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第１章 総合戦略策定の位置づけ 

 

１．国の総合戦略策定の背景と基本的な考え方 

我が国は、2008 年をピークとして人口減少傾向局面入り、今後、2050 年には 9,700 万人

程度、2100 年には 5,000 万人を割り込む水準まで減少するとの推計がある。加えて、若い世

代の地方からの流出と東京圏への一極集中により、地方と東京圏の経済格差の拡大が進んでいる。 

地方の人口減少は、地域経済を縮小し地域社会の様々な基盤の維持を困難にするなど、人口減

少が経済を縮小させ更に人口減少を加速させる負のスパイラルに陥る可能性が高くなっている。 

人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるため、国は「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」

とそれを踏まえた 5カ年（2015 年～2019 年）政策目標と施策を定めた「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」（平成 26年 12 月 27 日閣議決定）を策定し、地方と連携して地方創生に取り組

むこととなった。 

国の総合戦略では、以下の４つの基本目標を定め、人口減少の歯止めと東京一極集中の是正を

進めていくとしている。 

①地方における安定した雇用を創出する 

②地方への新しい人の流れをつくる 

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

 

２．南風原町の位置づけ 

（１）「南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の位置づけ 

南風原町人口ビジョンによる人口推計では、南風原町は長期にわたり人口が減少せず、2060

年に概ね 4万人となっている。総合戦略は長期の人口ビジョンを勘案しつつ、地域の実情に応じ

た、今後 5年間の基本目標や施策の基本的方向、具体の施策を取りまとめたものである。 

基本的には、出生率 2.09を維持するため必要な施策を総合的、包括的に取り組む必要があり、

少子高齢化が進む中、年少人口、生産年齢、高齢者それぞれに対応し、子育て、教育、雇用、コ

ミュニティなどの施策を実施することで、住みやすい・住み続けたいと思える地域づくりの実現

を目指すものである。 

 

（２）計画対象期間 

「南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の対象期間は、平成 27 年度から平成 31 年度

の 5 カ年とする。 

 

（３）総合計画との関係 

「南風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標は、現在策定中の「南風原町第五次

総合計画基本構想・基本計画」の基本的な考えと整合性を図るものであり、人口ビジョンによる

将来人口や総合戦略に掲げる施策等は、第五次南風原町総合計画に反映されるものである。 
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第２章 基本目標 

 

１．人口ビジョンに基づく南風原町の基本目標の考え方 ⇒作業中 

○南風原町の人口ビジョンより、国の基本目標（4 つの柱）の再考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 ⇒作業中 

○南風原町の 4つの柱の設定（国の柱の並べ替え、文言の整理） 

 

 

 

 

①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

③・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

④・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

上記の人口ビジョンに基づく検討を踏ま

え、南風原町の基本目標を設定する。 

人口ビジョンにも基づく、住みよい地域づくりについての主な検討項目。 

（１）福祉施策（子育て支援、高齢者支援等） 

・待機児童の対策（人口の将来予測と保育ニーズを踏まえた適切な基盤整備） 

・青壮年期の健康課題の改善 

・高齢者の介護予防の充実 

・高齢者を住み慣れた地域で支える地域包括ケアシステムの構築 

（２）住環境の整備 

・魅力ある景観づくり 

・道路や公共交通など移動の利便性の向上 

・廃棄物処理、環境負荷の低減 

（３）雇用の創出 

・若者の雇用の創出（進学や就職期の 20～24 歳の受け入れ） 

・女性の就業率の高まりを踏まえた就労支援 

・農業および伝統産業（かすり）における後継者の育成 

（４）地域コミュニティ 

・人口増加に伴うコミュニティの希薄化（生活習慣や価値観の多様化等による）への対応 

・社会的孤立、貧困問題、地域間格差への対応 

・地域の歴史や文化、伝統などの継承 

（５）土地利用 

・市街地と自然のバランスという南風原町の魅力の維持、向上 

・将来人口推計を踏まえた適切な土地利用構想の策定 
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第３章 講ずべき施策に関する基本的方向 

 

１．施策の基本方向 ⇒未作業 

 

 

２．施策抽出の考え方 

 総合戦略の施策抽出に当たっては、以下のような基本的な考えを基に検討する。 

 ・沖縄振興一括交付金との関係整理 

 ・町単費事業との関係整理 

 ・目標達成のための予算措置の担保性が乏しい施策抽出 

 

①沖縄振興一括交付金との関係整理 

沖縄振興一括交付金は、沖縄振興に資する事業等で、沖縄の自立・戦略的発展に寄与するもの

を対象にし、沖縄独自の制度である。平成 24年度～平成 33年度の事業期間であり、交付率：

８／10（町負担 2割）である。 

平成 27 年度における南風原町の沖縄振興特別推進交付金の概要をみると、施策数 58、町負

担額が約 1億 4千万円、交付金交付額が約 5億 6千万円となっている。 

一括交付金については、総合戦略（交付率：１／２、事業期間：５年）に比べ、優位性が高い

ことから、これまでの実績・知見等を生かし、今後とも総合計画における目標像の実現を目指し

ていく観点から、最大限に利活用することを基本とする。 

その上で、施策実施の優先度・緊急性等を総合的に判断し、総合戦略での支援の可能性を検討

する。 

■南風原町における沖縄振興特別推進交付金概要             単位：件、千円 

交付金概要 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

施策数 42 55 52 58 

町負担額 165,558 160,033 131,811 140,951 

交付金交付額 660,000 630,936 527,156 563,736 

交付対象事業費 825,558 790,969 658,967 704,687 

 

 

②町単費事業との関係整理 

平成 26 年度主要施策における町単費のみの事業をみると、全体では 57 事業あり、事業費が

約 21 億 1 千万円である。 

事業数では、福祉施策の「ちむぐくるでつくる福祉と健康のまち」が 19 事業で最も多く、事

業費では都市施策の「みどりとまちが調和した安心・安全のまち」が多く、約 10億円である。 

以上のような町単費事業の現状を踏まえるとともに、今回の総合戦略の基本的方向の観点から、

施策の充実化あるいは他の施策との連携等、総合戦略での位置づけの有効性を検討する。 
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■平成 26 年度主要施策における町単独事業の状況            単位：件、千円 

目標像 事業数 事業費 その他 

みんなで考え、みんなで創るわくわくまち 3 3,495  

ひともまちもきらきら育つまつ 10 201,446  

ちむぐくるでつくる福祉と健康のまち 19 694,803  

工夫と連携で産業が躍動するまち 8 45,185  

みどりとまちが調和した安心・安全のまち 11 1,014,456  

行財政計画 6 155,080  

計 57 2,114,465  

 

③目標達成のための予算措置の担保性が乏しい施策抽出 

 現在、南風原町では第五次総合計画の策定作業も同時並行的に進められている。その中で、教

育分野と民生・福祉分野の連携、都市政策と地域コミュニティの関係強化など、これまでの枠組

みを超えた施策連携の必要性が指摘されている。 

上記の南風原町の将来像をめざした検討作業も踏まえつつ、今回の総合戦略の基本方向の観点

から、通常の補助事業、町単費では対応が困難な複数のセクションにまたがる施策、あるいは予

算措置の担保性が乏しい新規の施策事業については、総合戦略での位置づけの有効性を検討する。 
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第４章 具体的な施策と客観的な指標 

 

１．施策と KPI の設定 ⇒作業中 

 

具体的な施策については、４つの作業部会（総務部会、民生部会、経済建設部会、教育部会）

において検討を進めているところである。現在、第五次総合計画基本構想の策定に向けた作業を

並行して行っており、その中で見えてきた施策の進捗状況を踏まえた問題点と課題、第四次総合

計画策定後の 10年間における社会的な変化、施策抽出の考え方を踏まえ議論を行っている。 

現状の議論の内容を整理したのが次の項目となる。 

 

 

部会ごとの検討項目 

部会 具体的施策に関する主な項目 

総務部会  住み良い住環境をめざした循環型社会促進事業 

 人材バンクの構築と利活用促進事業 

 自治会活性化事業 

 テーマ別コミュニティ及びボランティア団体の可能性検討事業 

 安心・安全に暮らせるまちづくり事業 

民生部会  地域健康づくり事業（先行型） 

 ライフステージを通じた健康づくり支援事業 

 こども医療費助成の充実 

 こどもの健やかな成長を支える環境整備事業 

 こどもの貧困、社会的孤立の防止に向けた支援体制の構築 

経済建設部会  南風原町における戦略的企業誘致の促進事業 

 南風原町観光振興計画の推進事業 

 絣の里伝統工芸振興計画の策定 

 南風原町６次産業化推進計画 

教育部会  食を通じたまちづくり推進事業 

 生活困窮世帯に対する支援の充実 

 小中学校、幼稚園における教育環境の充実 

 青少年教育における出前講座等の拡充 
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【総務部会】 

 

１．住み続けたくなる地域づくりへの支援 

住み良い住環境をめざした循環型社会促進事業 

・町民を巻き込んだ形で展開している「はえばるリサイクルループ」事業（食品廃棄物の循環、

養豚用飼料、堆肥、バイオディーゼル燃料、就労支援事業）は、持続性・発展性の観点から、

更なる取組みの充実化をめざした取組みを検討する。 

 

人材バンクの構築と利活用促進事業 

・南風原町においては人材の積極的な活用の面から、現在、学校支援地域本部や名人制度等を活

用し、学校教育及び観光面における支援活動に取組んでいる。 

・今後は、分野、専門性など、特色ある人材の更なる利活用のあり方を検討し、行政と住民ある

いは住民同士の新たな関係づくり、当事者の社会貢献による役割づくりなど、幅広い人材活用

のあり方を総合的に検討する。 

 

自治会活性化事業 

・南風原町は地縁型コミュニティを基本としているが、自治会未加入者の増加など、地域コミュ

ニティの全体像を明確にする時期にある。“手上げ方式の手法”等により、モデル自治会におけ

る一年間を通しての支援を行う事業を検討する（字情報誌の発行、活性化ワークショップの開

催、字の宝物、人物紹介等）。 

・また、地元出身等のこれらのスキルをもつ（IT 等）若者に活動の場を提供し、雇用支援の一歩

手前の“インキュベーションオフィス”の場としての位置づけも検討する。 

 

テーマ別コミュニティ及びボランティア団体の可能性検討事業 

・南風原町における地縁型コミュニティ以外の子育て、教育、福祉、まちづくり等のテーマ別で

の活動実態を把握する。 

・「課題解決型」のテーマ別で活動している団体の活動を踏まえ、“手上げ方式等の手法”を検討

し、新たな南風原町ならではの取組みを支援する事業を検討する。（制度と制度の狭間ニーズ、

地域資源を活かした取組み、新たな地域の価値を創造する取組みなど）。 

  

安心・安全に暮らせるまちづくり事業 
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【民生部会】 

 

１．町民の健康づくり（国保の赤字解消）について 

地域健康づくり事業（先行型） 

・地域の交流拠点である公民館または集会所等に血圧計を設置し、健康の自己管理能力を高める。

またトレーニング室にトレーナーを配置することで雇用の創出並びに町民の健康づくりの支援

を行う。さらに児童館機能の追加（移動児童館）などを通じて、自治会公民館の多世代交流拠

点の形成を図る。 

 

ライフステージを通じた健康づくり支援事業 

・本町においても働き盛りの世代（青壮年期）が健康課題を抱えているが、出産についても生ま

れる子ども約１割が低出生体重児（2500ｇ以下）という状況もあり、妊娠期を含めライフス

テージを通じた健康づくりが求められる。妊娠期など適切なタイミングを捉えた支援などを充

実を図り、全町民の健康に対する意識の底上げを図る。 

 

２．こどもが安心して育つ環境について 

こども医療費助成の充実 

・中学生までを対象としたこども医療費の助成は、子育て環境として町民からの評価も高い。し

かし現状では、こども医療費助成について、協力してくれない病院もあり、役場の窓口に来て

申請する形になる。さらなる制度の充実、利用者及び行政の事務処理を効率化するシステム構

築を図る。生活困窮者等でも利用しやすいよう、医療費の立て替えを必要としない仕組みの構

築を検討する。 

 

こどもの健やかな成長を支える環境整備事業 

・こどもの成長、ライフステージを見据えた切れ目ない支援を行うためのコーディネーター等の

人材の育成並びに人材の配置。障がいなど、特に支援を必要とするこどもについては、出産か

ら保育、小学校入学、中学校への進学、高校入学や就労など、成長における節目を見据えた支

援のあり方、成長の切れ目で情報を共有できるフォーマットの構築など。 

 

こどもの貧困、社会的孤立の防止に向けた支援体制の構築 

・南風原町独自の社会的孤立の防止に向けた施策として、児童館や学童クラブ、ＮＰＯなどの地

域支援資源を活用したネットワーク構築を行う。具体施策として、児童館を活用したこどもの

孤食対策、中卒並びに高校中途退学者への支援、高校中途退学者に対する職場体験の協力企業

を募集し、その企業等への支援を検討する。 
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【経済建設部会】 

 

１．企業誘致について 

南風原町における戦略的企業誘致の促進事業 

・南風原町の産業構造及び今後の動向を踏まえ、町全体の産業振興に資する業種を洗い出し、戦

略的に誘致すべき企業の抽出を行なう。また、企業の誘致先となる那覇空港自動車道南 IC 周辺

地区の立地状況を整理するとともに、地権者の意向把握や事業手法の検討を行なう。 

・なお、企業立地促進法に基づき、国・県・市町村で広域的に策定した基本計画（沖縄中南部圏

域産業活性化基本計画）や、策定中の「南風原町中小企業・小規模企業振興基本条例」及び中

小企業振興策との整合を図る。 

 

２．観光振興について 

南風原町観光振興計画の推進事業 

・平成 26 年 3月に策定された「南風原町観光振興計画」の推進を図るため、事業効果や波及効

果、相互の関連性等に配慮し、優先的に取組む施策を一体的・戦略的・具体的に構築する推進

計画を作成する。 

 

３．伝統工芸の振興について 

絣の里伝統工芸振興計画の策定 

・振興方策の検討を行い、絣が産業として自立することによって、未来に渡って継承されるよう、

今後の絣に関する様々な施策の指針とする。具体的には、町民上げての絣振興（活用）を行う。

このためにも日常生活に根差した商品開発や、伝統工芸品としての昇華が求められる。 

 

４．６次産業化について 

南風原町６次産業化推進計画 

・農業を基軸に、農業と商工業の連携による新商品や特産品の開発、医療施設や高齢者等へのケ

ータリングサービスなどの医福食農の連携、ひまわり畑やイモほり体験など農業と観光・教育

との連携など、南風原町における農業の６次産業化の可能性について検討する。６次産業化の

中でコミュニティビジネスの展開も考えられ、多様な方へ雇用の場の提供を図る。また、これ

ら事業の実施する農業経営者を発掘し、「総合化事業計画」の策定を促すものとする。 
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【教育部会】 

 

食を通じたまちづくり推進事業 

・農業の６次産業化との連携を図りながら、地元の農産物を活用した料理教室、Ｊ１名古屋グラ

ンパス栄養士との連携、給食における地産地消の推進などを通じた、食を通じたまちづくりを

推進する。 

 

生活困窮世帯に対する支援の充実 

・就学援助制度（小中学生）において、制度の周知、対象者の要件や費目について検討。幼稚園

では平成 27年４月から要保護世帯を含む第１階層から第２階層Ｂに当てはまるすべての世帯

を対象に、給食費及びおやつ代（預かり）、夏休み等のケータリングよる昼食代の援助を行って

おり、その支援の充実。 

 

小中学校、幼稚園における教育環境の充実 

・小中学校の学校図書館では、辞典など長年の使用で痛みが生じても高価なため、なかなか買い

替え等が進まない。また幼稚園については、子ども・子育て支援新制度に基づき複数年保育に

移行するなど幼児教育の充実も求められている。小中学校並びに幼稚園における教育環境の充

実に向け図書の充実を図る。 

 

青少年教育における出前講座等の拡充 

・将来のまちづくりの担い手の育成、多様な働き方を見据えたキャリア教育など、青少年を対象とし

た市民性教育の一環として、地元の企業や専門家などの力を借りながら、本町の出前講座の拡充を

図る。 

 

 


