
 

 

  



 

 

  



 

 

心豊かな暮らし 
 

～住みたい村、とよむ中城～を目指して 

 

青い海と空、豊かな自然、そして悠久の歴史に抱かれる中城村。

本村は豊かな自然環境と世界遺産「中城城跡」をはじめとする歴

史文化遺産に恵まれ、村民の皆さまのたゆまない努力によって発展

を遂げてきました。 

本村においては、中城村第四次総合計画基本構想・基本計画

（前期）の策定から 5 年が経過する中で、計画に掲げた中城村護

佐丸歴史資料図書館の建設や護佐丸バスの運行など、村民生

活をさらに豊かにするための施策を推進してきました。 

村人口はこの 5年間で約 2,000人の増加を見せており、まさに「住みたい村、とよむ中城」

の実現に向けて着実な歩みをみせています。 

また、今後は役場庁舎の移転による新たな村の拠点形成や子育て施策の多面的な展

開など、さらに「住みたい村」を目指していく本村にとっては、非常に重要な局面を迎え、多くの

村民の皆さん、そして中城村を訪れる方々に対して、「住みたい」と思っていただけるまちづくり

を推進していかなければなりません。 

これからの 5 年間は、基本構想で定めた将来像『心豊かな暮らし～住みたい村、とよむ中

城～』の実現に向け 、『「自然・歴史・文化」を受け継ぐ』、『「暮らし」を描く』、『「安全・安

心」を築く』という３つの村づくりの基本理念を基盤として、村民と行政が協働で、さらなる中

城村の発展を目指していきます。 

すべての村民が心豊かに暮らしていくこと、さらに多くの方に中城村へ訪れてもらうこと、そし

て中城村に住みたいと思っていただくこと。これらを、村に関わるすべての人たちが力を合わせ

て、協働の理念に基づいてまちづくりを行っていきます。 

先人から受け継いだ中城村の魅力や個性を守り、育み、そしてさらに高めていくことはもちろ

ん、新しい中城村の姿を描きながら、共に村の将来像を描いていきましょう。 

 

 

 

平成２９年３月 

中城村長           
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第１節 後期基本計画の目的 
中城村では、平成 24 年度に平成 33 年度までを計画期間とする第四次総合計画を策

定し、村の将来像を「心豊かな暮らし～住みたい村、とよむ中城～」と定め、豊かな

自然や文化をはじめとする本村の特性を活かした村づくりを推進してきました。  

第四次総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画により構成されていますが、平

成 28 年度に前期基本計画が最終年度を迎えることから、平成 29 年度から平成 33 年度

までを計画期間とする後期基本計画を策定し、引き続き基本構想の実現を図っていく

必要があります。  

前期基本計画においては、順調に推移する村の人口増加を背景に、新しい時代へと

移り変わっていく村の将来像を村民の皆さんと共有しながら、住みたい村を目指して

いくための道筋を示しました。その後の４年間で、村の人口は２万人を超え、特に南

上原地区の土地区画整理事業は、県内でも屈指の居住ニーズを有し、新しい村の顔と

してのまちが形成されつつあります。  

また、村にとっては長い間の悲願でもあった歴史資料館と資料図書館を併設した

「中城村護佐丸歴史資料図書館」の完成など、村民生活を豊かなものとする基盤が着

実に整備されてきました。  

しかし、村の大部分を占める市街化調整区域※においては、人口の減少に伴う小学

校の児童数減少などの問題が新たに生じてきており、村全体における均整の取れた発

展を目指していく上では、南上原地区における一極集中に対する対応が求められるな

ど、その課題は複雑かつ困難なものになってきました。  

さらに、子どもを産み育てるための公的支援の在り方や、定住促進のための仕事の

確保、自然災害などのリスク対応、地方分権の進展など、中城村を取り巻く社会情勢

の変化への対応が求められており、多様化する村民のニーズに対応したまちづくりに、

村民と行政が協働で取り組まなければなりません。  

こうした社会情勢の変化や前期基本計画の成果及び課題を踏まえ、基本構想の実現

に向けて村づくりを推進していくために、前期基本計画との継続性や平成 27 年度に策

定した「中城村人口ビジョン及び総合戦略」との整合性を図りながら、平成 33 年度を

目標年度とする後期基本計画を策定しました。  
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第２節 後期基本計画の期間と構成 
（１）計画期間 

基本計画は、基本構想に掲げられた将来像を実現するための計画です。基本構想で

示された施策の大綱を体系的に明らかにし、基本施策をより具体的に示したうえで計

画を着実に推進します。後期基本計画は、基本計画の前期 5 年経過に伴いそれを見直

し、平成 29 年度から平成 33 年度の 5 年間を後期基本計画として策定します。  

 

（２）計画の構成 

基本計画は、基本構想に掲げる将来像実現のための 9 つの「施策の大綱」、「基本施

策」、基本施策ごとに展開される「実施施策」によって構成されています。  

実施計画は、基本計画において具体的に示された施策について、行財政事情をふま

え、どのように実施していくのかを掲げた事業計画です。実施計画の計画期間は 3 年

間とし、毎年ローリング方式
※
により社会経済情勢の変化や財政状況に照らし合わせ

た検討・見直しを行います。  
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第３節 社会情勢の変化 
（１）人口減少社会への対応  

日本の人口は 2008 年の 1 億 2,808 万人をピークに人口減少時代に突入し、 2048 年

に 1 億人を割り込み、 2060 年には 8,674 万人まで減少することが見込まれています。 

その要因としては、女性の社会進出や子育て支援に関する環境の未整備、晩婚化の

進行、非正規労働の増加による経済面での不安の顕在化などが挙げられます。  

一方で、沖縄県や中城村では、現在も人口が少しずつ増え続けていますが、「沖縄

21 世紀ビジョン基本計画」策定時の推計によると、2025 年前後にピークを迎えた後に

減少に転じることが見込まれており、人口減少社会となることが予測されています。  

さらに、中城村においても、高齢化の進行は大きな問題となっており、特に市街化

調整区域に位置する一部の地区では、その動向が顕著に見られます。 

年齢構造の急激な変化は、村の財政収入に大きな影響を与え、地域経済の停滞やコ

ミュニティ
※
の崩壊、さらには地域活力の衰退へとつながることが予想されます。  

平成 26 年、政府は人口の減少に歯止めをかけ、それぞれの地域でだれもが住みよ

い環境を確保し、将来にわたり活力ある地域社会を形成していくため、「まち・ひと・

しごと創生法」を制定しました。本村においては、同法に基づき平成 27 年度に「中城

村人口ビジョン及び総合戦略」を策定し、人口減少への対応と地方創生を目的とした、

まちづくり、人材の確保、就業機会の創出等に係る各施策の総合的な展開を示してい

ます。 

これからの社会において顕在化かつ深刻化するであろうこれらの課題に対して、出

産から子育て、就労、そして老後というすべての村民がたどる道筋に対して、健康で

活躍できる仕組みや、保健・福祉を支える地域コミュニティの再生・創出など、少子

高齢化に対応しうる施策展開を図っていかなければなりません。  

 

（２）地域経済の活性化に向けた新たな産業展開  

日本経済は、リーマンショックによる経済危機や東日本大震災などによる打撃を受

けて、厳しい状態が続いてきましたが、現在は緩やかな景気回復傾向にあるとの見解

が示されています。  

これらは、平成 25 年に打ち出されたアベノミクスにより、経済成長率や企業業績、

雇用等の指標改善が見られたことを背景としていますが、地方経済に対してはこうし

た景気回復の恩恵が十分に下りてきているとは言えません。  

今後は地方独自の視点に基づき、地域資源の有効活用、生産性向上や高付加価値化

といった取り組みを推進するとともに、人材発掘や育成を並行して進めていくことが

重要であると思われます。  

一方、アジア諸国の経済成長、円安、ビザ発給の要件緩和という好条件がそろった

ことで、外国人の訪日旅行が増加傾向にあります。こうしたインバウンド観光客の増

加を背景に、観光産業は新たな消費と雇用を生み出していくことが期待され、マーケ

ティングに基づく質の向上やプロモーション展開による誘客などが展開されています。 

中城村においても、雇用創出につながる新たな産業展開の重要性を認識し、特に基

幹産業である農業を軸としながら、固有の地域資源の観光への展開などに取り組んで

いくことが必要です。  
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（３）ワークライフバランスに対する意識の高まり  

経済のグローバル化による世界経済の統合や、技術革新の進展に伴うコスト削減な

どの急激な変化は、企業の雇用管理に変化を産み、分業化という潮流を生み出してき

ました。日本においては派遣社員に代表される非正規雇用の増加が顕著となり、雇用

形態の流動化による選択の多様性を生み出す一方で、派遣切りなど不安定な雇用形態

が顕在化し、低賃金労働者を数多く産みだすなどの問題が生じています。  

また、女性の社会進出が進められる中で共働き家庭が増加しており、男女問わず働

きやすい職場づくりが求められていますが、保育所の不足による待機児童数の増加や

男性の育児・介護休業の取得困難な状況がみられ、女性については出産を機に離職す

るケースが多く、ワークライフバランスの重要性が改めて問われています。  

さらに、ワークシェアリングやテレワークといった、多様な働き方の選択に対応し、

男性・女性が共に生き生きと働くことのできる就業環境の確保とともに、出産から子

育てまでを包括的に支援する仕組みの構築など、様々なライフスタイルに対応した働

き方を選択できる社会全体での受け皿を構築していかなければなりません。  

 

（４）自然的・社会的リスクに対応しうる社会の構築  

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、戦後、日本が直面した災害の中で

も最も多くの人々の命を奪い生活を破壊し、人々の心を含め社会経済全般に大きな影

響を及ぼしています。この大震災は、自然災害はもとより様々な自然的・社会的リス

クを見据えた社会システムの再構築など我が国全体の今後のあり方に大きな影響を与

えました。 

特に、四方を海に囲まれた沖縄県においては、地理的特性を踏まえたリスク分散拠

点としての位置付けをはじめとして、災害に対する強靭な基盤整備や、自主防災組織

の育成によるソフト面での対応などを図っていかなければなりません。  

また、万が一災害が発生した場合において、復興期における自己回復能力を有する

土地利用や都市計画を立案し、まちづくりを推進していく必要があります。  
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第４節 村の将来人口 
平成 27 年の国勢調査における本村の人口は、19,452 人となっており、平成 22 年の

17,680 人に比べ、 10.0％（1,772 人）増加しました。平成 17 年から平成 22 年の増加

率 11.9％に続き、高い増加率を維持しています。  

本村では、平成 30 年度の南上原土地区画整理事業の完了に向けて、当地区への転

入が今後も一定数見込まれること、また、新たな居住ニーズへの対応を引き続き図っ

ていくことから、前期基本計画時の推計と同様に、目標年度である平成 33 年度の計画

人口を 22,000 人とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 中城村人口ビジョン及び総合戦略との関係 
平成 26 年、政府は人口の減少に歯止めをかけ、誰もが住みよい環境を確保し、将

来にわたり活力ある地域社会を形成していくため、「まち・ひと・しごと創生法」を制

定しました。市町村においては、人口減少への対応と地方創生を目的とした、まちづ

くり、人材の確保、就業機会の創出等に係る各施策の総合的な展開を「人口ビジョン・

総合戦略」として策定し、中城村においても平成 27 年度に「中城村人口ビジョン及び

総合戦略」の策定を行っています。  

今回の中城村第四次総合計画後期基本計画の策定にあたっては、「中城村人口ビジ

ョン及び総合戦略」に掲げた人口フレームをベースに、総合戦略で位置づけた新たな

施策と整合を図りながら検討を行うものとします。 

また、総合戦略において、今後中城らしいまちづくりを推進していく上で高い効果

の期待できるモデル事業を「中城らしいまちづくりモデル事業」として位置づけてい

ます。これらのモデル事業については、後期基本計画の中でも再度位置づけを明確に

し、重点プロジェクトとして継続検討、さらには計画期間内での実施に向けて取り組

んでいくものとします。 

 

  

資料：国勢調査  
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第１節 施策の大綱の目標達成状況  
後期基本計画は、基本施策までは前期基本計画を継承し、実施施策の見直しを行う

ことを基本としています。  

前期基本計画は、基本構想で示している本村の将来像と３つの基本理念のもと、９

つの施策大綱、43 の基本施策、127 の実施施策で構成され、将来像の実現に向けて、

374 の目標項目を設定しました。第四次総合計画の各施策が順調に進んでいるか、遅

れている施策がないかを分かりやすく示し、後期基本計画の施策決定の判断材料とす

るため、目標値の達成状況をまとめました。  

 

表：施策の大綱の目標達成状況  

施策大綱  
達成度  
％  

目標達成状況ごとの項目数  

100 66 33 0 

１．村民参画  
村民一人ひとりが村づくりに積
極的に取り組む村  

46 0 2 4 1 

２．歴史伝統  
受け継がれてきた価値を再認識
し、心豊かに暮らせる村  

64 1 14 0 1 

３．教育文化  
子どもの育成と生涯にわたる自
己研鑽により、豊かに暮らせる村  

78 23 17 2 4 

４．防災危機管理  
災害に強く、安心して暮らせる村  

66 13 18 2 5 

５．保健福祉  
村民だれもが健康に暮らせる村  

67 36 17 3 14 

６．生活環境  
豊かな自然と住環境が共生する村  

38 9 11 3 23 

７．都市基盤  
利便性に優れ、快適な暮らしを創
出できる村  

55 8 21 5 10 

８．産業経済  
多様な産業が調和しながら発展
し、豊かに暮らせる村  

53 3 36 27 1 

９．広域・行財政  
効率的で良質なサービスが提供
できる村  

65 8 8 3 3 

100…十分に取り組み、目標も達成できた       66…取り組みは行ったが、いくつかの課題が明らかになった  

33…取り組みは行ったが、ほとんど目標を達成できなかった       0…諸事情により取り組めていない  

 

 

 

 

第２章 前期基本計画の達成度 



 

 

  

後期基本計画  
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中城村においては、「心豊かな暮らし～住みたい村、とよむ中城～」を実現してい

くため、次のとおり「施策の大綱」を掲げ、村づくりを推進していきます。  

 

  
 

５．保健福祉   「村民だれもが健康に暮らせる村」  

①母子保健の充実     ②子育て支援の充実 ③保健事業の拡充   ④高齢者福祉の充実 

⑤障がい児・者福祉の充実 ⑥地域福祉の充実  ⑦国民健康保険の充実 ⑧国民年金の充実 

６．生活環境   「豊かな自然と住環境が共生する村」  

①住環境・コミュニティの向上  ②自然環境の保全  ③景観の形成  

④ユニバーサルデザインの推進  ⑤墓地対策の推進  ⑥ごみ減量とリサイクルの促進  

８．産業経済   「多様な産業が調和しながら発展し、豊かに暮らせる村」  

①農業の振興         ②水産業の振興        ③商工業の振興  

④特産品の開発・販売     ⑤観光の振興  

７．都市基盤   「利便性に優れ、快適な暮らしを創出できる村」  

①上下水道の充実    ②道路整備の促進      ③均衡のとれた土地利用の推進  

④公共交通網の拡充   ⑤公共施設の整備・活用   ⑥公園・緑地の整備  

４．防災危機管理   「災害に強く、安心して暮らせる村」 

①防災施設の整備      ②地域防災体制の育成・充実     

③消防・救急体制の拡充   ④交通安全対策の強化    ⑤防犯対策の強化  

９．広域・行財政   「効率的で良質なサービスが提供できる村」  

①効率的で良質なサービスの提供    ②行財政の確立  

③広域行政の推進           ④平和行政の推進  

１．村民参画   「村民一人ひとりが村づくりに積極的に取り組む村」 

①村民参加に支えられた協働による村づくり   ②男女共同参画社会の推進  

３．教育文化   「子どもの育成と生涯にわたる自己研鑽
け ん さ ん

により、豊かに暮らせる村」 

①幼児教育の充実      ②学校教育の充実      ③社会教育の充実  

④交流事業の推進      ⑤食育の充実  

２．歴史伝統   「受け継がれてきた価値を再認識し、心豊かに暮らせる村」  

①歴史的環境の保全と活用   ②伝統文化・民俗芸能の継承  

第１章 施策の大綱 
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第１節 土地利用の基本方針 
村土の利用計画は、村土が次世代へ継承すべき資源であり、生活及び生産を営む諸

活動の基盤であるという基本認識のもとに策定します。そして、本村の自然環境や社

会経済的及び文化的諸条件等の地域特性や動向をふまえ、村づくりの将来像である「心

豊かな暮らし～住みたい村、とよむ中城～」の実現にむけて、充実した生活の諸機能

を発揮するための村土利用の発展をめざし、次のような村土利用の基本方針を設定し

ます。 

 

（１）中城村の地勢に留意した土地利用の配置  

地域区分別に以下の方針を土地利用の基本とします。  

 

平坦地域 

●田園居住を促進する居住環境整備  

●農用地の高度利用の促進、農業関連施設の整備  

●商工業用地等の適正配置・誘導  

●公共施設等の中心的機能の整備拡充と適正配置  

 

斜面地域 

●防災等の村土保全、環境浄化や自然景観創出等の自然機能の保全強化  

●墓地の適正配置と景観的側面からみた土地利用規制  

●環境特性を活かした公園・レクリエーション機能等の整備  

●土地需要の動向を踏まえた適切な農用地の活用  

●森林等の自然環境保全  

 

台地地域 

●森林等の自然環境保全  

●居住ニーズに応じた新たな居住環境整備  

●公園・レクリエーション・スポーツ機能等の整備  

●地域開発の動向に対応した都市施設等の適正配置  

 

沿岸地域 

●公園・レクリエーション機能の拡充  

●海浜の優れた自然環境を活かした、漁業、観光等の振興拠点の創出  

●産業振興のための整備拡充  

●国道 329 号西原道路の早期実現の推進  

 

  

第２章 土地利用の計画 
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（２）秩序ある土地利用の実現と良好な市街地環境の実現  

土地改良事業の導入された大部分の農用地については、現況の土地利用保全を基本

とします。新たな土地利用の導入も含め、農業系土地利用、住宅系土地利用、商業系

土地利用、工業系土地利用等異なる土地利用の調和のとれた配置を実現していくとと

もに、地域の生活拠点形成のため、地区施設等の適切な配置や地域間連携が密接に行

えるきめ細やかな土地利用誘導を図ります。また、既存の集落地周辺居住用地での安

全で防災性の高い住環境を形成していきます。  

 

（３）自然環境の保全と共生 

本村の大部分を占める農地や森林、海岸線などの自然環境は、中城村民のみに留ま

らず、県中部地域における都市居住者にとっての貴重な共有資源です。近年において

は、地域の資源を活かした個性的で魅力あるまちづくりが一層求められる時代となっ

てきており、自然景観や広大な田園風景などの本村の魅力の維持・向上に努め、これ

らを最大限に活かすことができるむらづくりを進めます。  

さらに、災害の発生防止や温暖化の防止など潜在的な機能や将来にわたる食糧供給

の基盤としての重要な機能を有することから、人と自然が共生しながら自然環境を保

全していくためのむらづくりを進めます。  

 

（４）将来都市構造を踏まえた土地利用の配置 

県全域および近隣市町村を含む動向に即した都市構造上の位置づけと整合した土

地利用の配置を行います。また、斜面緑地を境に二分化された平坦地域・台地地域ご

とに村民の生活に対応する商業地や住宅地を配置します。  

 

（５）新たな都市機能の創出 

沖縄電力吉の浦発電所の周辺地域においては、発電所の立地を契機とした、良好な

居住環境を備えた生活拠点及び地域産業拠点を形成するため、今後も継続的な市街化

区域への編入を図っていきます。  

一方、市街化調整区域についても、都市計画マスタープランなどとの整合の中で、

良好な都市環境の確保や都市機能の更新、居住環境確保等について地域の特性を活か

した総合的な整備を検討していきます。  
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第２節 ４つの拠点を生かした村づくり 
第四次総合計画で位置づけられた４つの拠点を生かした村づくりを、継続的に推進

していきます。また、拠点づくりの推進にあたっては、村の大部分を占める市街化調

整区域における新たな土地利用施策の検討が不可欠です。  

また、今後周辺市町村における開発動向が、本村における拠点形成に大きな影響を

与える可能性があります。西原道路の事業化に向けた計画段階評価に着手することが

決定し、村として国道 329 号バイパスの整備が具体化すれば、村南部における新たな

拠点形成を、隣接する西原町の工業地域との連坦という観点から検討していかなけれ

ばなりません。  

こうした状況も踏まえた上で、平成 29 年度に改訂予定の都市計画マスタープラン

においては、市街化編入、地区計画による都市機能再編に加え、線引き制度の見直し

までを視野に入れた検討を行うものとします。  

 

（１）歴史文化ふれあい拠点（県営中城公園周辺）  

世界遺産に登録された中城城跡を中心に、広域的な利用を促す県営中城公園の整備

に並行して、村の歴史と文化の拠点形成を進めます。  

 

（２）豊かな暮らしサービス拠点（中央地区）  

吉の浦会館や吉の浦公園、護佐丸歴史資料図書館を含む村民のふれあいの場として

の立地や公共・公益施設の機能の適正化を含め、村民生活の利便性を高め、村のタウ

ンセンター※としての拠点形成を進めます。  

 

（３）都市文化交流拠点（南上原土地区画整理事業地区）  

琉球大学周辺における新しいまちづくりを継続し、学園都市のイメージを生かすと

ともに大学機能の活用を図り、住環境と文化交流の拠点形成を進めます。  

 

（４）商工業振興拠点（電力施設周辺地区）  

電力施設の立地に伴う周辺の商工業及び居住環境を整備し、商工業振興の拠点形成

を図るとともに、エココーストを含む海岸部の整備によって沿岸地域のネットワーク

化を図ります。  
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施策大綱１ 村民参画 

          ～村民一人ひとりが村づくりに積極的に取り組む村～  

 

■基本目標 

人口の増加を背景とし、村民のニーズや地域の課題が多様化する中で、村民と行政

がともに力を合わせることが重要です。村民一人ひとりが村政への関心を高め、情報

を共有し、現状や課題に共通認識を持ちながら、それぞれの役割を認識した村民参加

及び協働の村づくりとともに男女共同参画社会の実現を推進します。  

 

■施策の体系 

 

 
 

 

 

 

基本施策① 村民参加に支えられた協働による村づくり  

 
▶現状と課題                              

多様化する村民ニーズや複雑化する社会の課題に対応するため、これまでの行政主

導の村づくりから脱却し、村民と行政によるパートナーシップの村づくりを進めてい

くことが求められています。明確な役割分担のもと、村民が培ってきた豊かな能力や

ノウハウを村づくりへ活用するために、村政情報の積極的な提供を推進し、各種審議

会等の委員の村民公募制度や行政懇談会等、村民の声の村政への反映機会を創出して

いくことが必要です。  

また、自治会や青年会等の地域活動への参加率が、特に近年、非常に低いという現

状があり、こうしたコミュニティ意識の希薄化は、子育て支援、高齢者介護、災害時

の援助といった分野において、村民同士の助け合いという行為を妨げる要因になって

くることが予想されます。  

地域を支え、村づくりの担い手となる若い力やコミュニティ組織と連携を図りなが

ら、「自分たちの村をつくるのは自分たちだ」という当事者意識を高め、主体的に地域

活動へ取り組んでいくことが必要です。   

第３章 基本計画 
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▶実施施策                                

①地域活動の活性化と住民活動組織の育成  

●地域主体で動き、行政が支援する、自立した体制づくりを支援します。  

●自治会活動を支援するとともに青年層の活動や地域の文化活動・スポーツ活動等の

充実を図ります。  

●ＮＰＯ法人
※
等の住民活動組織を支援するとともに次世代のリーダー育成に努めます。 

●地域社会の連帯感を深めるため、青年会、婦人会、老人会の交流促進を通じて、コ

ミュニティ意識の高揚に努めます。  

●審議会、各種委員会への村民委員の参加促進や委員の公募制を推進します。  

 

②村民が参加・活躍する場の充実   

●公共施設の清掃・管理や観光ガイドの育成等

を村民と行政の協働により行うため、登録

制のサポーター制度の導入を検討します。

さらに行政懇談会の継続的な実施等、村政

に対して村民が幅広く意見を述べることの

できる機会を充実させます。  

 

 

 
▶成果目標                               

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

自治会の加入率  57.7% 45.0% 62.7% 

行政懇談会参加者数  411 人  0 人  432 人  

地域コミュニティの育成支援 - 5 回  12 回 /年  

護佐丸祭り入場者数  - 8,595 人  12,000 人  

  

ガイド養成講座  
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基本施策② 男女共同参画社会の推進 

 

▶現状と課題                              

前期基本計画において掲げた目標については、十分に達成できたとは言えない状況

にあります。その要因としては、周知啓発の継続的な不足に加え、推進のための体制

整備が図られていない、また庁内における情報共有の不足などが考えられます。  

これらの課題に対する対応を図りながら、男女が平等に活躍できる場が与えられる

よう男女共同参画社会の構築に向け取り組む必要があります。  

 

▶実施施策                                

①男女共同参画社会の推進  

●男女共同参画社会実現に向け、役場内及び関係機関における意識の高揚を図ります。 

●広報紙やホームページ等により男女共同参画社会を普及・啓発に努めます。  

●行政内部における男女共同参画の取り組みと各種審議会における女性委員の積極

的登用に努めます。  

 

▶成果目標                               

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

各種審議会等女性登用率  30％  10.8% 35％  
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施策大綱２ 歴史伝統 

        ～受け継がれてきた価値を再認識し、心豊かに暮らせる村～  

 

■基本目標 

本村は、世界遺産に登録されている中城城跡をはじめ、安里のテラ ※、伊舎堂前の

三本ガジマル※等の文化財や集落内における屋敷林や生垣、拝所、御嶽※等、様々な歴

史資産を有しています。それらを適切に保全し、次世代へ継承を図るとともに、状況

に応じた整備方針の検討や情報発信により、観光資源としての活用も視野に入れた取

り組みを推進します。  

また、村内各地域が有するそれぞれの歴史、文化、伝統、環境を尊重し、さらに、

本村の英雄である護佐丸など、郷土に対する誇りや愛着を育み、村内外に対し情報発

信による周知を図っていくことで、受け継がれてきた価値の再認識に努めます。  

 

■施策の体系 
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基本施策① 歴史的環境の保全と活用 

 

▶現状と課題                                

文化財や歴史資産については、これまでも

調査研究や整備が行われていますが、特に世

界遺産に登録された中城城跡に関しては、保

存・継承・活用に向けて史跡本体の整備や、

その周辺で進められている県営中城公園の整

備、歴史の道※の整備などのハード事業※から、

歴史の道ウォーキングの開催や歴史文化財案

内人育成、ホームページ開設などのソフト事

業※まで様々な施策が展開されてきました。

本村には、この中城城跡をはじめとして、新

垣グスク※、ペリーの旗立岩※、護佐丸の墓※、安里のテラ、伊舎堂前の三本ガジマル、

泊の大クワディサー※など優れた歴史的環境が残されています。いずれも先人から受

け継がれた本村の重要な歴史資産であり、村民の誇るべき共有財産です。  

また、集落内に残る、御嶽や拝所などの祭祀空間等は、集落に密着した文化として

重要であり、古くから本村の「とよむ」暮らしの基盤となってきました。  

今後は、こうした文化財の保存・継承に向けた取り組み体制をさらに強化し、調査

研究活動などによる実態把握に取り組むと共に、村内に残る文化財の情報を広く発信

するため、展示施設の開設、解説・誘導板の設置やイベント等のソフト事業の充実を

進めていく必要があります。  

 

▶実施施策                                 

①学術調査・研究活動の推進  

●中城城跡を始めとした遺跡での発掘調査や、村内での文化財悉皆調査及び沖縄戦調

査など中城村の文化財の歴史的、学術的な調査・記録・研究活動を継続して進め、

文化財保護への取り組みを強化します。  

●中城城跡に関わる発掘調査を中心とした本村の歴史民俗資料などに関する調査研

究などの成果を生かし、それらの常設展示と歴史学習の場となる拠点施設の整備

促進を図り本村の村民に対して生涯学習の場とすると共に、観光客等を介し全県

および全国に発信する場を目指します。  

 

②歴史的環境及び自然環境の保全  

●中城城跡周辺については、中城城跡の計画

的な保存整備とともに、景観保護の調整

を継続的に進めます。  

●集落の立地特性を生かし、先人たちより受

け継いだ優れた環境の保全・育成を基本

とし、文化資源の保全と環境整備に努め

ます。 

  

中城公園計画図  

 

安里のテラ  
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③中城城跡や歴史の道等の計画的な保存整備 

●中城城跡については、関係機関との連携のもとに、計画的な保存整備事業を継続し

ていきます。  

●歴史の道（ハンタ道）については、計画的な保存整備事業を推進するとともに、国

史跡指定範囲以外の区間についても、追加指定に向けた取組みを行います。  

●歴史の道（ハンタ道）について、既に国史跡に指定された範囲については、計画的

に公有化事業を進め、優先して近世屋敷跡の再整備を推進します。  

 

④観光拠点としての活用の推進  

●中城城跡を含め、村内に分布する数多

くの歴史資源については、文化財と

しての保全を図り、これらを取り巻

く歴史的環境や美しい自然環境が楽

しめるよう観光の拠点としての活用

を推進します。  

●斜面上からのダイナミックな眺望を

楽し み なが ら ハイ キ ング や 散策 等

様々な活用が図れる歴史の道（ハン

タ道）の活用を促進します。  

 

⑤村民意識の高揚  

●優れた歴史的環境を村民共有の地域財産として認識できるよう、文化財学習の機会

創出や各種広報活動による文化財保護思想の普及とともに、保全地区の案内・表

示板の設置、歴史散策ルートの設定など、保護・継承に向けた取り組みの充実を

図ります。  

●本村の、貴重な歴史・文化（民俗芸能・祭祀関係等）や伝説などを掘り起こし、新

たな中城の発見ができるような機会を創出します。これは、中城村内がまるごと

歴史博物館※であるという意識の高揚を図る活動の核として、継続的な運営を行う

ものとします。  

 

▶成果目標                               

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

村指定文化財件数  - 0 件  12 件  

  

歴史の道（ハンタ道） 
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基本施策② 伝統文化・民俗芸能の継承と発展 

 

▶現状と課題                               

伊集の打花鼓※、津覇の獅子舞※などをはじめとする地域独自の伝統文化・芸能に関

しては、地域に根差した独自の文化として、その価値を新たに見直し継承していく機

運は高まっているものの、今後は、少子高齢化やコミュニティ意識の希薄化を背景に、

独自の伝統文化の継承が困難になってくることが予想されます。そのため、広報周知

の充実による認知度の向上や補助事業や助成メニューの導入により、地域負担を軽減

しながら指導者等の人材育成や公演の機会創出などに取り組んでいくことが必要です。 

また、長期的な視点での伝統文化の継承という側面においては、村内の民俗芸能の

掘り起こしを実施し、年中行事や芸能、伝承等を記録して、次世代に残していくため

の体制整備が必要です。 

 

▶実施施策                               

①伝統芸能や風習に関する調査や記録 

●村内の民俗芸能についての文献調査、聞き取り調査を実施し、年中行事や芸能、伝

承等の記録編纂を行うための体制を強化します。また、調査結果については勉強

会や展示会等を通じて、地域へ還元します。  

 

②地域文化に対する周知啓発の推進  

●村民ニーズに対応し、各種文化講演会、講座や展示・

発表会など文化イベントの開催、伝統芸能の継承な

ど、多様な文化事業の拡充を継続実施していきます。 

●文化情報の整備と提供に努め、定期的な周知広報を実

施することにより、村民の文化活動への参加促進や

地域文化に対する意識高揚を図ります。  

 

③文化団体の育成支援の推進  

●村文化協会や各文化団体の育成を支援するとともに、自主的な文化活動の推進体制

を強化します。  

●団体間及び広域的な交流など幅広い文化活動のネットワーク化を促進し、新たな文

化創造に努めます。  

 

④地域文化の継承・発展に向けた取り組みの推進  

●多世代交流など地域における体験活動の機会を拡充し、若い世代の担い手を増やし

ながら、継続的な地域文化の発展に努めます。  

 

▶成果目標                               

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

各種文化イベント開催数  5 回  0 回  6 回  

添石の旗頭  
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施策大綱３ 教育文化 

      ～子どもの育成と生涯にわたる自己研鑽により、文化が育つ村～ 

 

■基本目標 

学校、家庭、地域の連携による教育環境の充実、強化を図り、次代の中城村を担い、

将来にわたって活躍できる人材を育む村を目指します。  

また、村民一人ひとりが、世界遺産に登録された中城城跡や城主護佐丸などの郷土

の歴史・文化・自然等を理解し、誇りや愛着を育てながら、自らの目標に向かって学

び続けることができるように、子どもから高齢者まで一貫した生涯学習の村を目指し

ます。 

さらに、琉球大学との包括連携協定※に基づく連携教育の推進や、語学教育の充実、

留学生との交流等により国際化を視野に入れた取り組みを推進します。  

 

■施策の体系 
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基本施策① 幼児教育の充実 

 

▶現状と課題                             

幼児教育は、幼児期の成長に対応し、集団学習や遊びなどを通じて、健全な育成を

助長し、義務教育課程に引き継ぐ役割を担っています。これまでも本村においては、

幼児教育の充実に向けた環境づくりを推進してきており、遊具の充実や預かり保育の

導入による保護者の経済的負担の改善等に取り組んできました。  

しかし、支援が必要な幼児の増加・多様化を背景として、専門的な知識を持つ支援

員の増員が今後さらに必要になってくるとともに、幼小連携・幼保一体化 ※を視野に

入れた環境の整備等への対応が求められています。さらに、子育て環境の創出の一環

として、安心して遊べる公園等の公共空間の適正な維持管理に基づく充実化を図って

いくことも求められており、今後は関係機関との連携を強化した取り組みが必要です。 

 

▶実施施策                               

①家庭と現場との連携の強化  

●家庭や地域との連携を密にし、それぞれの役割を発揮することにより、円滑な幼児

教育の展開に向けた推進体制を強化します。  

 

②学校教育、社会教育との連携の強化  

●学校教育や社会教育との情報交換を図り、幼児教育に対する社会的な要請を適確に

把握した教育内容の充実を図ります。  

●幼児期の成長過程に応じた基本的な生活習慣に関わる学習を重視し、安全教育、保

健教育を推進します。  

●地域の自然や文化などを生かした多様な体験・交流学習を推進します。  

●園児と小学校児童との交流の機会を充実させます。  

 

③支援を必要とする園児への体制強化  

●特別な支援を必要とする園児に対しても、健常児と等しく就園できるよう指導者の

学習機会の創出や特別支援補助員※の配置等により、幼児教育の推進体制の強化を

図ります。  

 

④教育施設の整備・補修対応の推進  

●幼保一体化を視野に入れた施設整備を検討します。  

●教育設備の実情をふまえ、教材・備品の拡充、環境整備などを推進します。  

●小学校を含め村内の既存施設・設備を有効に活用します。  

 
▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

教育施設（幼稚園）の耐震化率  100％  0％  100％  
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基本施策② 学校教育の充実 

 

▶現状と課題                             

これまで学校教育の充実に向けて、施設

改修や教材備品の拡充、教師の授業力向上

が図られてきました。また、支援を必要と

する児童生徒への個別サポートの実施、ボ

ランティアによる読み聞かせや放課後子ど

も教室の開催により、学校だけでなく、学

校・地域・家庭・関係機関の連携による教

育活動が実施されてきました。しかし、支

援を必要とする児童生徒の増加・多様化へ

の対応は今後も継続していく必要があるこ

とから、関係職員との連携体制を強化しなければなりません。  

また、校舎の老朽化や耐震化への対応とともに、中学校のプール設置についても喫

緊の課題となっています。  

さらに、村全体での教育環境の創出という視点からみると、国際化社会の到来を背

景とした語学教育の充実など、今後は施設整備に加えソフト面での充実を図るため、

関係機関との連携を強化し、児童生徒の健全育成を重要施策として展開していくこと

が必要です。  

 

▶実施施策                               

①教育カリキュラムの充実  

●地域環境の保全など、社会的な要請に対応した教育内容を拡充します。  

●地域人材や大学生等を活用した少人数での学習支援を実施します。  

●家庭、地域との連携のもと、児童生徒の主体的な自然体験や生活体験などの学習活

動ができる環境づくりを推進します。  

●小中学生や高校生を対象とした語学教育や海外短期留学派遣事業等を継続して実

施します。  

●本村の英雄である中城グスクの城主護佐丸や琉球史について学習する機会を創出

します。  

 

②学校施設、教材・備品等の拡充  

●校舎の耐震化を推進します。  

●新たな教育実践に対応した施設、教材・備品等の拡充を図ります。  

 

③支援を必要とする児童生徒への教育の充実  

●特別な支援を必要とする児童生徒に対し、指導者の学習機会の創出や特別支援員、

教育相談員、心理相談員、学力向上支援員等の配置により、特別支援教育の充実

を図ります。   

環境学習の実施  



 

23 

 

 

 

 

④地域・家庭・関係各機関との連携強化  

●家庭、地域及び PTA や子ども会との連携を強め、それぞれの役割発揮のもとに学校

教育の円滑な運営確保をめざした推進体制を強化します。  

●中城村学力向上推進委員会を中心に、なお一層の村ぐるみの「教育力」向上への取

り組み体制を強化します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

教育施設の耐震化率（小中学校） 91.7％  91.7％  100％  

小・中学校独自の活動の実施  - 0 校  4 校  

特別支援員の配置  - 10 人  26 人  

教育相談員の配置  - 3 人  3 人  

心理相談員の配置  - 1 人  1 人  

学力向上支援員の配置（公立中学） - 3 人  3 人  

放課後補習講座の開催  - 5 回 /週  5 回 /週  

 

 

基本施策③ 社会教育の充実 

 
▶現状と課題                             

社会教育では、高齢化社会や自由に使える時間の増大などを背景に、村民の生涯に

わたる学習機会の創出や、生きがいづくりを目的とし、さらなる推進・発展が求めら

れています。そのため、総合的な施設機能を有する吉の浦公園や吉の浦会館、護佐丸

歴史資料図書館が、スポーツや学習、サークル活動や地域コミュニティ創出の拠点と

なっており、利用者が増加しています。  

これまで本村では、文化協会や各種文化団体等の文化事業に対しての支援や村体育

協会、村子ども育成連絡協議会に対する支援を実施してきました。しかし、一方で、

効果的な広報周知が十分に行われていないという声や体育協会主催の各種種目への参

加者の減少、子ども会へ参加する支部の減少という課題もあります。また、各種講座

の種類も少ないということも指摘されています。  

さらに、生涯学習の拠点となる村民待望の護佐丸歴史資料図書館が平成 28 年に開

館しました。今後は、村民の利用ニーズに対応するための機能充実を図っていくこと

が必要です。  

このような多様化・高度化する村民の生涯学習に対するニーズに対応できるよう、

護佐丸歴史資料図書館の運用を更に充実させ、様々な講演会や企画展等今後の生涯学

習の拠点として発展させていきます。  
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▶実施施策                               

①生涯学習・人材育成の拡充  

●中城村人材育成基本計画の見直しに基づき、計画的な事業実施を行うとともに、具

体的な施策を展開します。  

●社会教育団体の育成を支援し、その指導者の養成・確保をはじめ、各分野にわたる

人材の育成とネットワーク化及び活用の促進によって、村ぐるみの社会教育推進

体制の強化に努めます。 

●各種団体やサークル・同好会などを支援し、相互交流の展開によるネットワークを

促進し、村民の自主的な幅広い各種団体活動を支援します。  

●スポーツ、音楽等のサークル活動等、村民の様々な活動の拠点となる施設の充実を

図り、活躍の場を創出します。  

●生涯学習における講座や教室の内容の充実を図るとともに、受講生の講師登用など、

学習の成果を発揮できる場を創出します。  

 

②生涯学習体制の支援  

●村民の学習ニーズの増大や多様化に対応し、

各種講座・教室の開設や学習分野別のプログ

ラムの開発により学習機会を提供し、自主的

な学習活動の促進に努めます。  

●生涯学習活動の拠点となっている護佐丸歴

史資料図書館や吉の浦会館など、既存施設の

維持管理の強化とともに、整備拡充によって

さらに多様な活用の促進を図ります。  

●村民の身近な活動拠点となっている自治公

民館を活用し、生涯学習における事業展開を

図ります。  

●将来的な村民の生涯学習ニーズの動向をふまえ、中長期的な財政計画との整合性に

十分配慮して、新たな生涯学習拠点づくりを検討します。  

●生涯学習施設としての学校施設の村民活用も考慮し、施設の拡充・維持管理につい

て中長期的整備計画を検討します。  

●村子ども育成連絡協議会を支援し、子ども会に加入する子どもの数及び、支部の増

加に努め、子ども達にとって魅力ある交流を通した育成を強化します。また、村青

少年健全育成村民会議を充実させ、青少年の健全な育成を図ります。  

 

  

村子ども育成連絡協議会  
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③生涯スポーツの推進・支援  

●村民のスポーツ・レクリエーションへの関心の高まりや多様化するライフスタイル

に応じたスポーツ教室・イベントを開催し、村民の運動するきっかけづくりを行

い生涯スポーツの推進に努めるとともに、スポーツキャンプ・各種大会などの誘

致に取り組みます。  

●村体協や社会体育団体、スポーツ推進委員への支援・連携を図り、より充実した活

動の振興に努め、各団体間や世代を超えた幅広い交流の展開によりスポーツ団体

の育成を促進します。  

●吉の浦公園は、村民のスポーツ活動の中心的施設であり、健康づくりのための運動

から競技スポーツまで多様化する村民ニーズに対応した施設・設備・器具の整備

を図り施設の機能強化に努めます。  

 

④護佐丸歴史資料図書館の機能充実 

●学校教育や生涯学習の拠点となる護佐丸歴史資料図書館の機能を充実します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤各種行事の開催促進  

●社会教育への取り組み意欲を向上させるために、村民の活動成果を発表する場を創

出します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

各種生涯学習イベント開催数  6 回  1 回  7 回  

各種団体・サークル・同好会数  20 組織  9 組織  24 組織  

生涯学習講座・教室数  5 件  2 件  6 件  

各種スポーツイベント開催数  - 5 件 /年  5 件 /年  

 

  

中城歴史展示室  資料図書室  



 

26 

 

 

基本施策④ 交流事業の推進 

 
▶現状と課題                             

交流事業においては、昨今の国際化を背景とした国際交流プログラムや姉妹都市で

ある千葉県旭市※との交流事業や、兄弟都市である福岡県福智町※との子ども会を中心

とした交流の継続的な実施、また、国内外への派遣研修、視察研修、国際社会を担う

人材育成につながる中学生・高校生海外短期留学派遣事業等を推進してきました。  

今後は、教育、文化の分野に留まらず、福祉やスポーツ、産業といった多岐にわた

る分野において交流活動を推進していくために、各種団体の交流を基本とした推進体

制の強化や人材育成、また琉球大学との積極的な交流に併せた、体系的な事業展開を

図っていくことが求められます。  

 

▶実施施策                               

①多分野における交流の拡充  

●広域イベントを誘致開催し、本村を舞台にした村内外の人的交流機会を強化します。 

●村民の地域間交流に対する意識高揚を図り、各種団体間の連携や担い手となる人材

の育成などの推進体制を強化します。  

●千葉県旭市との姉妹都市提携、福岡県福智町との兄弟都市提携を機に、これまでの

児童交流事業を継続実施するとともに、村民を対象とした教育・文化・産業・経

済などの各分野における交流ができるよう努めます。  

●村民の地域間交流に対する意識高揚を図り、各種団体間の連携や担い手となる人材

の育成などの推進体制を強化します。  

●共同研究や公開セミナーの講師依頼、各種委員会への委嘱などの他、村内イベント

への参加呼びかけによる学生との交流など、琉球大学との結びつきを深め、大学

機能の活用と交流の促進を図ります。  

 

②スポーツキャンプ等の誘致 

●県外から沖縄県を訪れるスポーツ団体が年々増加傾向にあることから、本村におい

ても子ども達が夢と希望が持てるようプロ、アマスポーツのキャンプ（合宿）を

積極的に誘致し、村民との交流が図られるよう努めます。  

 

③国際交流の推進  

●海外との多様な交流を展開するために、人材育成事業と一体となった各分野にわた

る交流の拡充とともに、幅広い友好親善事業の取り組み強化や海外移住者子弟研

修生受入事業※、中学生・高校生海外短期留学派遣事業などを実施します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

琉大生の村事業への参加のべ人数  - 30 人  120 人  

プロサッカーチームキャンプ誘致数  - 2 件  3 件  
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基本施策⑤ 食育の充実 

 
▶現状と課題                             

昨今の食を取り巻く環境は、生活様式の欧米化、外食文化（ファストフード等）の

普及や共働き世代の増加などにより大きな変化が見られるようになりました。それに

より家族で食卓を囲む機会が減少し、孤食や欠食（特に朝食）、食事を作らない親の増

加などの問題が顕在化してきています。こうした食生活の乱れは、食に関する知識の

低下につながると同時に、食生活のバランスを崩壊させ、将来的な生活習慣病の増加

などの要因となることが懸念されます。  

子どもたちの心身の健全な発達や生活習慣病の予防のためには、そのような環境を

できるだけ従来型の食生活（地産地消、家族で食べる、少しでいいから手間をかけて

作る、朝食は必ず食べるなど）に戻すことが必要です。そのため、家庭や保育園、幼

稚園、学校、地域など社会のあらゆる分野において、村民の食生活の改善活動を積極

的に支援していくことが必要です。  

 

▶実施施策                               

①学校教育を通じた食に対する知識の向上  

●学校教育を通じ、本村で生産される農水産物の知識・栄養や食事マナーなど食育指

導を強化し、食生活に対する意識高揚を図ります。  

 

②食生活に関する意識の向上  

●子どもたちが地元で取れた農産物を取り入れた学校給食を食べることを通して（地

産地消）、時間と手間をかけて育てられた農産物（命）を頂くことを学ぶと同時に

生産者も、保護者（消費者）、児童生徒も郷土に対する愛着、誇りを持つことをめ

ざす情操教育※を推進します。 

●家庭での食事の充実を図っていくための指導機会を創出し、家族で食卓を囲む、朝

食を必ず食べるといった取り組みを推進します。  

 

③アレルギーに対応した学校給食への取り組み  

●子どもたちのアレルギーを把握し、できる限り個別に対応できるよう学校給食のメ

ニューを検討します。 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

学校給食における村内産農水産物

の使用率  
13.0％  29.9％  30.0％  

  



 

28 

 

施策大綱４ 防災危機管理 

             ～災害に強く、安心して暮らせる村～ 

 

■基本目標 

不測の事態から村民の生命と財産を守るため、村全体が一体となった危機管理体制

を構築します。具体的には、大規模な地震や台風等の自然災害に備え、避難場所や避

難経路の確保、建物の耐震性強化、津波対策、地滑り対策、村民への意識啓発などを

通じ、災害に強い村づくりを進めます。  

また、消防救急体制においては、周辺市町村との連携による広域化を推進し、道路

交通網整備や防災関連施設の充実による迅速な対応を図ることとします。  

さらに、地域と連携した防犯体制の強化や交通安全施設の整備促進に努めます。  

 

■施策の体系 
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基本施策① 防災施設の整備 

 

▶現状と課題                             

本村の自然災害の主なものは、斜面地におけるがけ崩れや地滑り、台風による風水

害などです。また、東側の低地部は、海抜 10 メートル以下の土地が、海岸線から国道

329 号近くまで広がっており、先の東日本大震災で発生した規模の津波が襲った場合

の対応については、継続した議論、検討に基づく対応策の確立や避難体制の構築が求

められます。  

これまでも、村民の防災意識の高揚を図るとともに、急傾斜地等の危険箇所の整備

を進めてきましたが、今後も総合的な防災対策を継続して推進する必要があります。  

 

▶実施施策                               

①災害の未然防止対策の強化  

●危険が想定される丘陵斜面域は、森林の保全・育成による地すべり防止や個別規制

法及び景観等の観点から新規開発の抑制を図ります。  

●排水路網の整備拡充と維持管理の強化とともに、河川改修の促進などにより円滑な

雨水排水に努めます。  

●海岸地域においては、防風・防潮林帯の造成や海浜景観に整合した防災機能の強化

を促進します。  

 

②避難経路、避難施設の整備  

●各集落に避難場所を設定し、円滑な移動を可能とする避難経路の確立を図ります。 

●災害時に災害本部が設置される村役場の安全性を確保し、また、防災拠点としての

公園や緑地、また民有地や民間建物については、防災協力建物や防災協力用地等の

指定を検討し、村で一体となった避難施設の体系的な指定を目指します。  

●狭あいな道路の改善を検討し、緊急車両の通行の円滑化や避難経路の確保に努めます。 

 

③防災情報伝達手段の拡充  

●防災情報伝達手段の多様化・迅速化を推進します。  

●自治公民館、役場、企業、各種団体等との連携による情報伝達の浸透を強化します。  
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基本施策② 地域防災体制の育成・充実 

 
▶現状と課題                             

災害がいつ、どこで起こるのか予測が難しいことから、地域における防災対応とし

て、実質的な防災訓練や自主防災組織の編成などを推進し、住民の防災意識を向上さ

せることが求められます。特にこうした意識を向上させることにより、自らの命を守

るという視点と同時に、災害時に手助けが必要な高齢者や障がい者をはじめとする災

害時要援護者※支援などの取組みを強化していくことが求められています。  

 

▶実施施策                               

①自主防災組織の育成・強化  

●きめ細かな防災活動の促進を目指し、広く周知を図ることにより、円滑な避難誘導

や緊急時の救援を行える自主防災組織や消防団の育成強化を支援します。  

 

②地域防災体制の整備・充実  

●将来にわたって地域防災の強化を図るために、中城村地域防災計画※を指針として

防災施策を計画的に推進します。  

●防災体制を強化するために、関係機関の相互連携を強め、緊急時における情報連絡

や援護体制の強化に努めます。  

●高齢者や障がい者などの災害時要支援者については、地域や関係団体と連携しなが

ら、日常の活動の中で状況の把握に努めるとともに、災害時の迅速で円滑な救助や

安否確認など、継続した情報更新、対応を図っていきます。  

●地域における緊急時の連絡方法等のマニュアルの運用を確実に行っていきます。  

 

③防災思想の普及  

●村民に対して防災に関する情報提供や避難訓練、救援・救護訓練など教育指導の機

会を創出し、防災思想の普及に努めます。  

●上位防災計画との整合性に配慮し、定期的な地域防災計画の検証を行います。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

防災訓練・避難訓練実施数  2 回 /年  3 回 /年  5 回 /年  

自主防災組織数  10 組織  1 組織  21 組織  
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基本施策③ 消防・救急体制の拡充 

 

▶現状と課題                             

消防・救急業務は、安全な村づくりの柱の一つであり、村民の生命、財産を災害か

ら守り、安心した暮らしを実現するうえで大きく頁献しています。本村の消防・救急

業務は、昭和 53 年に北中城村と中城北中城消防組合を設立し、広域的な組織体制のも

とに、これまで地域の実情に見合った消防職員の確保、消防機械、消防・救急資材や

機材設備の拡充、消火栓の設置などを計画的に進めてきました。  

しかしながら、こうした消防・救急設備等に関しては、経年劣化に伴う更新整備の

必要性とともに、今後より多様化する消防・救急救助への需要増大に対する対応の強

化と組織体制の拡充を図っていく必要があります。  

さらに、住宅構造の多様化・高層化や危険物施設の立地などに対応し、査察体制と

自衛消防体制を強化するための指導が求められています。一方で村民に対しては消

防・救急業務に対する理解と協力を得るために、火災や人身事故への適切な対応や未

然防止など、啓発活動を日常的に展開する必要があります。  

 

▶実施施策                               

①消防救急体制の強化の推進  

●現在の体制を強化し、より高度な消防・救急業務を推進します。  

●地域や事業所などにおける火災発生への迅速な対応を図るために、自主消防組織の

強化を促進します。  

●救急業務では、医療施設との連携のもとに、救急救命率の向上を図っていきます。 

●公共施設及び各種施設におけるＡＥＤ※の設置を推進するとともに、使用方法の講

習会を実施します。  

 

②職員の確保と資質の向上  

●組織体制の強化にあたっては、地域の実情に見合った職員の確保と適正配置ととも

に、研修や訓練等による資質の向上に努めます。  

 

③消防救急施設の整備促進  

●狭あいな道路の改善を検討し、緊急車両の通行の円滑化を努めます。  

●消防、救急・救助に対する需要増大に対応し、拠点施設の整備拡充をはじめ老朽化

した消防・救急車両の更新、消防・救急機材や設備などを計画的に整備します。  

●地域の実情に即し、消火栓の整備及び維持管理を行います。また、公共施設、事業

所などにおける消火、避難設備の整備を促進します。  

●消防救急施設については、経年劣化に伴う更新整備の必要性に応じて、適切な維持

管理を実施します。  
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④啓発活動の展開  

●消防・救急活動の円滑な推進にあたって

は村民の協力体制が不可欠であり、村

民意識の高揚を図るために、わかりや

すい情報提供や地域、学校、事業所な

どへの巡回指導など啓発活動を展開し

ます。 

●地域における防火意識を高め、住宅用防

災機器の設置率を高めていきます。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

ＡＥＤ設置数  15 台  24 台  30 台  

 

 
  

子どもの消火活動体験  



 

33 

 

 

基本施策④ 交通安全対策の強化 

 

▶現状と課題                             

全国で年間 1 万人を超える交通事故死者数が恒常化し、交通戦争といわれた深刻な

社会間題となっていた時期と比較すると、全国的な交通事故の発生件数と死者数は

年々減少傾向にあります。しかし、車社会と言われる沖縄県や人口の増加が著しい本

村においては、運転免許保有者及び自動車保有台数が増え続けており、今後も日常生

活における交通手段として自家用車利用がさらに増加していくことが予想されます。  

こうした状況は、日常の生活空間における通過交通の増大、そして道路交通環境の

著しい変化の中で交通事故発生への危険性が高まっており、今後さらなる取り組みの

強化を図っていくことが求められています。  

これまで、本村は交通安全対策に積極的に取り組んできており、多様な交通安全運

動を展開しています。具体的には交通安全週間における街頭指導をはじめ、村民に対

する交通安全の啓発活動などを推進しており、交通事故防止への気運を高めています。

また、安全な道路環境をめざし、信号機、カーブミラー、ガードレール、街路灯など

安全施設の整備や歩道の設置、危険箇所の改善などを計画的に進めており、円滑な通

過交通や歩行者の安全確保に努めています。  

今後とも交通事故のない明るい地域社会を築くために、村ぐるみの交通安全運動の

一層の展開とともに、生涯学習や学校教育を通じて村民一人ひとりに対する交通安全

への啓発を図らなければなりません。特に、子どもや高齢者の交通弱者に対するきめ

細かな交通安全施策を進めることが重要な課題となっており、道路機能や通過交通量

の動向をふまえ、交通事故の未然防止に配慮した対応を図っていく必要があります。  

 

▶実施施策                               

①安全教育や啓発活動の推進  

●家庭、地域、学校及び各種団体や関係機関が連携を密にし、村ぐるみの交通安全運

動の推進体制の強化や村民参加による活動の活性化に努めます。  

●日常的な交通安全の確保に向けた交通マナーや交通モラル ※ヘの意識高揚を図る

ために、村民各層に対する安全教育、啓発活動を推進します。  

 

②危険箇所の把握と周知  

●交通事故の未然防止を図るために、過去の事故発生状況等から危険箇所を把握し、

交通安全マップとして学校や各家庭への配布を検討します。  

 

③安全施設の整備拡充  

●道路環境や交通事故発生の実情をふまえ、危険箇所の改善や安全施設の整備拡充と

適切な周知により、安全な道路環境づくりを推進します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

交通事故発生状況  - 52 件  40 件  
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基本施策⑤ 防犯対策の強化 

 

▶現状と課題                             

全国的に犯罪の多様化や少年犯罪の増加が大きな社会間題となってきているなか、

本村においても人口の増加やライフスタイルの多様化などにより、地域コミュニティ

の希薄化が進み、本来地域が有する犯罪抑制機能が低下しつつあります。  

こうした社会背景や本村の急速な都市化による地域環境の変化の中で治安を維持

し、安全な村民生活を確保するために犯罪の未然防止に向けた防犯対策の一層の強化

が求められています。これまで、宜野湾地区防犯協会、ＰＴＡ、子ども会、青少年健

全育成村民会議や関係機関が連携を密にして、夜間パトロールの実施による指導活動

など犯罪の未然防止に向けた多様な地域防犯活動を展開しています。  

また、補助金等を活用して防犯灯・防犯カメラの計画的な設置を行い安全・安心な

環境づくりを進めており、重要な防犯対策の一つとなっているものの、一部の地域に

おいては、設置要望に対して対応が図られていない箇所もあり、今後とも継続的な取

り組みが必要です。  

さらに、村民の協力や参画による日常的な防犯活動の推進体制を強化し、啓発活動

の充実や地域コミュニティの強化を図る必要があります。  

 

▶実施施策                               

①防犯思想の高揚  

●犯罪の未然防止を図るために、防犯に関する広報啓発活動や相談業務の拡充などに

よる村民の防犯思想の高揚に努めます。  

●防犯に対する意識高揚を図るため、防犯マップの作成と配布を検討します。  

 

②地域防犯推進体制の強化  

●宜野湾地区防犯協会を中心に、自治会など各種団体をはじめ関係機関の連携のもと

に、村ぐるみの地域防犯推進体制の強化に努めます。  

●村民の参加・協力による、地域パトロール等の巡回、指導をはじめ事前の通報・監

視活動など、日常的な防犯活動を強化促進するとともに、継続的なパトロールを

実施します。  

●地域パトロール時に使用する備品等を整備し、推進体制を強化します。  

 

③安全な環境づくりの推進  

●子ども 110 番の家※の指定を拡充し、地域全体で子どもの見守り環境を創出します。 

●生活環境整備と一体となって防犯灯の設置を推進し、安全な地域環境づくりに努め

ます。 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

子ども 110 番の家指定数  65 件  38 件  80 件  

防犯灯設置数  139 基  136 基  451 基  
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施策大綱５ 保健福祉 

             ～村民だれもが健康に暮らせる村～ 

 

■基本目標 

村内への人口流入や出生数の増加等による人口増加を踏まえ、子育て支援、介護サ

ービス、高齢者の生きがいづくり、障がい児・者への支援体制等の充実を図るととも

に、村民、行政、事業者が連携し、地域で福祉を支える仕組みを構築します。  

また、乳幼児健診の充実や高齢者の要介護状態への予防、生活習慣病対策などの健

康管理体制の充実に努め、保健、医療、福祉の連携による総合的な取り組みにより、

乳幼児から高齢者まで、すべての村民が健康に暮らせる村づくりに努めます。  

 

■施策の体系 
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基本施策① 母子保健の充実 

 
▶現状と課題                             

近年、本村の人口増加に伴い、村内での妊娠・出産も増加傾向にあります。しかし、

核家族化の進行や都市化、働く女性の増加等による子育て環境の変化、地域の中での

人と人とのつながりの希薄化から、育児に対する不安も増大しています。特に、少子

化、高齢化社会の中で将来的に豊かな社会を形成していくためには、母子の生活の質

を高め母子の健康増進のための施策を推進する必要があります。  

本村では、乳幼児健診の対象者が増加していることから、実施回数や職員数の増加

を図り、充実した健診体制の構築が必要です。  

 

▶実施施策                               

①母と子の健康管理の充実  

●乳幼児の各発達段階に応じた健診を行うとともに、疾病などの早期発見に努めます。 

●近年の出生数及び転入者の増加に応じて、健診回数の増加に努めます。  

 

②母子保健サービスの充実  

●妊婦健康診査を充実し、妊婦の健康管理と保健指導に努めます。  

●母子保健推進員の活動を支援し、産後の母子の健康や乳幼児期の育児についての指

導・相談を拡充させます。  

●妊産婦の産前産後の不安を和らげるための各種相談や栄養士による貧血対策等の

指導強化に努めます。  

●子どもの医療費の立て替え負担を軽減するため、貸付制度の導入を検討します。 

●医療費や補助の有無に関する情報発信を強化します。  

●子どもの医療費助成については、該当年齢の引き上げ等の拡充に努めます。  

 
▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

乳児一般健診受診率  84.2％  90.1％  95.0％  

1 歳 6 ヶ月健診受診率 93.0％  89.6％  93.5％  

3 歳児健診受診率  85.0％  81.6％  86.0％  

乳幼児（フォロー）健診受診率  58.0％  35.1％  60.0％  

母子保健推進員の訪問率  - 61.7％  100％  
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基本施策② 子育て支援の充実 

 
▶現状と課題                             

子育て支援は、次代を担う児童を心身とも

に健全な人材として育成支援するため、児童

を取り巻く家庭や社会環境の変化などに対応

した施策の拡充が求められています。これま

でも社会福祉協議会と連携した生活相談の実

施、中城村子ども・子育て支援事業計画の策

定、吉の浦保育所の開所をはじめとする保育

事業の推進、児童公園の整備事業、障がい児

に対する援護業務、延長保育など多面にわた

って推進してきました。特に、相談専門支援

員を担当課へ派遣することにより、相談機能

の充実に努め、また、発達支援の相談体制を強化するため、心理相談員の派遣に取り

組んでいます。  

また、本村では、出生数が増加傾向にあるため、増加する待機児童の改善とともに、

さらなる保育施設の充実と子どもの遊び環境の改善が課題となっています。また、障

がい児保育の充実や育児サークルの推進により、保護者の不安解消に努めることが必

要です。  

さらに、母子父子世帯に対しては、生活相談・指導をはじめ、経済的自立を促進す

るために、職業安定所との連携による就職指導や医療費助成などの支援策を進めてき

ました。今後も、母子会等への活動支援の継続、相談支援員の能力向上のための研修

体制の確立、関係部署との連携等を図りながら、より充実したバックアップ体制を構

築することが必要です。 

 

▶実施施策                               

①保育環境の充実  

●待機児童※対策として、認可保育園※への助

成により、設置件数の増加を検討します。 

●既存の保育所施設の維持管理の強化と整

備拡充や教材・備品の改善を図ります。  

●要保育児童数の動向や村民ニーズをふま

えた保育所運営の充実を図ります。  

●これからの社会的な要請に即した保育内

容の充実を図るために、推進体制の強化

や障がい児保育の拡充などに努めます。  

 

②子どもが安心して遊べる場の創出  

●子どもたちが安全に自然を楽しみ遊べる環境を創出します。  

●児童館や子育て支援センターの充実を図ります。  

●子どもたちが安心して遊ぶことのできる公園等の充実を図ります。   

ひよこの家  

子育て支援センター  
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③子育てにおけるバックアップ体制の強化  

●育児に対する不安の解消を目指し、育児支援教室や子育てグループの育成支援を行

います。  

●障がいを持つ子どもと、その家族との係わりや関係機関との連携を図り、就学の支

援などを行います。  

●母子父子世帯への訪問を行い、生活実態を把握するとともに、民生委員 ※、児童委

員※との連携を強化しながら、日常的な悩みなどの聞き取りを行います。 

●母子父子世帯の生活実態に基づき、経済的自立のための生活相談・指導や就職指導

の強化、諸制度の活用促進に努めます。  

●出産・子育てに関する支援情報に対して、妊婦や保護者が容易にアクセスできるよ

うに、子育て支援サイトを設け、広く周知を図っていきます。  

 

④児童相談・援助制度の活用促進  

●家庭環境に恵まれない児童のために、生活相談・指導や支援策を拡充しつつ、要保

護児童対策として養護施設への受入れ体制の強化や斡旋等に取り組みます。  

●児童を養育している家庭の経済的支援を図るために、子ども手当制度や福祉資金制

度など諸制度の活用促進に努めます。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

認可保育園設置数（公立含む）  4 箇所  5 箇所  8 箇所  

0～2 歳の待機児童数  - 22 人  0 人  

児童館の利用者数  - 8,288 人  8,500 人  

子育てバックアップに係る事業数  - 4 件  5 件  

虐待児早期発見・対応のための

研修会の開催数  
- 3 回  4 回  

子育て教育機関への訪問回数  - 90 回  240 回  
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基本施策③ 保健事業の拡充 

 

▶現状と課題                             

近年では、高齢化・長寿化の進展とともに、保健医療需要が増大しており、疾病の

未然防止を重点施策とし、村民の体力向上や健康の保持増進に向けた支援策を強化拡

充することが必要です。 

また、村民に対する保健医療サービスの向上を図るとともに、日常的な健康づくり

活動の拠点整備を検討する必要があります。  

さらに、村民の自主的な健康管理を推進するため、平成 9 年度から、高齢者を対象

としたふれあい事業※（地域福祉保健推進事業）を実施しており、開催地域、参加者

数ともに増加しています。今後は、ふれあい事業を実施していない地域においても、

介護予防事業等を用いて高齢者やボランティア等が集まり、健康づくり活動の拠点を

生み出していくことが必要です。  

また、ヘルスアップ教室※等を活用した健康づくりイベントも継続的に開催してお

り、村民に対する健康づくりや疾病などに関する知識の普及に繋がっています。  

村民一人ひとりが自らの健康管理や保持・増進が図れるように、指導や相談業務の

拡充による啓発活動を展開する必要があります。  

 

▶実施施策                               

①疾病の未然防止に向けた取り組みの推進  

●保健医療施策の推進にあたっては、疾病の未

然防止を基本とし、集団健康診断、各種予

防接種、母子保健などの拡充を図ります。  

●村民の自主的な参加促進による健診率を高

め、疾病の予防、早期発見、早期治療に努

めます。  

●がん検診の受診者増加を図るため、啓発活動

を実施します。  

●健診未受診者への周知活動として、未受診者に対する受診勧

奨を実施します。  

●ヘルスアップ教室の参加者増加に向けた取り組みを推進します。  

●ふれあい事業の対象地域を増加します。  

 

②村民の自主的な健康管理の推進  

●村民一人ひとりが自らの健康管理が図れるように、住民健康診断に基づいた健康教

育や健康相談を強化します。  

●健康増進をテーマとした様々なイベントの開催などによって、健康づくりへの啓発

普及を図ります。  

●体力健康保持に寄与するスポーツ・レクリエーションの普及に努めます。  

●関係機関との連携を強化し、健康生活推進員の活動支援を図り、村ぐるみの健康づ

くり運動の活性化に努めます。  

●村民が日常的に健康づくり活動を実践するための拠点整備を検討します。  

ヘルスアップ教室  
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▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

胃がん検診受診率  6.0% 3.7% 8.0％  

肺がん検診受診率  13.0% 11.8% 15.0％  

大腸がん検診受診率  8.0% 7.4% 10.0％  

子宮がん検診受診率  20.0% 16.8% 22.0％  

乳がん検診受診率  21.0% 16.5% 23.0％  

結核検診受診率  13.0% 11.8% 15.0％  

特定健診受診率  50.0% 41.0% 60.0％  

ふれあい事業実施箇所数  12 箇所  12 箇所  14 箇所  

 

 

 

基本施策④ 高齢者福祉の充実 

 

▶現状と課題                             

本村における高齢者人口が年々増加する中で、核家族化の拡大、家族のコミュニケー

ションや扶養意識の変化など、高齢者を取り巻く社会環境の厳しさが増しています。こ

うした状況の中で、本村においては、寝たきりや一人暮らし老人の在宅対策、健康づく

り対策、生きがいづくり対策などの施策を推進しています。  

在宅対策では、外出支援として介護事業所の利用促進、移動支援サービスを実施して

いますが、近年では、老人ホームをはじめとする福祉施設の整備を求める声も上がって

おり、検討が必要となっています。また、緊急通報システム、福祉電話の事業要綱の見

直しやボランティアの適正配置が課題となっています。  

健康づくり対策では、介護予防事業実施のための健康診断を共同実施、社会福祉協議

会と連携した心配ごと相談の実施、ふれあい事業における健康相談等の実施等に努めて

きました。今後とも健康な老後生活のうえで、疾病の未然防止や早期発見をはじめとし

た健康づくり施策の拡充に努めるとともに、生活習慣の改善や健康増進に対する村民の

意識向上を図る必要があります。また、栄養士と連携し、配食サービスの運用効率化を

目的とした制度の見直しが課題となっています。 

高齢者の生きがいづくり対策では、これまで老人クラブ活動が重要な役割を果たし、

スポーツ・レクリエーションや健康づくり活動、ボランティア活動など、多岐にわたる

活発な組織活動が展開されてきました。しかし、元気な高齢者が増加しつつある現在、

高齢者同士の交流だけでなく、若い世代をはじめとする世代間交流や学習機会の創出が

求められています。また、地域包括支援センターの支援体制整備、老人クラブ連合会の

実施する介護予防事業への支援を図る必要があります。   
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▶実施施策                               

①高齢者福祉環境の整備  

●高齢者の健康づくりや生きがいづくり事業を充実し、認知症サポーター ※育成等の

介護予防の普及啓発に努めます。  

●在宅介護の負担軽減を図るため、在宅高齢者や家族への在宅福祉サービスの充実を

図ります。  

●地域の介護予防保健の拠点づくりを推進します。  

●地域密着型（小規模圏域）サービスの充実を図るとともに、地域包括ケア体制を推

進します。  

●老人福祉センターの老朽化に対する対応を検討します。  

 

②高齢者の生きがいづくり支援の推進  

●老人クラブの活動支援と育成を推進するとともに、生きがいづくりの一環として、

幅広い世代間における交流の場と機会を設けます。  

●敬老会事業、敬老祝金支給事業について、継続的に実施します。  

●老人クラブ連合会が実施する事業への支援を実施します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

認知症サポーター養成数  500 人  798 人  800 人  
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基本施策⑤ 障がい児・者福祉の充実 

 

▶現状と課題                             

めまぐるしく移り変わる地域社会の中にあって、障がい児・者数は、年々増加傾向

にあるうえ、障がいの内容も様々で、福祉の需要も多様化しています。そこで、国の

障害者計画に基づき、村としての方向性を明確にするとともに、平成 20 年度には地域

包括ケア推進協議会を設置し、高齢者部門、障害部門の両側面からの検討体制の整備、

社会福祉協議会との連携強化などに努めてきました。また、地域包括センター※との

連携により、介護事業の実施を進めています。  

しかし、障がい要因、疾病要因の分析が不足しているため、研究体制を強化し、さ

らに予防対策の充実化を図ることのできる体制の構築とともに、福祉施設と連携によ

る地域との交流や情報共有を実施し、障がいに対する知識普及・意識啓発を図ること

が必要です。  

また、障がい児への支援体制として、教育機関との連携を図り、一般小中学校への

障がい児の受け入れ体制の検討や特別支援学校へ通学する児童生徒に対する支援が必

要です。  

 

▶実施施策                               

①障がい児・者支援体制の整備充実  

●障がいの種別に関する知識の普及を図り、早期支援に努めるとともに、支援が充実

する体制整備を図ります。  

 

②障がい児・者へ対する村民の意識高揚  

●障がい児・者に対する村民の意識高揚を図るために、関係機関等と地域との情報共

有、交流を推進します。 

●既存の支援団体の活動について、周知を図ります。  

 

③障がい児・者が安心して過ごせる環境の創出  

●障がい児・者の社会活動への参加と自立更生を図るため、介護活動、相談事業、療

育訓練・指導などの援助施策を推進します。  

●村内の障がい福祉事業所を支援し、雇用機会の創出や機能回復訓練の充実を図り、

障がい者の生きがいづくりの創出に努めます。  

●自立更生や経済的な援助を図るために、障害年金や手当支給制度など諸制度の周知

と活用に努めます。  

●特別支援学校への通学に対しての支援を検討します。  

●子どものデイサービス※、一般小中学校への障がい児の受け入れについて、今後関

係機関と協議の上進めていきます。  
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基本施策⑥ 地域福祉の充実 

 
▶現状と課題                             

近年、本村では村外からの転入が増加し、村民の集落コミュニティへの意識変化と

ともに、住民同士のコミュニケーションも薄れてきているようにみられます。村民の

福祉に対する意識高揚、取り組み状況などの周知を図り、安心して暮らせる地域福祉

の風土づくりに努める必要があります。  

また、高齢者人口の確実な増大、出生数の増加等を背景として、村民の多様な福祉

ニーズが高まっています。そのため、地域の民生委員との連携を図り、要援護者支援、

地域防災、地域が自主的に取り組む自治活動等の推進を図るとともに、福祉施設や活

動拠点の計画的な整備を検討する必要があります。  

現在、地域福祉の推進母体として社会福祉協議会が重要な役割を担っており、多面

にわたる施策が展開されています。今後も、社会福祉協議会や福祉団体に対する支援

強化が必要です。  

 

▶実施施策                               

①地域福祉に対する村民の意識高揚  

●村民の福祉に対する意識高揚を図るため、地域福祉の取り組み状況などの周知を図

っていきます。  

 

②地域福祉の推進体制の強化  

●ボランティア育成を推進するために、社会福祉協議会への支援を実施し、きめ細か

な福祉活動の展開を促進します。  

●社会福祉協議会などの関連機関と連携を密にし、村民の協力のもとに連帯意識や相

互扶助精神で支え合う地域福祉の体制確立を推進します。  

●災害時等における要援護者の基準を設定し、実情に応じた対応を図っていきます。 

●民生委員を中心に、要援護者の状況把握等ができる体制を強化し、各世帯の個別訪

問等を実施します。  

●低所得者層について、地域支え合い事業を浸透させ、地域ぐるみの活動を創出します。 

 

③関係機関との連携による支援体制の強化  

●高齢者や障がい者が安心して地域社会に参加できるよう、公共施設等の改善、福祉

需要の動向に対応した新たな施設の整備、拠点施設としての既存施設の整備拡充

による有効利用の促進を図ります。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

地域福祉の取り組み状況の周知  - 6 回 /年  7 回 /年  
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基本施策⑦ 国民健康保険の充実 

 
▶現状と課題                             

国民健康保険制度は、医療費保障の骨格的な役割を果たし、保健医療の向上や福祉

増進に貢献しています。 

本村では、平成 19 年度から医療費の適正化を行い、国民健康保険の収納率は概ね

93％以上を確保できていますが、収納対策の強化が必要です。今後とも円滑な国保事

業の運営を確保するために、村民に対する制度の周知徹底を図りつつ、保健対策の強

化拡充による村民の健康づくり意識を高揚させ、疾病の未然防止、早期発見・治療に

よる保険給付費の軽減に努める必要があります。  

そのため、特定健康診査の受診、肥満や生活習慣病の予防を目的としたヘルスアッ

プ教室の充実等により、予防事業・健康増進活動の強化に努めるとともに、ジェネリ

ック医薬品※の使用促進により、医療費の適正化を図ることが必要です。  

 

▶実施施策                               

①財源の安定と制度の適正化  

●各種広報活動を通じて国保制度に関する啓発活動を実施します。  

●将来にわたって国保事業の健全な運営を確保するために、財源の安定化に努めます。 

●事業運営の実情に見合った保険税の適正化とともに、徴収員活動の拡充によって収

納率の向上に努めます。 

 

②医療費抑制の推進  

●医療費給付の適正化のためレセプト点検※や保健事業の強化に努めます。  

●患者負担の軽減や医療保険財政の健全化のため、ジェネリック医薬品の普及、使用

促進を図ります。  

●同一疾病で複数の医療機関に受診している重複受診者等に対し、医療費の抑制に向

けた取り組みを検討します。  

●健康増進活動を強化し、医療費抑制に努めます。 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

国民健康保険徴収率  95.5% 95.7％  96.0% 

後期高齢者医療保険料収納率  - 98.1％  99.0% 
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基本施策⑧ 国民年金の充実 

 
▶現状と課題                             

本村における国民年金の加入状況及び受給状況等の推移は、受給者数、受給総額と

も着実に増大し、村民福祉の向上に大きく貢献しています。  

一方、保険料の収納状況は優良納付者だった被保険者が、60 歳到達に伴い、若年層

による保険料未納者の増大で検認率※は年々低下している状況であり、このような状

態が続けば将来多くの無年金者の発生が予想されるため、広報・周知活動等の早急な

対策を講じる必要があります。  

 

▶実施施策                               

①制度の周知と適正化  

●広報活動や年金相談の充実強化に努め、満期受給のみではなく、障害年金、免除申

請に関する意義についても広く周知を図ります。   
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施策大綱６ 生活環境 

              ～豊かな自然と住環境が共生する村～  

 

■基本目標 

村民の快適な生活を支える住環境の向上を図るとともに、活力あるコミュニティ形

成を促進するため、自治会活動への支援や村民活動のネットワーク化を図りながら、

村民相互のふれあい豊かな地域社会の実現に努めます。  

また、村内の森林、海浜等の自然環境の実態を把握し、適切な保全、管理、整備、

活用方策の検討を行うとともに、環境負荷を軽減する取り組みとして、ごみの減量と

リサイクルの促進に向けた村民の理解と意識の高揚に努めます。  

さらに、近年顕在化してきた墓地問題への対応を図っていきます。  

 

■施策の体系 
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基本施策① 住環境・コミュニティの向上 

 

▶現状と課題                             

近年における住宅地の拡大、村民のライフスタイルの変化や価値観の多様化などに

伴い、都市的な生活への移行など、生活環境に対する新たな課題や多岐にわたる整備

ニーズが高まる一方で、伝統的な集落単位での共同体意識の低下が大きな問題として

顕在化しています。そのため、快適な集落環境を持続的に維持していくために、各集

落の立地条件や特性、村民要望に配慮した上で、自主的な環境づくりへの取り組みを

支援していく必要があります。  

また、村民の日常生活の中に文化やスポーツ・レクリエーション活動を通じたサー

クル・同好会への参加機会が増えており、新しいコミュニティとして定着・発展しつ

つあります。さらに、地域における緑化や花壇の設置、清掃活動など環境美化運動が

展開されており、住民交流の活発化とともに、優れた環境の保全や美観づくりのうえ

で大きな成果を上げています。今後もこうした取り組みに対して、継続的な支援を行

うともに、村民生活の変化に即した自治会の発展、新たに本村へ居住しはじめた住民

の地域連帯意識の涵養に向けた取組みを推進する必要があります。  

 

▶実施施策                               

①定住しやすい住環境の創出  

●街路及び歩道の整備をはじめ、排水施設の整備や街灯の設置、既存緑地を生かした

広場、遊歩道の整備などを推進し、安全で快適な住環境を創出します。  

●地域住民の交流や憩いの拠点となる集落施設の整備を促進します。  

●案内板などの広告施設の整備を進め、来訪者への情報提供や地域住民に対する広報

板として活用します。  

 

②地域コミュニティの育成支援  

●共同体意識に根ざした自治会の発展とともに、時代の動向や村民生活の変化などに

対応した地域コミュニティの育成に向けた支援策を強化拡充します。  

●各種団体やサークル・同好会などを支援し、相互交流の展開によるネットワークの

促進により、村民の自主的な幅広い各種団体活動を育成します。  

●コミュニティ活動の場となっている集会所等の既存施設の拡充による有効利用の

促進をはじめ、新たな村民ニーズに対応した拠点づくりに努めます。  

●コミュニティ活動に連動するような環境美化運動の支援を強化し、地域ぐるみの花

と緑に包まれた快適な環境づくりを促進します。  

 

③雨水、生活排水処理対策の推進  

●集落における生活環境の改善を図るために、排水施設の整備や維持管理の強化を継

続して推進します。  

 

④環境問題への対応  

●日常的に発生する騒音や軍用機から発生する騒音、また悪臭などの環境問題に対し、

村民の協力のもと指導するとともに関係機関等への申し入れを継続し、生活環境

改善に努めます。  
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基本施策② 自然環境の保全 

 
▶現状と課題                             

丘陵斜面域および台地域に分布する森林は、本村の自然景観を特徴づけており、水

資源涵養や村土保全及び動植物の生息環境の形成など重要な機能を果たしています。

また、中城湾に面した海岸域は海浜及び沿岸海域の自然景観を形成しています。この

ような、森林や海岸域は、広域的に機能する森林レクリエーションや海浜レクリエー

ション、教育活動の拠点として期待されています。  

これまで、流域育成林整備事業による造林保育、斜面の地滑り対策の実施による森

林保全、エココースト事業や海岸の清掃作業の実施による海岸域の保全に取り組んで

きました。将来にわたってかけがえのない自然を守り育て、地域財産として受け継ぐ

ことが重要な課題であると同時に、自然を活かした整備・活用を推進することが必要

です。また、村民に対して身近な自然に親しむ機会を創出し、環境保全への意識高揚

に努める必要があります。  

また、新エネルギーの導入検討が課題であり、景観面での配慮に基づく太陽光発電

システムなど再生可能エネルギーの積極的な導入を推進し、将来的には公共施設への

導入を検討します。  

 

▶実施施策                               

①自然環境の実態把握と保全対策の推進  

●森林・河川・海浜の自然環境の実態を把握し、適正な評価に基づいた土地利用、保

全対策を推進するとともに、自然とのふれあい機会の拡充などによる、自然共生

型の地域づくりを進めます。  

●斜面部の緑地保全を推進します。  

●自然環境や生活環境の保全に向けた、環境教育を実施します。  

●中城の生活環境の背景として重要な斜面緑地・農地周辺・海辺において、それぞれ

の自然の保全と再生を図り、豊かな自然と親しみのもてる景観の形成を進めます。 

 

②適切な環境整備の推進  

●優れた自然を保全し活用するとともに、潤いのある憩い空間の創出に努めます。  

●緑地、農地の保全と活用を図っていきます。  

●海岸や河川の美化、保全による親水空間の整備を推進します。  

●本村の特徴でもある長い海岸線を活かした親水空間の利活用を検討していきます。 

●公園、緑地整備による緑のネットワークを創出します。  

●定期的な清掃活動により、住みよい環境の整備に努めます。  

 

③新エネルギー導入の推進  

●本村に適した新エネルギーを把握し、積極的に導入を図るとともに新エネルギー導

入に対する支援に努めます。  
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基本施策③ 景観の形成 

 

▶現状と課題                             

本村は、落ちついた秩序あるたたずまいをもつ集落やサトウキビ畑をはじめとする

農地など、農村として優れた景観が保全されてきました。しかし、近年では、都市基

盤の整備が進行していることから、中城らしい自然環境と歴史的環境の調和がとれた

景観形成に継続的に取り組んでいくとともに、安全に配慮した景観形成を図る必要が

あります。  

また、内外から注目を受ける中城城跡とそれを囲むバッファーゾーン※としての斜

面緑地においては、歴史の道の整備等が行われ、保全と共に本村のシンボル景観とし

ての形成と今後の利活用が望まれています。今後は、中城城跡と県営中城公園へのア

プローチや各地に点在する文化財などの歴史的環境の保全を前提とした景観整備に取

り組んでいく必要があります。  

さらに、本村では、平成 27 年度に景観行政団体※へと移行し、中城村景観計画※に

基づき良好な景観形成に向けた取組みを開始しており、今後の景観まちづくりへの展

開も検討していく必要があります。  

 

▶実施施策                               

①安全性に配慮した斜面緑地の保全  

●急傾斜危険区域及び崩落危険箇所についての安全性を確保しながら、斜面緑地の適

切な保全を図っていきます。  

 

②歴史的環境を生かした景観形成  

●中城城跡の周辺部においては、斜面緑地の保全と共に、史跡地周辺のバッファーゾ

ーンとして、歴史的環境の魅力を高める景観形成に積極的に取り組んでいきます。 

●村内各地に点在する御嶽や拝所、村ガー（井戸）などの文化財を核として、歴史の

継承と合わせた集落地の景観形成を進めるとともに、歴史ある樹木、すぐれた景

観のある樹木や樹林、また集落内環境における大木や生垣などの育成保護に努め

ます。  

 

③景観計画と連携した取り組みの実施  

●中城村景観計画に基づき、より良好な景観形成を図っていきます。  

●中城らしさに配慮した公共施設用地の緑化等、人々の交流をよりいきいきとさせる

身近な景観の保全・創造に努めていきます。  

●住宅地におけるうるおいのあるまちなみづくりを進めます。  
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基本施策④ ユニバーサルデザイン※の推進 

 
▶現状と課題                             

生涯の暮らしの中では病気やけがによって心身に障がいを持ったり、老齢により全

般的な身体機能が衰えたりするなど、日常生活や外出が不自由になることがあります。

本村でも、役場内のバリアフリー※整備の実施、法的事業の推進及び必須事業の整備・

相談支援事業における専門相談員の配置、介護予防事業・健康トピック等の定期的広

報による介護予防事業の周知、手話ボランティアの育成など、物理的、心理的、制度

的バリア※の解消を目指した施策を実施してきました。  

今後は、不特定多数の人が利用する公共施設を中心とした整備を推進するとともに、

障がいに関する知識啓発、障がい者への対応、社会参加を促進するための事業の周知

方法の見直し、視覚障がい者・聴覚言語障がい者への情報伝達手段の確保などの検討

が必要です。  

 

▶実施施策                               

①公共空間におけるバリアフリー整備の推進  

●公共施設をはじめ不特定かつ多数の人が利用する施設は、スロープの設置による歩

行空間の段差の改善など、高齢者や障がい児・者等が円滑に移動できるための整

備を進めます。  

●公共施設における障がい者に対応したトイレ設備の整備を推進します。  

 

②村民の意識啓発と周知の徹底  

●心身に障がいがある人の社会参加を促進するとともに、偏見や差別意識を解消し、

マナー意識の向上を図るなど意識啓発に努めます。  

 

③社会参加におけるバリアフリーの推進  

●情報伝達が困難な人に対して障がいを補う伝達方法を検討し、各種活動への参加を

促進します。  

●障がい者や高齢者などが参加しやすく、制度的バリアのない行政施策を展開します。 

 

 

  



 

51 

 

 

基本施策⑤ 墓地対策の推進 

 

▶現状と課題                             

沖縄県の墓地は門中墓や家族墓に代表されるように、他県とは風習や歴史的な背景

が異なり、個人で墓地を所有するといった慣習が根強く残っており、これまで、この

個人墓地を地域特性として容認してきました。しかし、この結果、無秩序な墓地の立

地が進み、快適な住環境の確保、良好な自然環境や地域景観等の保全、計画的な土地

利用の推進等について支障が生じています。  

そのため、本村においては、今後の墓地の無秩序・無計画な立地を抑制し、秩序あ

る墓地の形成と適正な管理を推進するために、平成 22 年度に中城村墓地基本計画※を

策定しました。今後は、計画に従い、村民の墓地ニーズに応えるための新たな墓地区

域の設定や墓地運営に係るルールなどについて計画していきます。  

 

▶実施施策                               

①規制・誘導等による適正な墓地整備  

●公営墓地の整備を検討するとともに、中城村墓地基本計画に基づいた規制誘導の厳

格化により墓地の適切な配置を推進します。  

 

 

 

基本施策⑥ ごみの減量とリサイクルの促進 

 

▶現状と課題                             

ごみ対策は、村民の日常生活に密接してきめ

細かな施策需要が高く、これまで収集システム

の改善や円滑な処理体制の強化などを推進して

きました。平成 30 年には一般廃棄物（ごみ）処

理基本計画※の改定を実施し、快適な生活環境

づくりをさらに進めていきます。 

しかし、近年では、ごみの不法投棄が問題に

なってきており、防止対策を図るとともに、ス

ムーズな撤去ができる体制を確立する必要があります。  

今後は、ごみ処理量が年々増加する状況をふまえ、そのために、処理能力の強化に

向けた近隣市町村との連携に基づく処理施設の整備及び処理の広域化を検討していく

必要があります。  

また、今後とも村民のごみ処理対策への意識高揚を図りつつ、分別収集やリサイク

ル活動を推進するため、資源ごみのリサイクルや生ごみの自家処理促進制度 ※を設け

ています。さらに、村民が取り組みやすい施策の展開によるリサイクルの推進や各種

団体が実施している活動を外部に発信することによる意識向上を図る必要があります。 

し尿処理については、下水道未接続区間における処理の継続を図っていく必要があ

ります。  

ゴミ収集  
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▶実施施策                               

①ごみ処理対策の効率化  

●ごみ処理量の動向をふまえ、現有処理施設の維持管理を徹底し、計画的な改修及び

整備等により円滑なごみ処理に努めます。。 

●効率的な事業運営を推進するため、処理システムの拡充強化に努めるとともに、一

般廃棄物会計基準について検討を進めます。  

●安定的かつ効果的な廃棄物処理を継続するため、災害時等の近隣市町村との連携を

図るともに、新たな中間処理施設の確保に向けたごみ処理施設の整備及び処理の広

域化について検討を進めます。  

 

②ごみ対策及び減量化の推進  

●３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）※によるごみの減量化に対する意識高

揚を図るとともに生ごみ処理機等の導入による自家処理を促進します。  

●分別収集の計画的な推進及びごみの減量化のために、さらなる分別の細分化を始め

とした具体的な施策を展開します。  

 

③廃棄物の不法投棄に対する監視の強化  

●廃棄物の不法投棄に対する監視を強化し、景観保全や環境美化に努めます。  

 

④し尿処理の強化拡充  

●収集体制の改善により、処理の継続を図るとともに、し尿の完全処理を目指し、す

でに着手している公共下水道整備事業を計画的に推進します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

一人あたりのごみ排出量  0.27ｔ  0.27t 0.26ｔ  
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施策大綱７ 都市基盤 

              ～利便性に優れ、快適な暮らしを創出できる村～  

 
■基本目標 

村民が暮らしやすい質の高い都市基盤の創出に努め、村全体での一体的な向上や地

域全体の均衡ある発展に向けて、国道をはじめとする道路網の整備、渋滞の緩和対策、

適切な土地利用の在り方の検討、下水道の接続率の向上、公共交通の充実に努めます。  

また、公共施設のバリアフリー化、村民の生活や生涯学習に有益な施設の建設、既

存施設の改善整備を推進します。  

 

■施策の体系 
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基本施策① 上下水道の充実 

 

▶現状と課題                             

上水道の動向をみると、村人口の増加傾向や多様な産業活動の進展とともに、事業

規模が年々拡大しており、このような配水量の増大は、村民のライフスタイルの変化

や人口増加をはじめ、都市化による事業所活動の進展などに大きく反映されています。

本村でも、中城村水道事業６次計画※（27 年 8 月）を機に老朽化した管の布設替えの

工事や南上原区画整理事業等に伴う新設管の整備を行い、各家庭への水の安定供給を

図っています。  

今後は、村民に対して上水道事業に対する理解と経営環境の現状と事業拡大による

収支見通しをふまえつつ、事業経営の健全化に努め、さらに、家庭における節水型の

水利用の促進を図る必要があります。  

また、下水道については、家庭から排出される生活汚水によって、河川、地下水、

海域の水質汚染が進み、水棲動植物などの生息環境への影響にみられるように、村民

生活に密接した身近な環境問題として関心が高まっています。本村でも、都市化によ

る人口増加や地域開発の進展により、一日の平均排水量は年々増加しており、ますま

す生活雑排水や産業汚水による環境汚染の進行が危惧されています。  

本村では、関係機関との相互調整のもとに事業計画を策定検討し、本格的な公共下

水道整備に着手し、布設を進めてきましたが、接続率は平成 27 年度現在で 42.9％程

度にとどまっており、公共下水道の供用開始に際して今後とも啓発普及運動を展開す

る必要があります。  

 

▶実施施策                               

①上水道施設の維持管理の充実  

●生活用水の需要増大に対応した水道施設の整備拡充により、円滑な給水体制を確立

することで、良質で安定した生活用水を供給します。  

●宅地化の進展や産業活動の多様化などをふまえ、中長期の視点に立った上水道事業

を計画的に推進します。 

●マッピングシステム※の拡充を図り、老朽管の早期発見・漏水対策を推進します。 

●地震に備えた耐震性のある施設の整備を推進します。  

 

②地下水や雨水などの水資源の活用  

●村民に対して日常的な節水意識の高揚を図ります。  

●公共施設の整備にあたっては、雨水の集水・貯水及び利活用など節水型の水利用シ

ステムの導入を検討します。  
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③下水道事業の推進と住民周知の徹底  

●中城湾南部流域公共下水道の整備を推進し、生活汚水の衛生的な処理体制を確立し

ます。 

●村民に対して公共下水道に関する啓発普及とコンセンサス※づくりに努め、円滑な

事業計画の実施とともに、住民に対するきめ細かな説明のもと下水道の接続率の

向上を図ります。  

●公共下水道整備と平行して、河川において部分的・段階的に自然環境復元による親

水空間を創出し、公共下水道の環境保全の効果を目に見える形で提示します。  

●水洗化の普及に対応し、家庭浄化槽の維持管理の促進に向けた指導体制を強化します。 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

上下水道施設の耐震化率  4.0％  3.5% 6.0％  

上水道有収率  95.0％  93.6% 95.0％  

下水道接続率  48.3％  42.9% 68.3％  
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基本施策② 道路整備の促進 

 

▶現状と課題                             

本村は、本島中南部都市圏のほぼ中央に

位置し、東部における道路交通の要衝にあ

ります。国道、県道、沖縄自動車道を広域

幹線路とし、その支線として村道及び農道

が相互に連絡し、村域をくまなくネットワ

ークする道路網が形成されています。広域

幹線路である国道 329 号が東側、沖縄自動

車道が西側で南北に走り、東西方向に県道

35 号、県道 146 号で結ばれています。また、

南上原土地区画整理事業区域を南北に走る

県道 29 号（那覇北中城線）は、県道 35 号と連結して台地域の縦軸となっており、村

道では、とくに吉野浦線、奥間南上原線、ウフクビリ線、安里中央線、潮垣線などが

主要な地域間連結の機能を果たしています。道路整備の状況をみると、植栽や歩道の

設置など円滑な通過交通の確保や安全で快適な道路環境づくりが進められており、村

道においても集落間連絡道や通学道などを優先し、道路機能に対応した整備が実施さ

れています。  

今後の道路・交通網の整備拡充について、国道、県道の継続的な整備や維持管理の

強化促進とともに、村道及び隣接市町村との連結による道路ネットワークを強化拡充

し、本島中南部東海岸地域の開発進展に対応し、広域的な道路交通ネットワークの強

化が求められています。また、村道では、道路機能の実情をふまえ、地域開発の動向

や土地利用との整合性に配慮し、中長期的な計画に基づいた拡幅改良、新設事業を推

進するとともに、快適な道路環境づくりを進める必要があります。  

 

▶実施施策                               

①南北道路の渋滞緩和等の促進  

●国道、県道、村道などの有機的な連結を

図り、それぞれの道路機能を高め合う

ような広域道路ネットワークを強化し

ます。 

●隣接市町村との協力体制により、将来的

な中城湾岸域を取り巻く広域的な開発

動向と中南部における南北道路の連携

強化に対応し、海岸地域の土地利用を

軸として国道 329 号バイパスの整備促進を検討します。  

●国道及び県道の渋滞緩和策については、右折レーンの設置を視野に入れた改良を関

係機関に要請します。  

 

  

国道 329 号  

県道 35 号  



 

57 

 

 

 

 

②既存道路における調査及び整備・補修  

●村道整備では、維持管理や改良・舗装事業を主体に継続的に進め、地域からの要望

をふまえつつ、集落間連結道、通学道などを優先的に整備します。  

●橋梁の長寿命化に向けた調査を実施し、対応を図っていきます。  

 

③東西方向の道路整備の促進  

●防災道路・避難道路として、また将来的な普天間飛行場返還を見据え、国道 329

号から国道 58 号への横断道路の整備を促進します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

村道整備路線数  4 箇所  3 箇所（整備中路線数） 10 箇所  

 

 

 

基本施策③ 均衡のとれた土地利用の推進 

 

▶現状と課題                             

隣接市町村における市街化の急速な拡大とともに、本村においても南上原地区にお

ける区画整理事業の進捗に伴い、都市的土地利用に対する需要の増大が顕在化してき

ています。  

本村の土地利用を取り巻くこうした状況の中で、村が抱える土地利用施策の上での

課題の一つとして、住宅用地の確保が挙げられます。特に、市街化調整区域内におけ

る農用地の住宅用地への転換を求める村民からの声が顕著であり、これは、産業とし

ての農業の衰退という問題にも起因するものと考えられます。  

これに対し、村は優良田園住宅※の建設の促進に関する基本方針等の策定作業を開

始し、市街化調整区域内においても、一定の条件のもと住宅の建築が可能となるよう

進めています。  

今後も村全体としての住宅ニーズが見込まれることが予想され、村全域において均

衡のとれた土地利用の推進を図っていくことが求められています。  

また、農地を含めた森林、海岸線などの自然環境は、本村の豊かな景観の根幹をな

すものであり、積極的な保全・活用を図っていくことが必要です。  
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▶実施施策                               

①均衡のとれた土地利用  

●本村の大部分を占める農地や森林、海岸線などの自然環境については、適切な保全

を図っていきます。  

●優良農地については、積極的に農用地としての保全・活用を推進します。  

●新たな土地利用の導入も含め、農業系土地利用、住宅系土地利用、商業系土地利用、

工業系土地利用等、異なる土地利用の調和のとれた配置を実現していきます。  

●自然景観や広大な田園風景などの本村の魅力の維持・向上に努め、これらを最大限

に活用していきます。  

 

②将来的な住宅地開発等の検討  

●将来的な居住ニーズの動向に対応するために、新たな市街地形成の促進を検討します。 

●既存の農用地においては、優良田園住宅の促進を図ります。  

●必要に応じて適正な形での農振農用地※の見直しを検討し、住宅用地等が確保でき

るよう推進します。  

 

③土地区画整理事業の推進  

●南上原地区土地区画整理事業については、早期の事業完了を目指して強力に推進し

ます。 

●区画整理地区内の保留地※については、早期処分に努め、平成 30 年度完売を目指

します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

南上原土地区画整理事業におけ

る保留地処分進捗率  
90％  89.0％  100％  

拡大に向けた検討会議の開催数  - 0 回  20 回  

都計法 34 条の緩和規制を利用

した住宅建設数  
- 28 棟  90 棟  

プロジェクトチームによる実施

検討回数  
- 0 回  10 回  

※保留地処分進捗率は平成 30 年度完了目標  
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基本施策④ 公共交通網の拡充 

 

▶現状と課題                             

住民の日常的な通勤、通学、買物などの交通手段としては、路線バスが公共交通の

役割を果たしており、沖縄市、西原町、那覇市などと結ぶ広域路線網が確保されてい

ました。  

しかし、近年では廃線となっているバスもあり、高齢者や子ども等の交通弱者への

対応が課題となっています。  

バス交通については、住宅開発の進展などによるバス利用需要の動向に対応した路

線網の拡充や運行回数の改善などを促進するとともに、平成２７年度に導入されたコ

ミュニティバス、デマンドタクシーの利便性の向上を図りながら、更なる利用促進を

図っていきます。  

 

▶実施施策                               

①コミュニティバスの利用促進 

●コミュニティバス、デマンドタクシー※等の利用を促進します。  

 

②広域的な公共交通の確保  

●コミュニティバスと他の公共交通との接続強化を図ります。  

●新たな公共交通システム導入が検討される場合には、本村にもその恩恵が受けられ

るよう関係機関への要請を検討します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

護佐丸バスの利用者数 - 25,155 人  27,000 人  

護佐丸タクシーの利用者数  - 5,797 人  5,800 人  

 

  

護佐丸バス  護佐丸タクシー  
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基本施策⑤ 公共施設の整備・活用 

 
▶現状と課題                             

現在、村内における公共施設整備の課題としては、まず、役場庁舎の新規整備が挙

げられます。老朽化が進む役場庁舎については、より効率的な村民サービスの提供と

いう観点や、東日本大震災クラスの大津波が本村を襲った場合の避難指示の中枢拠点

としての機能を満たす整備が求められます。  

次に、社会教育の拠点となる公共施設を考えた場合に、吉の浦会館をはじめとする

既存施設の適切な維持管理や必要に応じた整備拡充を図っていくことが必要です。 

さらに、これらの公共施設については、より多くの村民がその価値を享受できるよ

うに、集約化を含めた配置の再検討を行っていくことも大きな課題となっています。  

 

▶実施施策                               

①公共施設の整備等の推進  

●村民サービスの向上のため、役場庁舎の

移転、整備を行います。また、庁舎機

能については、村民の意見を収集し検

討を行います。  

●公共施設の維持管理を強化します。  

●既存施設の整備拡充により機能的な活

用の促進を図ります。  

●村民の身近なコミュニティ活動の拠点

となっている自治公民館の機能拡充を

促進し、活動の活性化を図ります。  

●子どもたちの学習や新たな生涯学習の

拠点として、護佐丸歴史資料図書館の

歴史展示室や図書室機能の充実を図り

ます。 

●吉の浦公園においては、村民のスポー

ツ・レクリエーション需要の動向をふ

まえつつ、交流拠点として整備拡充し

ます。 

●公共施設については、村民の利便性を勘

案したうえで集約化を検討します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

護佐丸歴史資料図書館の利用者数 - - 91,300 人  

  

中城村役場  

吉の浦公園  
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基本施策⑥ 公園・緑地の整備 

 

▶現状と課題                             

公園・緑地は、潤いと安らぎに満ちた生活環境を確保し、地域住民の日常的な交流

拠点や防災対策のうえで、重要な機能を果たしています。特に、近年、人口の増加や

出生率の増加を踏まえ、公園整備を進めてきました。  

また、現在、吉の浦公園は、総合的な運動施設など多様な野外活動施設を備え、村

民をはじめ広域的なスポーツ・レクリエーションの拠点となっています。  

今後はこうした公園・緑地の適切な維持管理を進め、住民ニーズに対応した多様な

活用の場としての機能を維持していく必要があります。  

一方で、今後土地利用の見直し等が行われた場合には、その動向に応じて、新規の

公園整備について検討していく必要があります。  

 

▶実施施策                               

①新たな公園整備の推進  

●各種公園等の整備については、補助事業の確保に努めながら、より効果的な整備を

推進します。  

 

②公園の充実 

●吉の浦公園を含め、既存の公園において

は照明の設置等による安全対策や衛生

面の改善、環境整備を実施します。  

●公園の長寿命化計画に基づき、対応を図

っていきます。  

●村民や事業者等と連携し、公園の適切な

維持管理に努めます。  

●史跡、文化財などを保存活用し、中城城

跡とその周辺地域は、村のシンボルゾ

ーンとして関係機関との連携のもと

に県営中城公園の整備を促進します。 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

各種公園の設置数  23 箇所  26 箇所  28 箇所  

  

公園  
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施策大綱８ 産業経済 

         ～多様な産業が調和しながら発展し、豊かに暮らせる村～  

 
■基本目標 

村内の農水産業は、高齢化や後継者の減少等が課題となっていますが、特産品の開

発、新たな販売ルートの開拓、地産地消の促進、農水産物の PR、新規就農者を受け入

れる仕組みの確立等により、農水産業の振興を図ります。  

また、南上原地区の土地区画整理事業や久場・泊地区の市街化区域編入を基盤とし

て、新たな企業の誘致や起業家への支援により雇用機会の拡大を支援します。  

観光では、新たなニーズに対応するプログラムの展開や観光客の受け入れ態勢の強

化と広報・PR の充実を図りながら、より多くの来訪者獲得に向けて取り組みます。  

 

■施策の体系 
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基本施策① 農業の振興 

 
▶現状と課題                             

本村の農業は、恵まれた環境のもとに基幹産業として発展し、その振興に向けて多

面的な施策が展開されています。特に、基盤整備を計画的に推進し、農業生産環境づ

くりが着実に前進し、さとうきびを基幹作物として、野菜類、花き、果樹など生産品

目の多様化が進んでいるものの、さとうきび生産においては、生産量の減少傾向に拍

車がかかっている状況です。また、さとうきびに限らず、他品目を含めた農業生産全

体についても、ここ数年においては低迷傾向をたどっています。  

一方で、著しい社会経済の動向の中で、農業生産技術や農産物流通システムの高度

化などが急速に進み、農業経営を取り巻く環境変化に対応した新たな課題が発生して

います。農家数は依然として減少しており、兼業率が高く都市近郊で多様な就業機会

に恵まれることから、他産業への労働力の流出が反映されています。  

また、台風や長雨など自然災害による影響も大きく、農家にとっても経営面での不

安や農業従事者の高齢化に伴う後継者問題などの課題も顕在化し、農業就業人口は農

家数と同様に減少傾向にあり、農業の基幹労働力の高齢化が急速に進んでいます。  

農用地について、これまで、農業振興の主要施策として、計画的な基盤整備が推進

され、県内でも先導的な地域として生産環境の改善が進展してきましたが、畑地面積

は、都市化の進展による宅地などへの転用によって、徐々に面積が減少し比率が低下

しています。一戸当たりの経営耕地面積も減少しており、近年における農業生産を取

り巻く厳しい動向とともに、遊休農地※の拡大が反映されているものとみられます。  

こうした現状の中で、農業を取り巻く諸情勢は厳しさを増していますが、充実した

農業生産基盤と都市近郊であるといった特性を活かし、他産業との連携や新たな農業

施策の展開により、多様性を持った農業の持続的な発展を目指していくことが求めら

れます。  

今後も高付加価値で消費者の需要に対応した高品質な農産物の主要地形成による

安定した農家所得の確保を目指すとともに、新たな農業の動向に対応した農業生産環

境の整備拡充を図っていくことが必要です。  

さらに、村の景観の基盤となる農地の保全という観点から、遊休農地の活用を積極

的に図っていくことが必要です。  
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▶実施施策                               

①収益向上のための取り組みの推進  

●地域の生態系や景観の保全、防災に配慮

して農業施設を整備します。  

●消費者の「健康」、「安心」、「本物」志向

に対応した有機・減農薬作物の栽培を

推進するとともに、将来的な消費者ニ

ーズにも応えることができる環境保全

型の農業の確立に努めます。  

●高収益な作物の導入によって主産地形

成を図り、安定した農業生産による農

家所得の向上を目指すとともに、消費者需要や市場情報に対応した高品質な農産

物を確保し、市場銘柄の確立に努めます。  

●農業技術の進展に対応し、営農技術の指導・普及体制の強化や機械化の導入、土づ

くり運動の推進、農地流動化の促進などによって、農業経営の近代化、合理化や

農家経営の共同化、法人化を促進します。  

●農協などの関係機関との連携を強め、地域における共同集出荷体制や市場情報ネッ

トワークなどの拡充によって、農産物流通の円滑化に努めます。  

 

②後継者の育成 

●これからの本村農業を担う後継者となり、先導的な農業経営に取り組む農家の育成

に努めます。  

●認定農業者制度※を推進し沖縄県中部農業改良普及センター等の関係機関との連携

のもとに、農業者や生産組織などに対する農業経営の改善に向けた支援を図ります。 

 

③新たな農業施策の展開  

●新たな農業の展開に対応した農業構造改善事業の推進による農業近代化施設を整

備拡充するとともに、農業生産の動向をふまえ、農業生産環境の改善に努めます。  

●農家のニーズに応じて植物工場※の導入に向けた支援を行います。  

●琉球大学等と連携し、産学官連携※による新たな農業施策の展開に努めます。  

●中城村食料・農業・農村基本条例※に基づく施策の実施に努めてきいきます。  

●本村の立地特性を活かし、社会動向を踏まえた都市近郊農業を推進します。  

●県内市場を対象にした高鮮度な農作物の生産拡大に努めます。  

●新たな施策の展開が図られるような農業施策の導入を検討します。 

 

  

さとうきびの収穫  
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④遊休農地の管理・活用方法の検討  

●村内や都市部のシルバー世代、団塊世代への遊休農地の貸出や小中学校等を対象に

した農業体験など、多くの人が農業に直接触れる機会を創出し、農業に対する意

識向上と活性化を図ります。  

●遊休農地の新規就農希望者及び規模拡大希望農業者へ斡旋事業を継続的に実施し

ます。 

●行政等による営農指導等や支援の強化により、担い手の育成と遊休農地の解消を図

ります。  

●遊休農地、耕作放棄地の荒廃を食い止めるために、草刈などの管理指導を強化します。 

●村内における遊休農地の解消については、パンフレット等で制度や方法について周

知を図っていきます。  

●農地所有者に対する調査等を実施し、貸出意思を取りまとめたデータベースを運用

しながら利用希望者とのマッチングの仕組みを継続して取り組んでいきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

農業生産量  7,600ｔ  4,699t 7,700ｔ  

農地利用率  62.0％  59.7% 63.0％  

新規就農者数  14 人  13 人  24 人  

新規販路開拓数  - 1 件  2 件  

新規農業施策の検討件数  - 3 件  3 件  

農家住宅の建築数  - 1 戸  8 戸  

教育機関における農体験活動数  - 0 件 /年  3 件 /年  

  

島にんじん  島だいこん  
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基本施策② 水産業の振興 

 

▶現状と課題                             

本村は、中城湾海域に面し、水産業の発展のうえで恵まれた立地環境にあるものの、

零細的な経営形態を主体として、近年における漁獲高、生産額の横這い傾向など、漁

業生産を取り巻く厳しい環境下にあり、新たな振興策の展開が求められています。ま

た、漁業協同組合に対して、団体育成補助金、漁具購入補助金などによる支援施策を

推進しています。特に、中城浜漁港は、第 7 次漁港整備長期計画に基づき、防波堤、

船揚場、物揚場、泊地、関連施設及び環境整備などが推進され、漁業生産拠点として

総合的な機能が強化されています。また、沿岸漁場整備事業や漁民センターの整備と

いった生産基盤の強化、生産組織活動の活性化に取り組んでいます。  

一方で、産業としての漁業を継承していく上では、後継者の確保という大きな課題

があるものの、漁業経営の近代化や後継者育成のための支援施策の推進といった具体

的な取り組みについては、着手できていないという状況にあります。  

そのため、今後とも、漁協に対する支援策の拡充とともに、漁業従事者の高齢化に

対応し、後継者を育成することが喫緊の課題であり、さらには漁業従事者に対する経

営指導などによって、漁業経営への意識高揚を図っていく必要があります。 

また、生産基盤の強化については、今後も必要に応じて、漁港の機能強化に向けた

整備拡充や関連施設の実情に対応した計画的な改善をはじめ、漁港背後地の利用を推

進していくことが必要です。  

さらに、沿岸海域の漁場環境の保全整備とともに、環境特性を活かした養殖・栽培

漁業の展開、また、遊漁経営の促進や水産市、イベントの開催など漁家収人の拡大機

会を創出する必要があります。  

 

▶実施施策                               

①生産基盤の強化  

●漁業生産の動向をふまえ、漁港及び関係施

設を整備拡充し、拠点機能の強化を図り、

水産業の振興に努めます。  

●沿岸漁場の整備を促進し、水産資源の涵養

と漁業生産の安定化に努めます。  

 

②漁業経営の近代化  

●漁船規模の適正化や装備の拡充、漁法の改

善などにより、漁業経営の近代化を促進

します。  

●沿岸漁場を生かした栽培・養殖漁業をはじめ沖合漁業など新たな展開を図ります。 

●都市近郊で中城湾岸域のほぼ中央部という地の利を生かし、遊漁や釣り客に対する

漁船レンタルなど観光レクリエーション ※の進展に対応した水産業の多様化を促

進します。  

浜漁港  
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③漁場環境の保全  

●生活及び産業活動による海域汚染を防止するために、監視・指導の強化とともに公

共下水道の計画的な整備によって、沿岸漁場の環境保全に努めます。  

 

④生産組織活動の活性化  

●漁業協同組合を支援することにより、組

織体制を強化し、多面的な漁業振興策

の展開や事業活動の活性化を図ります。 

●セリ市の強化など水産物流通の改善を

はじめ、後継者育成のための支援施策

の推進や漁業従事者に対する経営指導

により経営者意識の高揚に努めます。  

●水産業の振興と活性化、交流を促進する

ための施設の整備に努めます。  

●漁港を拠点にしたイベントの開催などによって、村民の地元漁業に対する意識を高

め、漁業従事者との交流を促進します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

水産物出荷量  41ｔ  32.2t 41ｔ  

 

  

浜漁港のセリ市の風景  
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基本施策③ 商工業の振興 

 

▶現状と課題                             

これまで本村の商業は、集落内に位置する飲食料品小売業がその基盤を担っていま

したが、近隣市町村における大型ショッピングセンターの立地や南上原地区への店舗

や事務所などの立地にみられるように、商業活動の多様化が進展しています。  

一方で、これまで地域の購買行動を支えてきた個人商店等の減少により、地域高齢

者をはじめとした多くの購買弱者※が発生するという状況が生まれています。また、

村内における商業機能の新規立地が、南上原地区に集中しており、村全体での均衡化

という観点から見た場合には、南上原地区以外への商業施設の誘致も、今後、大きな

問題として顕在化してくることが予想されます。  

これらのことから、既存商業施設については、事業経営の近代化の促進をはじめ、

商工会活動と一体となった地元商業の活性化への取り組みなどによって、地域購買コ

ミュニティ※の育成を図っていく必要があります。  

さらに、村民の商業サービス需要の動向をふまえた企業誘致を図っていくことが必

要であり、今後とも一定の人口増加が見込まれることから、村土利用との整合性をふ

まえた計画的な商業機能の導入を図ることが求められています。  

工業については、都市近郊という立地特性を背景に県内でも比較的早くから工業関

連事業所の立地がなされ、近年において総じて事業所が増える傾向にあり、食料品製

造業、金属製品製造業を中心に多様な業種で構成されています。本村の主な工業は、

海岸地域を中心に泊、伊舎堂地区に集積した工業地が形成されているものの、都市化

の進展とともに居住区域内及び隣接立地の事業所において、厳しい生産環境下へと変

化しつつあります。  

また、久場・泊地区における市街化区域編入事業の促進による工業用地の確保や小

規模企業の集団組織化による体制強化を図るなど、新規企業と既存企業の発展を両立

させていくことが大きな課題となっており、事業経営の改善などに向けた支援策の促

進とともに取り組んでいく必要があります。  

 

▶実施施策                               

①地元企業育成の推進  

●商工会の円滑な運営確保に向けた支援に努め、地域活性化と連動した組織活動の展

開を促進します。  

●講習会、研修会の開催による経営指導や相談業務をはじめ、情報提供や交流事業な

どの拡充を図ります。  

●村内で安心して働くことができる雇用社会を実現させることを目的とし、各関係機

関との連携のもと支援を促進し、地元雇用の拡大による村経済の発展と村民生活

の向上を図ります。  

●公共事業の村内発注及び資材の地元調達を促進します。  

●商工業界における環境変化をふまえた経営者の意識高揚や事業経営の近代化、合理

化を促進します。  

●商工会の事業活動を通じた経営者意識の高揚や融資諸制度の活用などを促進し、事

業経営の健全化を図ります。  
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②村民ニーズに対応した企業誘致の実施  

●企業誘致について迅速な対応とニーズの把握に努め、積極的・戦略的に取り組んで

いきます。  

●金融機関や商業関連施設の誘致に向けた取り組みを推進します。  

●ホテル等の宿泊施設の誘致を図ります。  

●沖縄電力吉の浦火力発電所の運転稼動に伴い発電所から発生する冷熱エネルギー

について活用を促進するとともに、関連企業の誘致に努めます。  

 

③小規模企業の組織化の推進  

●小規模企業の集団組織化による体制強化を推進します。  

 

④地域購買コミュニティの維持  

●村民の消費生活の需要に対応し、既存商店の拡充や専門店の育成などを促進し、地

元購買率を高めます。  

●村民ニーズに対応した、地域売買コミュニティ育成と連動した地域購買力向上を目

指します。  

 

⑤工業の育成 

●地元雇用の場を確保し、地域活力の向上を図るため、既存工業の育成に向けた支援

策を推進します。  

●本村の立地特性を活かし、地域環境に調和した適性業種の誘致による新規工業の育

成を推進します。  

 

⑥企業立地環境の改善  

●将来にわたって企業の定着発展を図るために、長期的な視点に立脚し、土地利用と

の整合性を十分考慮し、企業の配置誘導とともに、計画的な立地環境の改善に努

めます。  

●沖縄中南圏域産業活性化基本計画※に基づき、観光リゾート関連・物流関連・情報

通信関連産業・地域資源等活用関連産業の集積に努めます。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度） 

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

企業誘致数  6 社  4 社  12 社  

中城村商工会育成補助事業  270 万円  270 万円  270 万円  

関係課への周知  1 回  1 回  1 回  

企業への支援の実施数 - 1 社  2 社  

村民ニーズに即した進出企業数  - 2 社  2 社  

金融機関、商業関連施設進出企業数  - 1 社  1 社  

宿泊施設の進出企業数 - 0 社  1 社  

エネルギー関連企業の進出企業数  - 2 社  2 社  

※ただし、企業誘致数の現況値は平成 13～22 年度の合計数   
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基本施策④ 特産品の開発・販売 

 

▶現状と課題                             

本村における地域特産品の開発については、島にんじんを原料にしたカステラやド

レッシング、田イモ発祥の地として田イモパイ等の製品化が進んでいます。これらの

製品は、村内外から高く評価されており本村の PR を行っていく上で大きな役割を果た

しています。  

また、学校給食においては地産地消の取り組みとして、島にんじんをゼリー等に加

工し活用したりするなどの取り組みを推進しています。  

一方で、その他の特産品開発については、個人規模での取り組みに留まっている現

状であり、継続性という点で大きな課題を抱えています。  

さらに特産品の PR についても、十分な効果を挙げているとはいえず、今後は行政、

農協、漁協、商工会、生産団体、民間が連携し、より効果的な広報活動を推進してい

くことが必要であり、特産品の開発を含めた取り組み体制の強化が大きな課題となっ

ています。  

 

▶実施施策                               

①特産品開発等の推進  

●特産品開発に取り組む個人や組織

に対して、継続的なサポートを実

施します。  

●農水産品などの地元産品を生かし

た特産品開発に対し、村ぐるみの

推進体制を拡充し、消費者ニーズ

をふまえた商品づくりなどによっ

て、地域産業としての発展を目指

します。  

 

②新たな販売ルートの確立  

●観光とタイアップ※した独自の商業活動展開を支援します。  

●直売所の設置により、販売ルートの拡大を図っていくとともに、新規の販路開拓を

促進します。  

 

③効果的な情報発信の実施  

●村民一人ひとりが販売促進員となれるよう、村民に対

して地産品、特産品の理解を深めていきます。  

●ホームページでの情報発信やインターネット販売等

を通じた中城ブランドの効果的な PR を図ります。  

●中城村のキャラクターである護佐丸を活用した PR

を図ります。  

  

中城村の特産品  

中城村キャラクター「護佐丸」 



 

71 

 

 

 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

新規特産品開発数  1 件  1 件  2 件  

新規特産品販路数  1 件  1 件  2 件  

産業まつりの開催  - 2 回  2 回  

情報発信の拡充  - - 1 件  

活用実績の向上  1 件  2 件  1 件  

 

 

 

基本施策⑤ 観光の振興 

 
▶現状と課題                             

本県における観光・リゾート産業は年々増加しており、復帰後の昭和 47 年に約 44

万人であった入域観光客数が平成 10 年には約 413 万人、平成 28 年には約 861 万人を

突破し過去最高を記録しました。県の観光振興計画においては、「質の高い沖縄観光の

実現」、即ち沖縄観光の付加価値を高めることを最も大きな課題として、体験滞在型観

光や観光関連産業の人材育成、観光のバリアフリー化の促進など受入体制の整備、積

極的な誘客活動の展開などを推進してきました。  

しかしながら、沖縄県を訪れた観光客に対するアンケート調査において、観光にお

ける満足度は、美しい海、沖縄らしい風景など観光資源に対しては高いものの、観光

施設、食事等の観光内容については相対的に低い状況にあることがわかっています。  

一方、本村においては、観光産業の振興や多様な観光ニーズに対応する取り組みが、

まだ十分とはいえない状況にあります。しかし、中南部都市圏のほぼ中央部に位置す

る地理的条件や丘陵斜面域の森林、沿岸地区の海浜など自然環境にも恵まれており、

また、中城城跡や多くの文化財を有していることから、観光振興事業の発展可能性の

高い恵まれた地域特性となっています。今後は、本村の観光において核となる中城城

跡及び周辺地域における県営中城公園整備※の進捗とともに、新たな観光資源の開発

やグリーンツーリズム※などの展開を農業、漁業の振興、活性化とあわせ検討してい

くことが求められます。さらに、本村の恵まれた環境特性や既存施設等を活かし、個

性的で魅力ある地域づくりや産業の多様化、またスポーツイベントなどに連動した観

光・ツーリズム※の振興施策を展開する必要があります。  
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▶実施施策                               

①中城城跡及び周辺の計画的な整備の推進  

●中城城跡及びその周辺の優れた自然的、歴史的環境を保全し、土地利用との整合性

と景観に配慮した周辺環境整備により観光資源として魅力ある地域づくりに努め

ます。 

●史跡、文化財、伝統芸能などを観光資源として活用するとともに、特に中城城跡と

その周辺地域は、本村のシンボルゾーンとして、関係機関との連携のもとに整備

を促進します。  

●中城城跡周辺にグスクの歴史や構造、世界遺産としての価値等を見学者に学んでも

らうためのガイダンス施設の整備を進めます。  

 

②観光客の受入体制の整備  

●食事と土産物等のサービスを複合的に提供することのできる施設や宿泊施設の誘

致を検討します。  

●グリーンツーリズムへの取り組みを推進するとともに、民泊に対する支援に努めま

す。 

 

③新たな観光プログラムの創出 

●民泊受け入れによる農業体験プログラム等を検討します。  

●組踊「護佐丸」や伝統芸能観賞による魅力ある誘客イベントを検討します。  

●歴史の道ウォーキングなど既存イベントの開催を支援します。  

●プロや学生のスポーツキャンプ等の誘致に努めます。  

●スポーツイベント開催と連動した観光施策を検討します。  

●県内の宿泊施設や他観光施設との連携を強化します。  

 

④広報・ＰＲの充実  

●旅行会社と連携し、中城村で過ごす旅行商品の開発等を推進します。  

●県及び観光関連機関と連携し、行政による PR の充実を図ります。  

●ＳＮＳ※をはじめとしたＩCＴ※を活用した広報、PR の充実を図ります。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

中城城跡での観光客数 150,000 人  133,541 人  150,000 人  

民泊宿泊者数  - 600 人  1,200 人  

誘客イベントの実施  - 2 件  2 件  

ウォーキングイベントの実施  - 0 回  1 回  

スポーツキャンプの誘致  - 3 件  3 回  

スポーツイベントの開催  - 3 回  3 回  

旅行商品の開発  - - 1 件  

観光に関する広報の強化  - - 1 件  

ICT を活用した観光広報の実施  - - 1 件  
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施策大綱９ 広域・行財政 

              ～効率的で良質なサービスが提供できる村～  

 
■基本目標 

村民のニーズが多様化・高度化する中で、より効果的で行き届いた行政施策が求め

られています。  

そうした昨今の流れの中では、効率的な行政運営を実現するとともに、村民満足度

の高いサービスの提供のため、新たな情報通信技術の有効活用も合わせ、村民と行政

の情報共有化、広域的な情報発信、広域的課題に対する周辺市町村との連携などが求

められます。  

そこで、サービス向上のための財源の確保と全村一体となった行政改革を推進し、

効率的で良質なサービスが提供できる村を築きます。  

また、広域市町村圏との連携や平和行政についても、より一層推進していきます。 

 

■施策の体系 
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基本施策① 効率的で良質なサービスの提供 

 

▶現状と課題                             

社会経済情勢の変化の中、行政に対する村民ニーズも複雑・多様化が進んできており、

従来のような行政経営では、遠くない将来に限界を迎えることが予想されます。  

今後は、様々な施策を実施していく上で必要な行政資源を確保し、効率的かつ効果的

な行政経営を進めていくことが求められます。高質な行政サービスを維持していく為に

は、村民ニーズの迅速かつ的確な把握が必要であり、意識の高い機動力を持った組織体

制の構築が大きな課題であるといえます。 

本村の情報化については、ごさまるネット再構築の実施計画策定及び更改作業の実施

により安定したネットワークを構築し、このネットワークを活用して、村内の各公共施

設間に内線電話網を設置しています。 

今後はホームページをはじめとした各種媒体を通じて、さらなる村外への情報発信に

より、中城村の PR を推進していく必要があります。 

 

▶実施施策                               

①情報の提供と行政サービスの向上  

●村民や事業所に対し、行政サービスをより迅速・正確・適切なものとするとともに

行政窓口サービスを向上させます。  

●村長はじめ村職員は、常に村民福祉の向上のため、全力で行政運営を行います。  

●広報紙やホームページ等を充実させるとともに行政懇談会・パブリックコメント
※

制度等により広聴活動の充実に努めます。  

●行政情報を広く村民に提供し、行政に対する村民の理解の増進と行政情報の社会的

活用を推進します。  

●情報公開を前提として文書管理システムを確立することにより、手続案内や行政情

報の所在案内が的確にできるようにします。 

●村民のさらなる利便性の向上と電子自治体推進のため、情報セキュリティの強化と

個人情報保護の徹底を図り、行政事務の電子化を推進します。  
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②人材育成と組織改革  

●志の高い職員の育成を行います。  

●職員の意識改革と能力開発を行うための人材育成を推進します。  

●職員研修制度の体系化や内容の充実及び自主的な調査研究活動、職員提案制度の導

入により、活気あふれる行政組織づくりを推進します。  

●職員の能力をより活かしていくための計画的な人事管理を行います。  

●人事配置に際しては、適材適所の考えに基づき、各分野で必要とされるスペシャリ

ストの養成と配置に努めます。  

●行政サービスが住民にどのように受け止められ、どのように評価されているのか、

どのようなサービスが求められているのかを的確に把握し解決するための体制づ

くりを目指します。  

●村の総合的施策展開に向けた職員の議論、対話の場を創出します。  

●職員が地域の活動に出向き積極的に関わっていくことを目指します。  

●社会情勢や村民ニーズに対応するため必要に応じて機構改革を実施します。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

村ホームページの閲覧数  41,819 回  178,136 回  250,000 回  

職員の研修参加者数  60 人  10 人  70 人  
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基本施策② 行財政の確立 

 
▶現状と課題                             

全国的に地方財政が厳しい状況にある中、本村においては、景気の悪化を受けなが

らも自主財源の柱である村税が毎年度伸びています。  

しかし、依然として国庫支出金や地方交付税などの依存財源に多く頼っている状況

であり、複雑多様化する社会のニーズに対して弾力的かつ的確に対応するためには、

長期的な財政計画の運用と経営的視点に立った効率的な財政運営に努め、活力ある施

策の展開が可能となるよう、限られた財源の中で、最大限の効果が得られるよう、安

定した財政基盤の構築を図っていく必要があります。  

また、本村における村税の徴収率は、毎年微増傾向にあるものの、依然として多額

の滞納額を抱えています。そのため、さらなる徴収率の向上と滞納額の縮減を図って

いくことが大きな課題となっています。  

 

▶実施施策                               

①行財政運営の合理化と効率化の推進  

●事務事業の目的、必要性、効果などについての説明責任を果たします。  

●Plan（企画）⇒ Do（実行）⇒ Check（評価）⇒ Action（改善）のＰＤＣＡ※サイク

ルを確立します。  

●財政指標を公表するとともに中・長期的な財政計画を策定します。  

●複雑多様化する村民のニーズを的確に把握し、村民福祉の向上を図るため計画行政

の確立に努めます。  

●計画的で安定した財源の確保に努め、実施計画の適正な運用による計画行政を推進

し、常に健全な財政を維持します。そのために、民間活力の導入や民間委託を促

進するとともに自主財源の確保に努めます。 

●中城村ふるさと納税特設サイトやポータル

サイト等を活用し、積極的なふるさと納税

の PR を行います。  

●国、県等の資金や村債の有効活用を行うとと

もに、基金の計画的運用を図ります。  

●効率的かつ効果的な予算の配分に徹し、収支

の均衡を保った運営に努めます。  

●課税客体の適切な把握に努めるとともに、民

間ノウハウの導入等による徴収体制の強

化を検討します。  

●企業誘致や住宅建築を促進し、大幅な税収

等の増加を目指します。 

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

村税の徴収率  91.0％  91.7％  95.5％  

ふるさと納税寄付額  - 266 万円  3000 万円  

「琉球プリンとマンゴーのまんま」きなこや  
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基本施策③ 広域行政の推進 

 
▶現状と課題                             

行政における各分野では、広域的な見地に立って企画、調整することで、より大き

な効果が期待できる施策も数多くあります。例えば、広域交通ネットワークや経済観

光面等の連携による新産業の創出なども、今後検討すべき事項として挙げられます。  

また、広域行政の推進により、低迷する経済状況を打破し、活性化への道すじを明

確にするという期待の声も少なくはありません。  

このように今後新たに生じる行政需要に対しては、隣接市町村のみに留まらず、中

部広域市町村※圏との連携のもとに、合理的な行政運営を確保することが望まれます。 

 

▶実施施策                               

①広域市町村圏の連携による取り組みの推進  

●広域的に取り組んだ方がよいとされる新たな行政需要に対しては、他市町村や中部

広域市町村圏との連携のもとに、合理的な行政運営に取り組みます。  

 

 

 

基本施策④ 平和行政の推進 

 
▶現状と課題                             

本村は、昭和 60 年に中城村非核宣言を行い、全ての戦争を否定し、核の廃絶と恒

久平和の確立をめざして尽力するという村民の姿勢を内外に表明しています。そして、

平和を願う村民の創意のもとに地域発展をめざしています。これまで多くの分野にわ

たって平和施策を展開し、村民に広く平和の意識高揚に努めてきました。  

平成 8 年度より児童・生徒、職員を平和特使として被爆地に派遣し、戦争の悲惨さ

と平和の尊さを学ぶとともに、平和運動の連帯を深めるために交流を推進しています。

また、終戦 50 周年記念事業として、村出身者の全戦没者（ 5,145 人）刻銘板「平和の

波」及び平和の祈念像「平和の風」を設置しており、悲惨な戦争体験を風化させるこ

となく後世に正しく継承し、平和祈念のシンボルとして位置づけられます。さらに、

久場崎港跡に「戦後引揚者上陸碑」を建立し、保存・活用に努めています。  

毎年開催される村慰霊祭は平和を希求する村民の大事な行事であり、平和意識の高

揚のためにも、今後も継続して、これまで培われてきた村民の平和の心を受け継ぎ、

平和な村づくりをめざした平和施策の展開を図らねばなりません。  

また、人口の増加に伴い、これらの行事の周知を徹底するとともに、平和に対する

学習会、講演会等の事業も検討する必要があります。  

さらに、教育分野においては、学年毎の系統的な平和学習の実施や上記の平和施策

との連携を図っていくことが望まれます。  

米軍基地の約 74％が沖縄県に集中し、基地があるが故の事件・事故が発生していま

す。本村としても、村民が事件・事故に巻き込まれることのないよう米軍基地問題解

決への取り組みが求められています。   
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▶実施施策                               

①平和事業の展開  

●講演会などの平和事業や各種広報活動の拡充により平和教育、平和学習の機会を創

出し、平和の尊さと平和意識の高揚を図ります。  

●戦争を知らない世代の増大をふまえ、戦争体験、戦争の悲惨さを村民に伝えるとと

もに、青少年平和学習交流派遣事業などを推進し、児童生徒に対する平和教育を

充実させます。  

●中城村に関する沖縄戦の調査を計画的に進め、その成果を企画展の実施や学校など

での平和教育で活用していきます。  

 

②関連施設の保全・活用  

●「慰霊の塔」や「平和の波」、「平和の風」など平和祈念施設や「 161.8 高地陣地」

などの戦争遺跡については、適切な保全に努めるとともに平和学習資源としての

活用を充実させます。  

 

③基地問題の解決  

●米軍基地から発生する騒音等の諸問題や日米地位協定の抜本的見直しについて、関

係機関と連携し、解決に向けて取り組みます。  

 

▶成果目標                                

指標の名称  
中間目標値  

（平成 28 年度）  

実績値  

（平成 27 年度）  

最終目標値  

（平成 33 年度）  

平和企画展の入場者数 945 名  - 1,000 名  

青少年平和学習交流派遣事業の派遣者数 3 名 /年  3 名 /年  3 名 /年  
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資 料 編 
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用語・解説  初出頁  

市街化調整区域  
都市計画法（第 7 条以下）により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分
のひとつで「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」と定義されている。開
発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。  

1 

ローリング方式  
毎年度修正や補完などを行うことで、変化する経済・社会情勢に弾力的に対応し、計画と現
実が大きくずれることを防ぐ方法。  

2 

コミュニティ  
居住地域を同じくし、利害をともにする共同社会。町村・都市・地方など、生産・自治・
風俗・習慣などで深い結びつきをもつ共同体。地域社会。  

3 

タウンセンター  
広域圏を対象に多目的な機能を合わせもつ。古きよき商店街の良さを活かしながら、病院
や図書館、住宅などの地域住民の“生活機能”と、ホテルやショッピングセンター、劇場
などの“商業機能”を融合させることによって、中心市街地の活性化を促す新しい複合業
態。  

11 

NPO 法人（Non-Profit-Organization） 
様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体
の総称。様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）で、社会の
多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されている。  

14 

安里のテラ  
子孫繁栄・無病息災などを祈願する拝所。県指定有形民族文化財。  

16 

伊舎堂前の三本ガジマル  
かつて中城城跡の近くにあった伊舎堂の集落は、現在の地に移動してきており、一説によ
ると、この三本ガジュマルは最初に移動してきた三組の夫婦が、それを記念して植えたと
伝えられている。村指定史跡。  

16 

御嶽  
琉球の信仰における祭祀などを行う場所。  

16 

歴史の道（ハンタ道）  
王朝時代、首里グスクと中城グスクを結んだ歴史ある道。現在は整備され、沿道にはペリー
の旗立岩や新垣グスクなどの文化財が点在する。  

17 

ハード事業  

地域の環境整備など、モノ（目に見える形で提供できる物）を作る業務。  
17 

ソフト事業  

イベント等地域の活性化など、サービスなどの役務（形として残らない物）を提供する業務。 
17 

新垣グスク  
新垣集落の北側後方にあるグスク。地元では単に御嶽と称するのが一般的で、この一帯は
集落の重要な拝所になっている。  

17 

ペリーの旗立岩  
新垣グスクの北方にある琉球石灰岩の岩。1853 年に米国のペリー提督一行が日本遠征の
途次、那覇に寄港し、本島を調査した際に、中城城跡の手前でこの岩に遭遇し、隊員が頂
上に登って旗を立てたといわれることから旗立岩と呼ばれている。国指定史跡。  

17 

護佐丸の墓  
15 世紀に活躍した中城按司・護佐丸（唐名・毛国鼎）の墓で、台城にある。沖縄で最も
古い亀甲墓のひとつ。  

17 

泊の大クワディサー  

伝承によると、200 年ほど前、首里王府から派遣されてきた中城間切番所の役人が任期を

終えて離任する際、懇意にしていた泊ムラの人たちとの別れを惜しんで植えたものだといわ

れている。村指定天然記念物。  

17 

まるごと歴史博物館  

豊かな自然環境、多くの文化遺産、多彩な産業など、魅力ある中城村全域を野外博物館と

してとらえ、環境そのものを博物館とする開かれた博物館活動。  

18 

  

資料編－１ 用語の解説 
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用語・解説  初出頁  

伊集の打花鼓  
伊集に伝承されている中国風の民俗芸能。地謡と踊り手 11 名によって演じられる。中国
風の服装、髪型は弁髪、歌詞も中国風。県指定無形民俗文化財。  

19 

津覇の獅子舞  
五穀豊穣、無病息災、共同体の繁栄を祈願する祭祀として演じられ、舞の型としては、一
頭で雌と雄を演じ分けるのが特徴。村指定無形民俗文化財。  

19 

包括連携協定  
大学、企業、行政などが、特定の目的の個別契約ではなく、ある大きな目的の達成のために
多様な分野で連携協力し、地域社会の発展や人材育成等に寄与することを目的とした協定。 

20 

幼保一体化  
少子化の進行、育児サービスの多様化に伴って生じている幼稚園と保育所の抱える問題点
を解決するべく、幼稚園と保育所の一体化を図ろうとする政策。  

21 

特別支援補助員  

食事、排泄、教室移動の補助といった学校における日常生活上の介助や、学習障害を持っ
た児童生徒に対する学習支援、注意欠陥／多動性障害を持った児童生徒に対する安全確保
などの学習活動上のサポートを行う人。  

21 

千葉県旭市  
千葉県の北東部に位置する、人口約 7 万人の都市。平成 10 年に村は旧飯岡町（現旭市）
と交流を始め、毎年夏と冬に児童交流を実施。平成 17 年に、友好交流宣言を交わして友
好交流市村となる。  

26 

福岡県福智町  
中城村の兄弟都市。福岡県の中部から北東よりに位置し、人口約 2 万 6 千人の町。村とは
子ども会を中心とした交流を実施している。  

26 

海外移住者子弟研修生受入事業  
中城村出身の海外移住者（ブラジル・ペルー・アルゼンチン）の子弟を研修生として、沖
縄県へ招き、日本語や技術等の習得及び村民との交流を通じて社会の発展に寄与する人材
を育成するとともに、研修生の属する国との友好親善を行う事業で平成８年から開始され
毎年継続されている。  

26 

情操教育  
道徳的、芸術的、宗教的などの社会的価値をもった高次な感情ないし意志を養うための教
育。たくさんのものに触れ合い心を豊かにする教育のこと。  

27 

要援護者  
高齢者世帯、要介護者、障害者、難病患者、妊婦、5 歳未満の乳幼児、日本語に不慣れな
外国人などの災害時に 1 人で避難が難しい住民。  

30 

中城村地域防災計画  
災害対策基本法第 40 条に基づき、各地方自治体の長が、それぞれの防災会議に諮り、防
災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画。  

30 

AED（自動体外式除細動器）  
心室細動の際に機器が自動的に解析を行い、必要に応じて電気的なショックを与え、心臓の
働きを戻すことを試みる医療機器。  

31 

交通モラル  
道徳、倫理、人生・社会に対する精神的態度。  

33 

子ども 110 番の家  

子ども達が危険に遭遇したり、困りごとがあるとき安心して立ち寄れる民間協力の拠点。

主に自治体やＰＴＡ等が中心となり地域ボランティアによって行われている。  

34 

待機児童  
国が認可する保育所への入所要件を満たし、申し込みがされているが、施設の不足や保育
希望時間の調整がつかないなどの理由によって入所できないでいる児童。  

37 

認可保育園  
児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準（施設の広さ、保育士等の職員
数、給食設備、防災管理、衛生管理等）をクリアして都道府県知事に認可された施設。区
市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人などが運営する民間保育所（私立）があり、
公費により運営されている。  

37 

  

https://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E4%BE%A1%E5%80%A4-1334104
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用語・解説  初出頁  

民生委員  
厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応
じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人。  

38 

児童委員  
地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安
や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う人。  

38 

ふれあい事業  
80 歳以上を対象に地域で安心して心豊かに生活できるように、地域のボランテイア協力
のもと月 1 回公民館に集まって行っている。主な活動は、レクレーション、ゆんたく会、
講話、ピクニックなど。平成 24 年現在当間地区をはじめ 10 地区で活動している。  

39 

ヘルスアップ教室  
特定検診結果から生活習慣病の改善が必要とされた人を対象に、体力測定、講話、運動実
技、調理実習等を取り入れた健康教室。週 1 の 3 ヶ月間計 12 回で行い、毎回血圧、体重、
腹囲測定と健康管理を行う。  

39 

認知症サポーター  
自治体が実施している認知症サポーター養成講座を受講することで認知症について十分に
理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者。  

41 

地域包括センター  
2005 年の介護保険法改正で制定された、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、
介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関で、各区市町村に設置される。  

42 

デイサービス  
在宅介護を受けている高齢者や障害者がデイ -サービスセンターなどへの通所によって受
ける入浴・食事・介護などのサービス。  

42 

ジェネリック医薬品  
ジェネリック医薬品 (後発医薬品 )とは、これまで使われてきた薬 (先発医薬品 )の特許が切
れ、それと同等の品質で製造販売され、先発医薬品と比べ安価に提供できる薬。  

44 

レセプト点検  
診療費のなかで、保険者への請求を行うための書類を診療報酬明細書（レセプト）という。
このレセプトの確認作業をレセプト点検といい、コンピューターに正確に入力されている
か等のチェック医療事務スタッフと医師とで行われる。  

44 

検認率  

国民年金の被保険者のうち保険料免除者を除いて納付された月数と納付すべき保険料をの

月数の割合。  

45 

バッファーゾーン  
景観保護地域設定の際の地域区分（ゾーニング）のひとつ。史跡などのコアエリア（核心
地域）を取り囲んで、保護地域外からの影響を緩和するための緩衝地域・地区。バッファ
ーゾーンを設定する考え方は、国立公園や世界遺産等多くの保護地域の設定に際して採用
されている。  

49 

景観行政団体  
景観行政団体は景観法に基づき景観計画を定めることができ、景観計画区域や景観に関わ
る一定の行為に対する届出・勧告の基準を定めることができる。中城村が景観行政団体と
なるためには、沖縄県との協議・同意が必要。  

49 

景観計画  
景観行政団体が、景観行政を進めるための基本的な計画。景観行政団体が良好な景観の形成
を図るため、区域、良好な景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を
定める。  

49 

ユニバーサルデザイン  
文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用する
ことができる施設・製品・情報の設計（デザイン）。  

50 

バリアフリー  
障害者や高齢者の生活に不便な障害を取り除こうという考え方。道や床の段差をなくした
り、階段のかわりにゆるやかな坂道を作ったり、電卓や電話のボタンなどに触ればわかる
印をつけたりするのがその例。  

50 
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用語・解説  初出頁  

制度的バリア  
法令・制度等の存在によって障がい者が機会の均等を奪われている構造。例として、資格
制度、大学等の入試制度、就職･任用試験等における、障害を理由とした欠格事由、公営住
宅への重度障害者の単身入居制限など。  

50 

中城村墓地基本計画  
平成 22 年度に策定された、村内の墓地に関する基本計画。墓地、埋葬等に関する法律や、
中城村総合計画等上位計画に基づき、墓地の整備と墓地の基本的方向を示した墓地に関す
る個別計画。  

51 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画  
今後１０年間の中城村におけるごみの発生抑制や再生利用などについて、基本理念に基づく基
本方向を定める計画（各種施策を展開し、循環型社会の形成に向けた取組みを進めていく）。  

51 

生ごみの自家処理促進制度  
家庭から排出されるゴミの減量化を図るため、生ゴミ処理容器、生ゴミ処理機（以下「容器」
という。）の設置を奨励し、その購入費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度。  

51 

３R（リデュース・リユース・リサイクル）  
日本では 2000 年（平成 12 年）に循環型社会形成推進基本法において導入された考え方。
３Ｒとは、Ｒeduce(リデュース：減らす )、Ｒeuse(リユース：再使用 )、Ｒecycle(リサイ
クル：再資源化 )の頭文字。  

52 

中城村水道事業 6 次計画  
中城村が運営している水道事業についての中長期的な施設整備などの計画 (第 6 次は H13
年～ )。安全で良質な水道水の安定供給を、健全財政状態で運営していけるよう計画する。 

54 

マッピングシステム  
現実空間内に立体的に位置する地下埋設管を個別のデータとして作成し、コンピュータ上
で重ね合わせたもの。  

54 

コンセンサス  
複数の人による合意。しかし、「全員の同意」と「大多数の合意」を意味する場合が混在
されているので注意。  

55 

優良田園住宅  
農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建
ての住宅で、三階建て以下、敷地面積 300 ㎡以上など一定の基準を満たすもの。  

57 

農振農用地  
農業を推進することが必要と定められた地域で、その中でも特に、市町村が策定する農業
振興地域整備計画により、農用地等として利用すると定められた土地。農業の発展に必要
な措置が集中的に行なわれる。  

58 

保留地  
土地区画整理事業によって整備された市街地のなかで、売却し事業費の一部にあてる土地。 

58 

デマンドタクシー  

事前予約をし、指定場所から目的地まで、お客様の希望時間帯、乗車場所などの要望を安

価な料金で応える交通サービス。  

59 

遊休農地  
耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。 

63 

認定農業者制度  
農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するため
に作成した農業経営改善計画（５年後の目標）を市町村が認定し、その計画達成に向けた
取組を関係機関・団体が支援する仕組みで、認定を受けた農業者。  

64 

植物工場  

内部環境をコントロールした閉鎖的または半閉鎖的な空間で植物を計画的に生産するシステム。  
64 

産学官連携  
企業（産）が、技術シーズや高度な専門知識を持つ大学等（学）や公設試験研究機関等（官）
と連携して、新製品開発や新事業創出を図ること。  

64 

中城食料・農業・農村基本条例  
食料、農業及び農村のあり方についての基本理念と食料、農業及び農村に関する基本的な
施策等を定めることにより、安全で安心な食料の安定供給や持続的に発展する農業の確立
及び住みよい地域社会の実現に寄与することを目的として、平成２３年７月に制定された。 

64 
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用語・解説  初出頁  

観光レクリエーション  
観光地に訪れると同時に、余暇として何らかの活動を行うこと。具体的には、スポーツイ
ベントや自然体験、農業・漁業体験など。  

66 

購買弱者  
スーパーの撤退や商店街の衰退などで、食料品や生活用品の購入に支障が出ている人々。
過疎地の路線バスの廃止といった地域交通網の弱体化も背景にある。  

68 

地域購買コミュニティ  
日常的な買い物に支障をきたす購買弱者等を、住民相互の交流や、日用品宅配サービス等
により支援する関係が築かれた、地域社会もしくはそのような住民の集落。  

68 

沖縄県中南圏域産業活性化基本計画  
沖縄県の本島中南部に位置する６市４町１村で構成される地域が「観光・リゾート関連産
業」、「地域資源等活用関連産業」、「情報通信関連産業」、「物流関連産業」という４
つの産業分野を中心に集積を図りつつ、相互に連携することにより、活性化・高度化・高
付加価値化する等の相乗効果の発揮を目指して、活性化促進に取り組んでいく計画。  

69 

タイアップ  
協力、提携して行うこと。  

70 

県営中城公園整備事業  
平成 8 年に策定された「中城公園基本計画」に基づき、平成 9 年から進められている整備
事業。計画決定面積 98.8 ヘクタールで、「歴史、自然と共生する文化創造の公園」をテー
マとする。  

71 

グリーンツーリズム  
農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動です。  71 

ツーリズム  
観光事業、観光旅行。なかでも特にグリーンツーリズムは緑豊かな農村地域において、そ
の自然・文化・人々との交流を楽しむ、滞在型の余暇活動。  

71 

ＳＮＳ（Social Networking Service）  
個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インタ
ーネットを利用したサービス。  

72 

ＩＣＴ（ Information and Communication Technology）  
Information and Communication Technology の略語で、情報や通信に関する技術の総
称。従来の IT に替わる名称であり、入手、収集可能な情報資源を積極的に活用して、ビジ
ネスを有利に展開するための仕組み  

72 

パブリックコメント  
意見公募手続のこと。行政機関が政令、省令などを制定するにあたって、事前に命令等の
案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集する手続き。  

74 

ＰＤＣＡサイクル  
P（Plan）・D（Do）・C（Check）・A（Action）という事業活動の「計画」「実施」
「監視」「改善」サイクルを表す。  

76 

中部広域市町村圏  
沖縄市・うるま市・宜野湾市・北谷町・嘉手納町・西原町・読谷村・北中城村・中城村の
９市町村によって構成される特別地方公共団体。  

77 
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心豊かな暮らし  

～住みたい村、とよむ中城～  

 

中城村第四次総合計画  

基本計画（後期） 
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