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第2期北中城村まち・ひと・しごと創生総合戦略
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 総合計画の位置づけ 

■総合計画の役割─────────────────────── 

総合計画は、本村のまちづくり全ての基本となる計画（最上位計画）です。 

私たちが暮らしていくためには、環境保全・社会基盤、教育・文化、福祉、産業振

興等、多様な分野の行政運営、あるいは村民と一体となって進めていくべきまちづく

りがあります。これを、全体的に、かつ計画的に進めていくためのまちづくりの指針、

施策を示したものが総合計画です。 

また、この指針は、国や県、近隣市町村等、関係機関への働きかけの際に村の基本

姿勢を示す役割を担うとともに、「北中城村まち・ひと・しごと創生総合戦略」と一

体をなす計画として推進します。 

 

■総合計画の構成と期間──────────────────── 

北中城村第四次総合計画は、基本構想・基本計画で構成されています。（なお、実

施計画については、基本計画で定められた具体的指針を村が現実の行政の中において、

どのように実施するかを示す計画で、別途策定されます。） 

また、基本構想の期間については平成 27 年度（2015 年）から令和 6年度（2024 年）

までの 10 年間とします。前期基本計画は、基本構想の目標の実現に向けて、平成 27

年度（2015 年）から平成 31 年度（2019 年）まで実施してまいりました。それに続く

後期基本計画については、令和 2 年度（2020 年）から令和 6 年度（2024 年）までと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北中城村の人口 

■人口・世帯数──────────────────────── 

国勢調査より本村の人口・世帯数をみると、平成 27 年（2015 年）現在で 16,148

人、5,541 世帯となっています。昭和 60 年（1985 年）からの推移をみると、一貫し

て増加傾向にあり、特に平成２年（1990 年）から平成７年（1995 年）にかけての人

口増加が目立っています。しかし、１世帯当たり人員については毎年減少傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業別就業人口─────────────────────── 

本村の平成 27 年（2015 年）の産業別就業人口をみると、第１次産業＊は１割に満た

ず、わずかとなっています。また、第２次産業＊が約２割、第３次産業＊については約

８割で、沖縄県の値と比較すると第２次産業、第３次産業の割合が高くなっています。 

産業別にみると、「サービス業」が４割強と最も多く、ついで「卸売り・小売業・

飲食店」が約２割となっています。また、平成 22 年（2010 年）から平成 27 年（2015

年）の変化をみると、それまで減少傾向にあった建設業、製造業、運輸・通信業にお

いて割合が増加しており、ライカム地区における開発や産業立地などが影響している

ものと想定されます。 

産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成27年国勢調査 

＊第１～３次産業 
産業分類の一つ。 
第１次産業は、主に

農業、林業、水産業な
ど。第２次産業は、製
造業、建設業、工業生
産、加工業、電気・ガ
ス・水道業など。第３
次産業は、情報通信
業、金融業、運輸業、
小売業、サービス業な
どを指します。 

2

資料：平成27年国勢調査 
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＊総合計画の法的位置づけ 

総合計画の基本構想

は、これまで地方自治

法第２条第４項に位置

づけられていました

が、平成 23 年５月２日

公布の地方自治法の一

部を改正する法律によ

り条文が削除され、基

本構想（総合計画）を

策定するか否かは、村

が判断することとなり

ました。 

 北中城村において

は、より良い村づくり

を総合的に進める上で

その指標となる中長期

の計画は必要だと考

え、従来通り総合計画

を策定することとしま

す。 
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平成 27年度    ～    令和 6年度 

（2015 年）          （2024 年） 

長期展望に基づき、北中城村がめざすべき将来像や

施策の大綱等、まちづくりの方向を示します。 

●基本構想● 

基本計画に示された施策・事業について、優先度や実

効性を考慮しながら具体的に実施する事業計画を

示します。 

●実施計画● 

3 年間の計画で、毎年見直し 

後 期 前 期（計画期間終了） 

令和 2年度～令和 6年度 

 （2020 年）   （2024 年）

基本構想の実現に向け、推進すべき主要な施策・事

業を体系的に示します。 

●基本計画● 

平成 27 年度～平成 31 年度 

 （2015 年）  （2019 年） 

基本構想 

基本計画 

実施計画 



 

 

 

    まちづくりの主な課題と展望 
 

 

１．少子高齢化への対応や、健康長寿のまちづくり────────── 

全国的傾向と同様に、本村も少子高齢社会に突入していきます。 

そのようななかで、女性の平均年齢が日本一となるなど、高齢者も元気に暮らして

いる状況も見受けられます。 

これからは、スマートウェルネス＊の理念のもと、年代や障がいの有無を超えて、

住民同士が助け合い、すべての村民が元気に暮らせる地域づくりが求められます。 

 
 
 

２．防災や減災への備えと、自助・互助・共助・公助の確立────── 

地域住民による防災への関心が高まっている今、常に変化する社会に対応できる新

たな取り組みが求められています。 
災害等の思わぬ事態が起きた際に、行政の力を借りながらも、個々に自立した村民

が主体となり、「自らの生命、財産、生活」を自分たちの手で守るという自助・互助・

共助・公助＊を確立するための取り組みが求められます。 
 
 
 

３．循環型・低炭素など環境問題への対応─────────── 

本村は、これまで“田園”「全村植物公苑づくり」を軸にしたまちづくりに取り組み、

都市部に近接しながら、緑豊かな生活環境を維持し、それを広げる活動を展開してき

ました。今後とも緑の保全を図るとともに、適正な土地利用を進め、地域住民による

“花”、“緑”を基調とした協働のまちづくりを広げていくことが求められます。 
また、環境へ与える負荷を低減するために、あらゆる分野での資源の循環（リサイ

クル）や、クリーンエネルギー＊の活用等を展開し、循環型社会＊、低炭素社会＊の実

現が求められます。 
 

 
 

４．産業振興と就業環境の創出───────────────── 

活力あるむらの形成には、地域の産業が充実し、雇用の場が確保されていることが

重要です。 
本村の資源や地理条件等を活かした創造性のある農業、水産業、観光・商工業の振

興を目指すとともに、各分野が連携し地域の経済的波及効果を高める６次産業＊化へ

の展開と就業環境の創出が求められます。 
 

 

 

 
 
 

５．交通利便性向上、交流機能の拡充──────────────── 

本村は、中南部の中核都市を結ぶ位置にあり、沖縄自動車道の北中城インターチェ

ンジと喜舎場スマートインターチェンジが立地し、国道 330 号、国道 329 号が南北

に走るなど、本島中南部の交通の要衝となっています。 
一方、交通の利便性の良さから交通渋滞の慢性化や、生活道路への通過交通の進入

も見られることから、適正な交通ネットワークの形成も求められます。また、沖縄県

による鉄軌道を含む新たな公共交通システムや、村域内交通としてのコミュニティバ

ス＊など新たな施策に対する検討も求められます。 
 

６．住民主体のまちづくりへの展開───────────────── 

地方分権の動向のなかで、本村においても行財政の見直しをはじめ、地域住民と

連携したまちづくりを進めてきました。 
今後は、住民自らが自治会やボランティア活動、NPO 活動＊など多様な形態で行政

と連携した自主的な地域社会づくりを進めていくことが重要であり、そのためには、

まちづくりに対する情報提供の充実や、積極的な住民参画が行える仕組みや支援体制

づくりが求められます。 
 

７．地域の自立と活力あるまちづくり──────────────── 

様々な分野で世界の国々の垣根が低くなり、国レベルでの観光振興策が展開される

なか、地域間交流の促進とともに、地域間競争も激しくなっています。 
本村においては世界遺産である中城城跡を中心に、地域の魅力（歴史・文化）を伸

ばすとともに、農商工連携や６次産業化により、経済的、文化的波及効果を高めてい

くための展開が求められます。 
また、ライカム地区の広域交流拠点の整備により、交流人口の増加が期待されると

ともに、中城湾港新港地区の背後地にある立地を生かした新規産業等の誘致・育成も

求められます。 
 
 
 

＊低炭素社会 

二酸化炭素（CO2）を
大幅に削減する社会を
指します。 

＊スマートウェルネス 

〔Smart Wellness〕 

身体の健康だけでな

く、生きがいを持って

幸せに生活できる状態

「健幸」を基本とした

理念をいいます。 

＊クリーンエネルギー 

太陽、風力、地熱、水
力などの「自然エネルギ
ー」を指します。 

＊ＮＰＯ 
〔Non-Profit Organization〕

民間非営利組織のこ
とを指します。営利を
目的とする株式会社や
有限会社とは異なり、
活動に必要な実費をも
らったり、会費や寄付
を募ったりして資金を
確保しながら、自発的
に社会的な活動を継続
して行う民間団体をい
います。1998 年に「特
定非営利活動促進法
（NPO 法）」が施行さ
れ、NPO が法人格を比
較的簡便に取得、また
法制化によって、NPO
が社会的に認知される
ようになりました。 

＊循環型社会 

有限である資源を効
率的に利用するととも
に再生を行って持続可
能な形で循環させなが
ら利用していく社会を
指します。 

＊コミュニティバス 
コミュニティバスの

正式な定義が決まって
いるわけではないが、
地方自治体がまちづく
りなど住民福祉の向上
を図るため交通空白地
域・不便地域の解消、
高齢者等の外出促進、
公共施設の利用促進を
通じた「まち」の活性
化等を目的として、自
らが主体的に運行を確
保するバスを指しま
す。 

＊自助・互助・共助・公助 

自助とは、自らの命は

自らが守ること、または備

えることです。 

互助とは、近隣が互い

に助け合って地域を守る

こと、または備えることで

す。 

共助とは、医療保険や

介護保険、年金など、リ

スクを共に負担する為の

制度のことです。 

公助とは、行政をはじ

め警察・消防による救助

活動や支援物資の提供

など公的支援のことで

す。 

１編 序論 

＊6 次産業 

第 1 次産業である農
水産業が、農水産物の
生産だけにとどまら
ず、加工品販売や観光
農園など、第 2 次産業
や第 3 次産業の分野ま
で展開することです。1
次×2 次×3 次＝6 次に
由来します。 
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将来像 
 

 

 

 私たちの北中城村は、都市化が進んでいる沖縄本島中南部にあ

りながら、緑に恵まれた風光明媚な自然や豊かな農地があり、ま

た、優れた伝統文化、歴史文化資源を有しています。 

 さらに、近年、女性の平均寿命が日本一となり、元気な高齢者

が地域づくりに積極的に参画するなど、健康長寿の村としても県

内外に知られています。 

 これまでの平和を希求する精神を引き継ぎ、北中城村のもつ自

然及び文化的風土や、健康長寿をキーワードとした、 

平和で人と緑が輝く 

健康長寿と文化のむら 

きたなかぐすく 
 

を村の将来像として位置づけます。 

 

 

 

 

まちづくりの６つの目標 
 

 

 

北中城村の将来像“平和で人と緑が輝く 健康長寿と文化のむら きたなかぐすく”の実現に

向けて、次の６つの「～づくり」を目標とします。 

 

 

【施策体系図】『平和で人と緑が輝く 健康長寿と文化のむら きたなかぐすく』の木 
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２編 基本構想 
【計画期間：平成 27 年度（2015 年）から令和 6 年度（2024 年）までの 10 年間】 

第１章 
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１．全村植物“公苑づくり” ─────────────────── 

本村には、中城城跡や御嶽などを抱く丘陵地を中心に多くの緑地が存在し、都市化

が進む沖縄本島中南部における貴重な自然環境として位置づけされます。 

よって、適正な土地利用のもとで、これら自然環境の保全を図り、市街地や集落に

おける、潤いのある住環境を形成するとともに、アワセ地区における広域交流拠点の

形成、公共交通対策、廃棄物対策、環境衛生を進め、みどりあふれる全村植物“公苑

づくり”をめざします。 

 

３．人と文化を育み時代を担う“人づくり” ──────────── 
本村においては、世界遺産中城城跡をはじめとした多くの歴

史文化資源があり、また、地域と学校が連携した社会全体での

教育への取り組みが行われています。 

よって、子どもからお年寄りまですべての村民が地域のこと

に関心をもち、学ぶ機会を広げるとともに、歴史や文化の振興

と継承、平和活動や国際交流などの機会拡充、地域で青少年育

成などにより、人と文化を育み時代を担う“人づくり”をめざ

します。 

 

５．地域の魅力を活かした 

にぎわいある“産業づくり” ──────── 
本村は、海岸低地や台地、丘陵地など起伏に富んだ地形と肥

沃な農地、そして豊かな海の幸を有しています。また、交通の

要衝として、アワセ地区における広域交流拠点の形成も進んで

います。 

よって、これらの資源を活用した農水産業の振興をはかると

ともに、世界遺産中城城跡をはじめとした歴史文化資源を活か

した観光を進めます。また、農商工・観光の連携による六次産

業の多角的な展開によって、地域の魅力を活かしたにぎわいの

ある“産業づくり”をめざします。 

 

２．生涯健やかで笑顔あふれる“健康づくり” ─────────── 

本村は、元気な高齢者が地域づくりに活躍し、女性の平均寿命が日本一になる

など、健康長寿のむらとして知られていますが、一方で若年層を中心として健康

状態が危ぶまれる状況も見受けられます。 

よって、村民一人ひとりの自覚のもと、村全体で楽しみながら健康づくりがで

きるよう支援を進め、 生涯健やかで笑顔あふれる“健康づくり”をめざします。 

 

４．ゆいまーる（相互扶助）で築く安全・安心な“地域づくり” ─── 
本村においても、県内外と同様に少子高齢化が進行して

います。また、子どもや障がい者などの社会的弱者がすみ

よいまちづくりが求められています。 

よって、地域との連携により、子育て支援や、高齢者・

障がい者への支援を進めるとともに、自助・互助・共助・

公助による地域防災力の高いコミュニティの形成、ユニバ

ーサル社会*の実現により、ゆいまーるで築く安全・安心な

“地域づくり”をめざします。 

 

 

６．村民と共に創造する 

夢のある“まちづくり” ────── 
村民が、子どもからお年寄り、男女、国籍、障害のある

なしにかかわらず夢や生きがいに向かって個性と創造力を

発揮できる社会が求められています。 

よって、協働のまちづくりに向けた広報活動や参加機会

の拡充、効率的な行財政運営、男女共同参画、人権が尊重

される社会への取り組みなどにより、村民と共に創造する

夢のある“まちづくり”をめざします。 

 

 

 

     将来人口の目標 

 

 

 

 

＊ユニバーサル社会 

年齢、性別、障害、
文化などの違いにかか
わりなく、だれもが地
域社会の一員として支
え合うなかで安心して
暮らし、一人ひとりが
持てる力を発揮して元
気に活動できる社会の
ことをいいます。 
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１．将来人口の目標 

本村の人口の推移や将来展望を踏まえ、本計画の目標

年次である令和 6年度（2024 年）の人口を 18,000 人と

想定します。 

２．年齢別人口（年少人口比率）の目標 

子育て世代の移住や教育、子育て支援の充実などを図

り、令和 6年度時点の年少人口比率を 17.5％とします。

３．社会増減の目標 

産業振興や広域交流拠点であるライカム地区での市

街地形成を踏まえ、令和 2 年（2020 年）から令和 6 年

（2024 年）の 5年間の社会増減を 500 人増とします。



 

 

 

土地利用構想 
 

 

本村は、那覇広域都市圏*と中部広域都市圏*の影響下において、起伏に富む地形や

御嶽など歴史文化資源を包含する緑地等を大切にし、都市郊外の田園地域として、ゆ

るやかな成長を維持してきました。また、中城湾に面し台地と海岸低地に分布する住

宅地は、緑豊かで良好な住環境が形成されてきました。 

近年では、駐留軍用地跡地であるライカム地区の発展や、交流人口の増加のほか、

農業をはじめとした産業構造および就業環境の変化、防災や環境問題への関心の高ま

りなど、本村を取り巻く社会経済状況の変化があり、これらの諸条件を踏まえ、以下

の通り村土の土地利用構想を示します。 

また、土地利用構想の実現に向けては、市街化調整区域の見直しや市街化区域の拡

大、都市計画区域の再編など、都市計画手法の活用についても、積極的に取り組みを

進めるものとします。 

 

 

１．自然環境保全地域 ───────────────────── 

自然環境保全地域は、丘陵地を中心に残っている緑地や港湾、海岸部など、本村の

貴重な財産である自然環境を有するエリアを指します。 

特に緑地については、水源涵養や土砂災害の防止、防風等の機能を有するほか、本村

の特徴ある景観を形成し、中城城跡や御嶽など歴史文化資源を包含しており、港湾や海

岸部を含めて、保全や適正な管理を図ります。 

２．市街地形成地域 ────────────────────── 

市街地形成地域は、主に都市計画法に基づく市街化区域*を指し、生活利便性の高さを

活かし、ゆとりある住環境の形成を図るとともに、「持続可能」の観点から人口密度の

維持と生活利便性のさらなる向上を図ります。 

３．既存集落地域 ─────────────────────── 

既存集落地域は、都市計画法に基づく市街化調整区域*内の集落で、周辺の自然環境

や歴史資源と調和したエリアとして、居住環境の維持・改善を図ります。また、地域

に残る歴史文化資源の保全・活用を図りながら、特色のある地域づくりと落ち着いた

住環境の形成をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．農地保全地域 ─────────────────────── 

農地保全地域は、農業振興地域内農用地区域*を指し、本村の基幹産業である農業の

振興を図るエリアとして、農地の保全や交流・体験の場としての積極的な活用をめざ

します。 

 

５．沿道活用地域 ─────────────────────── 

沿道活用地域は、本村における広域幹線道路となる国道 329 号および国道 330 号沿

道を指し、立地特性を活かし、商業・業務のサービス施設の立地など、日常生活の利

便性向上に資する土地利用を目指します。 

 

６．スポーツ・レクリエーション地域 ────────────── 

スポーツ・レクリエーション地域は、沖縄こどもの国周辺（拡張計画地含む）、沖縄

総合運動公園周辺、しおさい公苑およびライカム地区の一部のエリアを指し、本村の

スポーツ・レクリエーション等の核として、村民や周辺都市住民の憩いの場としての

機能維持・向上を推進します。 

７．活用検討地域 ─────────────────────── 

活用検討地域は、東海岸一帯や大城地区、荻道地区、駐留軍用跡地（ロウワープラザ

住宅地区）、イオンモール沖縄ライカム東側隣接エリア等を指し、村の活性化や魅力向

上に寄与する土地利用を検討し、その実現に向けた取り組みを推進します。 

 

８．駐留軍用地 ──────────────────────── 

返還時期が未定の駐留軍用地については、国・県・地主会との連携を強化し、駐留軍用

地の整理縮小及び返還の実現に向けた取り組みを継続するとともに、周辺の土地利用を

踏まえて跡地の有効な利活用を検討します。 

 

第４章 

２編 基本構想 
【計画期間：平成 27 年度（2015 年）から令和 6 年度（2024 年）までの 10 年間】 

＊那覇広域都市圏 

都市計画法上の最上

位計画「都市計画区域の

整備、開発及び保全の方

針」（沖縄県）では、那

覇市を中心にした５市

４町２村を「那覇広域都

市計画区域」（北中城村

を含む）と位置づけてい

ます。ここでいう「那覇

広域都市圏」とは、厳密

な「那覇広域都市計画区

域」でなく、那覇市を中

心とした周辺市街地を

指します。 

＊市街化調整区域 

都市計画法において、

市街化を抑制すべき区域

を指します。 

＊市街化区域 

都市計画法において、

すでに市街地を形成し

ている区域および優先

的、計画的に市街化を図

るべき区域を指します。 

＊中部広域都市圏 

これも上記と同様、

「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」で

いう厳密な「中部広域都

市計画区域」でなく、沖

縄市を中心とした周辺

市街地を指します。 

＊農業振興地域内農用

地区域 

農業振興地域とは、市
町村の農業振興地域整
備計画により、農業を推
進することが必要と定
められた地域のことを
指し、農業振興地域内に
おける集団的に存在す
る農用地や、土地改良事
業の施行にかかる区域
内の土地などの生産性
の高い農地等、農業上の
利用を確保すべき土地
として指定された土地
を農業振興地域内農用
地区域といいます。 
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全村植物 
“公苑づくり” 

 

【主な施策】 

１-１ 秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成─────── 

市街地形成地域での地域サービス機能集積や、農業を活かすための拠点整備など、本

村の特徴を活かしつつ秩序ある土地利用を進めるとともに、ライカム地区での広域交流

拠点形成を図ります。 

１-２ みどりの保全創出と景観形成 ────────────── 

緑地の保全、花とみどり活動の推進、公園などオープンスペースの整備・維持管理に

努めるとともに、中城城跡や御嶽・カーなどを活用した良好な景観形成等を進めます。 

１-３ 暮らしを支える道路交通環境の形成──────────── 

村内外を結ぶ広域道路ネットワークの形成、生活道路の整備・維持保全、安全で親し

みの持てる歩行空間の形成のほか、新たな公共交通の検討などにより便利で快適な道路

交通環境の実現を図ります。 

１-４ 環境共生社会の実現─────────────────── 

資源化、減量化など廃棄物対策の充実や自然エネルギーの活用を図るとともに、環境

共生に向けた啓発活動に努め、環境共生社会の実現に向けた施策を推進します。 

１-５ 上下水道の整備・環境衛生の推進────────────── 

円滑な上水道事業運営や公共下水道整備の促進、生活排水対策、環境美化などを進め

るほか、広域火葬場・斎場の整備に向けて検討を行い、暮らしの中の環境衛生の推進を

図ります。 

 

【めざそう値】 

 

 

生涯健やかで笑顔あふれる 
“健康づくり” 

 

【主な施策】 

２-１ 地域保健の充実と健康増進 ─────────────── 

それぞれの地域での健康づくりや、子ども・妊婦・働き盛り世代、高齢者など各世代

に応じた健康づくりに取り組み、地域保健の充実と健康増進を図ります。 

２-２ 国民健康保険の安定運営───────────────── 

国民健康保険法に基づく予防、早期発見、早期治療など健康づくりに取り組むととも

に、国民健康保険事業等の適正化と円滑な実施により国民健康保険の安定運営に努めま

す。 

２-３ 健康づくりと他分野連携──────────────── 

ライカム地区の医療拠点を中心に、観光協会や商工会、農水産業者などの事業者と連

携し、医療と観光を組み合わせたヘルスツーリズム*の誘致や、健康ブランド確立を目指

します。 

 

 

 

 

【めざそう値】 

 

第２章 

３編 後期基本計画 
【計画期間：令和 2 年度（2020 年）から令和 6 年度（2024 年）の 5 年間】 

11 

第１章 

12

＊ヘルスツーリズム 

旅行という非日常的な

楽しみの中で、健康回復

や健康増進を図ることを指

します。旅をきっかけとし、

旅行後も健康的な行動を

持続することにより、豊かな

日常生活を過ごせるように

なることをいいます。 



 

 

 

人と文化を育み時代を担う 
“人づくり”  

 

【主な施策】 

３-１ 学校教育の充実 ──────────────────── 

学力向上に向けた取り組みや総合学習・キャリア教育など生きる力を育む多様な教育

の充実を進めるとともに、教育に関する様々な相談体制の充実や関係機関との連携、学

校施設等の環境整備に努めます。 

３-２ 生涯学習の推進と生きがいづくり ──────────── 

生涯学習活動の充実、社会教育施設・コミュニティ活動拠点の充実、スポーツ・レク

リエーション等の内容充実を図り、世代に関係なく住民一人ひとりが学ぶ機会を得るこ

とができ、生きがいづくりにつながる施策を展開します。 

３-３ 地域文化の振興と継承 ───────────────── 

世界遺産中城城跡周辺をはじめとした歴史文化資源等の保全・整備・活用、郷土の歴

史学習や普及啓発の推進、地域文化活動や交流活動に関する支援に取り組みます。 

３-４ 平和活動・国際交流の推進 ──────────────── 

戦争体験の調査や記録を活用した平和学習の推進や普及啓発、海外移住者子弟の受入

や世界ウチナーンチュ大会等を通じた国際交流・国際協力の促進を図ります。 

３-５ 地域で見守る青少年育成───────────────── 

青少年団体活動等の推進、地域での協力体制の充実により、地域住民同士の交流過疎

化や地域とのつながりの希薄化に歯止めをかけ、地域で見守る青少年育成の実現に向け

た取り組みを進めます。 
 

 

【めざそう値】 

 

 

ゆいまーる（相互扶助）で築く 
安全・安心な“地域づくり” 

 

【主な施策】 

４-１ 児童福祉・子育て支援の充実 ────────────── 

地域ぐるみで子育てしやすい環境づくりや就学前教育・保育など多様な保育ニーズへ

の対応により、児童福祉・子育て支援の充実に取り組みます。 

４-２ 高齢者福祉の充実 ─────────────────── 

高齢者の生活支援、介護サービスの充実、居場所づくりや社会進出へ向けた支援によ

り、高齢者が安心していきいきと生活できる環境づくりに努めます。 

４-３ 障がい者（児）福祉の充実 ──────────────── 

障がい者（児）の保健・医療の充実や教育・育成の充実、就労や生活などに対する支

援の充実を図るほか、生活環境の整備に取り組みます。 

４-４ 地域防災力の向上 ─────────────────── 

災害に強い環境整備や自助・互助・共助・公助*による地域防災力の向上、消防・緊急

体制の拡充により、地域防災力の向上に努めます。 

４-５ 安全・安心な住環境の確保 ─────────────── 

スクールバスの継続運用や通学路での見守り活動などの交通安全対策、地域ニーズに

対応した街灯・防犯灯等の整備・維持管理などの防犯対策を進めます。 

４-６ 人にやさしい環境づくり ──────────────── 

心のバリアフリー*推進、誰もが不自由なく活動できる環境づくり、心の健康などに対

する普及啓発や情報提供、社会的弱者への支援により、本村で暮らす全ての人が偏見や

差別を受けることなく個々の特性や魅力が引き出される環境づくりに取り組みます。 

【めざそう値】 
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第４章 

３編 後期基本計画 
【計画期間：令和 2 年度（2020 年）から令和 6 年度（2024 年）の 5 年間】 

第３章 

13 

＊心のバリアフリー 

高齢者、障がい者等が

安心して日常生活や社会

生活ができるよう、施設整

備（ハード面）だけではな

く、高齢者、障がい者等の

困難を自らの問題として認

識し、心のバリアを取り除

き、その社会参加に積極

的に協力することを指しま

す。 



 

 

 

地域の魅力を活かしたにぎわいある 
“産業づくり”  

 

【主な施策】 

５-１ 観光・商工業の振興 ─────────────────── 

本村の強みを活かした観光資源開発や地域ブランドの形成、広域観光推進、地域案内

ガイドや体験型交流を担う人材育成、受け入れ態勢の強化を図り、観光・商工業の振興

を促進します。 

５-２ 農業の振興 ────────────────────── 

新たな戦略品目の生産普及・推進やバイオガス発電の活用など戦略的農業の推進、生

産基盤の強化、生産性向上、「人・農地プラン*の実質化」に基づく農業経営の安定化を

図ります。 

５-３ 水産業の振興 ───────────────────── 

本村の特産品であるアーサ（ヒトエグサ）養殖漁業の拡充、県や漁協および各産業と

の連携による水産基盤の強化と漁業の生産性向上に取り組みます。 

５-４ 雇用の創出と就業支援 ───────────────── 

新規産業の誘致、中小企業の基盤強化や就業支援に取り組み、新たな雇用の創出や失

業者対策、人手不足への対策に関する施策を展開します。 

 

【めざそう値】 

 

 

 

村民と共に創造する夢のある 
“まちづくり”  

 

【主な施策】 

６-１ 村民と協働のまちづくり ──────────────── 

村民主体のまちづくりへの支援、村民のまちづくりへの意識向上や参画機会の拡充、

地域おこし協力隊等の活用によるまちづくりの推進を図ります。 

６-２ 効率的な行財政運営 ────────────────── 

効率的な行政の運営、行政情報化の推進、様々な分野においての広域連携の推進、計

画的な財政の運営など、効率的・効果的で中長期的に持続可能な行財政運営に努めます。 

６-３ 誰もがチャレンジできる社会づくり──────────── 

性別や人種、年齢などに関係なく、それぞれの個性や能力を十分に発揮できる社会を

目指し、誰もが活躍しやすい環境づくりの推進を図ります。 

 

【めざそう値】 
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第６章 

３編 後期基本計画 
【計画期間：令和 2 年度（2020 年）から令和 6 年度（2024 年）の 5 年間】 

詳しい内容は村の 

ホームページでも 

見ることができるよ！

北中城村第四次総合計画 

基本構想・後期基本計画 

（第 2 期北中城村まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

第５章 

＊人・農地プラン 

農業者が話し合いに基

づき、地域の農業につい

て中心的な役割を果たす

ことが見込まれる農業者

（中心経営体）や、地域に

おける農業の将来の在り

方などを明確化し、市町

村が公表するものを指しま

す。 

平成 24（2012）年から取

組みが始まりましたが、農

地の集約化などについて、

地域での話し合いや具体

の取り組みが不十分であ

ったため、令和元（2019）

年、農林水産省より人・農

地プランの実質化につい

ての考え方が示されまし

た。 






