・伊舎堂区資産金・不動産の資産を有し、字の資産からの補助金、賃貸料の 2

収入で予算の 50%を占め、活動資金は豊かであり村税納税奨励金が 21.22%を占めるもの

の奨励金が廃止されても自治会運営には支障がない。自治会長、会計手当も、行政からの

補助はないが自治会人件費 1，000，000円/年を手当として計上し、村から事務委託料、 JA

から委託料がある。
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20.98 % 

22.61 % 

21.22 % 

28，97 % 

5.28 % 

年額 6，000円一世帯あたり

伊舎堂区から

村税納税奨励金

字有地の賃貸借料

敬老会、カジマヤ一、香典返し

預金利子等

交付

費

金

金

料

金

①主な収入

自治会

補助

奨励

賃貸

寄付

雑収 0，94 % 

計

入

100，00 % A 
ロ

33.00 % 

16.67 % 

45.62 % 

各事業

老人会、婦人会、子ども会等

人件費、光熱費、事務費等

慶弔費等

②主な支出

事業費

各種団体補助金

一般管理費

交際費

予備費

0.71 % 

4.00 % 

100，00 % 

8)メンバーシップ(加入資格、義務と権利、会員数、加入率)

当自治会としての共同生活を行うことにより、会員相互の交流・親睦と福祉の増進を

図り、地域社会の向上・発展に寄与することを目的にする。

加入資格は、中城村字伊舎堂 A 番地~ z番地から別紙に掲げる X 地番を除き、添

石番地を併せた区域、伊舎堂自治会会則第 4条に定める区域内に住所を有する個人をもっ

て構成し、会費を負担する者は会員と認める。会員数 120 ・加入率 54.79%である。指定

された行政区は約 219世帯で未加入 99世帯であるが、県営中城第 2団地 56世帯、振興住

宅地 37世帯、合計 93世帯を除くと未加入世帯は、 6世帯で自治会独自の区割りの加入率

は95%を超える。

計ムーロ

9) 自治組織の法的位置づけ(任意団体、自治法上の法人)

当自治会の伊舎堂区資産・伊舎堂農業振興基金の財産管理のため、地方自治法上「認可

地縁団体」であり、法人格を有する組織となっている。自治会事務所を補助金で建設した

ため，名称、が伊舎堂農業改善センターになって伊舎堂農業振興会と伊舎堂自治会の 2組織

がある。

10) まとめ

伊舎堂自治会も往古からある自治会で神事、字行事があるが、民俗芸能はない。自治会
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は旧部落に旧住民がいて、新興住宅地に新住民が住む。字資産を所有し、資産収入がある

自治会である。会員は、旧住民で、先祖代々住みついた旧住民を中心にしたコミュニティ

ーが残る地域であるが、字資産が有るが故に転入者(新住民)の加入制限があり、自治会

員になれない。自治会発足当初から会則、規程や組織の整備がなされ自治会の目的が明確

にされたが、新興住宅地の開発行為に伴う住民の転入に対応するため、会則に制限を設け

た。旧住民は地域発展のため、老人会、婦人会、壮年会、青年会、子ども育成会が連携・

協力し合い自らの意思によって活動を行ってきた。活動運営費は、資産収入があるため、

ゆとりのある自治運営が出来る。しかし、近年、少年人口の激減、老齢人口の急増によっ

て、ここでも少子高齢化が進み、子ども会会員の減少、壮年会、婦人会、青年会が休会状

態になっているために、会員総出の世代を超えた活動が困難になったが、新住民の地域活

動への参画は子ども会活動のみで、他の活動には制限を設けている。今後、旧住民と新住

民の生活環境や考え方の違い多様性を認識したうえで協議・話し合いを持ち、新しい規約

に基づいて、神事、字行事、各団体の行事に参加し協力関係の構築が行えるかが課題であ

る。当自治会は、市街化調整区域の農業振興地域のため、二男、三男の住宅の建設が難し

く、少子高齢化に拍車をかけている。中城村の 1965年(昭和 40年)、村少年人口割合42.0%・

高齢化率 7.0% 2009年(平成 21年)、村少年人口割合 16.7%・高齢化率 16.5%の値を

伊舎堂自治会は大きく上回り、 2009年(平成 21年)、伊舎堂少年人口割合 14.7%・高齢化

率 17.8%である。 1965年(昭和 40年)の値と比較すると少年人口割合対比で約 7分の 3に

減、高齢化率対比は、約 2.5倍増で活力低下の大きな要素である。

結節

今回、中城村の和宇慶自治会、伊舎堂自治会の調査から両自治会に共通する特徴は、少

子高齢化に伴い、自治会運営が大変困難になっている現状を認識した。

各自治会の人口に大幅な増減はないものの、 2009年(平成 21年)と 1965年(昭和 40年)

の人口動勢値を比較すると少年人口割合対比で 3分の lに減、高齢化率対比は、 3.2倍増で

活力低下の大きな要素になっている。また、中城村は、琉球政府制定の都市計画法には指

定されず、 1972年(昭和 47年)4月に市町村の行政区域にとらわれず、実質上一体の都市と

して策定する必要から那覇広域都市計画区域の決定がなされ、当村のほとんどが、無秩序

な市街化を防止し都市環境の効果的整備を進めるための市街化を抑制する区域(市街化調

整区域)になっているため、二男、三男の住宅建設が難しく、少子高齢化に拍車をかけて

いて市街化調整区域の見直しを考える必要がある。

今回の調査で運営費に関して言えることは、資産のある自治会と資産のない自治会があ

るが、地域自治組織の運営にさほど影響がない。しかし、自治会を末端行政として、自治

会長が公民館に常駐できる費用が必要であり自治体が負担すべきであることは、各自治体

の首長は認識すべきである。自己資産収入のない自治会の運営費では、収入割合の高い納
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税奨励金を安定継続的な収入に転換する必要であり、自治体からの交付金が必要である。

また、村からの事務委託契約は、自治会の円滑な運営に貢献している。

新住民、旧住民の自治会加入制限があるのは、その自治体に利益を生む字資産の有無に

よって新住民の自治会加入の弊害を伴う結果になるが、自治会を活性化させるには、「若者、

パカ者、よそ者jが、必要であり、新住民を排除することは、自治会にとって計り知れな

い損失になる。一緒になって自らが誇りを持てる自治会にすることが大切であり、何倍か

の利益になって、自治会に帰ってくる。

子どもを増やし少年人口比率を高めることが、地域活力、発展のために不可欠であり、

一方では、各自治会の集合体が自治体で、住民自治組織を充実させ自治会を活性化するこ

とが、自治体の発展につながる。今後、地域自治公民館は公民館幼稚園、公民館デイサー

ビス等の更なる活用・運営が重要になる。

地域に誇りを持ち、歴史・文化、伝統を次世代に伝えミ子どもたちに夢があり、お年寄

りにやすらぎのある地域ミ安心、安全な元気のある自治会に復活・活性化させるため、新

住民・世代問の連携が永久に途切れることのない自治会にする事が絶対条件になり、世界

遺産中城城跡の周辺自治会においては、 3世代が一緒に暮らせる住宅地計画が必要で、 300

年、 4000年後に残せるまちづくりが、自治会の安定運営につながる。

資料

中城村例規集、中城村総合計画、中城村史、和字慶構造改善センター落成記念誌、

伊舎堂農業構造改善センター落成記念誌、
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第 3編 中城村事務委託要綱

0中城村事務委託要綱

昭和60年 8月20日
要綱第 1号

改正 昭和61年4月17日要綱第 1号

昭和63年 3月31日要綱第 1号

平成 2年 3月23日訓令第 1号

平成4年 3月13日割11令第 1号

平成 6年4月1阿部|令第2ー 3号

平成 8年 4月 1日訪11令第 2号

平成15年 1月21日要綱第 1号

平成18年 3月31日訓令第4号

昭和62年 3月31日要綱第 2号

平成元年3月20[-1要綱第 2号

平成3年 3月30日司11令第3号

平成5年 3月26日司11令第3号

平成7年4月1F.I司11令第6-2号

平成 9 年 4 月 1 日訓令第4~・

平成[8年3月 1~I 司11令第 1 号

(趣旨)

第 1条 村長は、村政を円滑に運営するため、この要綱の定めるところにより、末端行政

組織(以下「自治会Jとし1う。)の代表者、又は村長が適当と認める者にその事務を委

託する。

(事務委託の方法)

第2条 前条による事務委託は、自治会の推薦書(様式第 1)により村長が認める者と契

約(様式第 2) をして行う。ただし、定められた期間内に推薦がない場合は、村長自ら

委嘱することができる。

(契約期間)

第3条 事務委託契約の期聞は 1年とする。ただし、契約期間中に辞めたときは、その後

任者は前任者の残契約期間とする。

(事務の種類)

第4条 村長が委託する事務は、別表のとおりとし、詳細についてはその都度指示するも

のとする。

〈委託の解約)

第5条 村長は、第 1条の規定により事務委託を受けた者がその事務の処理を怠ったり、

文は不適任と認めたときは、事務委託契約を解約することができる。

第6条 村長は、業務運営の円滑をはかるため、毎月 5日と20日に事務委託者会を召集す

るものとする。ただし、当日が日曜日、土曜日文は休日の場合は、繰上げるものとす

る。

2 村長が必要と認める場合は、臨時に事務委託者会を開催することができる。

(委託料)

第 7条村長は、毎月 5日(その日が日曜日、土曜日文は休日に当たるときは繰り上げ
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第 3編 中城村事務委託要綱

る。)に前月分の委託料を支払わなければならない。ただし、受託者が事務委託契約事

項に違反したときは、これを減額し、又は支払わないことができる。

2 委託料は月額とし、次の各号により算出する。ただし、 1月に満たない場合は、日割

計算で支払う。

( 1 ) 均等割 141，400円

(2 ) 人口割

イ 1，000人まで 1人につき 26円(ただし、登又、北上原、南上原は31円とす

る。)

ロ 1，001人以上 1人につき 23円 製県

3 委託料の人口割は委託契約時の前年12月31日現在の人口とし、 3年聞はこの人口によ

る。

4 委託料の支払いに当たっては、 100円未満の端数が生じたときはこれを100円として計

算する。

(報償金)

第 8条村長は、前条の委託料のほか、 6月1日及び12月 1日(以下「基準日 j とい

う。)にそれぞれ村長と委託契約を締結している事務委託者に報償金を与えることがで

きる。

2 報償金はそれぞれの基準日の月の前月の委託料に、次の各号の区分により、その割合

を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の200

(2) 12月 100分の200

附員IJ

この要綱は、昭和60年 9月 1日から施行する。ただし、第 7条第 2項第 2号中(ロ)につ

いては、昭和60年度は適用しない。

附 則 ( 昭和61年4月17日要綱第 1号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年 9月1日から適用する。

2 改正前の要綱の規定に基づいて支給された委託料は、改正後の要綱の規定による委託

料の内払いとみなす。

附貝IJ (昭和62年 3月31日要綱第 2号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の要綱の規定に基づいて支給された委託料は、改正後の要綱の規定による委託
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料の内払いとみなす。

附 員Ij (昭和63年 3月31日要綱第 1号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の要綱の規定に基づいて支給された委託料は、改正後の要綱の規定による委託

料の内払いとみなす。

附 則(平成元年 3月20日要綱第 2号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月 1日から適用する。

2 改正前の要綱の規定に基づいて支給された委託料は、改正後の要綱の規定による委託

料の内払いとみなす。

附則(平成2年 3月23日司11令第 1号)

1 この司11令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日か包適用する。

2 改正前の要綱に基づいて支給された委託料は、改正後の要綱の規定による委託料の内

払いとみなす。

附則(平成 3年 3月30日司11令第 3号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成 2年 4月 1日から適用する。

2 改正前の要綱に基づいて支給された委託料は、改正後の要綱の規定による委託料の内

払いとみなす。

附則(平成4年 3月13日司11令第 1号)

1 この司11令は、公布の日から施行し、平成4年 4月 1日から適用する。ただし、第 7条

第 2項第 1号の改正規定は、平成 3年 4月1日から適用する。

2 平成 3年 4月 1日から事成4年 3且:n13-まマの間ぷ第 7条第 2項第 1号の均等割額

1129， 100円Jとあるのは 1124，100円」とする。

3 改正前の要綱に基づいて支給された委託料は、改正後の要綱の規定による委託料の内

払とみなす。

附則(平成 5年 3月26日訓令第 3号)

この訓令は、平成 5年 4月 1日から施行する。

附貝Ij (平成6年 4月1日訓令第 2-3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附員Ij (平成 7年 4月1日訓令第 6-2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附貝Ij (平成8年 4月1日訓令第 2号)
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別表(第4条関係)

事務委託事項

( 1 ) 文書、図書等の配布及び広報、伝達に関すること。

( 2 ) 防犯及び災害救助に関すること。

(3 ) 戸籍、住民基本台帳及び外人登録に関すること。

(4) 国民健康保険税の収納率向上等のための協力に関すること。

(5 ) 国民年金に関すること。

(6 ) 村税の収納率向上等のための協力に関すること。

( 7 ) 福祉及び援護に関すること。

(8) 環境、保健衛生に関すること。

( 9 ) 募金の協力に関すること。

(10) 健康診断及び予防接種に関すること。

(11) 交通安全対策に関すること。

(12) 統計調査に関すること。

(13) 村民意向の調査に関すること。

(14) 農業、畜産、林業及び水産業に関すること。

(15) 耕地及び農業土木に関すること。

(16) 土木事業及び道路維持管理の協力に関すること。

(17) 河川、排水路維持関係の調査及び協力に関すること。

(18) 都市計画事業関係の調査、連絡及び協力に関すること。

(19) 水道事業の協力に関すること。

(20) 小作地状況調査に関すること。

(21) 農業委員選挙人名簿申請の協力に関すること。

(22) 選挙の啓もう等宣伝に関すること。

(23) 教育委員会に関すること。

(24) その他村長が必要と認める事項に関すること。
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0中城村納税奨励金交付規程

昭和63年10月31日
訓令第 1号

改正 、|主成 6年llf115f=1訓令第8号・ ‘11.成li平9月l{if11l11l令第13号

平成19年2月5日訓令第月号

(目的)

第 1条 この規程は、納税思想の高揚を図り、もって村行政の円滑な運営を期するため、

奨励金を交付し、村税の納付率の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この規程による奨励金は、中城村税条例(昭和47年条例第37号)の適用を受ける

納税義務者で村内に住所を有する個人の属する行政区を対象として交付する。

(税目)

第 3条 第 1条に規定する「村税Jとは、次の税目をいう。

( 1 ) 個人村民税(普通徴収に係るもの。)

(2 ) 固定資産税(法人の固定資産税を除く。)

(3 ) 軽自動車税(法人の軽自動車税を除く。)

(奨励金)

第4条 奨励金の額は、村税(現年度課税分)を対象として、各行政区ごとに納期内に納

付された村税の納付率によって、次の各号のとおり交付する。この場合において、交付

額の100円未満の端数は切り捨てるものとする。

( 1 ) 納期内の納付率が83%以上で90%未満の場合 納付額の 5/100

(2 ) 納期内の納付率が90%以上で95%未満の場合 納付額の 7/100

( 3 ) 納期内の納付率が95%以上の場合 納付額の 8/100

2 前項に規定する奨励金は、いかなる場合でも納税義務者に還元してはならない。

3 奨励金の交付は、次のとおりとする。

( 1 ) 村税の第 1期分及び第 2期分に係る奨励金の交付は10月とする。

( 2 ) 村税の第 3期分及び第4期分に係る奨励金の交付は 5月とする。

(納期内納付)

第 5条 前条に規定する納期内納付は、取扱金融機関の収納月日で判定する。

附則

この規程は、公布の日から施行する。
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