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■第五次総合計画 基本計画検討素材の概要 

これまでの住民会議やアンケートの意見をはじめ、各課ヒアリングにおける施策の進捗状況、

実施計画（Ｈ29～31）、ハイサイよーさん（Ｈ27）、総合戦略での施策の位置づけなどを基本計

画の検討素材として整理（別紙Ａ3資料参照）すると、以下の傾向がみられる。 

 

まちづく

り目標 

達成するため

の柱 
主な内容 

みんなで

考え、み

んなで創

るわくわ

くするま

ち 

①情報の共有

でひらかられ

たまち 

・住民会議及びアンケートでは、広報誌をはじめ、情報発信の方法、内容の

充実への意向がある。 

・実施計画及び予算化の状況は、これまで行われている広報誌、議会だより

などの事業にとどまっている。 

・第四次の施策の中で、「住民同士の情報共有の支援」について未実施である。 

②自ら考え、行

動するまち 

・住民会議及びアンケートでは、地域の担い手育成やシルバー世代の人材活

用の意向がある。 

・実施計画では事業の記載はなく、Ｈ27 予算では町善行・功労者表彰、男女

共同参画に関する事業のみである。 

・第四次の施策の中で、まちづくりの担い手育成や人材活用の施策が未実施

である。 

③みんなでつ

くるまち 

・住民会議及びアンケートでは、自治会加入促進に向けて、アパート・マン

ション居住者や事業者の協力やイベント開催、趣味・嗜好に合わせた小さ

なコミュニティへの意向がある。協働のまちづくりに向けては、「はえばる

まちおこし塾」の設立の意見もある。 

・実施計画及び予算化の状況は「区長事務委託」のみである。 

・第四次の施策の中で、地域活動団体の活性化について未実施である。 

きらきら

と輝く人

が育つま

ち 

①安らぎと豊

かな人間関係、

生きる力を育

む、家庭教育 

・住民会議では、家庭環境への支援や家庭において望ましい姿を示す必要性

への意見がある。また、アンケートからの意向は特にない。 

・実施計画及び予算化は、ほとんど行われていない。 

②地域に学び、

地域を愛する

人を育む、ふる

さと教育 

・住民会議及びアンケートでは、第四次で掲げられている施策の充実化や連

携が求められており、新たにスポーツ振興への意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、一括交付金なども活用して多くの事業が実

施されている。 

・第四次の施策の中で「南風原大学」に関する施策が未実施である。 

③個性を伸ば

し、豊かな心と

健やかな体を

地域と育む、学

校教育 

・住民会議及びアンケートでは、第四次で掲げられている施策や学校環境の

充実化が求められており、新たに社会的孤立対策への意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、一括交付金なども活用して多くの事業が実

施されている。 

ともにち

むぐくる

でつくる

福祉と健

康のまち 

①健康づくり

と 地 域 の 保

健・福祉・医療 

・住民会議及びアンケートでは、第四次の施策で掲げられている施策の充実

化が求められており、新たに生活困窮者支援への意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、一括交付金なども活用して多くの事業が実

施されている。 

・第四次の施策の中で「こども園の検討」については、未実施である。 

②ちむぐくる

で支えあう安

心して暮らせ

るまち 

・住民会議やアンケートでは、行政と地域の連携や人材育成、自治会だけで

なく新たなつながりづくり、制度の狭間への支援が求められている。 

・実施計画及び予算化の状況は、児童館や学童保育など様々な事業が実施さ

れている。 

・第四次の施策の中で「福祉ＮＰＯの設立支援」については、未実施である。 

資料２ 
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（つづき） 

まちづく

り目標 

達成するため

の柱 
主な内容 

工夫と連

携で産業

が躍動す

るまち 

①南風原産品

を創り伸ばす

農業の振興 

・住民会議及びアンケートでは、県外・海外への販路拡大をはじめ、六次産

業化、農産品のブランド化、ファーマーズの魅力アップへの意向があがっ

ている。 

・実施計画及び予算化の状況は、農業基盤、経営、担い手育成について取り

組まれている。 

・第四次の施策の中で「関係機関との連携した流通体制の確立」については、

未実施である。 

②賑わい・就労

を創る商業、製

造業、新規産業

の振興 

・住民会議及びアンケートでは、伝統工芸の振興をはじめ、企業支援・育成、

雇用創出支援、新規産業立地への意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、工芸産業の振興及び企業の相談育成などに

ついて取り組まれている。 

・第四次の施策の中で「産学官民の連携」「既存事務所の移転支援」「医療・

健康関連産業との連携」については、未実施である。 

③地域の連携

で創るレクリ

エーション・観

光振興 

・住民会議及びアンケートでは、情報発信の充実をはじめ、推進体制の強化、

人材育成、新たな観光資源の創出への意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、推進体制の強化や新たな観光資源の整備・

活用など、一括交付金等も利用して多くの事業が実施されている。 

みどりと

まちが調

和した安

全・安心

なまち 

①安全・安心に

暮らせるまち

づくり 

・住民会議及びアンケートでは、防災・防犯体制づくりをはじめ、安全安心

なまちづくり（歩道整備、避難行動情報の充実）への意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、体制の強化に関する事業が行われているが、

備蓄物資などの整備や避難施設の改修が大半である。 

・第四次の施策の中で「空き家の実態把握」については、未実施である。 

②快適で文化

的に暮らせる

まちづくり 

・住民会議及びアンケートでは、公園・緑地の整備をはじめ、潤いのある住

環境の創出（緑化等）、緑と水のネットワークへの意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、公園整備事業は行われているが、その他は

施設の維持管理費の計上となっている。 

・第四次の施策の中で「南風原ダムの活用方策検討」「個性ある美しい住環境

創出の方針づくり」「住民参画による公園等の整備、管理などの推進」につ

いては、未実施である。 

③利便性のよ

い魅力あるま

ちづくり 

・住民会議及びアンケートでは、生活の利便性（公共施設等）や公共交通の

充実（ＬＲＴなどの検討）、交通利便性を活かしたまちづくりへの意向があ

がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、町道の改良事業と土地区画整理事業に係る

経費の計上となっている。 

・第四次の施策の中で「道路整備プログラムの策定」「交通実験の導入」「現

国道 329 号における利便性の向上に資する方針検討」については、未実施

である。 

環境と共

生する美

しい住み

よいまち 

①生活に身近

な環境への取

り組み 

・住民会議及びアンケートでは、ごみの減量化・リサイクルなど、これまで

取り組んでいる施策の充実化への意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、不法投棄対策を除き、施策の展開に基づい

た事業が行われている。 

・第四次の施策の中で「関係機関との連携した流通体制の確立」については、

未実施である。 

②地域を越え

た環境問題へ

の取り組み 

・住民会議及びアンケートでは、特に意見は示されていない。 

・実施計画及び予算化の状況は、予算措置などがほとんど行われていない。 
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行財政計

画 

①健全な行財

政運営 

・アンケートでは、広域連携をはじめ、総合計画の実行性、健全な財政運営、

行政運営の向上に関する意向が上がっている。 

・実施計画及び予算化の状況は、行財政運営に必要な経費は計上されている。 
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□基本計画検討素材 

■みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

①情報の共有できる

ひらかれたまち 

 

★情報発信の充実 

・町の広報誌を「フリーペーパー」

並みの情報量にする 

・印刷業の多い南風原の特性を活

かした展開 

・広報誌に町内事業者のクーポン

などをつけるなど見てもらう工

夫 

・地域住民の横のつながりの情報

（ひとり暮らしの高齢者など）

提供の充実 

・コミュニティＦＭ ・ネット放

送局の設立 

・スマホ向けサービスで情報発信 

LINE、twitter 

 

★広報誌の作成、配布方法 

・広報誌の作成が、行政だけの仕

事ではなく、住民の雇用への展

開 

・広報誌の配布方法を直接ポステ

ィングし全戸配布 

 

★蓄積した情報の活用 

・これまで蓄積した情報のまちづ

くりへの活用 

 

★情報発信 

・広報誌や議会録、インターネットなどの情報

発信と提供の工夫。 

・南風原町全体の取組情報誌の作成。 

・総合計画の周知。 

 

★住民ニーズの把握 

・Web上での町民との意見交換。 

・多世代間の定期的な意見交換会。 

・問合せがしやすい環境整備 

・多くの町民の声を多様にいかした町政。 

・役所が積極的に地域の人と関わる 
 

★住民と行政との情報共有の
強化 

・議会広報・広聴活動強化事業 
・議会映像インターネット配信
事業 

・広報・広聴事業 
 
 

★住民と行政との情報共有の強化 
・議会広報・広聴活動強化事業 
・議会映像インターネット配信事
業 

・広報・広聴事業 

【H28 一括交付金】 
 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 

【第4次達成（完了）】 
 
 
 
【第 4 次未実施】 
○地域の各種団体等
が行う情報発信等
の取り組みに対し、
相談対応・助言など
の支援を行います。 

○住民、企業、地域活
動等がそれぞれ情
報を発信し、共有で
きるサイトの創設
を検討します。 

 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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■みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

②自ら考え行動する

まち 

 

★住民自治の確立に向けた取組

み 

・字の主体的な活動に対する支援 

 

★まちづくりの担い手育成 

・まちづくり講演会や学習会の充

実 

・地域の担い手の人材育成 

・有名な人を講演会の活用 

・今後の地域を支える人材育成に

商工会などの団体を活用 

・地域の役員の担い手育成 

 

★人材活用 

・シルバー世代の人材の活用 

★住民自治の確立に向けた取組み 

・議論の場の確保。 

・意見を出せる場の提供。 

・客観的な外部の人の意見も反映。 

・声をあげたくてもあげることができな

い人のことも考えた計画づくり 

 

★人材育成 

・人材育成 

・各地に名産品や名所があるが、南風原

では 

「人＝宝」。 

 

★人材活用 

・シルバーの知恵を活用。シルバー人材

の拡充 

・名人制度の活用 
 

 ★住民自治の確立に向けた教育の
充実と新たな公共サービスの
担い手の発掘・育成 

・町善行・功労賞事業 
 
★男女共同参画社会の実現を目指
した取り組み 

・女性政策推進事業 

【H28 一括交付金】 
 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 

【第4次達成（完了）】 
 
 
 
【第 4 次未実施】 
○まちづくりに関す
る講演会、学習会の
実施等により、行政
に関心をもつ機会
を創出します。 

○協働によるまちづ
くりの指針を作成
し、住民参画型のま
ちづくりが行える
体制を整えます。 

○まちづくりの多様
な分野で、退職者等
の豊富な経験やノ
ウハウ等をまちづ
くりに貢献できる
機会の創出に努め
ます。 

 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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■みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

③みんなでつくるま 

ち 

 

★自治会加入の促進への取

り組み 

・自治会加入率を向上させ

るには、アパートやマン

ションの住民をいかにし

て巻き込むかが大切。 

・引っ張ってもらう地域の

事業者の協力も必要。 

・定期的に町内の全戸点検

を実施することも1つの

手である。 

・青年会や特産品に絡んだ

イベント開催 

・地域の伝統行事の継承・

発展、町民全体の連携 

・地域行事への子どもの参

加促進（学校の枠を越え

た取組み） 

・子どもがみんなの前で得

意なことを披露して「ほ

められる場」の確保 

・趣味・嗜好に合わせた小

さなイベントの開催（ボ

ーリング、書道、音読な

ど） 

 

 

★協働のまちづくりへの取

り組み 

・地域のみなさんで管理し

ながら道路など維持管理 

・まちづくりに、外部有識

者、成功者の考えを入れ

る 

・はえばるまちおこし塾の

立ち上げ 

 

 

 

 

★自治会加入の促進 

・自治会の充実 

・地域行事に新しく町民となった人も一緒に 

参加できる仕組みづくり 

・地域行事を増やし若い人が地域の人たちと

触れ合える機会づくり 

・元々の住民と転入者との融和。 

・転入者同士の融和。 

・自治会費徴収など、自治会活動の周知と情

報発信。 

・アパート世帯と地元住民との交流 

・区費は払っているが、自治会活動や行事は

敷居が高い。 

・字費や他の募金を強制的に徴収するのはお

かしい 

・公民館の開放 

・地域活動への呼びかけ 

 

★地域活動団体の支援 

・青年会、婦人会、老人化等の各種団体の活

性 

 化 

・自治会、老人会、PTA、青年会などの地

域ネットワークづくり 

 

★協働のまちづくりへの取組み 

・確かなコミュニティづくり 

・大人と子どものコミュニケーションづくり 

・各種懇談会における意見交換の議事録作

成。 

 

★町の認知度の向上 

・基本理念「平和」「自立」「共生」 

・暮らしやすさを町外に発信 

・リピーターの促進。 

・町の歴史のアピール。 

・21 連アーチ 

・はえるん等の活用。 
 

★自治会加入の促進及び地域活動
団体の支援 

・区長（自治会長）事務委託事業 

★自治会加入の促進及び地域活動
団体の支援 

・区長（自治会長）事務委託事業 

【H28 一括交付金】 
 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 
★協働のまちづくりの取組み 
・若者の選挙啓発事業 
・人材バンクの構築と利活用促
進事業 

 
★自治会加入促進 
・自治会活性化事業 
 
★新たなコミュニティづくり 
・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 

 

【第4次達成（完了）】 
○「みんなでつくるま
ち」の実践を通し
て、「南風原町自治
基本条例」（仮称）
の制定に向けて取
り組みます 

 
 
【第 4 次未実施】 
○行政運営への住民
参画システムを構
築します。 

○既存の地域活動団
体の活動の活性化
を図るとともに、新
たな地域活動団体
の設立及び自主的
活動を支援します。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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■きらきらと輝く人が育つまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

①安らぎと豊かな人

間関係、生きる力を

育む、家庭教育 

 

★家庭環境 
ＩＣＴをうまく使う。スマ
ホ使用のルールづくり（広
く同意が得られるような
議論の仕方、周知の方法と
は） 
家庭への支援（家庭で日常
生活がきちんと送れてい
ないのでは） 
子供の成長に家庭支援や
家庭と地域・学校との連携
必要 
保護者が地域に目を向け
る（課題を共有する）ため
のきっかけづくり 
PTA 活動参加者の増加 
生活習慣の確立 

 
★家庭において望ましい姿 
「学童保育指針」（５年前
に沖縄県学童保育連絡協
議会で作成） 
「家庭教育支援条例」の制
定（各地で検討がされてい
る事例があるが課題もあ
り） 

   【H28 一括交付金】 
 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 
 
 
 

第 4 次達成（完了）】 
 
 
 
【第 4 次未実施】 
 
 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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■きらきらと輝く人が育つまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

②地域に学び、地域を愛

する人を育む、ふるさ

と教育 

 

★平和学習の充実 
平和学習ができる環境を
さらに活かした学習等の
充実（高齢者の声をきき、
活かす等） 

 
★国際的な視野を育てる教
育の充実 
国際的な視野を持てる教
育内容 
大使館を活用した国際交
流、人とのつながりづく
り。 

 
★地域活動の促進 
青年会活動、子ども会活
動の充実、活動の担い手
育成 
児童館を活用した学習支
援 

 
★ふるさと教育の充実に向
けたひとづくり 
きらきらした大人、何か
に夢中なれる大人を育て
方（お手本として名人制
度活用、具体課題を解決
する名人の募集等） 
名人制度で自薦、他薦問
わず募る（自分の周りを
みることにつながる） 

 
★他分野と連携した学びの
充実 
分野との連携した多様な
体験環境づくり 
さまざまな分野における
本物の体験者に触れる
（学習できる）機会づく
り 

 
★家庭教育・ふるさと教
育・学校教育の連携 
家庭、ふるさと、学校教
育について斜めの関係性
の構築 

 
★伝統工芸の継承・活用 
伝統工芸（かすり）の周

知 

★平和学習や歴史学習の推進 

・文書や映像などでリアルな実体験の継承への

取組み 

・平和学習の継続 

・沖縄戦研究や学習、継承の場を強化 

・子ども時代の地元南風原の歴史を学ぶ機会の

検討 

・陸軍病院壕跡 

・歴史（沖縄戦を含む）、伝統・文化を考慮に

入れたまちづくり 

 

★国際交流の推進 

・国際的な視野をもてる人材育成 

・平和分野を中心に海外との交流促進 

 

★地域活動の促進 

・学童対象の生涯学習、体験学習、サークルの

等の充実 

 

★世代間交流の促進 

・世代交流も深めることができる環境づくり

（イベント開催等） 

・大人と子どもがともに取組めるテーマづくり 

・異年齢集団の中で遊べる空間づくり 

・スポーツ、学習等、子どもとお年寄りと地域

の連携 

・ハンディキャップを持った人たちとの交流 

・DIY や昔遊び、手芸など、勉強以外の生きる

力の向上への対応 

 

★学びの場の充実 

・生涯学習の講座の増加 

・趣味的なものだけでなく考える力をつける公

民館講座の検討（文化センターとの連携） 

・地域公民館での寺小屋方式の学習の場づくり 

・就学前の子ども達への教育充実 

・南風原大学 

・図書館の拡大 

・美術館の設置 

・図書館の蔵書の充実 

・浦添公園のような児童室の整備 

・コミュニティのある図書館づくり 

・社会人や学生が自由に利用できる学習室を備

えた町中央図書館の整備 

・各公共施設予約のネット化 

 

 

★平和学習や歴史学習の推進 
・子ども平和学習交流事業 
・平和の日推進事業 
・陸軍病院壕公開活用事業 
・資料の公開活用事業 
 
★国際交流の推進 
・南風原町海外移住者子弟研修生
交付金事業 

・国際交流事業（育英会） 
・青年海外研修派遣事業 
 
★地域の各種団体の育成と主体的
な地域活動の促進 

・一般事務費 
・プロジェクトヒュート事業 
・社会体育補助金及び負担金 
 
★地域での体験や交流機会の充実 
・県外派遣事業費（育英会） 
 
★学びの場の充実 
・南風原大学運営事業 
・公民館活動の充実事業 
・図書の整備充実事業 
・一般事務費（スポーツ推進委員
報酬等） 

・山川体育センター運営費 
・花・水・緑の大回廊公園運営費 
・各種スポーツ教室 
・各種スポーツ大会 
 
★文化財・伝統工芸の保全・継承・
活用 

・民俗芸能交流会事業 
 
★文化の発信拠点の活用 
・一般事務費 
 

★平和学習や歴史学習の推進 
・子ども平和学習交流事業 
・平和の日推進事業 
・陸軍病院壕公開活用事業 
・資料の公開活用事業 
 
★国際交流の推進 
・南風原町海外移住者子弟研修生
交付金事業 

・国際交流事業（育英会） 
・青年海外研修派遣事業 
・沖縄県人カナダ移民 115 周年
記念式典派遣事業 

 
★地域の各種団体お育成と主体的
な地域活動の促進 

・学校支援地域本部設置事業 
・社会教育補助金及び負担金（一
般事務費） 

 
★地域での体験や交流機会の充実 
・県外派遣事業費（育英会） 
・児童生徒県外交流事業 
・放課後子ども教室推進事業 
・公民館講座事業 
 
★学びの場の充実 
・花・水・緑の大回廊公園運営費 
・各種スポーツ教室 
・各種スポーツ大会 
・公民館活動の充実事業 
・図書の整備充実事業 
 
★文化財・伝統工芸の保全・継承・
活用 

・民俗芸能交流会事業 
・文化財発掘調査委託事業 

【H28 一括交付金】 
★平和学習、歴史学習の推進 
・青少年国際交流事業 
・南風原町青年海外派遣事業 
・陸軍病院壕公開活用事業 
・資料の公開活用事業 
・子ども平和学習交流事業 
・平和の日推進事業 
 
★国際交流の推進 
・南風原町海外移住者子弟研
修生受入事業 

 
★地域活動団体の育成 
・プロジェクトヒュート支援
事業 

 
★文化伝統の保全・継承・活
用 
・伝統芸能保存育成事業 
・南風原町クサティ森等保全
事業 

・南風原町民俗芸能交流会開
催事業 

 
 
 
【総合戦略】 

【第 4 次達成（完了）】 
○文化財について、わ
かりやすい案内板
や説明版の設置を
図ります。 

 
 
【第 4 次未実施】 
○町内で学べる場（町
立中央公民館、町立
南風原文化センタ
ー等）を南風原大学
（仮称）と位置づ
け、誰もが気軽に学
べる環境を整えま
す。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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★文化財・伝統工芸の保全・継承・活用 

・伝統芸能や地域文化学習の充実 

・町民全体の連帯感が持てる博覧会の充実 

・かすり体験等の体験期間の検討 

・伝統芸能・行事をデジタル化し、字に貸し出

すシステムづくり（字情報発信） 

・綱引きは地域主体であり、そこが魅力・特徴

（与那原や那覇とのちがい） 

・各字のエキスパートや研究員の養成 

・南風原高等学校の郷土文化コース及び郷土芸

能部 

 

★文化の発信拠点の活用 

・文化センターの重要性の宣伝。 

・南風原町は文化のアジマ― 

・文化や伝統を伝えられるまちづくり 

・先進的な取組みをおこなっている文化行政の

正当な評価 

・かすりや沖縄戦に関する歴史資料等の文化的

な魅力 

・南風原ジャスコとのサークルイベント 

 
★スポーツの振興 

・教育・スポーツ等多分野でチャレンジできる

制度づくり 

・子ども向けのスポーツサークルの設置検討

（整備されつつある施設活用） 

・黄金森でのストレッチする場所の整備 

・町営プールの整備 

・スポーツやウォーキング人口の増加に対応し

た休憩場所やベンチの接設置 

・フットサル場の整備 

・室内テニスコート場、球技場施設の充実 

・生涯スポーツの充実（支援員配置→プログラ

ム化） 

・安く使えるジム 
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■きらきらと輝く人が育つまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

③個性を伸ばし、豊か

な心と健やかな体を

地域と育む、学校教

育 

 

★地域とともに育む学校教

育 

「学校応援隊はえばる」の

周知 

地域支援コーディネータ

ーによる教育の充実 

キャリア教育の充実（伝統

工芸の担い手づくり等） 

学校と学童クラブの連携

強化、学童クラブのこども

の居場所としてのあり方 

 

★情報提供 

幼稚園の複数年保育の内

容、メリットや魅力を知ら

せる（カリキュラムなど情

報・ＰＲ） 

 

★社会的孤立対策 

貧困の状況把握と教育支

援 

夕方、夜間のこどもの居場

所づくり（教育との連携の

あり方） 

地域と連携した不登校児

童等の居場所づくり（農地

の活用） 

 

★就学支援制度 

奨学金制度 

★地域に根差した特色ある学校づくり 

・地域のつながりも強く子育てには良い環境 

・空間的にも地域に開かれた学校づくり 

・遠隔地の通学バスの検討 

・自転車通学の検討 

 

★施設整備の充実 

・全教室へのクーラーの設置 

・学校施設の老朽化への対応 

・トイレの改修 

 

★学校教育環境の充実 

・図書館の蔵書を増やす 

・学習支援員の増員の必要性 

・発達障害の子どもへの人的対応の充実 

・英語や中国語に特化等、オリジナル性のある

教育 

・開邦高校との連携 

・宅習ノートの効果検証 

 

★子どもたちの心身の健康づくり 

・心身ともに健康な人づくり 

 

★校区再編 

・マンモス校化への対応 

・小学校の児童数格差への対応 

・高校校区の検討 
 

★子どもの自治意識や豊かな心を
育む学習内容の充実 

・教育委員会運営事業 
・英会話教育の充実 
・教育総務一般事務費 
・学校教育事業 
・児童生徒県外交流事業 
・学習支援員等配置事業（小学校） 
・教科書改訂に係る経費 
・要保護・準要保護支援事業（小
学校） 

・学習支援員等配置事業（中学校） 
・要保護・準要保護支援事業（中
学校） 

・幼稚園臨時職員に係る経費 
・幼稚園就園援助事業 
・魅力的な体験学習事業 
 
★子どもたちの心身の健康づくり 
・教育相談事業 
・児童生徒健全育成事業 
・各種大会派遣助成事業 
・県外等派遣助成事業 
・一般事務費（学校給食運営審議
会など） 

・調理場施設維持管理事業 
・調理場運営事業 
・給食材料に係る経費 
 
★地域に根差した特色ある学校づ
くり 

・預かり保育事業 
 
★子どもたちが安心してのびのび
と学ぶ環境づくりの促進 

・学校施設維持管理事業 
・特別支援教育支援員（ヘルパー）
配置事業（小学校） 

・学校設備の維持・管理費（小学
校） 

・学校ＩＣＴ推進事業（小学校） 
・北丘小学校体育館危険改築事業 
・翔南小学校トイレ改修事業 
・特別支援教育支援員（ヘルパー）
配置事業（中学校） 

・学校設備の維持・管理費（中学
校） 

・学校ＩＣＴ推進事業（中学校） 
・南星中学校トイレ改修事業 
・特別支援教育支援員（ヘルパー）
配置事業（幼稚園） 

 

★子どもの自治意識や豊かな心を
育む学習内容の充実 

・学校教育事業 
・英会話教育の充実 
・学習支援員等配置事業（小、中
学校） 

・就学奨励事業（小、中学校） 
・幼稚園就園奨励事業（保育料の
減免、補助） 

・幼稚園就園援助事業（給食、お
やつ代の援助） 

・魅力的な体験学習事業 
 
★子どもたちの心身の健康づくり 
・教育相談事業 
・児童生徒健全育成事業 
・調理場施設維持管理事業 
・調理場運営事業 
・給食材料に係る経費 
 
★地域に根差した特色ある学校づ
くり 

・預かり保育事業 
 
★子どもたちが安心してのびのび
と学ぶ環境づくりの促進 

・小、中学校（学校管理費・教育
振興費） 

・特別支援教育支援員（ヘルパー）
配置事業（幼稚園、小学校、中
学校） 

・学校ＩＣＴ推進事業（小、中学
校） 

・各幼稚園にかかる経費 
・幼稚園園舎新増築事業 
・北丘小学校大規模改造事業 
・北丘小学校西側避難通路整備事
業 

・津嘉山小学校南側避難通路整備
事業 

・南風原中学校普通教室改善整備
事業 

・南風原中学校防災機能強化事業 

【H28 一括交付金】 
★学習内容の充実 
・小学校英語指導助手配置事
業 

・学力調査等事業 
・学習支援員配置事業 
・中学校外国人英語指導助手
配置事業 

・魅力的な体験学習事業 
・南風原町児童生徒県外交流
事業 

 
★心身の健康づくり 
・児童生徒健全育成事業 
・教育相談支援事業 
・南風原町各種大会派遣支援
事業 

・南風原町県外等派遣支援事
業 

・南風原町幼稚園体育活動充
実事業 

 
★特色ある学校づくり 
・幼稚園保育充実支援員配置
事業 

 
★学ぶ環境の充実 
・特別支援教育支援員配置事
業 
・学校 ICT 推進事業 
 
 
【総合戦略】 
★学ぶ環境の充実 
・子どもの健やかな成長を支
える環境整備事業 

・生活困窮世帯に対する支援
の充実事業 

・小中学校、幼稚園における
教育環境の充実事業 

 
★地域とともに育む学校教育 

・次代を担うひとづくり
に向けた学習機会等の
拡充事業 
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■ともにちむぐくるでつくる福祉と健康のまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

①健康づくりと保健

福祉のサービスの

充実 

 

★健康づくりの推進 
健康寿命を伸ばすための工
夫（健康格差の解消、働き
盛りの男性の健康づくり、
健診の受診率向上対策） 

 
★児童福祉サービス等の充実 
こども医療費助成の継続 
子育てしやすい環境づく
り、安心できる居場所づく
り、福祉のまちづくり 
子育て支援に関わるサービ
ス（マンパワー含め）の充
実 
学童クラブにおけるひとり
親世帯や生活困窮者に対す
る支援のあり方 
子育てママ間の情報交換の
場、些細なことを解決する
場（役場内キッズカフェ、
入りやすい環境づくり、） 

 
★高齢者サービスの充実 
シルバー人材センターの設
置など元気な高齢者の力を
活用する方策 
高齢者が生涯現役でいられ
る施策の充実 
介護予防の拠点の充実（拠
点を増やす、通いやすい雰
囲気づくりなど） 

 
★生活困窮者支援 
生活困窮世帯への支援、相

談対応の充実 

★健康づくりの推進 

・町民の健康推進（特定健診、保健指導） 

・人間ドックの指定医療機関利用のあり方の検

討（在職時の病院を継続利用→町の指定病院

以外の場合の補助額の差額の補てん） 

・町全体が健康で安心できる町 

・個別検診結果の伝達方法の検討（訪問での手

渡しは気兼ね。郵送） 

・医療福祉の充実 

・黄金森運動公園などを利用した健康増進講

座・サークルの検討 

・不妊治療への助成 

・保健指導の継続 

・子育て世代への健診促進 

  

★保健サービスの充実 

・認定こども園の設立 

・認可保育園の増設。 

・保育園への入園優先順位等の再考 

・母子家庭だけでなく、多子家庭なども認可園

に優先的に入園 

・各小学校施設に学童保育の開設 

・保育料の値下げ 

・児童の下校後の居場所づくり 

・保育園の入所時期の見直し検討（慣らし保育） 

・私立幼稚園への支援策の拡大 

・認可外保育園への支援拡充 

・幼稚園の給食継続 

 

★高齢者サービス・障がい者サービスの充実 

・高齢者検診の充実 

・高齢者福祉の受実 

・介護リハビリ施設の充実 

 

★マンパワーの確保及び資質の向上 

・保育士の待遇改善 

・幼稚園の土曜日預かり保育の必要性の再考

（教諭のライフワークバランス） 

・助産師や看護師などの専門的資格をもつ職員

による訪問対応の必要性 
 

★保健・福祉・医療分野に関する
総合的な計画及び分野別計画の
策定 

・高齢者福祉計画策定事業 
・障がい福祉計画策定事業 
 
★地域包括支援センターによる相
談機能の充実 

・包括的支援事業 
 
★健康づくりの推進 
・地方創生先行型事業 
・国保特別会計事業 
・高齢者医療対策費 
・国民年金事務費 
・介護保険運営事業 
・一般事務費（総合保健福祉防災
センター施設維持管理費等） 

・こども医療費助成事業 
・妊婦一般健康診査事業 
・予防接種事業 
・住民健診（健康診査）事業 
・婦人がん検診事業 
・長寿県復活 食の応援事業 
・レセプト点検事業 
・高額療養費貸付事業 
・一般被保険者療養給付事業 
・退職被保険者等療養給付事業 
・一般被保険者療養事業 
・退職被保険者等療養事業 
・一般被保険者高額療養事業 
・退職被保険者等高額療養事業 
・出産支援事業 
・後期高齢者支援金事業 
・介護納付金事業 
・高額医療費対策事業 
・一般事務費（国保） 
・特定健康診査等事業 
・保険料等負担金事業 
 
★保育サービスの充実 
・認可外保育園事業・補助 
・認可保育園事業・単独 
・ひとり親家庭認可外利用料補助
事業 

・延長保育促進事業 
・障がい児保育事業 
・一時保育事業（認可保育園） 
・一時保育事業（公立保育所） 
・認可保育園事業・補助 
・地域型保育事業・補助 
・保育体制強化事業 
・保育所等整備交付金事業 
・幼稚園就園奨励事業 
 

★地域包括支援センターによる相
談機能の充実 

・包括的支援事業 
 
★健康づくりの推進 
・国民健康保険事業 
・国民健康保険特別会計繰出金 
・高齢者医療対策費 
・国民年金事務費 
・介護保険運営事業 
・こども医療費助成事業 
・母子父子家庭医療費助成事業 
・長期療養者支援事業 
・戦没者遺族等援護事業 
・特別弔慰金事業 
・マタニティー事業 
・新生児妊産婦訪問指導事業 
・赤ちゃんすこやか広場事業 
・7 か月児相談事業 
・母子栄養強化事業 
・未熟児養育医療事業 
・1 歳 6ヶ月児童健康診査事業 
・3 歳児健康診査事業 
・妊婦一般健康診査事業 
・乳児一般健康診査事業 
・2 歳児健診事業 
・予防接種事業 
・住民健診（健康診査）事業 
・婦人がん検診事業 
・後期高齢者医療事業 
・長寿県復活 食の応援事業 
 
★保育サービスの充実 
・宮平保育所運営事業 
・認可外保育園事業・補助 
・認可外保育園事業・町単独 
・認可保育園事業・単独 
・延長保育促進事業 
・障がい児保育事業 
・一時保育事業（認可保育園、公
立保育所） 

・病児病後児保育事業 
・認可保育園事業・補助 
・地域型保育事業・補助 
・認可外保育施設環境整備事業 
 
★高齢者サービス・障がい者サー
ビスの充実 

・介護予防事業 
・家族介護支援事業 
・緊急通報体制等整備事業 
・高齢者地域支援体制整備・評価
事業 

・重度心身障害者医療費助成事業 
・自立支援医療費事業 

【H28 一括交付金】 
★健康づくりの推進 
・長寿県復活食の応援事業 
 
 
 
 
【総合戦略】 
 
★健康づくりの推進 
・生活習慣病の発症並びに重
症化予防の推進事業 

・ライフステージを通じた健
康づくり支援事業 

・高齢化の進展を見据えた健
康づくり、介護予防事業 

 
★保育サービスの充実 
・待機児童対策に向けた保育
基盤整備事業 

 
 

【第4次達成（完了）】 
 
 
【第 4 次未実施】 
○こども園（仮称）の
設置については、今
後の国の制度動向
に注視しつつ、関係
機関連携のもとで
検討します。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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★高齢者サービス・障がい者サー
ビスの充実 

・介護予防事業 
・生活支援体制整備事業 
・生活支援体制整備事業 
・認知症施策推進事業 
・認知症サポーター養成事業 
・一般事務費（障がい者福祉事務） 
・重度心身障害者医療費助成事業 
・自立支援医療費事業 
・市町村地域生活支援事業 
・介護給付・訓練等給付事業 
・軽度・中度難聴児補聴器購入費
助成事業 

・市町村地域生活支援事業 
・小児慢性特定疾患児日常生活用
具給付事業 

・介護給付・訓練等給付事業 
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■ともにちむぐくるでつくる福祉と健康のまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

②ちむぐくるで支え

あう安心して暮ら

せるまち 

 

★行政と地域の連携、福祉の
まちづくり 
行政と住民の関わり方、制
度の狭間にある声を聞く仕
組みづくり 
各字公民館を中心とした活
動の充実、継続 
障がい者（児）も共に遊べ
る場所（機会）づくり 
子どもの夜の居場所づくり
（利用料で学童に行けない
子どもの居場所など） 
小学校１年生から学べる場
（家で勉強（宿題）をみて
くれる人がいない→学業に
ついていけない→不登校） 
地域からの提案型事業制度
の創設 

 
★人を育てる 
人材、ボランティア等を育
てる仕組みづくり 
地域（各字）単位をつなぐ
人材（コーディネーター等）
や仕組みづくり 
貧困、生活困窮、社会的孤
立等を「正しくみる目」を
育てる取り組み 
家庭の経済状況ではなく、
親による子どもへの貧困の
押しつけ（給食費や就学旅
行の費用を経済的に余裕が
あっても払わない等）への
対応 

 
★制度の狭間、社会的孤立へ
の支援 
現状の制度の狭間にいる方
への支援 
貧困の連鎖を断ち切る施策
（貧困が社会に与える影
響、取り組みによる効果を
含め、広く社会的な認知を
進めながら、就労を含めど
のように取り組みを進める
か） 

 
★課題予測及びニーズの把握 
課題予測に基づく取り組み
（起こりうる課題を予測し
対応策について事前に取り
組む） 
居住者、事業者含めた町民
が活動できる制度の充実 

 

★支えあい・助け合いによる福祉のまちづくり

の推進 

・老老介護を地域で見守る体制づくり 

・人権擁護の窓口設置。 

・子ども目線、障がい者目線でのまちづくり 

・障がい者や高齢者が住み良い環境づくり 

 

★子育て家庭に対する支援 

・子育て支援に関する情報発信。 

・中学生まで医療費無料。 

・医療費の高校までの引上げ 

・小児医療補助の充実 

・医療費の支払方法の改善（山口県山陽小野田

市→カード提示） 

・出産手当やチャイルドシートの貸出等の支援 

・子育てサロンや子育て支援センター 

・子育てサロンの内容充実 

・子育て支援センター等での体験事業の土曜日

開催 

・商工会と連携した事業所への子育て休暇取得

の協力依頼。 

 

★子ども達が安心・安全に過ごすことのできる

居場所づくりの推進 

・児童館の利用促進 

・学習室と居場所の確保 

・学童費用の低減化 

 

★ふれあい・交流を目的とした居場所づくり 

・介護の支援の取り組みの充実 

・要支援判定の再考 

・老人娯楽施設の拡充 

・障がい児の児童デイ等の受け入れ先の確保 

・障がい児の社会参加 

  

★経済生活の安定化推進 

・困窮者対応の窓口設置 

 

★高齢者・障がい者の社会参加の促進 

・ちむぐくる館の送迎バスの継続 

・障がい者や高齢者、児童が楽しめるイベント

（お祭り、バーベキュー）の開催 
 

★支えあい・助け合いによる福祉
のまちづくりの推進 

・社会福祉団体育成事業 
 
★子育て家庭に対する支援 
・地域子育て支援拠点事業（認可
保育園） 

・地域子育て支援拠点事業（公立
保育所） 

 
★子どもたちが安心・安全に過ご
すことのできる居場所づくりの
推進 

・児童館運営事業（単独） 
・学童保育事業（補助） 
・放課後児童の居場所づくり支援
事業 

 
★経済生活の安定化推進 
・児童手当事業 
・母子父子家庭医療費助成事業 
 

★支えあい・助け合いによる福祉
のまちづくりの推進 

・社会福祉団体育成事業 
・ボランティア活動補助事業 
 
★子育て家庭に対する支援 
・地域子育て支援拠点事業（認可
保育園、公立保育所） 

 
★子どもたちが安心・安全に過ご
すことのできる居場所づくりの
推進 

・児童館運営事業（単独） 
・学童保育事業（補助） 
・放課後児童の居場所づくり支援
事業 

・ファミリーサポートセンター事
業 

 
★経済生活の安定化推進 
・消費者行政活性化事業 
・臨時福祉給付金事業 
・子育て世帯臨時特例給付金事業 
・児童手当事業 
 
★高齢者・障がい者の社会参加の
促進 

・敬老会事業 
・高齢者祝金支給事業 

【H28 一括交付金】 
★子どもが安心して過ごせる
居場所づくり 

・放課後児童の居場所づくり
支援事業 

 
 
 
 
【総合戦略】 
★子育て家庭に対する支援 
・こども医療費助成の充実事
業 

 
★社会的孤立対策 
・子どもの貧困、社会的孤立
の防止に向けた支援体制の
構築事業 

 
★地域と連携した健康づくり 
・地域健康づくり事業（先行
型） 

 
 
 
 

【第4次達成（完了）】 
 
 
【第 4 次未実施】 
○関係機関と連携し、
福祉NPOの設立を
支援します。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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★新たなつながりづくり 
高齢者、ひとり暮らし、貧
困世帯、声を上げられない
方たちを把握し、見捨てな
い地域コミュニティづくり 
新たなつながりのつくり方
（既存の自治会や民生委員
等を通じたものだけでな
く） 

 
 
 
世代、環境に応じた情報提
供のあり方を検討 

（まちづくり目標１） 
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■工夫と連携で産業が躍動するまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

①南風原産品を創り

伸ばす農業の振興 

 

★農地保全 

・農地の保全が必要 

 

★販路の開拓 

・南風原町の農産物を県外だ

けでなく、海外へも広く展

開していく取り組み 

・特産品のヘチマやスターフ

ルーツに販路拡大 

 

★ブランド化の取り組み 

・南風原町産の特産品など

を、県外などへアピールす

るには「はえばる」という

町名統一したブランド化 

 

★農業経営の強化 

・「人材サポートセンター」

の再活用 

・可能性の高い産品に集中し

て支援 

・安全・安心で付加価値が高

い農産品の展開（自然農法

なども） 

 

★六次産業化 

・農産物加工産業について

は、今後、「南風原町 6次

産業化」の観点からの検 

・観光との連携での農業振興

の検討 

・現在、点で行われている「ひ

まわり畑」の取り組みを観

光資源として広げていく

取り組み（緑肥としての効

果も） 

★六次産業化 

・津嘉山かぼちゃなどの特産品の町内販売の工

夫、促進。 

・津嘉山かぼちゃを活かした産業振興 

・JA ファーマーズの魅力アップ 

 

★農地保全 

・農地をこれ以上減じない。 

・農業振興地域なので農地を残して農業振興 

 

★農業基盤の強化 
・ビニールハウス設置事業 
・地域農業活性化事業 
・農業基盤整備促進事業 
 
★農業経営の強化 
・農業委員会運営事業 
・農産物販売促進事業 
・畜産振興対策事業 
 
★担い手の育成 
・新規就農総合支援事業 
・新規就農一貫支援事業 

★農業基盤の強化 
・ビニールハウス設置事業 
・地域農業活性化事業 
・畑地かんがい井戸設置補助事業 
・山川地区畑地かんがい排水等整
備事業 

 
★農業経営の強化 
・農業委員会運営事業 
・野菜振興対策事業 
・さとうきび振興対策事業 
・農業団体育成強化 
・地力増強対策事業 
・農地深耕・荒廃地解消事業 
・農作物被害防止事業 
 
★担い手の育成 
・新規就農総合支援事業 
・新規就農一貫支援事業 
 
 
・畜産公害・環境保全対策事業 
（まちづくり目標 6へ？） 

【H28 一括交付金】 
★農業の振興 
・南風原町和牛改良支援事業 
・南風原町農産物販売促進事
業 

 
 
 
 
【総合戦略】 
★六次産業化 
・南風原町６次産業化推進事
業 
 
 
 

【第4次達成（完了）】 
 
 
【第 4 次未実施】 
○関係機関・各種団体
等と連携し、安定し
た流通体制の確立
を促進します。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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■工夫と連携で産業が躍動するまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

②賑わい・就労を創る

商業、製造業、新規

産業の振興 

 

★伝統工芸の振興 

・琉球かすり産業の担い手育

成（体験学習・民泊など活

用し人材確保） 

・海外の大金持ちをターゲッ

トにした滞在型、絣織体験

の展開 

・販路開拓と具体的な目標設

定 

・海外の生活に合わせた製品

の開発、販売 

・製造から販売まで一貫した

体制づくり 

 

★企業支援、育成 

・中小企業振興基本条例の基

に、地域根ざす産業や戦略

的な企業支援 

・中小企業による働き甲斐の

アピール 

・起業支援の拠点整備 

 

★雇用創出支援 

・人材センターの配置 

・シルバー人材センターの設

置 

・シングルマザーや貧困層の

働く場の支援として、行政

側で相談から制度活用する

まで一貫したコーディネー

ト 

 

★新規産業の立地への取り組

み 

・農業地域の見直し（用地確

保） 

・企業が活動しやすい環境整

備（税制、雇用） 

・印刷業など集積している既

存産業の活用 

・情報・メディア関連産業の

産業振興全体での位置づけ

を踏まえた検討 

 

★高齢社会の視点 

・マチヤグヮーの位置づけ 

★特産品開発 

・特産品の開発 

・特産品のアイディアコンテスト 

・情報発信の方法と工夫。 

 

★伝統工芸の振興 

・琉球絣等の伝統を活かした産業振興 

・琉球絣等の特産品を継続する後継者育成 

・若者が好むパステルカラー等の色合いを取

り入れた小物等の親しみやすい商品づく

り 

・公立学校の制服へのかすりのワンポイント

デザイン 

・もう少し大衆化し、中量生産すれば普及さ

せることが可能 

・首里と読谷と肩を並べるような織物のまち 

 

★医療・健康関連産業の連携 

・美容、健康、医療の連携による産業にビジ

ネス化 

・病院施設等が充実 

・人気のある歯科医と「歯科技工師」のもつ

ポテンシャルの活用 

  

★雇用創出支援 

・企業誘致 

・シルバーセンターの設立 

・町内雇用の創出。 

・障がい者雇用の斡旋（清掃・洗濯・見守） 

  

★商業環境 

・商業施設（ショッピングセンター・映画館

など）の充実 

・生活必需品を販売している店舗が充実。 

・アウトレット 

・若い人向けのファションモール 

・地元のパン屋さんが少ない 

・パチンコ廃止と本屋が必要。 
 

★自立できる工芸産業の振興 
・琉球絣等伝統工芸事業 
・伝統工芸後継者育成・観光との連
携事業 

 
★企業の相談・育成活動の強化 
・無料職業紹介所整備事業 
・一般事務費（住宅改修等） 
・商工会の育成強化 
・中小企業現状調査事業 

★自立できる工芸産業の振興 
・琉球絣等伝統工芸事業 
・伝統工芸後継者育成・観光との連
携事業 

 
★企業の相談・育成活動の強化 
・商工会の育成強化 
 
★雇用の創出支援 
・労働者・退職者等支援事業 
・住宅リフォーム支援事業 
・地域人づくり事業（パノラマ観光
カメライター育成事業） 

 
★特産品開発 
・商品開発・技術力強化事業 

【H28 一括交付金】 
★伝統工芸の振興 
・デザイン・くくり担い手育
成事業 

 
★就労支援 
・無料職業紹介所整備事業 
 
 
 
 
【総合戦略】 
★伝統工芸の振興 
・伝統工芸振興事業 
 
★中小企業の振興 
・中小企業・小規模企業振興
推進事業 

 
★雇用創出支援 
・戦略的企業誘致整備促進事
業 

・雇用・就労支援事業 
 
 

【第4次達成（完了）】 
 
 
【第 4 次未実施】 
○産・学・官・民連携
により、印刷産業を
はじめ既存の製造
業の高度化技術の
導入及び開発を促
進するとともに、新
たな関連産業の集
積・誘導を図りま
す。 

○既存事務所（商工
業）の事業拡大等に
伴う移転について
は、町内移転が可能
となるよう支援し
ます。 

○町内に立地する医
療機関等と連携し、
相乗効果の高い医
療・健康関連産業、
事業所等の集積を
図ります。 

○新川地区において
は、医療機関等の集
客性を活かした商
業・サービス関連産
業の立地を促進し
ます。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 

 



18 

■工夫と連携で産業が躍動するまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

③地域の連携で創る

レクリエーション・

観光の振興 

 

★新たな観光資源の創出 

・黄金森公園は、交通の利便

性や施設の充実度などで

町外から人が訪れている

が、花を植えてきれいにす

るなど、今ある資源をさら

に磨きあげることも重要

である。 

・「ひまわり畑」の観光、教

育との連携の検討 

・素通りしない南風原（南風

原一周ドライブコース） 

・南風原町に人を滞在させ、

お金を使ってもらうシス

テムの検討（高速道路の桁

下にキャンプ場をつくる

など） 

・「飛び安里」「金城哲夫」な

ど資源を活用を推進と他

の資源とのネットワーク

による新たな魅力の創出 

 

★観光推進体制の強化 

・行政と企業者、町民との意

見交換の場の設置 

・観光協会の体力強化（自立

に向けた支援） 

・近隣の町との連携 

 

★人材育成 

・産・官・学・民を結ぶ、結

人育成キーパーソンの発

掘・育成 

 

★情報発信 

・南風原町で何をやってい

る、どんなまちづくりを行

っているというところを

住民のみなさんと行政と

タイアップして行う（広報

の充実） 

 

★宿泊施設 

・ホテルの誘致など 

★多様な情報発信 

・ネット環境の充実（wi-fi） 

  

★新たな観光資源の創出 

・新たに何かをつくるのではなく現在あるもの

の魅力を引き出す。 

・金城哲夫資料館 

・「金城哲夫」を超える新たな観光魅力づくり 

・世界のウルトラマンときくが町内にオブジェ

もない。アニメ等によるまちの活性化。 

・医療機関との連携による健康リゾート 

・観光客と地元町民が交流できる観光施設 

・食のテーマパーク 

・ネットの時代を踏まえたミニミニ動物園の開

設（若いファミリー層にアピール） 

・Wi-fi を町全域に拡大 

 

★宿泊施設 

・宿泊施設（ホテル）の誘致。 

・民泊 

  
 

★観光推進体制の強化 
・危険生物駆除事業 
・観光事業 
・やさしい観光地づくり推進事業
（情報提供アプリなど） 
・かすりの道景観活性化プロジェ
クト 

 
★新たな観光資源の整備・活用 
・商品開発・技術力強化事業 
・ヒーローのまちづくり事業 
・民泊啓蒙推進事業 
・観光ＰＲ促進事業 
・南風原観光発信施設整備事業 
・黄金森公園スポーツ施設活性化
事業 

 
★歴史文化資源の保全活用 
・資料館整備事業 
 
★地場産品の活用と開発促進 
・南風原地域発信力強化事業 

★観光推進体制の強化 
・観光事業 
・やさしい観光地づくり推進事業
（情報提供アプリなど） 
・かすりの道景観活性化プロジェ
クト 

 
★新たな観光資源の整備・活用 
・ヒーローのまちづくり事業 
・民泊啓蒙推進事業 
・観光ＰＲ促進事業 
・南風原名人制度創設事業 
 
★地場産品の活用と開発促進 
・南風原地域発信力強化事業 

【H28 一括交付金】 
★観光基盤の整備 
・かすりの道活性化プロジェ
クト 

・シマじまガイド事業 
・危険生物駆除事業 
 
★宿泊施設 
・民泊啓発推進事業 
 
★新たな観光資源の創出 
・ヒーローのまちづくり事業 
・黄金森公園スポーツ施設活
性化事業 

・南風原町地域ブランド構
築・展開プロジェクト 

・南風原町観光 PR 促進事業 
 
★歴史文化資源の保全活用 
・地域振興資料館整備事業 
 
★地場産品の PR 
・南風原地域発信力強化事業 
 
 
【総合戦略】 
★戦略的な観光の振興 
・南風原町観光振興推進事業 
 
★地場産業を基盤とした観光 
・食を通じた地場産業振興事
業 
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■みどりとまちが調和した安全・安心なまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

みどりとまちが調和

した安全・安心なまち 

①安全・安心に暮らせ

るまちづくり 

 

★体制づくり 

・自主防災組織の設立への

取組み 

・各自治会・各種団体との

継続的な連携 

・住宅が社会にとじてきて

いる。守る目が必要 

 

★安全・安心なまちづくり

の推進 

・安全に歩けるように歩道

を整備する 

・防災対策の充実（ハザー

ドマップの見直し、避難

誘導の看板の設置、避難

行動の情報） 

・違法看板の撤去・条例化 

・条例化によるある程度の

誘導施策の検討（地すべ

り、生垣、雨水・排水、

看板等） 

 

★防犯 

・街灯の支障になる街路樹の定期的な剪定。 

・高架下の街灯設置 

・学校周辺の街灯設置 

・監視カメラ 

・津嘉山地区への交番設置 

・空き巣等の治安対策 

・深夜パトロールの強化 

 

★体制づくり 

・災害発生時の国や県、各自治体との連携と対

応の構築。 

・災害時における育児中等の潜在看護師への協

力要請（一時的な子ども預けへの対応） 

・隣近所の助け合いの必要性。 

 

★災害 

・防災マップの周知 

・災害時における安全マップの再検討。その活

用及び訓練の実施。 

・学校単位で行う避難訓練にその地域も含めた

避難訓練の実施 

・避難訓練 

・防災無線放送の検証 

・災害時の避難場所でのトリアージの町民理

解、協力等。 

・高齢者や障がい者のための避難バスの確保 

 

★防災とまちづくり 

・防災拠点と日和山公園の整備（日常的な見晴

らし等の公園利用が災害・非常時での有効的

に機能） 

・迷惑駐車への対応 

・防犯、防災に強い安心安全なまちづくり 

・高齢者に優しいまちづくり 

・子どもたちの危機管理能力の向上への対応

（親子でスマホに頼りすぎ） 
 

★安心・安全なまちづくり体制の
強化 

・防犯対策事業 
・一般事務費（道路、河川等の清
掃ボランティア） 

・消防力の整備強化（東部消防へ
の負担金） 

・防災体制強化事業 
・災害時等避難施設改修事業 
 
★災害に強いまちづくりの推進 
・北丘小学校西側避難通路整備事
業 

・津嘉山小学校南側避難通路整備
事業 

 

★安心・安全なまちづくり体制の
強化 

・防犯対策事業 
・消防力の整備強化（東部消防へ
の負担金） 

・防災体制強化事業 
・災害時等避難施設改修事業 
 
★災害に強いまちづくりの推進 
・不発弾処理促進事業 
 

【H28 一括交付金】 
★防災対策の強化 
・防災体制強化事業 
・災害時等避難施設機能強化
事業 

 
 
 
 
【総合戦略】 
★防災対策の強化 
・災害時要援護者の情報把握
及び支援体制づくり推進事
業 

・自主防災組織と地域防災リ
ーダー育成事業 

・安全・安心な地域環境づく
り推進事業 

 
 
 

【第4次達成（完了）】 
○安心・安全なまちづ
くりに関する条例
等の制定を図りま
す。 

 
 
【第 4 次未実施】 
○空き家の実態を把
握し、その有効活用
方策を検討します。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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■みどりとまちが調和した安全・安心なまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

②快適で文化的に暮

らせるまちづくり 

 

★公園・緑地 

・小さい公園が身近にある

環境 

・ミニミニポケットパーク

をたくさん整備し、管理

は住民にまかせる。 

・一括交付金、クサティ森等

の事業による緑地等保全、

観光施設整備 

・緑地を保全する計画、条例

を制定 

 

★住環境 

・歩道に高木を植えて、木陰

をつくるまちづくり 

・地区計画などで新築の家に

高木を植える 

・町の「グリーンデザイナー」

「アドバイザー」を設置 

・街路樹の剪定方針をつく

る。（年4回に分けるなど） 

・メリハリのある風景づくり

も重要。 

・通学路の途中に休憩できる

木陰をつくる 

・コンクリート面、アスファ

ルト面を緑化等してヒー

トアイランドを防ぐ 

・既存市街地の活用（細かい

地区計画の活用、ネーミン

グライツなどで木を植え

るなど） 

・都市と自然のバランスが良

い 

・昔ながらの風景がまだある 

 

★地域資源のネットワーク 

・緑と水のネットワークづく

り（子ども達が親しむ川づ

くり） 

★公園・緑地 

・公園整備の充実 

・黄金森公園の有効活用（散策、ウォーキング） 

・夜のウォーキングへの対応 

・小さい子供が遊べる公園整備 

・字内の小さい街区公園の整備 

・これからは自然を増やす取り組みの推進 

・森の質の向上（ススキ、ギンネム→樹木） 

・緑地（田畑、森林、自然）を残したまちづく  

り 

・自然と向き合ったまちづくり 

 

★河川 

・親水公園整備 

・河川の浄化、草木の定期的管理。 

・池田ダム周辺の自然環境の保全 

・川の生息する生き物とのふれあい 

・ジャスコ側の河川整備（ウォーキング歩道、

花の植栽、広場整備、フリーマーケット） 

・自然とホタルやトンボ類の生育の可能性 

 

★地域資源のネットワーク化 

・道路や国場川を結び緑陰のあるネットワーク

と各ポイント空間の整備。 

・健康づくりのための散歩したくなるような環

境づくり 

・かすりロード 

 

★住環境 

・都市と自然がバランス良い町 

・緑豊かなまち 

・町木・町花の植栽 

・緑化運動による住宅緑化 

・小スペースへのベンチや木陰などを設置（浦

添市参考） 

・豊かな街路樹が植栽された清澄な風が流れる

まちづくり 

・各家庭にカンナの苗を配布し、花で埋め尽く

されたまちづくり 

・昔ながらの景観を残し、ゆったり、静かに暮

らせるまちづくり 

・子どもの頃に通った記憶が蘇る思い出の場所 

・町全体が一望できる見晴らしできる場所（新

川） 

・町木（クロキ）を街路樹、公共施設～一般住

宅まで普及植栽し、特色ある景観づくり 

・住宅開発はもういい 

★公園・緑地の保全・充実と緑化
の推進 

・クサティ森等保全事業 
・都市公園管理事業 
・黄金森公園整備事業 
・花・水・緑の大回廊公園整備事
業 

・津嘉山公園整備事業 
・黄金森公園運営費 
 
★水辺空間の保全・活用 
・河川整備事業（維持管理） 
 
★適切な生活水の確保と生活排水
の処理 

・地方改善施設整備事業 
・下水道特別会計事業 
・一般事務費（南部水道企業団へ
の委託費など） 

・未普及解消下水道事業 
・浸水対策下水道事業 
・下水道普及運営事業 
・流域関連事業 
・下水道維持管理事業 
・一般事務費（公共下水道町債償
還金） 

・神里地区農業集落排水普及運営
事業 

・神里地区汚水処理施設維持管理
事業 

・神里地区集落排水維持管理事業 
・一般事務費（農業集落排水施設
の町債償還金） 

 
★南風原町の個性ある美しい住環
境の保全・創出 

・労働者・退職者等支援事業 
 
★住民の意識啓発に向けた取組み
の推進 

・一般事務費（道路・河川等の清
掃ボランティア） 

・道路ストック点検事業 
・景観計画策定事業 

★公園・緑地の保全・充実と緑化
の推進 

・クサティ森等保全事業 
・ウガンヌ前公園整備事業 
・都市公園管理事業 
・黄金森公園運営費 
 
★水辺空間の保全・活用 
・河川整備事業（維持管理） 
 
★適切な生活水の確保と生活排水
の処理 

・地方改善施設整備事業 
・下水道事業（下水道事業特別会
計） 

・下水道事業特別会計繰出金 
・農業集落排水事業（特別会計） 
・農業集落排水事業特別会計繰出
金 

 
 
 

【H28 一括交付金】 
★景観づくり 
・南風原町観光景観美化整備
事業 

 
 
 
 
【総合戦略】 
★住環境 
・住み良い住環境をめざした
循環型社会促進事業 

・住まいの確保推進事業 
 
 
 

【第4次達成（完了）】 
 
 
【第 4 次未実施】 
○南風原ダムについ
ては、レクリエーシ
ョンの場としての
活用方策を検討し
ます。 

○個性ある美しい住
環境を創出するた
め、町の土地利用構
想（基本構想）等を
踏まえながら、住民
と行政が共に意見
交換・勉強会を重
ね、地域ごとの状況
に適した方針づく
りや各種制度の活
用を図ります。 

○住民の参画による
道路や公園、広場等
を活かしたオブジ
ェ等の設置や水辺
空間の創出・管理等
を進め、文化的なま
ちづくりを推進し
ます。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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・都市化だけを目指すのではなく住みやすさを

追求しつつ雰囲気を持てるまち 

・小集落でのアパートの増加は活性化ではな

く、地域のつながりの希薄化を促進。アパー

ト建築を控える条例づくり 

・旧 12 集落等における住宅地が建てられるよ

うに土地利用計画の策定 

・字の独自性、オリジナリティがあるまちづく 

り 

・魅力的な施設も少なく観光客もいない。静か

で暮らしやすい町。これが魅力 

・農業と商業が盛ん 

・農業地区は施設導入による農業振興。市街地

縁辺は調整区域を含む区画整理事業導入。 

・南風原中学校東側農地の宅地化と公園整備

（市街化調整区域） 

・津嘉山南地区の用途見直し。 

・土地の制限緩和（翔南小学校区） 

・国道沿いはすべて市街化区域にする 

・高架橋下の土地利用促進 

・住宅地の拡大（市街化調整区域の縮小） 

・農振地域の見直し 

・与那覇、宮城、大名、新川地区の開発促進 

・町内字格差の是正 

・最近アパートが活発化しているが周辺の道路

整備が未整備 

 

★下水道 

・下水道整備促進による水害の低減 

・下水道整備 

・単独浄化槽から下水道整備への整備促進 
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■みどりとまちが調和した安全・安心なまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

③利便性のよい魅力

あるまちづくり 

 

★交通利便性 

・高速のＩＣが 3 つあり利

便性が良い 

 

★生活の利便性 

・商業施設、病院が多く生活

に便利 

・学校や公園も身近な場所に

ある 

・図書館の開館時間の延長 

 

★公共交通 

・公共交通の充実が必要（バ

ス、ＬＲＴ、トラム） 

・公共交通については、赤字

になる可能性が高いから

取組まないということで

はなく、高齢社会に対処す

る視点など多様な視点か

ら必要性の検討をしなけ

ればならない。 

・公共交通や交通計画の策定 

 

★交通利便性活かしたまち

づくり 

・高速道路や空港にも近い優

位性を活かしたまちづく

り 

・南風原が南部地域の交通の

結節点にする。 

・国道バイパスができた際に

は、329号沿いの商業施

設への影響も大きいこと

が考えられるので、今の段

階から危機感をもって検

討することが重要。 

★交通利便性 

・高速道路の３インターの利便性 

・高速道路等の道路整備の進展 

・交通の利便性 

・新川に那覇バスターミナルがあり、津嘉山・

照屋等の南からのアクセス検討 

 

★公共交通 

・山川地区のバス停の位置の課題（遠い） 

・当間原のバス停の位置の問題 

・バス停の屋根整備 

・公共交通の充実。 

・バス・LRTの導入検討 

・豊見城市のような循環バスの導入。 

・コミュニティバスの開設。 

・沖縄都市モノレールの南風原までの延伸 

 

★道路環境 

・歩道が狭いので子どもと散歩をするのが危

険。 

・通学路の歩行車優先の道路整備 

・登校時間のスクールゾーン（津嘉山小） 

・車いすが通れる歩道整備 

・自転車道のネットワーク 

・歩道と自転車道の整備 

・通学路の安全性の整備 

・新川集落から県道へのアクセス（１本のため

交通渋滞、安全確保の課題） 

・道路整備のスピードアップ 
 

★安全・快適な道路整備の推進 
・交通安全対策事業 
・道路維持事業 
・町道 10 号線道路改良事業 
・町道 73 号線道路改良事業 
・町道 5 号線道路改良事業 
・町道 153 号線道路改良事業 
・石油貯蔵施設立地対策等事業 
・津嘉山中央線街路事業 
・津嘉山中央線街路事業（2 工区） 
 
★各種都市機能の集積を活かした
相乗効果の高いまちづくりの推
進 

・土地区画整理事業（特別会計へ
の繰出金） 

・一般事務費（津嘉山北地区） 
・土地区画整理事業（津嘉山北地
区） 

・土地区画整理事業基金積立金 
・一般事務費（町債償還金） 
 

★安全・快適な道路整備の推進 
・交通安全対策事業 
・道路維持事業 
・町道 3 号線道路改良事業 
・町道 10 号線道路改良事業 
・町道 73 号線道路改良事業 
・町道 113 号線道路改良事業 
・町道 210 号線道路改良事業 
・石油貯蔵施設立地対策等事業 
・宮平学校線街路事業 
・津嘉山中央線街路事業 
 
★各種都市機能の集積を活かした
相乗効果の高いまちづくりの推
進 

・津嘉山北土地区画整理事業（特
別会計） 

・土地区画整理事業繰出金 

【H28 一括交付金】 
 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 
★公共交通 
・公共交通の整備検討事業 
 
 

【第4次達成（完了）】 
○交通結節点等にお
ける情報・案内板等
の拡充を進めます。 

 
 
【第 4 次未実施】 
○国、県の既存・計画
路線と町の主要道
路との円滑なネッ
トワークを確保す
るため、道路整備プ
ログラムを策定し、
計画的な道路整備
を推進します。 

○関係機関と連携し
交通実験の導入を
促進します。 

○与那原・南風原バイ
パス事業を踏まえ、
現国道329号にお
ける歩行者及び沿
道事業所等の利便
性向上に資する方
針を検討します。 

 
 
【分野別計画から第
5 次基本計画へ位置
づける施策等】 
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■環境と共生する美しい住みよいまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

①生活に身近に環境

への取組み 

 

★ごみ減量、リサイクル 

・200 年持つ建築物を目指

す 

・紙資源のリサイクルを地域

のまちづくりに活かす（活

動面、資金面） 

 

★身近な環境を大切にする

ための取り組み 

・環境を大切にしているとい

うシンボル的な場をつく

る 

 

★施設 

・環境処理センターに関する

検討（使用期限は 20年） 

 

★リサイクル 

・衣服資源ごみの回収の工夫 

・リサイクルの推進のための仕組みづくり 

・ボランティア活動や助成金の仕組みによる協

働の美化活動 

・特大ゴミ袋（家庭用）の検討 

・資源ゴミ（空き缶、ビン）の回収方法（かご

→ビニール袋） 

 

★公害・害虫等 

・畜産、養鶏場の悪臭の対策 

・野焼き対策 

・ハブ対策 

・暴走族 

・軍用へリ等の低空飛行 

 

★不法投棄 

・不法投棄の禁止 

・ポイ捨て禁止条例 
 

★行政・住民・企業等との連携に
よる循環型社会の構築 

・リサイクル基金積立金 
・一般廃棄物処理施設基金積立金
事業 

・ごみ減量促進事業 
 
★ごみ減量化に向けた取組みの推
進 

・ごみ処理対策事業 
・し尿処理事業 
 
★公害・害虫等への対策 
・環境保全対策事業 
・公害対策事業 

★行政・住民・企業等との連携に
よる循環型社会の構築 

・ごみ減量促進事業 
・指定ごみ袋還元基金事業 
 
★ごみ減量化に向けた取組みの推
進 

・ごみ処理対策事業 
・し尿処理事業 
 
★公害・害虫等への対策 
・環境保全対策事業 
・公害対策事業 

【H28 一括交付金】 
★循環型社会の構築 
・はえばるリサイクルループ
事業 

・環境学習支援事業 
・草木リサイクル事業 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 
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■環境と共生する美しい住みよいまち 

目標達成のための柱 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

②地域を超えた環境

問題への取組み 

 

★環境保全活動 

・省エネルギー対策 

 

 ★環境保全の啓発と活動の促進 
・低炭素社会化事業 
・指定ごみ袋還元基金事業 

 【H28 一括交付金】 
 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 

 

 

 

 

■＜行政計画＞ 

 １．住民会議 ２．住民アンケート（自由意見） ３．実施計画（Ｈ29～31） 4．ハイサイよーさん（Ｈ27 年度） 5．一括交付金・総合戦略等 6．その他 

＜行政計画＞ 
 

 ★広域連携 

・国、県との行政間連携による計画づくり。 

・近隣市町村との連携を踏まえた総合計画 

 

★総合計画の実効性 

・実施点検会合の実施。 

・計画は具体的に進捗状況が把握できる内容。 

・一般町民が監査。 

 

★財政 

・将来に対する財政問題の検討。 

・税入に見合うまちづくり。 

 

★行政運営の向上 

・無駄を省き必要な政策に力点を置く。 

・職員の資質向上。 
 

★行政運営の推進 
・議会運営事業 
・会議録作成事業 
・企画事務事業 
・住基・印鑑登録・外国人登録事
務事業 

・戸籍事務事業 
 
★行政機構の合理化 
・一般事務費 
・臨時・嘱託職員等関係事業 
・庁舎維持管理事業 
・電子計算事務事業 
・地域情報化事業 
・基幹系事務事業 
 
★財政運営の推進 
・財政運営事業 
・町県民税に係る経費 
・軽自動車税に係る経費 
・固定資産税に係る経費 
・賦課徴収事業 
・監査委員事業 
・一般事務費（町債返済等） 
・保険税収納率向上特別対策事業 

★行政運営の推進 
・議会運営事業 
・会議録作成事業 
・企画事務事業 
・住基・印鑑登録・外国人登録事
務事業 

・住民基本台帳ネットワークシス
テム事業 

 
★行政機構の合理化 
・電子計算事務事業 
・基幹系事務事業 
 
★財政運営の推進 
・財政運営事業 
・町県民税に係る経費 
・軽自動車税に係る経費 
・固定資産税に係る経費 
・賦課徴収事業 
・監査委員事業 
 

【H28 一括交付金】 
 
 
 
 
 
 
【総合戦略】 
 

 

 

 


