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たくましく　笑顔あふれる　豊かなまち　南郷　を目指して

　平成１３年に策定しました第四次南郷町総合計画では、

観光・交流施設の充実をはじめとして、新たな産業の創出

等を図る施策を重点的に進め、着実な成果をあげてまいり

ました。

　しかし、近年の地球規模での環境問題の顕在化や少子に

よる人口減及び高齢社会の到来、地方分権の進展など本町

を取り巻く社会経済情勢は急速に変化しており、厳しい財

政状況の中で新たな問題や多様化する住民ニーズへの対応

など今まで以上の取組みを必要とする課題が生じています。

　このような環境の変化や課題に的確に対応するとともに、

たくましい自立の町にするため、現計画を見直し、将来の本町のあるべき姿を見据えた今後の

町政運営の指針となる第五次南郷町総合計画を策定しました。

　第五次南郷町総合計画は、平成１８年度から平成２７年度までの１０年間に本町が進むべき

基本的な方向を示すもので、その根幹となる基本構想では１０年後の町の将来像を「たくまし

く　笑顔あふれる　豊かなまち　南郷」としました。

　この将来像は、大きな変革期に町民一人ひとりが何事にもくじけない、前向きに取り組む力

強い意志、「たくましさ」を持ち、心身・自然・産業等が活力に満ちた「豊かな」まちを構築

することで、町民はもとより町外から訪れる全ての人々が「笑顔あふれる」まちが創造される

という思いから定めたものです。

　今後、第五次南郷町総合計画を基本に町民との協働によるまちづくりを進め、海、山、川の

豊かな自然や農林水産物など地域資源を生かした魅力ある地域づくりを積極的に展開すること

により、「たくましく　笑顔あふれる　豊かなまち　南郷」を実現してまいりたいと考えてお

ります。

　最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、御尽力いただきました総合計画審議会

委員の皆様をはじめ、たくさんの貴重な御意見、御提言をいただきました町民の皆様に厚くお

礼申し上げます。

�

�

　　平成１８年３月

�

�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南郷町長　阪　元　勝　久
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豊かなふるさと南郷の発展を願って

　現在、我が国は少子・人口減社会の到来や高齢化の加速、

社会経済システムの変化など多くの課題を抱え、これまで

にない変革の時代を迎えております。これらの影響は地方

にも現れてきており、地方自治体の真の力量が問われる時

代であります。

�このような中で、当審議会は今年１月に町長より、本町

を取り巻く社会経済情勢の急速な変化や多様な課題等に的

確に対応するための新しい総合計画の策定について、諮問

を受けました。

　審議会としても、新しい時代への転換を模索する極めて

重要な時期と認識し、本町の個性や魅力、存立基盤など足元を見つめ直し、まちづくりの基礎

を固め直すことを重点に、まちの将来像と進むべき道について審議を行い、先般、町長に答申

したところであります。

　この間、審議委員の皆様には御多忙であるにもかかわらず様々な角度から熱心に議論してい

ただきましたことに対し衷心から厚くお礼を申し上げたいと思います。

�答申いたしました計画は、本町の長い歴史や農林水産業のまちとしての蓄積など先人の営み

の証を継承し、時代の潮流と多様化・高度化する住民ニーズに的確に対応した町民主導の地域

運営に転換を図るための方向性を示す指針として取りまとめました。

　町におかれましては、大変厳しい財政状況など困難な問題があろうかと思いますが、創意工

夫を凝らしながら、町民と行政との協働をより一層進め、町全体が一体となって「たくましく

笑顔あふれる　豊かなまち　南郷」の実現を目指し、この計画を着実に推進していくことを念

願いたします。

�

�

　　平成１８年３月

�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南郷町総合計画審議会

�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　�　島　榮　一
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　南郷町では、平成１３年に町の目指す将来像を「新世紀に躍動するハートフル南郷」とし、

平成２２年度（２０１０年度）を目標年次とした「第四次南郷町総合計画」を策定し、その実

現に努めてきました。

　しかしながら、計画策定から５年が経過し、この間に地球規模での環境問題の顕在化、少子・

人口減及び高齢社会の到来、高度情報化及び地方分権の急速な進展など社会経済構造が大きく

変化し、厳しさを増す中で、国や県、本町の財政事情の悪化など、町民生活や地域社会、産業、

行政など広範な分野において、これまでに体験したことのない新たな課題に直面しています。

　このような中、県南地域においても住民発議により、日南市・北郷町・南郷町の１市２町の

枠組みによる合併協議を進めていましたが、合意に至らなかったため、本町は自主自立の道を

選択することになりました。

　また、平成１７年度にスタートした宮崎県総合長期計画「元気みやざき創造計画」との計画

内容の整合を図る必要があります。

　このような環境の変化や課題に的確に対応するとともに、自主自立の町を確固とするため、

現計画を見直し、将来の本町のあるべき姿を見据え、今後の町政運営の指針となるべき、「第

五次南郷町総合計画」を策定するものです。
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時代背景や本町の地域特性、さらには

町民ニーズ等を踏まえながら、目指すべ

き将来像やこれを実現するためのまちづ

くりの目標などを明らかにするとともに、

その実現に向けて計画の推進方策等を示

します。

基本構想で示された将来像の実現を図

るために、必要な分野ごとの現状と課題、

施策の方向性を明らかにします。

基本構想は、平成１８年度（２００６年度）から平成２７年度（２０１５年度）を構想期間

とします。

基本計画は、平成１８年度（２００６年度）から平成２２年度（２０１０年度）までを前期

計画、平成２３年度（２０１１年度）から平成２７年度（２０１５年度）までを後期計画の計

画期間とします。

総合計画は、「基本構想」及び「基本計画」で構成します。

【基本構想】

【基本計画】

■総合計画の構成

■総合計画の期間

総合計画構成図

将来像・理念

構想をもとに
した施策内容

基本構想

基本計画
(前期)

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

基本計画
(後期)

10年間

5年間

5年間

基
本
構
想

基
本
計
画
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　我が国の総人口は、出生率の低下に伴う少子高齢化の進行により急速に伸びが鈍化し、平成

１７年にピークに達した後、以後人口減少時代に突入すると予測されています。また、平成２

６年には４人に１人が、平成６２年には２．８人に１人が６５歳以上という、世界でも最も高

齢化の進んだ超高齢社会になると予想されています。

　本町も、平成１５年には老年人口（６５歳以上人口）比率が２６．２％に達しており、全国

の老年人口比率１９．０％や宮崎県の老年人口比率２２．４％と比べても、本町の高齢化が一

段と進行し、本格的に高齢社会を迎えています。

　このため、高齢者人口の増加による高齢社会に対応し、社会参加の促進や在宅福祉サービス

の充実など、住み慣れた地域や家庭で心安らかに生きがいに満ちた社会の実現が求められてい

ます。

　一方、全国的に出生率の低下が問題となっており、宮崎県においても合計特殊出生率は、平

成１５年で１．４９まで低下し、本町でも１．５０と同様の傾向を示しており、出生率の減少

に伴う少子化が進行しています。

　このような少子化の進行は、消費活動の低迷や働き手の減少など経済への悪影響はもちろん

のこと、子どもの自主性、社会性が育ちにくいといった弊害や地域社会の活力が低下すること

などが懸念されます。

　このため、子どもたちが健やかに育つ環境づくりや総合的な少子化対策の推進により、安心

して子どもを生み育てられる社会の実現が求められています。

■南郷町をとりまく社会情勢の変化と対応

１．少子高齢社会への対応

人口動態（自然動態）の推移（人）

150

126
119

104

140

124

142

90
85

101 88

102
96

100

50

0
平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

資料：住民基本台帳

出生

死亡
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　本町の経済を長期的に見ると、高度成長期において水産業を中心にすべての産業で極めて高

い成長を遂げた結果、所得水準は格段に向上しました。このような所得水準の向上は、就業者

の意識の変化をもたらすとともに、消費者ニーズの多様化・高度化の要因になり、経済のソフ

ト化・サービス化を進展させ、総生産や就業人口における第三次産業、特にサービス業の相対

的な比重を高める一方、基幹産業である第一次産業の相対的な低下を招くこととなり、それに

伴う多様な担い手の減少や少子化等により、労働力人口の減少や高齢化が進行し、町の中心的

役割を担ってきた漁業集落の空洞化や活力の低下が問題となってきています。

　このため、労働力不足や高齢化等に対応した労働時間の短縮、作業の省力化などの取組みを

推進するとともに、漁業集落の再生を図るため、地域特性を生かした新規分野への取組みが求

められています。

　一方、近年の観光施設等のオープンに伴い、交流人口が増加し、観光産業が活発化してきて

おり、さらなる都市との多様な交流を促進するため、本町の自然環境や温暖な気候など豊かな

地域資源を活用したグリーンツーリズム等の新たな交流事業の展開、スポーツキャンプ等の継

続的な取組みの強化が求められています。

�また、新たな企業の誘致はもとより誘致企業のフォローアップや地場産業の新規分野への取

組みなど、雇用を生み出すための環境づくりを積極的に推進することにより、地域経済及び産

業を再生させることが大きな課題となっています。

２．産業構造変化への対応

町内総生産の推移

町内総生産

第１次産業

第２次産業

第３次産業

20,000

15,000

10,000

5,000

0
7 8 9 10 11 12 13 14 15 年度

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

産
業
大
分
類
別
総
生
産

観光客数の推移
（人）

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
0

観光客数

町内総生産額
（百万円）

産業別総生産額
（百万円）

資料：市町村民所得推計

資料：観光動向調査
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　社会経済の発展に伴い、地球温暖化やオゾン層の破壊など環境問題が地球的規模で深刻化し

つつあります。本町においても、住みよい環境を守るとともに、日南海岸国定公園の風光明媚

な海岸線や南郷川・潟上川等の河川、緑豊かな山々など恵まれた自然環境を次の世代に引き継

ぐ大きな責務があります。

　このため、町民、企業、行政が一体となって温室効果ガスを吸収する森林資源の保全の取組

みや本町の特性である多照を利用した太陽光発電、発電効率に優れた燃料電池など新エネルギ

ーへの転換を促進し、二酸化炭素等の排出削減を図るとともに、これまでの大量生産・大量消

費・大量廃棄型の生活様式や経済活動を見直すことにより、自然との共生と環境への負荷の少

ない循環型社会への転換が求められています。

　近年、コンピューターの高機能化、インターネット及び携帯電話の普及、家電の情報端末化

など情報処理技術や情報通信技術は飛躍的に発展しています。本町においても、国の電子政府

化の推進により、通信インフラの整備、人材の育成、行政の情報化などの取組みを重点的に進

めてきました。

　今後は、インターネット利用の主流であるブロードバンド利用人口が急速に増加すると推測

され、インターネットビジネス市場は、コンテンツ産業を中心に大きく成長するものと予測さ

れます。また、保健、医療、福祉、教育、防災等、生活に身近で様々な分野での情報化が進展

すると推測され、本格的なユビキタスネットワーク社会の到来に向けて、町民が日常生活の様々

な場面で情報通信技術の恩恵を実感できる環境の整備が求められています。

�一方、情報化の進展は経済活動や生活に大きな影響をもたらすため、高度情報社会に対応し

た個人情報保護をはじめとする情報セキュリティ対策の強化や情報通信格差を是正することが

必要となっています。

３．地球環境問題への対応

４．高度情報社会の進展

一般廃棄物処理量及び資源物搬入量の推移
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　町民の価値観が「物の豊かさ」から「心の豊かさ」を重視する傾向に変化し、労働時間の短

縮や自由時間の増加などにより、生活様式の多様化や個性化が進んでいます。また、社会貢献、

社会参加への意識の高まりを背景にボランティアなど人々の自主的な活動が盛んになってきて

おり、今後も福祉、環境保全、まちづくり、文化、国際協力など多岐にわたって、ボランティ

ア活動をはじめとする社会貢献活動は一層活発化するものと予想されます。

　このため、家庭や地域社会を重視したゆとりある生活や自由時間を活かした様々な活動を通

して、生きがいを見出せるような社会づくりが求められています。

５．価値観の変化や生活様式の多様化

　近年の交通手段や情報通信技術の飛躍的な発展は、国際間や地域間の距離を縮小し、人・モ

ノ・情報・資本等が国境や時間的な制約を越えて活発に交流するなど、様々な分野の国際化が

進展しています。

　本町においても、海外渡航者の増加や外国の港を基地とする遠洋漁業の展開、外国人漁業研

修生の受入れなど、海外との交流は確実に拡大しており、今後も海外との多面的な交流や協力

関係の構築を図るとともに、グローバルな視点を持つ人材の育成など、世界に開かれた地域づ

くりを推進する必要があります。また、ＷＴＯ（世界貿易機関）による多角的貿易自由化交渉

や二国間又は複数国間の加盟国で締結するＦＴＡ（自由貿易協定）の動きなど世界経済の動向

等を踏まえ、国際化の進展に対応できるよう産業の育成を図っていく必要があります。

６．グローバル化の進展

　平成１２年に地方分権一括法が施行され、「三位一体の改革」の具体的な取組みが本格化し

つつあります。現在、国から地方への権限移譲が進む中、国と地方の関係は対等・協力の関係

となり、地方が自ら発想し、自らの責任で実施するという地方分権の社会を迎えています。そ

の一方で、地域間競争や多様化・高度化する行政ニーズに対し的確に対応できるよう、その行

政基盤の強化が求められています。

　このため、持続的な発展や活力ある地域社会を構築するには本町の個性や特性を活かしつつ、

創意工夫のもと、地域に密着した魅力的なまちづくりを進めるとともに、町民の町政への積極

的な参加、ボランティア団体等との役割分担や連携など、町民と行政が協働する地域社会の構

築を図る必要があります。また、多様化・高度化する住民ニーズに的確に対応するため、町民

の視点や暮らしを基本に、これまでの事務事業の見直しや民間活力の活用を積極的に進め、効

率的・効果的な行政運営を行うことが必要となっています。

７．地方分権の進展
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基　本　構　想

第１章　南郷町の将来像

第２章　まちづくりの基本理念

第３章　まちづくりの目標

第４章　まちづくりの指標

第５章　基本構想の推進に向けて

基本構想



　日本の社会や経済は、少子・人口減及び高齢社会の到来や地球規模での環境問題の顕在化、

高度情報社会、地方分権の進展などにより大きな変革期の中にあります。

　これらの大きな変動は、新しいまちづくりの大きなチャンスと捉えることもでき、町民、行

政自らの創意工夫で新たな展望を開くことができる社会でもあります。

　このためには、社会変革に的確に対処しうるに十分な能力を町民をはじめ地域全体が有し、

自らの判断によって政策を実行する力をつける取組みを進めるとともに、町民一人ひとりが何

事にもくじけない、前向きに取り組む力強い意志、「たくましさ」を持つことが必要です。

�

　また、これまでの本町は人口、面積とも小さい町ながら、自然の恵みを存分享受し、宮崎県

内有数の農林水産業生産拠点として発展してきました。しかし、近年は基幹産業である農林水

産業の低迷や少子高齢化等により人口も減少傾向にあるなど厳しい状況にあります。

　このような中、個性と活力ある町として、これまでと同様に持続的な発展を続けるためには

積極的な取組みを生み出す環境を確立し、地場産業の再生や新たな産業を育むとともに、温暖

な気候と豊かな自然など地域資源を生かした魅力ある地域づくりを進め、心身・自然・産業等

が活力に満ちた「豊かな」まちを創造することが不可欠となります。

�

　「たくましく、豊かな」心身・自然・産業等を創造することにより、町民一人ひとりが生き

生きと安心して暮らせる環境や自分の持てる力を充分に発揮できる活力ある地域社会が生まれ、

町民はもとより町外から訪れる全ての人々が笑顔になる、「笑顔あふれる」まちが実現される

と思います。

　したがって、平成１８年度から平成２７年度までの南郷町の将来像を「たくましく　笑顔あ

ふれる　豊かなまち　南郷」とし、町民とともに、その実現を目指します。

�

　そして、町民一人ひとりがチャレンジ精神を発揮して新たなまちづくりに取り組めるよう、

この計画を「たくましいなんごう創造計画」と呼び、町民と行政が一体となったまちづくりを

展開することとします。

第１章　南郷町の将来像

「たくましく　笑顔あふれる　豊かなまち　南郷」
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第１章　南郷町の将来像

基本構想
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■基本構想　構成図
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第１章　南郷町の将来像

基本構想



　本町の恵まれた自然や地域特性を生かし、町民が生き生きと安心して暮らせ、自分の持てる

力を充分に発揮できる活力ある地域社会を創りあげて行けるよう、４つの基本理念「育む・共

生・活力・協働」を掲げ、あらゆる施策に反映させます。

　少子高齢社会やライフスタイルの多様化等に伴い、町民の価値観が変化する中、子どもから

高齢者までが健やかに暮らせるよう、健康・福祉意識の高揚や保健・医療・福祉の連携による

支援システムの確立、保健・福祉サービスの充実を図り、健康な心身を育む環境づくりを進め

ます。また、生涯にわたって学ぶ意欲を育む環境づくりを進めるため、生きる力と確かな学力

を培う学校教育や文化、スポーツ活動、生涯学習など多様な教育を充実します。

第２章　まちづくりの基本理念

「育む」まち　　～生涯を通じて心身を育み健やかに暮らせるまち～

　本町の風光明媚な海岸線や緑豊かな山林等の美しい自然は、住民生活に多大な潤いと恵みを

与えています。この貴重な財産を次の世代に残せるよう、多くの人が環境を大切にする意識を

持ち、環境に配慮した取組みを進めるとともに、恵まれた自然との調和に努めながら、合理的

な土地利用を進め、人と自然との共生を図ります。また、災害などから日々の生活を守るため、

町土保全や防災施設等の整備、町民みんなで地域を守る体制づくりを図り、安全で住みやすい

環境づくりを進めます。

「共生」のまち　　～人と自然が共生し快適に暮らせるまち～

第五次南郷町総合計画　17

第２章　まちづくりの基本理念

基本構想



　本町は、豊かな自然環境や農林水産業の産物等の地域資源を有しています。この資源等を育

み生かすことにより、個性あふれる人・モノ・地域が生まれ、本町の魅力がより一層高まると

ともに、主体的な取組みを行う企業・団体等に対し支援の充実を図ることで、自立した活力あ

る産業が創出され、人・モノの交流が促進されます。また、多様な交流が盛んに行われるよう、

既存の交流活動の充実に努めるとともに、魅力的な交流活動を生み出すため、新たな交流事業

への支援や環境の整備を進めます。さらに、活力ある地域社会を創出するため、町民、地域団

体等によるコミュニティ活動や、まちづくり団体、ボランティア等によるまちづくり活動への

支援や団体間の連携を強化します。

「活力」のまち　　～交流と連携により活力を生み出す魅力あるまち～

「協働」のまち　　～協働による町民自治のまち～

　急激な社会情勢の変化や地方分権社会の到来、厳しい財政状況の中で、これまでと同様の持

続的な発展や活力ある地域社会を構築するには、行政主導から町民主導の行政運営に転換を図

る必要があります。このため、町民自らが日常生活を営むまちについて、自分たちが責任を持

ち自らまちをつくるのだという自立意識の向上が不可欠となり、このことを常に町民と行政が

共有し、協働による多様な地域運営を行うとともに、町民が町政に積極的に参画できる町民自

治づくりを進めます。また、町民自治において町民と行政との協働のパイプ役となり地域運営

を担い指導にあたることのできる人材を発掘・育成します。
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第２章　まちづくりの基本理念

基本構想



　南郷町の目指す将来像である「たくましく　笑顔あふれる　豊かなまち　南郷」の実現に向

けて、６つの「まちづくりの目標」と、それを進めるための「分野別目標」を定めます。

　町民一人ひとりが健やかに生活を送るため、町民の健康意識を高め、自ら疾病予防と健康増

進に取組み、心身の健康管理が行えるよう、健康づくり体制の充実に努めるとともに、保健・

医療・福祉の連携による幅広い福祉施策の展開を図りつつ、町民の福祉意識の高揚やボランテ

ィア団体等の連携による支援システムを確立するなど、地域住民が互いに支え合った人と人と

のつながりを大切にする社会づくりを推進します。

（１）健康に暮らせる環境づくり（保健・医療）

　　町民の健康づくりに関しての意識の醸成、気軽に実践できる健康増進メニューの確立や施

　設等の充実など、町民が自発的に健康づくりに取り組める環境の整備を図ります。また、県

　や医師会、歯科医師会と緊密な連携強化に努めながら、地域医療体制の充実と医療サービス

　の向上を図ります。
�

（２）互いが支えあう地域社会づくり（福祉）

　　子どもから高齢者まで障害の有無に関わらず、人と人との支え合いよって誰もが住み慣れ

　た地域で安心して暮らせるよう、より身近な地域福祉活動の基盤づくりに努めるとともに、

　介護保険、医療保険制度等の適正な運営や福祉サービスの充実を図ります。

第３章　まちづくりの目標

Ⅰ.生涯を通じて健康に暮らせるまち
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第３章　まちづくりの目標

基本構想



　安心して子どもを生み健やかに育てられる社会を実現するため、家庭や地域、保健・福祉・

教育などの連携による総合的な子育て支援体制を構築するとともに、町民の児童・青少年育成

への意識の醸成や見守り活動など、地域が一体となった青少年育成活動を促進し、子どもたち

が伸びやかに成長できる環境づくりを推進します。また、多様な文化事業の展開や文化・スポ

ーツ活動等を通した生きがいづくりを支援する環境の整備を図るとともに、住民ニーズに対応

した生涯学習メニューの充実など、総合的な生涯学習体制の強化を図り、町民が主体的に学習

できる環境を整備し、生涯を通じて学べるまちを目指します。

�

（１）安心して子どもを生み健やかに育てる環境づくり（子育て・学校教育）

　　子育て支援ニーズに応じた保育サービスの充実や地域における子育て支援体制の確立など、

　子育て期の家族に対する支援を図り、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進めま

　す。また、快適な教育環境の中で学習できる環境の整備や子どもの成長を支援する取組みを

　図り、次代を担う子供たちが健やかに育つ環境づくりを進めます。
�

（２）生涯を通じて学べる環境づくり（社会教育）

　　文化及び学習・スポーツ活動に取り組もうとする多様な要望に応えるため、指導者の育成  

　や情報の提供、活動機会の場の充実など、生涯を通じて学べる環境づくりを推進します。

Ⅱ.安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち
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第３章　まちづくりの目標

基本構想



　災害等から町民の生命や財産を守るため、災害に強い町土づくりや避難施設等の整備を図る

とともに、町民一人ひとりの防災・防犯意識の高揚や町民、地域団体等による自発的な防災・

防犯活動等を促進するなど、町民みんなで地域を守る体制を構築することにより、安心して暮

らせるまちを目指します。また、新たな住民ニーズや社会状況の変化に対応した快適な環境づ

くりを進めるため、町民、関係機関等と連携を図り、交通ネットワークの充実や少子高齢社会

に対応した施設等の整備を進めるとともに、恵まれた自然との調和を図りながら合理的・計画

的な土地利用を進め、安全で快適な生活空間の形成に努めます。

�

（１）安心して暮らせる体制づくり（町民安全）

　　犯罪の未然防止や災害等に迅速かつ適切に対応できるよう、町民と関係団体等と連携して   

　防災・防犯対策の充実に努めるとともに、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全施設の整

　備、消費生活に対応するための正しい知識の普及等を図ることにより、誰もが安心して暮ら

　せる体制づくりを進めます。
�　　

（２）快適に暮らせる環境づくり（社会基盤整備）

　　交通の骨格となる幹線道路や住民の生活に欠くことのできない道路の整備などを進め、利

　用しやすい交通ネットワークの充実を図るとともに、バリアフリー化の推進など安全で住み

　やすい居住空間の確保を図り、快適な環境づくりを進めます。また、暮らしに欠かせない安

　全な水道水の安定供給に努めるとともに、高度情報化による暮らしの利便性の向上を図るた

　め、各分野において新たなサービスを提供する多様な情報ネットワークの構築を推進し、快

　適に暮らせる環境の整備を進めます。

Ⅲ.安心、安全で快適に暮らせるまち
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第３章　まちづくりの目標

基本構想



　本町の豊かな自然環境を次の世代に引き継ぐため、水質保全対策の強化や観光資源である自

然景観の保護施策の充実を図るとともに、森林づくりや河川、海岸などの自然と調和した良好

な水辺空間の形成に取り組むなど、人と自然が共生した美しいまちを目指します。また、地球

温暖化や廃棄物処理など現在の環境問題への積極的な取組みを図るため、町民の環境保全意識

の高揚、企業・地域団体等による環境美化活動及びリサイクル運動を促進するなど、町民一人

ひとりが環境保全活動に対し、自発的に行動する社会づくりを推進します。

�

（１）かけがえのない自然環境の保全（環境保全）

　　自然環境の保全や地球環境への関心を高めるため、環境教育・環境学習を充実するととも

　に、二酸化炭素等の排出低減に関する活動の推進や環境にやさしい施設の整備を図るなど、

　かけがえのない自然環境の保全の取組みを進めます。
�　　

（２）次世代につなげる資源循環型社会づくり（生活環境）

　　身近な環境問題に対する町民の理解と協力を得て、ごみの減量や再資源化、排水の浄化に

　努め、きれいな水、きれいな空気、良好な生活環境等を次の世代につなげていけるよう、資

　源循環型社会の構築に努めます。

Ⅳ.自然が織りなす美しいまち
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第３章　まちづくりの目標

基本構想



　若者の定住や町民の豊かな生活を享受するのに十分な所得を得るための就業の場の確保を図

るため、企業誘致の推進や誘致企業のフォローアップを強化するとともに、地域資源を生かし

た新規産業の創出や新規特産品の開発、ブランド確立のため、各産業間の連携を図り自立した

生産性の高い産業を育む環境を整備します。また、交流人口の増加や様々な交流を繰り広げる

ため、スポーツキャンプ誘致や各種イベントの充実を図るとともに、地域の特性を生かした多

様な交流メニューの構築や町民・団体等が自主的に地域の魅力づくりを行う環境の整備を図り、

人とモノが行き交う魅力あふれるまちを目指します。

�

（１）自立した産業づくり（産業振興）

　　基幹産業である農林水産業をはじめ、工業、商業の各分野において、安定した経営の実現

　と創意工夫に満ちた意欲的な取組みを支援します。更に、地域の特性を生かした新規産業を

　創出するための環境の整備を図るとともに、企業誘致の推進や誘致企業の支援体制の整備に

　努めます。
�　

（２）魅力ある観光と多様な交流づくり（観光振興）

　　観光資源・観光施設の充実を図るとともに、質の高い受入環境の整備を進め、観光客や交

　流者が安心して快適に過ごすことのできる魅力ある観光地づくりを推進します。またスポー

　ツ・文化施設を活用したスポーツキャンプ、スポーツ大会、各種コンベンション等の誘致を

　積極的に進めるとともに、グリーンツーリズム等の交流メニューの構築を行い、多様な交流

　活動を促進し、交流人口の増加等によるまちの活性化を図ります。

　町民や地域団体等による地域に根ざしたコミュニティ活動への支援、地域・ボランティア団

体の育成を推進するなど、町民一人ひとりが地域づくりやボランティア活動などを積極的に取

り組める環境の整備を進めるとともに、地域団体やボランティア団体間の連携を強化すること

で、コミュニティの活性化と地域力の向上を図ります。また、町民一人ひとりが互いにその人

権を尊重しつつ、それぞれに責任を果たしていく社会をつくるため、関係機関や団体等と連携

を図り、男女共同参画社会づくりの推進体制の整備や人権に関する教育・啓発を推進し、町民

の人権意識の高揚と差別意識の解消に努めます。

Ⅴ.交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

Ⅵ.心が通い合う町民連携のまち
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第３章　まちづくりの目標

基本構想



人口・世帯数

14,000
（人） （世帯）

13,242

12,616

12,064 11,611
11,000

10,500

16.0%

20.2%

24.1%
27.5%

30.3%
34.4%

62.8%

3,864

61.9%

3,983

61.1%

4,046

59.6%

4,163

57.8%

4,350

53.9%

4,400

21.2%
18.0%

14.8% 12.9% 11.9% 11.7%

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

高齢者人口

生産年齢人口

年少人口

世帯数

　　総合計画の目標年度である平成２７年度における本町の規模を明らかにするために、人口

　などの主要指標を次のとおり想定します。

　平成２７年における人口は、１０，５００人、世帯数は４，４００世帯に達するものと想定

します。

　年齢階層別では、年少人口（１５歳未満）が１，２３０人（１１．７％）、生産年齢人口（１

５～６４歳）が５，６６０人（５３．９％）、高齢者人口（６５歳以上）が３，６１０人（３

４．４％）を占めるものと想定します。

※平成２年～平成１２年の総人口、総世帯数については、国勢調査。

※平成１７年の総人口、総世帯数については、国勢調査の速報値。人口の割合については、推計値。

１．人口・世帯数

第４章　まちづくりの指標

第１節　将来人口フレーム
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第４章　まちづくりの指標

基本構想



就業人口

7,000
（人） （世帯）

6,241 6,199

5,837

5,400

5,100
4,900

44.5% 50.8%

53.9%

56.3%
58.4%

60.2%

20.1%

19.9%

18.8%

19.4%
20.1%

20.7%
35.4%

29.3%
27.3%

24.3% 21.5%
19.1%

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第３次産業

第２次産業

第１次産業

　平成２７年における就業人口は、４，９００人と想定します。

　産業別就業者数は、第１次産業が９３５人（１９．１％）、第２次産業が１，０１５人（２

０．７％）、第３次産業が２，９５０人（６０．２％）と想定します。

 ※総数には、分類不能の産業就業者含む。

※平成２年～平成１２年の就業人口については、国勢調査。

２．就業人口
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第４章　まちづくりの指標

基本構想



　町全体の持続的な発展が図れるよう、次の４つのゾーンに区分し、総合的な土地利用を展開

します。

　中心市街地については、都市基盤と商業機能の整備を図るとともに、基幹産業である農林水

産業・観光と商業が連携し、地域の特性を生かした整備を進めます。また、居住環境の改善や

地震、水害などの災害に対応した防災性の向上、少子高齢化に対応した整備を進めます。

　市街化進行地域については、効率的な土地利用と都市施設整備を一体的に行うとともに、計

画的な緑地空間などの配置により、うるおいのある市街地整備を促進します。

　また、健全な心身と思いやりを育むため、「福祉・文化交流拠点」と「スポーツ交流拠点」

を設定し、多様な交流や活動の場としての充実を図ります。

　（１）福祉・文化交流拠点

　　　　　南郷ハートフルセンターを中心とし、保健・福祉施設の整備や文化施設の機能の充

　　　　実を図るなど秩序ある発展を進めます。

　（２）スポーツ交流拠点

　　　　　南郷中央公園を中心とし、多様なスポーツ交流、健康づくりに対応したスポーツ施

　　　　設及び公園の機能の充実を図るなど秩序ある発展を進めます。

Ⅰ．計画的な土地利用

Ⅱ．ゾーン別土地利用方針

第２節　土地利用構想

１.中心市街地ゾーン

　本町の面積は、６３．１７ｋm で、１１，６００人の町民が生活しています。

　土地は町民にとって限られた資源であるとともに、生活や生産活動に係る共通の基盤である

ことから、その利用は町民生活や町全体の活力に大きく影響を及ぼすものであります。

　このため、本町の土地利用は公共の福祉を優先させ、地域の自然的、社会的、経済的及び文

化的条件に配慮し、住みよい生活環境の実現と町域全体の秩序ある発展を図る計画的な土地利

用を進めます。

２
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第４章　まちづくりの指標

基本構想



　営農地域では、より生産性を高めるための土地の高度利用を促進するとともに、地域の活力

を維持していくため、集落環境の維持・向上を図ります。また、新たな企業誘致については、

優良農地の保全を図りつつ、環境に配慮した土地利用を進めるとともに、都市生活者と農村と

の交流を可能とする土地利用を図ります。

　広域都市圏及び地域間のネットワーク化を図り、生活・生産活動の活性化を促進するため、

放射状や環状の連携軸を設定します。

Ⅲ．連携軸の形成

２.農園集落ゾーン

　良好な自然環境や山地災害防止機能などの機能維持・保全を図り、農林業の振興を促進する

とともに、「資源の循環利用林」「水土の保全林」「森林と人との共生林」に３区分し、その

機能に応じた森林整備を進めます。

３.森林保全ゾーン

　ダイナミックな自然環境の維持、保全を図るとともに、「『道の駅』なんごう」「県有用植

物園」「港の駅めいつ」を核とし、各種交流活動に対応した施設等の機能の充実と環境の整備

を進めます。

４.日南海岸観光レクリエーションゾーン

　国道２２０号と東九州自動車道を都市連携軸として位置づけ、隣接市町はもとより宮崎、都

城、鹿児島地域との産業面での交流強化を図るなど広域的な地域間連携を図ります。

１.都市連携軸

　県道及び主要町道を都市連携軸にリンクさせる形で位置づけ、町内各地と隣接する地域との

生活及び福祉面での連携強化を図ります。

２.生活・福祉交流軸

　国道４４８号を自然観光交流軸として位置づけ、エコミュージアム南那珂の概念に沿った観

光と都市交流の発展軸とします。

３.自然観光交流軸

　東九州自動車道へのアクセス道路を産業交流軸として位置づけ、高速交通ネットワークのポ

テンシャルを生かした本町産業の育成と強化を図ります。

４.産業交流軸
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第４章　まちづくりの指標

基本構想



凡　例

都市連携軸

生活・福祉交流軸

自然観光交流軸

産業交流軸

東九州自動車道予定路線

東九州自動車道予定路線

産業
交流軸

森林保全
ゾーン

都市連携軸

生活・福祉交流軸

農園集落
　　ゾーン

日南

串間

鹿児島

串間

市木

市木

宮崎

日南

日南 日南

中心市街地
　　ゾーン

自
然
観
光
交
流
軸

日
南
海
岸
観
光

　
　
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン

都井岬

スポーツ
交流拠点

福祉・文化
交流拠点

南郷町土地利用構想図
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第４章　まちづくりの指標

基本構想



　基本構想の実現に向けて、町民と行政との連携のあり方と、その施策・事業を進めるための

方策を示すものです。

　社会経済情勢の急速な変化や地方分権の大きな流れの中で、「たくましく　笑顔あふれる　

豊かなまち　南郷」づくりを進めていくため、町民との情報の共有化及び町政の透明化を進め

るとともに、町民と行政、ボランティア、企業等との役割分担や協働による体制の構築を図り

ます。

Ⅰ．町民参加型社会の実現

　財政状況や経済情勢が厳しい中で、町民ニーズの多様化、高度化に迅速かつ的確に対応して

いくため、自主財源の拡大、施策・事業の優先順位とバランスを考慮しながら財源の効率的配

分を行うなど、財政の健全性の確保を図るとともに、最小の経費で最大の効果を得られるよう、

効果的な行財政運営を推進します。

Ⅱ．効率的・効果的な行財政運営の展開

　社会経済情勢の変化や本格的な地方分権社会が進む中で、計画を着実に推進していくため、

公的関与の必要性を検討しながら、成果を重視した評価システムを確立するとともに、新たな

行政課題に柔軟に対応できる機能的な組織づくりと行政職員の能力向上を図ります。

Ⅲ．計画の進行管理と組織の確立

　国・県の政策動向や社会経済情勢の変化に適切に対応し、各分野での事業を計画的かつ円滑

に推進するため、積極的な情報交換を図るなど、国・県との緊密な連携に努めます。

第５章　基本構想の推進に向けて

Ⅳ．国・県との連携
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第５章　基本構想の推進に向けて

基本構想



基　本　計　画

２００６年～２０１０年

第１編　基本的な考え方

第２編　施策展開

第３編　基本計画の推進に向けて

基本計画



第１編　基本的な考え方
１.基本計画の目的

２.基本計画の期間

３.計画の指標（人口フレーム）

４.施策体系図

基本計画



区　分 平成２年

13,242

2,805

8,313

2,124

3,864

12,616

2,268

7,804

2,544

3,983

12,064

1,786

7,376

2,902

4,046

11,611

1,498

6,920

3,193

4,163

11,000

1,309

6,358

3,333

4,350

平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

人口総数

０～１４歳

１５～６４歳

６５歳以上

世帯数(戸)

単位：人

　総合計画基本計画（前期）は、基本構想で示した本町の将来像を実現するため、今後５年間

で特に優先すべき重点的な取組みを掲げた計画書として策定したものです。

　まちづくりの目標ごとに、より具体的にその方向や方針（現状と課題、施策の体系、主な施

策、主な事業）を示し、既に実施している取組みに加え、中・長期的な視点から早急に実施す

べき取組みを示しています。

１.基本計画の目的

　この計画の期間は、基本構想と同様に１０年間とし、前期（平成１８年度から平成２２年度）

と、後期（平成２３年度から平成２７年度）に区分します。

　したがって、この基本計画は前期の平成１８年度（２００６年度）から平成２２年度（２０

１０年度）までの５年間とします。

２.基本計画の期間

■人口・世帯数

�

　平成２２年における人口は、１１，０００人、世帯数は、４，３５０世帯と想定します。

３.計画の指標（人口フレーム）

第１編　基本的な考え方
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人口・世帯数

14,000
（人） （世帯）

13,242
12,616

12,064 11,611
11,000

16.0%

3,864

20.2%

3,983

24.1%

4,046

27.5%

4,163

30.3%

4,350

62.8%

61.9%

61.1% 59.6%
57.8%

21.2%
18.0%

14.8% 12.9% 11.9%

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

高齢者人口

生産年齢人口

年少人口

世帯数

就業人口

区　分 平成２年

6,241

2,208

1,258

2,775

0

6,199

1,818

1,233

3,147

1

5,837

1,594

1,098

3,139

6

5,400

1,309

1,049

3,042

0

5,100

1,097

1,024

2,979

0

平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

就業人口総数

第１次産業

第２次産業

第３次産業

分類不能

7,000
（人）

6,241 6,199

5,837
5,400

5,100

44.5% 50.8%

53.9%

56.3%
58.4%

20.1%

19.9%
18.8%

19.4%
20.1%

35.4%
29.3% 27.3%

24.3% 21.5%

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

第３次産業

第２次産業

第１次産業

就業人口

※平成７年・１２年の総人口、総世帯数については、国勢調査。

※平成１７年の総人口・総世帯数については、国勢調査の速報値。人口の割合については、推計値。

 ※平成７年・１２年の就業人口については、国勢調査。
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■就業人口�

　平成２２年における就業人口は、５，１００人と想定します。

基本計画

単位：人
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第２編　施策展開
第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

第２章　安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち

第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

第４章　自然が織りなす美しいまち

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

第６章　心が通い合う町民連携のまち

基本計画



第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

　Ⅰ．健康管理体制の充実

　Ⅱ．医療体制の充実

　「生涯を通じて健康に暮らせるまち」を実現するために、２つの分野別目標と６つの大綱を

定めて取り組んでいきます。

第１節　健康に暮らせる環境づくり（保健・医療）

　Ⅰ．地域で育む福祉の充実

　Ⅱ．高齢者福祉の充実

　Ⅲ．障害者福祉の充実

　Ⅳ．社会保障の充実

第２節　互いが支えあう地域社会づくり（福祉）

基本計画



第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

まちづくりの目標

分野別目標 施策の大綱 施　策

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

第
１
節
　
健
康
に
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り

第
２
節
　
互
い
が
支
え
あ
う
地
域
社
会
づ
く
り

Ⅰ．健康管理体制の充実 １．健康づくりの推進

２．健康管理意識の高揚

３．スポーツ・運動を通じた健康づくりの推進

４．健康診査体制の充実

５．感染症・薬物対策の推進

６．健康福祉施設の整備

１．地域医療体制の充実

２．救急医療体制の充実

３．災害時医療体制の整備

１．地域福祉推進体制の整備

２．福祉への理解と協力の促進

３．福祉環境等の整備

１．高齢者福祉体制の充実

２．高齢者保健の推進

３．生きがい対策と社会参加の促進

１．障害者の自立と社会参加の促進

２．障害者福祉サービスの充実

１．低所得者福祉の充実

２．国民健康保険事業の推進

３．国民年金事業の推進

４．介護保険制度の円滑な推進

Ⅱ．医療体制の充実

Ⅰ．地域で育む福祉の充実

Ⅱ．高齢者福祉の充実

Ⅲ．障害者福祉の充実

Ⅳ．社会保障の充実
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第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



　本町における死因別死亡順位は、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患が上位を占めている状況

にあり、わが国の主要死亡原因と同じ状況にあります。これらの疾患は、生活習慣病とも言わ

れ、食生活の変化や運動不足など日常生活のあり方とも深く関連しています。

　このため、今後は町民一人ひとりの多様な価値観やニーズを把握しながら、自主的な健康づ

くりのための啓発を行うとともに、健康寿命の延伸と生活の質の向上を図るため、疾病の早期

発見や治療にとどまらず、毎日の生活習慣改善に心がけ、積極的な健康づくりを推進するなど、

疾病を予防することに重点をおいた対策が必要となっています。

　一方、国際化の進展等により結核や感染症の感染形態も多様化してきているとともに、社会

構造の複雑化に伴いストレスを感じる人が増える中で、心の健康づくりを進めることも重要な

課題になっています。

　このため、町民が感染症の発生予防やまん延防止に対する意識の醸成を図るとともに、予防

接種や健康診断を積極的に受診する取組みを推進する必要があります。また、心の健康に関し

て気軽に相談できる体制の整備が必要となっています。

【現状と課題】

【施策の体系】

Ⅰ．健康管理体制の充実 １．健康づくりの推進

２．健康管理意識の高揚

３．スポーツ・運動を通じた健康づくりの推進

４．健康診査体制の充実

５．感染症・薬物対策の推進

６．健康福祉施設の整備

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

第１節　健康に暮らせる環境づくり

Ⅰ．健康管理体制の充実
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第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



１．健康づくりの推進

【主な施策】

■施策内容

（１）　　町民の健康寿命を延ばすため平成１７

年３月に策定した「健康なんごう２１計画」

に基づき、ライフステージに応じた健康

づくりの取組みを推進します。

（２）　　町民の生活習慣に応じた自主的な健康

づくりを支援するため、健康づくり推進

団体や食生活改善の指導を行う健康づく

りリーダーの育成に努めます。

■施策内容

（１）　　各種健康講座、健康イベントを実施し、

「自分の健康は自分で守る」という意識

の啓発を図るとともに、町民が健康づく

りに関する適切な相談、指導を継続的に

受けられるよう健康相談機能を充実します。
�　　

（２）　　メンタルヘルスに関する情報を積極的

に提供し、心の健康づくりの意識の高揚

を図るとともに、心のケアに関する相談

体制を充実します。

主な事業

�●母子保健推進員育成事業

�●食生活改善推進員育成事業

２．健康管理意識の高揚

主な事業

�●健康福祉まつり開催事業

�●精神障害者社会復帰事業

第五次南郷町総合計画　45

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



３．スポーツ・運動を通じた健康づくりの推進
■施策内容

（１）　　町民が身近な施設で運動に取り組める

環境づくりを推進します。
�　　　

（２）　　町民に対してスポーツを通じた健康づ

くりの普及・促進を図るとともに、健康

運動指導士等による各世代に応じた運動

メニューの開発に努めます。

主な事業

�●高齢者健康対策事業（地区別高齢者健康教室など）

�●生活習慣病予防対策事業（生活習慣病予防教室など）

４．健康診査体制の充実
■施策内容

（１）　　生活習慣病などの早期発見のために、

ライフステージに応じた健康診査事業を

充実させるとともに、総合健診の導入に

よる受診機会の拡大や検（健）診を受け

やすい体制づくりに努め、町民の受診率

向上を図ります。
�　　

（２）　　町民一人ひとりに合ったヘルスアセス

メントを推進し、検（健）診後の指導の

充実に努めます。
�

（３）　　町民自らによる健康管理を一層促進す

るため、健康管理システムの導入を図り

ます。

主な事業

�●各種がん検診事業

�●各種健康教室、健康相談事業
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基本計画



５．感染症・薬物対策の推進

■施策内容

（１）　　結核や感染症の発生予防を図るため、健康診断、予防接種等を推進するとともに、

　　　　適切な医療の提供等による治療や感染拡大防止対策に努めます。
�　　

（２）　　突発的な感染症に迅速に対応できる危機管理体制の確立に努めます。
�

（３）　　結核及び感染症の正しい知識の普及・啓発やまん延防止のための情報提供を図りま

　　　　す。
�

（４）　　関係機関と連携を図り、覚せい剤等の薬物が健康や生活に及ぼす危険の啓発、教育

　　　　を継続して行い、薬物乱用防止に努めます。　

主な事業

�●各種予防接種事業（予防接種法）

�●結核予防対策事業（結核予防法による健康診断など）

６．健康福祉施設の整備

■施策内容

（１）　　保健、福祉、介護等の拠点として、健康福祉センター（仮称）の整備を図り、町民

　　　　の健康づくりや生きがいづくりを推進します。

主な事業

�●健康福祉センター（仮称）整備事業
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第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



　本町には、病院２か所、一般診療所４か所、歯科診療所５か所の医療機関があり、生活圏域

内おける人口あたりの病院数、病床数は全国水準を上回っています。また、医師、看護師など

の医療従事者も充足されています。しかしながら、少子高齢化の進展や慢性疾患の増加などに

よる疾病構造の変化等に伴い、町民の医療に対するニーズは高度化・多様化しています。

　このため、関係機関による機能分担等を図りつつ、高度的・専門的な医療体制の整備が求め

られています。

　一方、救急医療は関係機関の協力と広域事務処理で対応しており、ほぼその機能が発揮され

ています。

　今後も、このシステムの維持を図りつつ、大災害発生時の医療の確保に向けた災害医療の充

実など、緊急時の町民の生命や健康を支える医療体制を充実していく必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．地域医療体制の充実

■施策内容

（１）　　医療機関の機能分担と連携に基づく高次医療機能の充実や医療施設の近代化などを

　　　　促進し、地域保健医療の基盤づくりに努めます。
�

（２）　　町民が身近で基本的診療や健康相談が受けられる「かかりつけ医」の定着を図るた

　　　　め、医療機関との連携や普及啓発活動を推進します。

Ⅱ．医療体制の充実

１．地域医療体制の充実

２．救急医療体制の充実

３．災害時医療体制の整備

Ⅱ．医療体制の充実
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第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



主な事業

�●日南市休日夜間急病センター運営事業

�●在宅当番医運営事業

２．救急医療体制の充実

■施策内容

（１）　　関係機関と広域連携を図り、初期から第三次に至る救急医療体制の充実に努めます。

主な事業

�●救急医療体制推進事業

３．災害時医療体制の整備

■施策内容

（１）　　大規模災害発生時における「災害拠点病院」と医療機関との連携協力体制の構築を

　　　　図り、災害時の医療を確保します。また、町民に対し、緊急時における応急措置等に

　　　　関する正しい知識の普及啓発に努めます。
�

（２）　　災害発生時に必要となる医薬品及び医療器材等の備蓄を図ります。

主な事業

�●危機管理体制推進事業
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（３）　　医師会等の協力を得ながら、休日・夜

間診療の充実・強化に努めます。また、

日南市休日夜間急病センターの適正利用

を進めるため、広報活動に努めます。

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



　少子高齢化の進展や家族形態の変容など、福祉を取り巻く環境は大きく変化しており、地域

においても相互扶助精神の低下が懸念されています。このため、子どもから高齢者まで障害の

有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、保健、医療、福祉の連携に

よる幅広い福祉施策の充実とともに、地域の人々が互いに支え合って、人と人とのつながりを

大切にする社会の構築が求められています。

　今後は、町民一人ひとりが福祉を身近なものとして捉え、理解と協力を深めることができる

よう、福祉意識の高揚と福祉教育・福祉学習の充実を図るとともに、町民レベルでの多様な活

動が活発に行われるよう、ＮＰＯの育成やボランティア団体等が活動しやすい体制を整備しな

がら、団体間の連携を支援していく必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．地域福祉推進体制の整備

■施策内容

（１）　　社会福祉協議会を地域福祉活動の核として位置付け、組織の強化と事業の展開を支

　　　　援します。また、公的な福祉サービスと町民の自主的な活動の連携を図りながら、総

　　　　合的かつ効率的な社会福祉活動を推進します。
�　　　　　

（２）　　高齢者や障害者をはじめ、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、

　　　　保健・医療・福祉の連携を充実するとともに、町民、自治会、老人クラブ、ボランティ

　　　　ア団体等が相互に協力・連携して地域全体で支えていく福祉体制の整備を図ります。

第２節　互いが支えあう地域社会づくり

Ⅰ．地域で育む福祉の充実

１．地域福祉推進体制の整備

２．福祉への理解と協力の促進

３．福祉環境等の整備

Ⅰ．地域で育む福祉の充実
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基本計画



２．福祉への理解と協力の促進

３．福祉環境等の整備

（３）　　ＮＰＯや地域ボランティア団体の育成とネットワーク化を促進し、ボランティア団

　　　　体が活動しやすい環境づくりを支援します。

主な事業

�●民生委員児童委員活動事業

�●南郷町社会福祉協議会支援事業

�●南郷町ボランティアセンター育成事業

�●南郷町シルバー人材センター育成事業

■施策内容

（１）　　健康・医療・福祉に関する研修会やイベントの開催、福祉教育の展開、広報紙等に

　　　　よる啓発活動を通じてノーマライゼーションの理念の浸透と思いやりの心の醸成を図

　　　　ります。
�

（２）　　自治会、子供会、老人クラブ等の地域団体相互の多世代にわたる交流と学習機会の

　　　　充実を図り、地域ぐるみの福祉教育を推進します。

主な事業

　●福祉団体交流事業（ボランティアまつり開催など）

�●老人クラブ活動事業

主な事業

　●障害者住宅改造助成事業

�●高齢者住宅改造助成事業

第五次南郷町総合計画　51

■施策内容

（１）　　高齢者や障害者をはじめ、多くの人が

利用する公共施設や住宅等の整備につい

ては、バリアフリーの環境づくりを推進

します。　

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



　本計画の目標年次である平成２２年には、町民の３０．３％、およそ３人に１人が６５歳以

上の高齢者になるものと見込まれています。このうち、介護の必要な高齢者は２割弱で、大多

数の高齢者は、肉体的、精神的に健康な高齢者であると予想されており、高齢者にとって社会

参加ができ、住み慣れた地域で自立した生活が送れることは非常に大切です。また、高齢者の

増加による介護予防対策や介護サービス等に対するニーズが多様化しています。

　このため、高齢者の生きがいのある充実した暮らしの実現に向けて、地域づくりや就労等を

通じた社会参加を多方面から支援するとともに、高齢者が健康で生き生きとした生活を送るこ

とができるよう、高齢者一人ひとりに合った健康増進プログラムを提供するなど、介護予防に

関する施策の充実を図る必要があります。また、介護が必要な高齢者や介護を必要とする状態

になっても、安心して利用できる介護サービスが受けられる体制の充実を図る必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．高齢者福祉体制の充実

１．高齢者福祉体制の充実

２．高齢者保健の推進

３．生きがい対策と社会参加の促進

Ⅱ．高齢者福祉の充実

Ⅱ．高齢者福祉の充実
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■施策内容

（１）　　保健・医療・福祉の各分野との連携と、

近隣市町等との協力体制の強化を図ると

ともに、様々な生活実態を把握しながら、

高齢者の増加に対応した良質なサービス

提供の充実に努め、福祉施設等の整備を

促進します。

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



２．高齢者保健の推進

３．生きがい対策と社会参加の促進

（２）　　高齢者が家庭や地域とのつながりを持ちながら、住み慣れた家庭で生活を維持でき

　　　　るよう、地域社会との連携を図りつつ、介護指導、訪問活動、生きがい対策等の充実

　　　　に努めるとともに、各種生活支援サービス事業の強化を図ります。

■施策内容

（１）　　健康教育や健康相談、各種健診等を通じて健康状態や日常的な生活習慣の把握と不

　　　　安の解消に努め、効果的な指導による生活の質の向上と一人ひとりに合った総合的な

　　　　保健サービスの提供を推進します。
�

（２）　　関係団体等との連携のもと、年齢、体力に応じた健康増進プログラムの作成や訪問

　　　　指導を通じて認知症、転倒骨折、閉じこもり、脳血管疾患等の予防及び状態悪化の防

　　　　止に努めます。

主な事業

　●介護予防・地域支援事業（介護保険）

主な事業

　●訪問指導事業
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■施策内容

（１）　　高齢者相互の連携と交流を促進するため、

その中核となる老人クラブの組織の強化

と活動の活発化を図ります。また、高齢

者の多様な学習ニーズに対応するため、

生涯学習の多様化と高度化に努めます。
�

（２）　　世代を超えたふれあいを促進するため、

高齢者と子どものふれあえる場の提供を

行い世代間の交流を推進するとともに、

様々なボランティア活動を通じての社会

参加や社会貢献を促進します。

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



主な事業

　●南郷町シルバー人材センター育成事業

�●南郷町老人クラブ連合会育成事業
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第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画

（３）　　健康づくりと生きがいづくりを兼ねて、

高齢者を対象とした各種運動教室の開催

やスポーツの普及等に努め、身体状況に

応じたスポーツ・レクリエーション活動

の促進を図ります。

（４）　　シルバー人材センターや事業者等と連

携を図りながら、高齢者がその豊かな社

会経験や能力を引き続き発揮できる就労

環境づくりに努めます。



　本町の障害者数は、高齢化の進展により年々増加し、障害の内容も重度化・重複化していま

す。また、核家族化や家族の高齢化による家庭介護の能力の低下も懸念されています。こうし

た中、障害者の自立と社会参加の意識が高まってきており、障害者施策に対するニーズの多様

化に加え、生活の質の向上も求められています。

　このため、今後は障害者の主体性、自立性、能力等が十分発揮できる社会参加の支援と在宅・

施設福祉サービスの充実に努めるとともに、ノーマライゼーションの理念の浸透を図り、障害

者が社会参加しやすい環境づくりを進める必要があります。

Ⅲ．障害者福祉の充実

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．障害者の自立と社会参加の促進

１．障害者の自立と社会参加の促進

２．障害者福祉サービスの充実

Ⅲ．障害者福祉の充実
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■施策内容

（１）　　障害者雇用の拡大と継続を図るため、

公的支援機関との連携や民間企業、団体

等へ各種制度の周知を行い、働く場の充

実に努めます。

（２）　　障害者が主体的に参加できるスポーツ・

レクリエーション活動や文化活動などの

社会参加活動を行う環境の充実に努めます。

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



（３）　　町民の障害者に対する理解やノーマライゼーションの意識の醸成を図るため、関連

　　　　行事の実施や広報活動の充実に努めます。

主な事業

　●在宅障害者小規模作業所育成事業

�●老人クラブ・障害者福祉会合同スポーツ大会開催事業

主な事業

　●自立支援医療・障害福祉サービス事業

　●障害福祉計画策定事業

２．障害者福祉サービスの充実
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■施策内容

（１）　　障害者支援費制度の推進を図るため、

障害者自らが支援制度の選択ができるサ

ービスの確保に努めながら、内容の充実

を図ります。
�

（２）　　障害の種別、障害の重度化・重複化に

対応した適切な介護給付や訓練等給付を

行うとともに、障害者が地域で自立し、

社会参加できるよう地域生活支援事業や

相談支援体制の充実を図ります。

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



　本町の生活保護世帯は、長引く経済不況の影響や家庭事情等により増加傾向にあります。今

後も高齢化の進展や生活環境の変化等により、高齢者世帯や単身者世帯の増加が予想されるこ

とから、生活保護制度の適正な運営のため、世帯の保有する資産の活用や自立に向けた稼働能

力の活用など世帯の状況に適応した指導の必要があります。

　国民健康保険は、生活習慣病の増加や医療技術の高度化、加入者の高齢化等から医療費が大

幅に伸びており、事業運営は今後さらに厳しい状況になると予想されます。このため、未加入

者の解消、収納の確保、給付の適正化等に努め、国民健康保険事業の健全運営を進めながら、

各種保健事業を充実し、医療費の抑制を図る必要があります。

　国民年金事業は、適用業務と免除申請受付及び給付相談が主な業務となっています。今後は、

多様化している町民のライフスタイルに応じた適用業務や給付相談を行う必要があります。

　介護保険制度は、平成１２年度に導入され平成１５年度に始まった第２期介護保険事業計画

の中で、サービスの普及や内容の充実を図ってきました。今後、高齢化の進行により介護を必

要とする高齢者も年々増加する中で、平成１８年度から平成２０年度までの第３期介護保険事

業計画の策定や平成１８年度から改正介護保険法が施行される予定になっており、近隣市町と

共に適切かつ効果的な介護保険制度給付体制の充実を図る必要があります。

Ⅳ．社会保障の充実

【現状と課題】

【施策の体系】

１．低所得者福祉の充実

２．国民健康保険事業の推進

３．国民年金事業の推進

４．介護保険制度の円滑な推進

Ⅳ．社会保障の充実
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第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



主な事業

　●生活保護事業

主な事業

　●国民健康保険事業

�●老人保健事業

�●医療費適正化事業

２．国民健康保険事業の推進

■施策内容

（１）　　民生委員児童委員やケースワーカーと連携を図り、自立への援助を基本とした生活

　　　　保護制度の適正な運営に努めます。
�　　

（２）　　低所得者世帯の経済的自立と生活意欲を助長するため、関係機関と連携を強化し、

　　　　就労等に関する相談体制の充実を図り、保護世帯の実情に応じた適切な指導に努めま

　　　　す。

【主な施策】

１．低所得者福祉の充実
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■施策内容

（１）　　医療費の適正化を図るため、各種健康

診断の受診率向上に努め、疾病の早期発見、

早期治療を推進するとともに、疾病予防

を図るため、食生活の改善と運動を基本

にした健康づくりの普及啓発活動を推進

します。
�

（２）　　相互扶助と受益者負担という保険事業

の趣旨の周知徹底を推進し、保険制度へ

の未加入者の解消、適正賦課の推進、収

納率の向上を図り、保険財政の安定化に

努めます。

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



■施策内容

（１）　　国民年金制度の重要性を周知するため、様々な機会を捉えて情報の提供と意識啓発

　　　　に努めます。
�

（２）　　制度の仕組み等に関する幅広い年金相談の充実を図るとともに、国との連携により

　　　　未加入者の加入促進や保険料の未納者の解消に努めます。

３．国民年金事業の推進

４．介護保険制度の円滑な推進

主な事業

　●国民年金制度周知広報啓発・相談事業

主な事業

　●居宅介護サービス事業�

�●介護予防サービス事業�

�●介護予防事業�

�●任意事業（配食サービスなど）

　●施設介護サービス事業

　●特定入所者介護サービス事業

　●包括的支援事業
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■施策内容

（１）　　介護保険制度の利用方法、利用実態、

介護サービス事業者等の情報提供を行い、

制度に対する理解を深め、町民の主体的

選択に基づく適切な介護サービスの利用

を推進します。
�　

（２）　　介護サービスを提供する事業者と連携し、

居宅介護サービスを中心としたサービス

の必要量の確保に努めるとともに、質の

向上や人材の確保等を働きかけ、基盤の

充実を図ります。

（３）　　要介護者とならないために、地域に密着した介護予防サービスの充実に努めます。
　

（４）　　介護サービス事業の第三者評価の導入及び評価結果の公表を推進し、利用者の視点

に立った適正な制度運用に努めます。

第１章　生涯を通じて健康に暮らせるまち

基本計画



第２章　安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち

　Ⅰ．子育て支援体制の充実

　Ⅱ．義務教育の充実

　Ⅲ．地域が一体となった青少年の健全育成の推進

　「安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち」を実現するために、２つ

の分野別目標と６つの大綱を定めて取り組んでいきます。

第１節　安心して子どもを生み健やかに育てる環境づくり（子育て・学校教育）

　Ⅰ．文化の振興

　Ⅱ．スポーツ・レクリエーション活動の促進

　Ⅲ．誰もが学べる環境の整備

第２節　生涯を通じて学べる環境づくり（社会教育）

基本計画



【体系図】

第２章　安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち

第２章　安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち

第
１
節
　
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
健
や
か
に
育
て
る
環
境
づ
く
り

第
２
節
　
生
涯
を
通
じ
て
学
べ
る
環
境
づ
く
り

Ⅰ．子育て支援体制の充実 １．地域が一体となった子育て支援の推進

６．保護を必要とする児童への施策の充実

２．保育サービスの充実

２．生涯学習推進体制の充実

３．図書館活動の充実

１．スポーツ団体・指導者の育成

４．母子保健事業の充実

５．ひとり親世帯への自立支援

３．就学前教育の充実

Ⅲ．地域が一体となった青少年の健全育成の推進

Ⅰ．文化の振興

１．生涯学習の推進

Ⅱ．スポーツ・レクリエーション活動の促進

Ⅱ．義務教育の充実

Ⅲ．誰もが学べる環境の整備

１．教育指導体制の充実

６．学校給食の充実

２．教育内容の充実

４．特色ある学校の創造

５．教育環境の充実

３．健康・安全教育の充実

１．文化活動の促進

６．伝統的文化の継承と活用

２．文化事業の充実

４．文化遺産の保護

５．文化財の活用

３．文化施設の充実

１．家庭の教育力の向上

２．学校における青少年の育成

４．少年非行防止対策の推進

３．地域社会における青少年の育成

２．スポーツプログラムの開発

４．スポーツ・レクリエーション施設機能の充実

３．スポーツ交流事業の推進

分野別目標

まちづくりの目標

施策の大綱 施　策
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第２章　安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち

基本計画



　ライフスタイルの変化や核家族化の進展など、子どもを生み育てる環境が大きく変化し、少子

化が進んでいます。本町の合計特殊出生率も人口を維持するのに必要な水準を下回っています。

今後も少子化の進行が予想されるため、安心して子どもを生み育てることのできる社会環境を総

合的・計画的に整備することが課題となっています。

�一方、地域の連帯意識の低下や家族形態の変化等により、子育てに不安を抱く保護者も増加し

ています。また、複雑化・多様化する児童の健全育成に関する相談体制等の整備が課題となって

います。

�これらの変化に対応して、安心して子どもを生み心身ともに健やかに成長できるよう、地域や

家族、保健・福祉・教育など各分野との連携による総合的な子育て支援の充実を図っていく必要

があります。

１．地域が一体となった子育て支援の推進

�■施策内容

�（１）　　次世代育成支援行動計画の推進を図るとともに、県や関係機関と連携し、子ど

　　　　　もを生み育てる環境を充実させるために必要な体制の構築を進めます。

Ⅰ．子育て支援体制の充実 １．地域が一体となった子育て支援の推進

２．保育サービスの充実

３．就学前教育の充実

４．母子保健事業の充実

５．ひとり親世帯への自立支援

６．保護を必要とする児童への施策の充実

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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第２章　安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち

基本計画

第２章　安心して子どもを生み、健やかに育て生涯を通じて学べるまち

第１節　安心して子どもを生み健やかに育てる環境づくり

Ⅰ．子育て支援体制の充実



主な事業

�●町立保育所民間委託

主な事業

�●次世代育成支援行動計画推進事業

　●子育て支援対策事業（講演会開催など）

　●子育てグループ支援事業

２．保育サービスの充実

■施策内容

（１）　　通勤時間や就労形態の多様化による保

育ニーズに対応するため、乳児保育、延

長保育、一時保育等の実施を促進すると

ともに、質の向上等による保育サービス

の充実を図ります。

（２）　　町立保育所の運営について、今後の安

定的な保育需要への対応と現在の保育所

の維持継続を図るため、民間法人への移

行を進めます。

（２）　　町民に対し、子育ての大切さや家庭の

暖かさなどをテーマにした講演や育児・

介護 休業制度等の普及啓発を行い、意識

の醸成を図ります。

（３）　　地域子育て支援センターの充実を図り、

子育て支援や相談指導等の強化に努めます。
　

（４）　　地域やボランティア団体等と連携し、

子育ての先輩が自分の経験や親として必

要なことを若い親と気軽に話し合えるネ

ットワークづくりに努めます。

（５）　　子育て世帯が望む情報や支援策の提供に努めるとともに、家庭、学校、地域が連携し、

家庭教育の充実を図る取組みや幼児教育に関する相談指導体制づくりに努めます。
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基本計画



主な事業

�●乳幼児医療費助成制度事業

�●妊産婦健康診査事業

�●乳幼児健康診査事業

主な事業

�●就学前教育事業

　〔就学前教育教室（わかば学級）教育講座、読み聞かせ講座など〕

３．就学前教育の充実

４．母子保健事業の充実
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■施策内容

（１）　　地域幼児教育センターとしての幼稚園

の機能向上を図るため、幼児一人ひとり

の個性や発達段階に応じたきめ細かな指

導を促進するとともに、小学校との連携

による幼小一貫教育の充実に努めます。

（２）　　地域社会や保育所等との連携・交流に

よる教育内容の多様性の確保を図ります。
　　　　

（３）　　読み聞かせ会等を実施して、読書活動

の推進を図ります。

■施策内容

（１）　　乳幼児の疾病や障害を早期に発見し、

適切な治療が受けられる体制の整備を図

ります。

（２）　　子どもたちを感染症や不慮の事故から

守るため、疾病や安全に対する正しい知

識の普及、予防接種体制の充実を図ります。
　　　　

（３）　　妊娠中から子どもの就学に至るまでの

健診、相談、教育等の総合的な母子保健

事業を展開します。
　　　

（４）　　乳幼児の成長や健康管理等について学び、

仲間づくりをしながら楽しく子育てがで

きるよう育児支援体制の充実を図ります。
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基本計画



主な事業

�●母子家庭医療費助成事業及び寡婦家庭医療費助成事業

�●母子世帯生活つなぎ資金貸付制度�

主な事業

�●児童虐待防止事業（児童虐待防止ネットワークなど）

�

５．ひとり親世帯への自立支援

　■施策内容

　（１）　　子育てと生計をひとりで担うひとり親家庭等が自立・安定した生活を得て、安

　　　　　心して子育てや日常生活が送れるよう、支援体制の整備を促進します。�
　　

　（２）　　母子寡婦福祉資金貸付金や児童扶養手当など、ひとり親家庭等の自立を促進す

　　　　　るための支援制度について、積極的な情報提供と適正な運用を図ります。

６．保護を必要とする児童への施策の充実

　■施策内容

　（１）　　児童相談所、病院、学校など児童に関わる機関と幅広く情報交換を行い、児童

　　　　　虐待防止のための対策の充実を図ります。
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基本計画



　学校週５日制のもと、特色ある教育を展開し、一人ひとりの個性を尊重し、自ら学び考える力

などを育む教育を進めています。しかし、子どもたちの思いやりなどの心の欠如や学力、体力の

低下等の様々な問題が指摘されており、指導体制や教育内容の充実を図るとともに、変化の激し

い現代社会においては、多様化する教育ニーズに的確に対応した学校づくりが求められています。

　このため、地域に開かれ教育課程に創意工夫を凝らした特色ある学校づくりを推進し、次代を

担う子どもたちが安心、安全かつ時代に即応した快適な教育環境の中で学習できる環境を整備す

る必要があります。

１．教育指導体制の充実

　■施策内容

　（１）　　時代のニーズに対応した指導ができる教職員の育成を図るため、多様で多面的な

　　　　　教職員研修や教育講演会等を継続して実施します。
　　　

　（２）　　児童・生徒の健全育成と非行等問題行動に対応するため、教職員のカウンセリン

　　　　　グ技術の向上を図ります。

Ⅱ．義務教育の充実 １．教育指導体制の充実

２．教育内容の充実

３．健康・安全教育の充実

４．特色ある学校の創造

５．教育環境の充実

６．学校給食の充実

Ⅱ．義務教育の充実

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

主な事業

�●教育指導向上事業

�・教職員のパソコン研修会開催事業

�・教職員初任者研修会実施事業など　
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基本計画



主な事業

�●ＳＳＮ（スクーリング・サポート・ネットワーク）事業

　●適応指導教室設置事業

　●国際交流員、外国語指導助手派遣事業

（３）　　国際交流員（ＣＩＲ）を活用し、国際親善や国際協力の精神を養う国際理解教育

の充実を図ります。また、県の協力のもと外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した小

学校における英語活動や中学校における英語教育の充実を図ります。

（４）　　地域の人材や豊かな自然、伝統・文化、地場産業など本町の教育資源を活用した

体験的ふるさと学習の推進を図ります。また、特別非常勤講師制度の充実により、

地域の専門的な知識や技能を持った人材の学校教育への活用を図ります。

（５）　　障害のある児童・生徒一人ひとりの個性に応じた適正な就学指導を行うとともに、

障害のある児童・生徒に配慮した教育環境の整備に努めます。

（６）　　障害のある児童・生徒の社会性を育むとともに、障害のない児童・生徒の障害に

対する正しい知識と理解を深めるために交流等を推進します。　

２．教育内容の充実

■施策内容

（１）　　自然体験活動や職場体験学習、ボラ

ンティア活動など様々な機会を提供し、

社会の一員としての自覚を深めるとと

もに、豊かな体験を通して道徳性の育

成を図ります。

（２）　　高度情報社会に対応するため、情報

技術を活用し、情報社会に主体的に対

応できる情報活用能力の育成に努める

とともに、情報モラル・マナーに関す

る指導の充実を図ります。
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基本計画



主な事業

　● 学力向上対策事業

　・学力向上対策委員会

　・初等教育連絡協議会

　・各種能力テスト実施　

　・「ぐんぐんコース、じっくりコース」等学習指導

主な事業

　●食育指導事業

　●命の大切さを教える講演会実施事業

　●交通安全指導実施事業

３．健康・安全教育の充実

４．特色ある学校の創造
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■施策内容

（１）　　食の大切さについての理解と生活習慣

病予防や望ましい食習慣の定着を図るため、

食育対策の充実に努めます。

（２）　　児童・生徒自らが安全に行動するため

交通安全教育や学校安全教育の充実に努

めます。

（３）　　性教育等の保健教育、薬物乱用の防止

など心と体の健康づくりに配慮した健康

教育を推進します。

■施策内容

（１）　　幼保・小・中学校の連携した指導体制

の在り方について、研究・検討を進める

とともに、学校の特色に応じた教育課程

の編成・実施を支援します。

（２）　　児童・生徒数の推移に対応した学校規

模について、検討を行い配置・適正化に

努めます。
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基本計画



５．教育環境の充実

主な事業

　●小中学校校舎・体育館耐震補強対策事業

　●学校施設改善事業（小中学校施設改善検討委員会設置など）

６．学校給食の充実

主な事業

　●衛生管理対策事業（衛生管理研修会など）

　●学校給食センター整備事業

■施策内容

（１）　　教育内容等の多様化への対応など学校

教育を進める上で必要な機能を確保する

ため、施設・機材等の充実を図ります。

（２）　　老朽化施設の耐震補強を含めた改修を

行うとともに、災害時の避難場所として

の機能や地域開放も視野に入れた施設の

計画的な整備を図ります。

（３）　　児童・生徒数の減少により発生する余

裕教室については、多様化する教育ニー

ズへの対応や家庭、地域との連携による

開かれた学校づくりのためのスペースの

整備を図ります。

■施策内容

（１）　　調理器具や設備等の衛生管理を徹底す

るとともに、創意と工夫を凝らした安心、

安全でおいしい給食を提供し、児童・生

徒の健康の増進や体力の向上、豊かな心

の創出に努めます。

（２）　　少子化による児童・生徒数の減少に対

応した給食業務の効率化と老朽化した施

設の改善を図るため、学校給食センター

を整備します。
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（４）　　少子化や教育内容・方法等の多様化に対応した教育施設の整備ついて、調査・検

討を行い快適な教育環境づくりに努めます。
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基本計画



　少子化の進展やライフスタイルの変化に伴い、地域の連帯感の希薄化や人とふれあう機会が少

なくなっていることなどから、青少年を取り巻く環境が大きく変化しており、非行の低年齢化や

無気力、無関心な子どもが増えるなど、青少年の心の不安定さが社会問題になっています。

　このため、非行の防止と早期発見のための活動や青少年の心の問題を解決する取組みを強化す

るとともに、スポーツ、文化、ボランティア等の活動を通して自発性や社会性を持った青少年を

育成する必要があります。また、家庭、学校、地域が一体となって次世代を担う青少年を社会全

体で温かく見守り、健やかな成長を支援していくことが求められています。

Ⅲ．地域が一体となった青少年の健全育成の推進 １．家庭の教育力の向上

２．学校における青少年の育成

３．地域社会における青少年の育成

４．少年非行防止対策の推進

Ⅲ．地域が一体となった青少年の健全育成の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】【主な施策】

１．家庭の教育力の向上
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■施策内容

（１）　　子どもの接し方など親としての心構え

や生活態度について学習する機会の充実

を図ります。

（２）　　学校をはじめとする関係機関が連携し

て子どもの発達段階に応じた、しつけ等

に関する情報の提供や相談体制の整備を

図り、家庭の教育力の向上を総合的に支

援します。

主な事業

　●家庭教育力向上対策事業（家庭教育学級など）
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基本計画



２．学校における青少年の育成

３．地域社会における青少年の育成

主な事業

　●環境教育実施事業

　●共同体験活動事業

主な事業

　●青少年育成支援事業

　・南郷町青少年育成町民会議

　・地域のおじさん・おばさん運動（街頭でのあいさつ運動）

　・「地域安全みまもり隊」活動など

■施策内容

（１）　　集団生活を通じて望ましい人間関係の

形成や社会上のルールを取得する取組み

を推進します。

（２）　　美しいものや自然に感動する心、他者

と共に生きる心など、豊かな心を育む道

徳教育を充実するとともに、人間尊重の

教育を一層推進します。

■施策内容

（１）　　「地域の子どもは地域で守り育てる」

という意識のもと、家庭、学校、地域社

会が連携し、発達段階に応じた自然体験

や伝統芸能等継承活動、ボランティア活

動など様々な体験活動の機会を提供し、

青少年の豊かな心を育みます。

（２）　　家庭、学校、地域社会、行政等の連携

により、「地域安全みまもり隊」等の青

少年の見守り活動の充実を図り、地域で

の安全対策を促進します。
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基本計画



主な事業

　●有害図書等環境調査事業

４．少年非行防止対策の推進

74　第五次南郷町総合計画

■施策内容

（１）　　有害図書類の排除や非行を誘発しやす

い場所の解消など青少年に有害な社会環

境の浄化に努めるとともに、関係機関と

の連携による相談・支援体制の充実を図

ります。

（２）　　青少年健全育成に対する町民の理解と

関心を深めるため、非行防止の取組みや

情勢等について広報啓発活動を推進する

とともに、不良行為少年や薬物乱用少年

の保護、被害少年に対する支援などを通

じた少年非行防止対策を図ります。
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基本計画



　生活水準の向上とともに余暇の拡大や個人の自立が進む中で、人々の価値観は「物の豊かさ」

から「心の豊かさ」を求める傾向にあり、より豊かな人生を送るための文化活動が重要となって

います。このような中、本町では各種文化団体が組織され、文化まつり等において日頃の活動の

成果が発表されています。こうした自主的な文化活動は盛んに行われていますが、参加者の固定

化や若年層の活動離れが懸念されています。

　このため、町内外の文化団体や関係機関と連携しながら、多くの町民が文化に親しむ機会の充

実を図るとともに、文化活動に対し、町民の関心を高めていくことも求められています。

　一方、町内各地には史跡や名勝、祭、芸能など有形・無形の貴重な文化遺産や暮らしの中で育

んできた生活文化があります。これらの文化遺産は、本町の歴史を語る上で無くてはならないも

のであり、町民共有の財産でもあります。

　このため、これらの文化遺産を本町の個性や魅力として再認識し、次世代へ継承するとともに、

地域づくりの視点も含めた多彩な活用を図ることが必要となっています。

１.　文化活動の促進

�■施策内容

�（１）　　文化活動の情報収集や指導者の育成、確保に努めるとともに、創作・発表及び

　　　　　学習の場を提供し、文化・ボランティア団体などの多様な主体の参画を推進します。

Ⅰ．文化の振興 １．文化活動の促進

２．文化事業の充実

３．文化施設の充実

４．文化遺産の保護

５．文化財の活用

６．伝統的文化の継承と活用

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

Ⅰ．文化の振興

第２節　生涯を通じて学べる環境づくり
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基本計画



２．文化事業の充実

３．文化施設の充実

■施策内容

（１）　　町民の文化意識を高めるため、自主文化事業はもちろんのこと県や他市町村との共

　　　　同事業を実施するとともに、民間企業・団体等にも働きかけ、国内外の優れた芸術の

　　　　鑑賞を基本とする文化事業の促進を図ります。

（２）　　行政機関、文化関係団体・サークル等とのネットワーク形成や県外芸術・文化団体

　　　　等のアートキャンプ誘致など、地域・世代・ジャンルを越えた交流・連携により本町

　　　　文化の創造に努めます。

主な事業

　●文化活動促進事業（文化まつり開催など）

　●文化協会育成支援事業

主な事業

　●自主文化事業

�●アートキャンプ誘致事業

主な事業

　●ハートフルセンター施設管理事業

�●文化施設等管理運営対策事業（文化施設等管理運営検討会設置）
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（２）　　文化サークル等の活動内容や芸術活動

の情報を広報誌、ホームページ等で分か

りやすく提供することにより、新たな参

加者の確保や文化活動の活発化を図ります。

■施策内容

（１）　　施設利用者の増加や利便性向上を図る

ため、文化施設の機能充実に努めます。

（２）　　文化施設の管理運営について、利用者

ニーズに対応した新たな管理運営方式の

導入に努めます。
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主な事業

　●文化財保護事業

主な事業

　●文化財資料活用学習事業

　●郷土史編さん事業

主な事業

　●民族芸能後継者育成事業

　●コミュニティ助成事業

■施策内容

（１）　　文化財資料展示室や歴史的な資料の展示、歴史講座等を活用した学習機会の充実を

　　　　図ります。

（２）　　町民の郷土に対する理解を深めてもらうため、郷土史編さん作業を進めるとともに、

　　　　編さん後の資料の活用に努めます。

■施策内容

（１）　　有形文化財や史跡・天然記念物等の適切な保護・保存に努めるとともに、町内に点

在する埋蔵文化財や遺跡等の調査研究を進めます。

（２）　　町民の文化財保護意識の高揚を図るため、文化遺産についての案内・説明板の設置

や広報誌等を通じて啓発に努めるとともに、多様な主体の参加による文化財保護活動

の促進を図ります。

４．文化遺産の保護

■施策内容

（１）　　地域に伝わる郷土芸能や民話、祭、行

　　　　事等の伝統的な文化活動の実態調査や記

　　　　録の保存に努めるとともに、発表や鑑賞

　　　　機会の提供、後継者の育成活動を支援し

　　　　ます。
�

（２）　　地域に伝わる郷土芸能や祭、行事等の

　　　　伝統的な文化活動など積極的な取組みを

　　　　行う地域団体、グループ等を支援します。

６．伝統的文化の継承と活用

５．文化財の活用
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　余暇活動の増加、健康志向の高まりなどに伴い、スポーツ・レクリエーション活動に対する

町民のニーズは多様化・高度化しています。また、スポーツ・レクリエーション活動は健康の

保持増進だけでなく、世代間・親子間の交流、地域の連帯感の高揚、青少年の健全育成などの

効果も期待されています。

　今後も、生きがいづくりや健康づくりのなお一層の取組みに加え、年齢、体力、技術等にと

らわれず、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツに親しみ、スポーツが生活の一部

になるような取組みを図る必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．スポーツ団体・指導者の育成

１．スポーツ団体・指導者の育成

２．スポーツプログラムの開発

３．スポーツ交流事業の推進

４．スポーツ・レクリエーション施設機能の充実

Ⅱ．スポーツ・レクリエーション活動の促進

■施策内容

（１）　　スポーツ・レクリエーション活動を一

層促進するため、指導者の養成や研修等

の充実を図るとともに、体育協会をはじ

めとするスポーツ団体やスポーツ愛好者

クラブ等の育成支援に努めます。

Ⅱ．スポーツ・レクリエーション活動の促進
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２．スポーツプログラムの開発

（２）　　地域住民が自主的に運営し、誰もが気軽に参加できる総合型地域スポーツクラブの

　　　　設立を促進するため、クラブの設立に必要な人材の育成やクラブの必要性についての

　　　　啓発、情報提供等に努めます。

主な事業

　●体育協会支援事業

�●スポーツ少年団支援事業

�●海洋性クラブ育成事業

主な事業

　●スポーツ普及事業

�・スポーツ教室

�・海洋性スポーツ教室（青少年対象）

３．スポーツ交流事業の推進
■施策内容

（１）　　既存のスポーツイベントやスポーツキャンプの受入れを実施している団体等への支

　　　　援を行うとともに、一流選手や指導者等によるスポーツ教室、講習会等を開催し、町

　　　　民の競技力向上や選手との交流を促進します。
�

（２）　　新たなスポーツキャンプ誘致や本町の特性を生かしたスポーツ大会等の創出に努め、

　　　　交流人口の増加やスポーツによる町づくりのための取組みを推進します。

■施策内容

（１）　　町民が生涯を通じて、年齢や健康度に

応じた身近なスポーツを楽しめるよう、

多様なスポーツプログラムの開発に努め

るとともに、健康運動指導士等による効

果的で継続的な指導を図るなど、スポー

ツの生活化の定着に向けた取組みを推進

します。
�

（２）　　町民一人ひとりのスポーツ・健康に関

する各種データ管理体制の確立を図り、個々

の状況に応じた運動プログラムなどの情

報提供を推進します。　　　
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主な事業

　●スポーツフェア「ドリーム・ベースボール」事業

�●黒潮ロードハーフマラソン大会開催事業

�●各種スポーツ大会開催事業（ふれあいスポーツ祭開催など）

主な事業

　●スポーツ施設管理事業

�●スポーツ施設・公園等管理運営対策事業

�（スポーツ施設・公園等管理運営検討会設置）

４．スポーツ・レクリエーション施設機能の充実

■施策内容

（１）　　町民やスポーツキャンプ実施団体等の

ニーズに応えられるよう、中央公園を中

心としたスポーツ・レクリエーション施

設機能の充実を図ります。
�

（２）　　多様なスポーツプログラムの開発・普

及に合わせたスポーツ器具の充実や公園

等を利用したウォーキング・ジョギング

コースの設定等を行い、気軽に親しむこ

とのできるスポーツの定着化を推進します。
�

（３）　　既存のスポーツ・レクリエーション施

設については、適切な維持管理や更新を

図ります。また、施設の運営等について

は利用者のニーズに対応した新たな管理

運営方式の導入に努めます。

（３）　　地域の連帯感を深める地域対抗スポー

ツ大会や世代間の交流を深める町民総参

加型のスポーツ大会の充実を図ります。
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■施策内容

（１）　　生涯を通して誰もが自主的に学習活動に取り組めるよう、町民の多様な学習ニーズ

　　　　や時代の変化に対応した学習プログラムの開発と学習内容の充実に努めます。
�

（２）　　学校、シルバー人材センター、民間企業等と連携し、学習の成果が学校、地域社会、

　　　　職場等において広く活かされるよう人材活用の場の充実に努めます。　

　近年の国際化、情報化等の進展による社会環境の変化や余暇時間の増加などにより、町民の

学習意識は益々高まりを見せています。本町では、町民の多様な学習活動の要望に応えるため

生涯学習講座等の充実に努めていますが、参加者の固定化や一定の講座への希望者の集中が見

られるほか、指導者の確保が課題となっています。

　このため、町民が主体的に多様な学習活動に取り組めるよう、学習情報の提供と指導人材の

育成、学習プログラムの開発や推進体制を確立していくことが求められます。また、参加者が

目標をもって取り組めるよう、学習成果を発表する機会の充実や学習成果を活用できる環境の

整備を進める必要があります。

　南郷ハートフルセンター生涯学習館については、生涯学習の場と図書館が併設されており、

各種講座、体験教室など様々な活動が行われています。

　今後は、町民の学習活動を支援するため、蔵書や資料の充実など生涯学習施設としての環境

の整備が必要になります。

Ⅲ．誰もが学べる環境の整備

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．生涯学習の推進

１．生涯学習の推進

２．生涯学習推進体制の充実

３．図書館活動の充実

Ⅲ．誰もが学べる環境の整備
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主な事業

　●生涯学習支援事業　　　

�・生き活きなんごう大会（生涯学習大会）

　・生涯学習情報提供

�●成人教育事業（百歳大学開催など）

主な事業

　●生涯学習講座支援事業

（３）　　学習情報の収集に努めるとともに、広報誌、ホームページ等を通じ、内容の充実し

　　　　た分かりやすい情報を提供することにより、新たな参加者の確保を図ります。

２．生涯学習推進体制の充実

■施策内容

（１）　　より良い生涯学習環境の確立に向けて、

　　　　県、近隣市町、学校、各種団体、民間企

　　　　業等との連携による推進体制の充実を図

　　　　ります。
�

（２）　　地域の人材発掘と育成に努め、地域で

　　　　自主的に活動している団体との連携を深

　　　　めながら人材のネットワークを広げ、身

　　　　近な場所で様々な学習ができる体制づく

　　　　りを進めます。
�

（３）　　多様な学習プログラムに対応した設備・

　　　　機材等の整備に努めます。　
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３．図書館活動の充実

主な事業

　●学校図書連携事業

�●図書館利用促進事業（読書感想画展、読み聞かせ講演会開催など）

■施策内容

（１）　　高度化・多様化する町民の学習ニーズ

　　　　に対応した多様な分野の図書や資料等の

　　　　整備に努めます。
�

（２）　　多様化する利用者の情報要求に迅速に

　　　　応えるため、学校や県内外の公共図書館

　　　　等との資料の相互貸出を推進します。
�

（３）　　図書館の利用促進を図るため、多様な

　　　　自主事業の展開や情報の発信等を行うなど、

　　　　魅力の向上に努めます。
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第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

　Ⅰ．災害に強い町土づくり

　Ⅱ．危機管理体制の充実

　Ⅲ．消防・救急体制の強化

　Ⅳ．防犯対策の推進

　Ⅴ．交通安全の推進

　Ⅵ．消費生活の安定と向上

　Ⅴ．情報通信環境の充実と情報化の推進

　Ⅵ．安全な水道水の安定供給

　「安心、安全で快適に暮らせるまち」を実現するために、２つの分野別目標と１２の大綱を

定めて取り組んでいきます。

第１節　安心して暮らせる体制づくり（町民安全）

　Ⅰ．総合的な土地利用の推進

　Ⅱ．交通ネットワークの充実

　Ⅲ．住環境・住宅の充実

　Ⅳ．親しみのもてる公園づくり

第２節　快適に暮らせる環境づくり（社会基盤整備）
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第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

【体系図】
まちづくりの目標

分野別目標 施策の大綱 施　策

第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

Ⅰ．災害に強い町土づくり １．安全な社会基盤づくり

１．消防体制の強化

１．計画的な土地利用の推進

２．町土保全対策の推進

２．広域常備消防・救急体制の充実

２．適正な土地取引の推進

３．地理情報の整備

２．住環境のバリアフリー化

３．公営住宅の整備

２．供給施設の整備

３．効率的な事業運営の推進

２．幹線道路の整備

３．生活関連道路の整備

４．公共交通機関の確保

５．港湾の整備

２．消費者保護体制の充実

３．食品衛生対策の推進

１．広域幹線道路の整備

１．住環境の整備

１．消費者意識の高揚

２．防災設備・施設の充実

３．国民保護のための体制整備

１．防災対策の充実

Ⅵ．消費生活の安定と向上

Ⅰ．総合的な土地利用の推進

Ⅱ．交通ネットワークの充実

２．情報通信格差の是正

３．高度情報ネットワークの構築

１．水道水の安定供給体制の充実

４．情報の活用環境の充実

１．高度情報通信環境の整備Ⅴ．情報通信環境の充実と情報化の推進

Ⅲ．住環境・住宅の充実

１．安心・安全に配慮した公園・広場の整備Ⅳ．親しみのもてる公園づくり

Ⅱ．危機管理体制の充実

１．防犯活動の推進

２．防犯施設の整備

２．公園の管理・運営体制の整備

Ⅲ．消防・救急体制の強化

１．交通安全意識の高揚

２．交通安全施設の整備

Ⅴ．交通安全の推進

Ⅳ．防犯対策の推進

Ⅵ．安全な水道水の安定供給
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　本町は、地理的・自然的条件から風水害、土砂災害、高潮等の自然災害の影響を受けやすく、

東南海・南海及び日向灘を震源とした地震も想定されており、防災基盤の整備や治山、治水、

海岸保全等の町土保全対策の充実が求められています。

　このため、国や県、関係機関との連携を図りながら、危険度や優先度の高い箇所から順次防

災対策を進めていくとともに、社会資本の耐震性や安全性の向上を図り、自然災害に強い町土

づくりを推進していく必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．安全な社会基盤づくり

■施策内容

（１）　　災害時の人員、物資等の輸送を確保す

　　　　る緊急輸送道路の整備を進めるとともに、

　　　　河川、橋梁、港湾、漁港、公共建築物等

　　　　の社会資本について、国や県、関係機関

　　　　と連携を図り、自然災害に対する安全性

　　　　の向上に努めます。

主な事業

　●主要橋梁耐震補強事業

１．安全な社会基盤づくり

２．町土保全対策の推進

Ⅰ．災害に強い町土づくり
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Ⅰ．災害に強い町土づくり



２．町土保全対策の推進

主な事業

　●新開排水機場改修事業

�●急傾斜地崩壊対策事業

�●漁港・港湾事業（県営事業）

第五次南郷町総合計画　89

第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

基本計画

（４）　　農業生産基盤を災害等から未然に防止するため、農地防災施設等の整備を図ります。
　

（５）　　津波、高潮、波浪等による災害を防止するため、堤防、護岸、離岸堤等海岸保全施

設の整備を図ります。

■施策内容

（１）　　河川災害や冠水被害等を防止するため、

河川改修や浚渫、内水排除施設の整備を

図ります。

（２）　　町土保全と町民生活の安全を確保する

ため、土石流、地滑り、急傾斜地崩壊防

止施設等の整備を図ります。

（３）　　機能の低下した森林や保安林について

は、砂防施設や森林整備等の治山対策を

推進し、町土保全と山地災害等の防止を

図ります。



　自然災害や人為的災害から町民の生命や財産を守り、暮らしの安全を確保することはまちづ

くりの基本です。本町は、地理的・自然的条件から台風等による風水害にたびたび見舞われ、

東南海・南海及び日向灘を震源とする地震なども懸念されています。また、武力攻撃やテロ、

重傷急性症候群（ＳＡＲＳ）など、これまで想定しなかったような不測の事態への対応の強化

が求められています。

　このようなことから、自然災害をはじめとする多様な危機事象に迅速かつ的確に対応するた

め、危機管理体制の強化に努めるとともに、町民一人ひとりの防災意識の高揚を図り、町民、

地域、行政が一体となって防災に取り組む必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．防災対策の充実

■施策内容

（１）　　複雑化・多様化している災害に対し、総合的・効果的に対応できる防災体制を確立

　　　　するため、地域防災計画を見直します。
�

（２）　　地域防災計画の実効性を確認するため、町民と行政、関係機関が一体となった防災

　　　　訓練を実施します。また、訓練を通じ町民に対し防災知識の普及等を図ります。
�

（３）　　災害時における上下水道、電気、ガス、電話等のライフライン確保体制の充実を図

　　　　ります。

１．防災対策の充実

２．防災設備・施設の充実

３．国民保護のための体制整備

Ⅱ．危機管理体制の充実

Ⅱ．危機管理体制の充実
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２．防災設備・施設の充実

主な事業

　●避難場所整備事業

　●防災資機材等整備事業

�●地域安心安全情報共有システム整備事業

�●防災行政無線管理事業

主な事業

　●地域防災計画策定事業

�●総合防災訓練実施事業　

３．国民保護のための体制整備

主な事業

　●国民保護計画策定事業
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■施策内容

■施策内容



　本町は、海岸地域と山間地域が存在しており、漁業集落等の住宅密集地がある海岸地域では、

火災時に迅速かつ適切な消火作業が行い難く、山林や農業施設等が点在している山間地域では

林野火災により延焼する危険性を持っています。また、本町の地域消防は主に消防団が担って

います。しかしながら、町民の生活様式の変化や少子高齢化の進展等により、消防団員の確保

が年々難しくなっています。

　このため、消防設備や消防体制の一層の充実、町民の防災意識の徹底を図り、火災を発生さ

せないことが重要になってきます。また、消防団員確保のため、消防団員の福利厚生等の諸条

件の充実や町民、事業所等の消防団活動に対しての柔軟な対応が求められます。

　一方、急病や負傷に伴う救急出動件数は高齢者の進展等により年々増加する傾向にあります。

　このため、広域事務処理体制と医療機関との協力体制を強化するとともに、救命率を高める

ため、町民に対して救急救命知識の普及や救命設備の整備を図る必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．消防体制の強化

■施策内容

（１）　　多様化する火災や災害等に備えるため、消防施設や設備等を計画的に配備します。

　　　　また、消火栓や耐震性防火水槽等の消防水利の充実に努めます。
�

（２）　　火災予防運動等の各種行事や広報等を通じて、火災予防のための啓発活動や指導等

　　　　に努め、町民の防火意識の徹底を図ります。

Ⅲ．消防・救急体制の強化

１．消防体制の強化

２．広域常備消防・救急体制の充実

Ⅲ．消防・救急体制の強化
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主な事業

　●消防設備整備事業

�●火災予防運動推進事業（防火パレードなど）

（３）　　消防団活動に関する啓発を行い、町民

　　　　や事業者等の理解と協力を得るとともに、

　　　　福利厚生等諸条件の充実に努めながら消

　　　　防団員の確保と定着化を図ります。
�

（４）　　消防団員の資質向上を図るため、定期

　　　　的な消防訓練、講習等の充実に努めます。

２．広域常備消防・救急体制の充実

主な事業

　●ＡＥＤ整備事業

■施策内容

（１）　　迅速・的確な消防活動や救急救助活動

　　　　ができるよう、広域常備消防、救急体制

　　　　の一層の充実を図ります。
�

（２）　　本町への分遣所設置を促進します。
�

（３）　　緊急時の的確な対応による救命率の向

　　　　上を図るため、救命設備の配備や関係機

　　　　関、学校、地域と連携した救急救命講習

　　　　機会の充実に努めます。
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　全国的に生活様式の変化や経済情勢など様々な社会情勢を反映して、犯罪が凶悪化、陰湿化、

低年齢化しています。本町においても、都市化の進展や住民意識の多様化等に伴い、地域住民

の連帯意識が希薄化しており、従来有していた地域社会の犯罪抑止機能が低下し、犯罪が増加

する傾向にあります。

　このため、犯罪を未然に防止し、安心で安全に暮らせるまちを構築するには町民一人ひとり

の防犯意識を高めるとともに、町民と行政との連携を図り、地域が一体となった防犯活動の推

進や防犯体制を一層強化していくことが求められています。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．防犯活動の推進

■施策内容

（１）　　防犯キャンペーン等の防犯活動を通して、防犯に対する町民意識の高揚を図るとと

　　　　もに、犯罪及び防犯情報等の提供に努め、町民の安全意識や連帯感の向上など気運の

　　　　醸成を図ります。
�

（２）　　「地域安全みまもり隊」をはじめとし

　　　　た自主的な防犯活動を行う団体を支援す

　　　　るとともに、高齢者、女性などの保護活

　　　　動や交番、駐在所との連携を強化し、地

　　　　域ぐるみの防犯体制の充実を図ります。

�

Ⅳ．防犯対策の推進

１．防犯活動の推進

２．防犯施設の整備

Ⅳ．防犯対策の推進
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主な事業

　●防犯運動推進事業（街頭防犯キャンペーンなど）

�●自主的防犯活動支援事業

�●防犯対策設備整備事業

（３）　　あらゆる犯罪から児童・生徒を守るため、防犯ブザー等の配布を行うなど、防犯    

対策の強化を図ります。

２．防犯施設の整備

主な事業

　●防犯灯整備事業

■施策内容

（１）　　犯罪を未然に防止するため、自治会と

の連携により防犯灯の計画的な整備や既

存施設の維持管理に努めます。

�

（２）　　新設する道路や公園等の公共施設につ

いては、犯罪防止に配慮した一定の照度

を有する施設整備を行い、犯罪に強いま

ちづくりを推進します。
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　日南警察署管内の交通事故発生件数は、高齢化の進展に伴い高齢者の交通事故が増加してお

り、今後も高齢化が進行する中で、高齢者の交通安全対策が重要になっています。また、依然

として脇見や安全不確認等、基本的なルールを無視した事故の発生が高い割合を示しており、

町民の規範意識の低下も危惧されます。

　このため、社会情勢の変化に対応した交通環境の整備を進めるとともに、交通事故のない安

全な社会づくりを推進するため、町民の交通安全意識の高揚を図り、町民総ぐるみによる交通

安全活動を促進する必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．交通安全意識の高揚

■施策内容

（１）　　町民総ぐるみによる交通安全活動を推

　　　　進し、町民一人ひとりに人命尊重の理念

　　　　を基本とした交通安全思想の普及を図り

　　　　ます。

Ⅴ．交通安全の推進

１．交通安全意識の高揚

２．交通安全施設の整備

Ⅴ．交通安全の推進
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主な事業

　●交通安全活動推進事業（交通安全防犯キャンペーンなど）

�●交通安全高齢者緊急対策事業

（２）　　関係機関と連携し、幼児から高齢者に至るまで、年齢や特性に応じた段階的・体系

　　　　的な交通安全教室を推進することにより、交通安全意識の高揚を図ります。特に若年

　　　　運転者や高齢者の交通安全対策の充実に努めます。

２．交通安全施設の整備

主な事業

　●交通安全施設設置事業

■施策内容

（１）　　交通量の多い道路や交通事故の多発し

ている道路については、関係機関と連携

を図りながらガードレール、カーブミラー、

道路標識等の交通安全施設を計画的に整

備します。
�

（２）　　道路の適正な管理を行うとともに、歩

行者や自転車等の交通事故を防止するた

めの歩道等の整備を図るなど、良好な交

通環境の確保に努めます。
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　近年、消費者の商品・サービスの選択肢が拡がり利便性も高まる反面、商品取引やサービス

提供に関するトラブルは複雑化・多様化しており、高齢者や若者を中心に悪質商法や多重債務

問題等が増加しています。また、携帯電話やインターネットの悪質なウェブサイトによるワン

クリック詐欺や不当請求など、高度情報化社会の到来による新手の悪質商法への対応が求めら

れています。

　このため、消費者への正しい知識の普及と相談体制の充実など消費者被害の未然防止対策を

進めるとともに、町民が消費生活の多様化に自己の意志、責任で対応できる支援対策を図って

いく必要があります。

　一方、腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７やサルモネラ等による食中毒等により、食品の安全性に

対する町民の関心が高まっています。

　このため、食の安心、安全を確保する体制を確立する必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．消費者意識の高揚

■施策内容

（１）　　消費生活センター等に寄せられた事例

　　　　や消費生活に関する法律、制度等の情報

　　　　を広報誌、ホームページ等により提供し

　　　　ます。

１．消費者意識の高揚

２．消費者保護体制の充実

３．食品衛生対策の推進

Ⅵ．消費生活の安定と向上

Ⅵ．消費生活の安定と向上
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主な事業

　●消費生活情報提供事業

�●くらしのアドバイザー活動支援事業

（２）　　くらしのアドバイザーや消費者団体等の活動支援に努めながら、消費生活問題に関

　　　　する学習機会の充実や講演会等を開催し、町民一人ひとりの問題意識の高揚を図りま

　　　　す。特に若年者や高齢者に向けた講習等の充実に努めます。

２．消費者保護体制の充実

主な事業

　●相談体制推進事業

■施策内容

（１）　　県や関係機関と連携し、消費者被害の未然防止や多様な苦情・相談に対応できるよ

　　　　う、相談体制の確立を図ります。

３．食品衛生対策の推進

主な事業

　●食品衛生情報提供事業

■施策内容

（１）　　食品を製造または提供する事業所の自

　　　　主的な衛生管理を促進するなど、安全な「食」

　　　　を提供するシステムづくりを支援します。
�

（２）　　町民が食品衛生に関する正しい理解と

　　　　認識を深められるよう、広報と教育活動

　　　　の推進に努めます。
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　本町の地価は、全体として安定した状況にあり、町土利用も総合計画における見通しにほぼ

沿うものとなっているものの、今後、東九州自動車道の整備を踏まえた土地の転換圧力が生じ

る可能性があり、引き続き適正な土地利用や土地取引の推進に努める必要があります。

　また、昭和５８年より実施している国土調査については近年中の完了に向けて、円滑な推進

に努める必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

１．計画的な土地利用の推進

■施策内容

（１）　　土地の持つ公共性など土地に関する基

　　　　本理念の普及啓発に努めるとともに、都

　　　　市計画や農業振興地域整備計画、公営住

　　　　宅ストック総合活用計画等の諸計画との

　　　　整合性を図りつつ、計画的な土地利用を

　　　　推進します。

主な事業（各種計画）

　●都市計画マスタープラン

�●農業振興地域整備計画

�●公営住宅ストック総合活用計画

第２節　快適に暮らせる環境づくり

Ⅰ．総合的な土地利用の推進

１．計画的な土地利用の推進

２．適正な土地取引の推進

３．地理情報の整備

Ⅰ．総合的な土地利用の推進
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２．適正な土地取引の推進

３．地理情報の整備

主な事業

　●土地利用現況把握調査事業

■施策内容

（１）　　今後、地価高騰又はそのおそれが生じた場合に的確な対応を講ずるため、引き続き、  

　　　　地価動向及び土地取引動向の調査・把握に努めます。

主な事業

　●国土調査事業

　●地理情報システム（ＧＩＳ）整備事業

■施策内容

（１）　　国土調査事業については、近年中の完

　　　　了に向け町民の協力と関係機関との連携

　　　　により円滑な推進に努めます。
�

（２）　　ＩＴを活用した地理情報システム（Ｇ

　　　　ＩＳ）の導入を図り、各種土地に関する

　　　　情報の整備と提供に努めます。
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　東九州自動車道をはじめとする高規格幹線道路やそれを補完する国道・県道等の幹線道路の

整備が着実に進展している中、遠隔地に位置する本町にとって、都市や他地域との交流・連携

促進の要となる交通ネットワークの整備はまだ十分とは言えない状況にあります。

　このため、日常生活圏の拡大とともに地域間の連携が一層進む中で、交通ネットワークが担

う役割は以前にも増して大きくなっており、広域交通ネットワークの整備を促進する必要があ

ります。

　また、町民の暮らしを支える生活道路は道路改良事業等により計画的に整備され、暮らしの

利便性の向上や産業振興を支えています。しかし、近年の社会資本の整備などに伴い、交通量

が増加した道路が見受けられ、町民の安全な通行の確保が求められています。

�このため、道路の拡幅やバリアフリー等に配慮した改良を中心に整備を進めていくとともに、

円滑で安全な通行の確保のため、道路の適切な維持管理が必要となっています。

　一方、マイカーの普及や人口の減少などにより鉄道やバス等の公共交通機関の利用者は減少

しており、このような中、不採算バス路線から運行事業者が撤退するなど、町民が安心して移

動できる公共輸送サービスの確保が大きな課題となっています。

　今後、高齢社会への対応や環境負荷の低減が求められる中、公共交通機関の果たす役割は重

要性を増しており、廃止バス路線への代替えバスの検討や町民ニーズに対応したダイヤ、路線

などの運行形態の再構築が必要となっています。

　港湾についても、漁業や観光、物流港として重要な役割を果たしており、今後も引き続きそ

の機能を十分に発揮できるような港湾施設の整備を図る必要があります。

【現状と課題】

【施策の体系】

Ⅱ．交通ネットワークの充実

１．広域幹線道路の整備

２．幹線道路の整備

３．生活関連道路の整備

４．公共交通機関の確保

５．港湾の整備

Ⅱ．交通ネットワークの充実
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主な事業

　●東九州自動車道整備促進事業（東九州自動車道日南・串間地区協議会を中心と

　　した要望活動など）�

２．幹線道路の整備

主な事業

　●国・県道整備促進事業

�・南郷町二級河川及び県道事業整備促進協議会の要望活動

�・県道酒谷榎原線促進期成同盟会の要望活動

■施策内容

（１）　　地域間交流の動脈となる東九州自動車

　　　　道の全線開通を促進します。特に、基本

　　　　計画区間である日南～志布志間について

　　　　は、整備計画の早期格上げが行われるよ

　　　　う官民一体となった積極的な運動を展開

　　　　します。また、路線の計画決定にあたっ

　　　　ては本町内通過と南郷インターチェンジ 

　　　　の開設を強く要望します。
�

（２）　　東九州自動車道の「清武～日南間」の

　　　　新直轄方式による早期整備を促進します。

■施策内容

（１）　　国道２２０号については、宮崎空港へのアクセス道路、流通などの重要幹線道路と

　　　　して円滑で安全通行を確保するため、青島バイパスの早期完成、防災に配慮したバイ

　　　　パス、トンネル等の整備を近隣市町と連携しながら国・県に働きかけます。
�

（２）　　国道４４８号については、観光道路として潤いのある道路景観の創出や防災に配慮

　　　　した本格的な改良整備など、串間市と連携しながら国・県に働きかけます。
�

（３）　　県道日南南郷線・酒谷榎原線・北方南郷線・市木南郷線については、未改良区間の

　　　　早期整備を促進します。

【主な施策】

１．広域幹線道路の整備
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４．公共交通機関の確保

主な事業

　●町道口ヶ野線緊急地方道路整備事業

■施策内容

（１）　　１級町道などの主要道路については、

土地利用、利便性、重要度、緊急度等を

総合的に判断しながら道路拡幅や改良を

中心に計画的に整備を進めるとともに、

円滑で安全な通行の確保のため、適切な

維持管理に努めます。
�　　

（２）　　隣接市町との連携・交流を図る重要な

生活道路については、県道昇格の要望に

努めるとともに、県道にふさわしい道路

整備を促進します。

■施策内容

（１）　　町内の企業、団体等と連携を図りなが

らノーマイカーデー等の取組みを進め、

公共交通機関の利用を促進します。
�

（２）　　鉄道事業者や県、沿線自治体と連携し、

鉄道利用促進のための様々なイベント事

業を展開します。
�

（３）　　鉄道利用者の利便性や快適性を高める

ため、鉄道基盤の抜本的な整備や高速化

を促進するとともに、列車の増便や車両

のリニューアル化など鉄道事業者に働き

かけます。
�

（４）　　バス事業者や沿線住民との連携によりバス利用促進のための様々な啓発事業を展開

します。
�

（５）　　代替えバスや福祉バス等の利用について、町民にとって利用しやすい運行形態を研

究するとともに、商業・観光・福祉等とも連携した新たな町内交通システムの構築に

努めます。

３．生活関連道路の整備
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５．港湾の整備

主な事業

　●ＪＲ日南線利用促進事業（ＪＲ日南線利用促進連絡協議会活動）

　●代替えバス運行事業（大牟礼線）

　●町内交通運営対策事業（町内交通運営検討会設置）

主な事業

　●港湾事業（県営事業）

■施策内容

（１）　　外浦港については、水産業や観光、物

流の進展に対応した港湾機能を一層強化

するため、港湾施設の高度化を促進します。

（２）　　大島港については、資源管理型漁業の

推進やブルーツーリズム等の交流事業に

対応した港湾施設の整備を促進します。

（６）　　町営旅客船について、運行形態や運営内容の調査、研究を行い、新たな運営方策の

構築に努めます。
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　本町ではこれまで、土地区画整理事業、漁業集落環境整備事業、農村総合整備モデル事業等

により町全域にわたる総合的な住環境の整備を行ってきましたが、生活様式の多様化・高度化

する中で、ゆとりある居住空間が求められています。

�このため、全ての町民がゆとりのある環境の中で、安心、安全に生活できるよう、バリアフ

リー化など人にやさしい住環境の整備に取り組む必要があります。

�一方、少子高齢化や核家族化の進展、景気の低迷等に伴い、若年ファミリー層では賃貸住宅

や集合住宅へのニーズが高まっています。また、高年齢層においては広い空間の一戸建て住宅

からコンパクトで快適な集合住宅への移転を求める動きも見られます。

�このため、多様な住民ニーズを踏まえながら、人口の動向を見据えつつ、公営住宅が供給過

多とならないよう努めるとともに、民間住宅の借り上げやＰＦＩ事業等の活用を検討しながら、

計画的な整備を進める必要があります。また、既存の町営住宅については子育て世代や高齢者

など多様な居住者ニーズに配慮した住戸改善等を進めていくことが求められています。

１．住環境の整備

　■施策内容

　（１）　　新たな施設や住宅の建設、既存住宅等の建て替えにあたっては、周辺の住環境に

　　　　　配慮した秩序ある整備が図られるよう規制及び誘導に努めます。
　

　（２）　　良好な住環境の形成を図るため、道路、生活排水施設、ポケットパークなど日常

　　　　　生活に密接に関わる公共的施設の整備を進めます。

Ⅲ．住環境・住宅の充実 １．住環境の整備

２．住環境のバリアフリー化

３．公営住宅の整備

Ⅲ．住環境・住宅の充実

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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（３）　　土砂崩れ、がけ崩れ等から住宅を守る

ため、危険箇所からの住宅移転の誘導を

推進します。

（４）　　東南海・南海及び日向灘を震源とした

地震が想定されていることから、既存住

宅の耐震性の向上を図るため、啓発活動

や耐震診断の普及等に努めます。

２．住環境のバリアフリー化

　■施策内容

　（１）　　障害者や高齢者はもとより、全ての人が安心して社会参加できるよう、住環境に

存在するバリア（障害）改善を支援します。

　（２）　　公共的施設の整備にあたっては、ハートビル法の理念に基づき、ユニバーサルデ

ザインを取り入れた建物の整備を促進します。

３．公営住宅の整備

　■施策内容

　（１）　　公営住宅ストック総合活用計画に基づき、民間住宅の借り上げやＰＦＩ事業等の

活用の検討を行いながら、ゆとりのある中層住宅の計画的な整備を図ります。
�

　（２）　　公営住宅の整備にあたっては、所得制限のない住宅、高齢者・障害者向け住宅、

独身者向け住宅など多様性に配慮した設備の充実に努めます。

主な事業

�●町道側溝改修事業

�●町道維持事業

�●がけ地接近等危険住宅移転事業

�●住宅建築物耐震改修等事業

主な事業

�●高齢者住宅改造助成事業

�●障害者住宅改造助成事業
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（３）　　既存の公営住宅については、定期的な

点検と補修を行うとともに、高齢者や障

害者に配慮したバリアフリー化を中心と

した住戸改善など適正な住宅管理に努め

ます。

（４）　　東南海・南海及び日向灘を震源とした

地震が想定されていることなどから、公

営住宅の耐震化を進めます。

主な事業

�●公営住宅ストック総合改善事業

�●町営住宅建替事業
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第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

　町民の生活行動の多様化・個性化の進展に伴い、人々の憩いの場やスポーツ・レクリエーシ

ョン等の活動の場の創出が求められているとともに、町民アンケート調査では子どもを安全に

遊ばせることのできる身近な公園の整備や遊具施設の充実を望む声が多く、子育てニーズに対

応する安全に配慮した公園の整備が求められています。

�また、今後予想される東南海・南海及び日向灘を震源とした地震等に対応した避難場所とし

ても利用できる複合的な公園の整備が必要になっています。

�一方、地域住民が身近な公園に愛着を持てるよう、住民参加による維持管理や運営を行うこ

とが大切になります。

�このため、町民が公園づくりや管理運営に幅広く参加できる仕組みを構築する必要がありま

す。

１．安心・安全に配慮した公園・広場の整備

　■施策内容

　（１）　　町民の生活行動圏を踏まえつつ、身近

な公園・広場を防災公園として位置づけ

安心、安全に配慮した避難施設等の整備

を進めます。
�

　（２）　　全ての利用者がいつでも気軽に利用で

きるよう、バリアフリーに配慮した公園・

広場の整備に努めます。

１．安心・安全に配慮した公園・広場の整備

２．公園の管理・運営体制の整備

Ⅳ．親しみのもてる公園づくり

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

Ⅳ．親しみのもてる公園づくり
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（３）　　町民の多様な要望に応えるため、新たな機能を導入した公園の整備を進めるとと

　　　　もに、文化施設等との複合利用を進めます。

主な事業

�●公園施設維持管理事業

主な事業

�●スポーツ施設・公園等管理運営対策事業

�（スポーツ施設・公園等管理運営検討会設置）

２．公園の管理・運営体制の整備

　■施策内容

　（１）　　身近な公園への意識を高めるため、町

民参加による公園の管理運営の導入を図

ります。
�

　（２）　　町立公園の管理運営について、地域の

需要や利用者ニーズに対応した新たな管

理運営方式の導入に努めます。
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　今日、インターネットを中心とするＩＴ（情報通信技術）の進歩は、いつでもどこでも誰も

が必要な情報を入手したり、発信したりすることができる社会の実現を可能とするものです。

しかしながら、本町においては通信事業者の採算性の問題からブロードバンド環境が整備され

ていない地域が多くあり、情報通信サービスの利用環境向上が重要な課題となっています。ま

た、高度情報化による暮らしの利便性の向上や産業の活性化を図るためには生活、産業、行政

等の各分野において新たなサービスを提供する多様な情報ネットワークの構築が求められてい

ます。

�このため、行政や関係機関と連携しながら情報通信環境の整備を図るとともに、町民の暮ら

しに直結したサービスを行う高度情報ネットワークシステムや行政手続きのオンライン化を進

めるなど、快適な情報通信環境の確立を図る必要があります。

�一方、情報化への対応能力や増大する情報から必要な情報を正しく選択するための能力がこ

れまで以上に求められるとともに、個人情報保護をはじめとする情報セキュリティ対策の重要

性が増しています。

�このため、町民誰もが情報通信ネットワークを活用できるよう情報活用教育等の充実を図る

とともに、町民の個人情報の保護など情報セキュリティの強化を図り、安心、安全に情報の相

互活用ができる環境の確立が必要となっています。

Ⅴ．情報通信環境の充実と情報化の推進 １．高度情報通信環境の整備

２．情報通信格差の是正

３．高度情報ネットワークの構築

４．情報の活用環境の充実

Ⅴ．情報通信環境の充実と情報化の推進

【現状と課題】

【施策の体系】
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【主な施策】

１．高度情報通信環境の整備

　■施策内容

　（１）　　国や県、民間通信事業者と連携しなが

ら、ＡＤＳＬや光ファイバー、ケーブル

テレビネットワーク等を整備することに

より、町内のブロードバンド化を促進し

ます。

　（２）　　地上テレビ放送のデジタル化について、

山間地域等条件不利地域において、都市

部と同様のサービスが早期に享受でき、

また、新たな難視聴地域が生じないため

の対策を講じていくよう、国や県、関係

機関に要望していきます。

主な事業

�●情報通信網整備促進事業

主な事業

�●ＢＴＶケーブルテレビ出資（第３セクター）

２．情報通信格差の是正

　■施策内容

　（１）　　テレビの多チャンネル化を図るため、

ケーブルテレビのサービスエリアの拡大

を促進します。

�（２）　　本町における携帯電話サービスエリア

のさらなる拡大を促進し、安定した通信

が享受できる環境づくりを進めます。
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３．高度情報ネットワークの構築

　■施策内容

　（１）　　安心、安全で便利な町民生活の実現を図るため、保健、医療、福祉、環境、防災、

　　　　　交通、教育など町民の暮らしに身近な分野の情報サービスを行う高度情報ネットワ

　　　　　ークシステムの構築を図ります。

　（２）　　本町産業の競争力の強化や新たな産業の創出を図るため、生産と販売を直結する

　　　　　情報活用環境や電子商取引環境の高度化を促進します。

�（３）　　行政手続きのオンライン化やワンストップサービス化等を推進するため、電子自

　　　　　治体の実現に努めます。また、国や県、他の地方公共団体との連携による総合行政

　　　　　ネットワークの活用を図ります。

主な事業

�●個人情報保護対策事業

主な事業

�●電子申請システム共同運営事業

４．情報の活用環境の充実

　■施策内容

　（１）　　子どもから大人まで町民一人ひとりが

情報通信ネットワークを十分に利活用で

きるよう、情報活用に関する教育や技能

講習会の充実を図ります。
�

　（２）　　情報セキュリティ対策を強化させ、町

民の個人情報等の重要な情報の保護に努

めます。
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　本町の上水道は、昭和３４年４月に給水を開始して以来、給水区域の拡大、施設の拡充整備、

水源の確保の取組みを行い、安全でおいしい水を安定供給しています。大島についても簡易水

道により安定供給を図っています。しかしながら、水道管の老朽化や施設、機材等の経年化が

著しくなっており、今後もこれらの水道施設の維持管理、運営を効率的に進めることが求めら

れています。

�このため、水道施設の計画的な近代化や水道施設管理システムの高度化を図るとともに、適

正な料金設定のもと、水道事業の健全な経営を進める必要があります。

�一方、水需要は給水人口が減少すると予想されるものの、生活水準の向上や給水世帯数の増

加が見込まれており、現在の水供給能力を確実に維持することが必要となっています。

１．水道水の安定供給体制の充実

　■施策内容

　（１）　　水源地域については、保水能力の高い

森林づくりを進めるとともに、河川流域

住民の協力を得ながら生活系・産業系排

水の浄化を図り、河川の水質の保全に努

めます。
�

　（２）　　水源や貯水池等の適切な維持管理と改

善整備を推進するとともに、原水、浄水、

末端水までの水質管理体制の強化を図り

ます。

Ⅵ．安全な水道水の安定供給 １．水道水の安定供給体制の充実

２．供給施設の整備

３．効率的な事業運営の推進

Ⅵ．安全な水道水の安定供給

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

基本計画
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　（３）　　「水は限りある資源」との認識の浸透に努め、合理的な水利用の促進と節水意

　　　　　識の高揚に努めます。

�（４）　　災害時・緊急時でも給水が確保できるよう、関係機関との連携により緊急時対

　　　　　策を確立します。

主な事業

�●水質保全・節水意識啓発事業

�●災害応急計画整備事業

主な事業

�●自家発電設備設置事業

�●水道設備整備事業

主な事業

�●水道料金システム更新事業

�●給水台帳一元化事業

２．供給施設の整備

　■施策内容

　（１）　　耐震性・耐腐食性に優れた水道管の計

画的な布設替えを実施するとともに、漏

水調査等を行い有収率の向上に努めます。

�（２）　　ライフラインとしての機能を確保する

ため、災害に強い水道施設の整備を図り

ます。

　（３）　　常時安定した水を供給するため、水量、

水圧の不均衡を是正します。

３．効率的な事業運営の推進

　■施策内容

　（１）　　ＩＴを活用した事務事業の合理化や情報の一元化等により、維持管理体制を強化

　　　　　するとともに、適正な料金設定等により安定した事業経営を推進します。

第３章　安心、安全で快適に暮らせるまち

基本計画



第４章　自然が織りなす美しいまち

　Ⅰ．自然環境の保全と創出

　Ⅱ．地球温暖化防止対策の推進

　Ⅲ．環境保全対策の推進

　Ⅳ．環境衛生対策の推進

　「自然が織りなす美しいまち」を実現するために、２つの分野別目標と６つの大網を定めて

取り組んでいきます。

第１節　かけがえのない自然環境の保全（環境保全）

　Ⅰ．水環境の保全

　Ⅱ．循環型社会づくりの推進

�第２節　次世代につなげる資源循環型社会づくり（生活環境）

基本計画
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第４章　自然が織りなす美しいまち

Ⅰ．自然環境の保全と創出

Ⅳ．環境衛生対策の推進

Ⅰ．水環境の保全

Ⅱ．地球温暖化防止対策の推進

Ⅲ．環境保全対策の推進

Ⅱ．循環型社会づくりの推進

まちづくりの目標

第４章　自然が織りなす美しいまち

１．野生動植物の保全とふれあいの推進

２．水と緑の潤い空間の確保

１．二酸化炭素等排出削減の推進

２．新エネルギー等の導入促進

１．環境汚染防止対策の推進

２．環境保全監視体制の充実

１．ごみ処理体制の充実

２．ごみの減量化とリサイクルの推進

３．緑の保全と緑化の推進

１．環境美化の推進

２．し尿の適正処理

３．動物適正飼育の推進

１．生活排水対策の推進

２．集落排水施設の適正管理

３．水質保全の推進

【体系図】

第
１
節
　
か
け
が
え
の
な
い
自
然
環
境
の
保
全

第
２
節
　
次
世
代
に
つ
な
げ
る
資
源
循
環
型
社
会
づ
く
り

分野別目標 施策の大網 施　　策

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　本町は、温暖な気候に恵まれ風光明媚な海岸線や緑豊かな山々など美しい自然環境が残され

ています。しかしながら、近年、一部の野生動植物の減少など自然環境が悪化する傾向にあり

ます。また、社会経済が成熟期を迎えた現在、これまでの量的充足よりも「ゆとり」や「うる

おい」といった質的向上が求められる社会に変化してきています。

�このため、自然環境への貢献、生物の多様性の確保など自然の持つ公益的な機能の保全や「癒

し」効果、「景観」形成といった機能の維持・増進を図るため、本町の豊かな自然環境の保全

と創出について、町民と行政が一体となって取り組む必要があります。

１．野生動植物の保全とふれあいの推進

　■施策内容

　（１）　　自然公園区域（日南海岸国定公園）に

ついては、管理計画に基づく適切な保全

と活用を図るとともに、海中公園内のサ

ンゴ礁を保全するため、県や関係機関と

連携を図り、有害貝類等の食害の防止に

努めます。
�

　（２）　　野生動植物の生息・生育地として大切

な天然林や河川等の保全に努めます。
�

　（３）　　人と野生鳥獣との共生や生物の多様性

の確保等を踏まえ、野生鳥獣の適切な保

護管理に努めます。

Ⅰ．自然環境の保全と創出 １．野生動植物の保全とふれあいの推進

２．水と緑の潤い空間の確保

３．緑の保全と緑化の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画

第４章　自然が織りなす美しいまち

第１節　かけがえのない自然環境の保全

Ⅰ．自然環境の保全と創出
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　（４）　　環境学習等を通して自然保護思想の普及を図るとともに、みどりの少年団や森林づ

　　　　　くりボランティア等による多様な自然環境保全活動を促進します。

主な事業

�●サンゴ礁保全事業

�●みどりの少年団育成事業

主な事業

�●巨樹等保全対策事業

�●観光施設樹木管理事業

主な事業

�●森林整備地域活動支援事業

�●緑化推進事業（大島植栽ボランティアなど）

２．水と緑の潤い空間の確保

　■施策内容

　（１）　　河川、海岸、公園等の整備にあたっては、

環境、親水性、景観に配慮した町民に親

しまれる魅力ある水辺づくりに努めます。

　（２）　　地域住民や森林ボランティア等の協力

により、寺社等の一団の樹林や巨木、古木、

名木など樹容の優れた樹木の保存に努め

ます。

　（３）　　沿道や観光地等に植栽してある花木等

については、適正な管理と保全に努めます。

３．緑の保全と緑化の推進

　■施策内容

　（１）　　広葉樹等の自然林の保護や計画的な造林を進めるとともに、漁民の森など水質向

　　　　　上を目的とした森林づくりの推進と保全に努めます。

　（２）　　優れた風致景観を持つ樹林地、丘陵地、里山等の保全と活用を図ります。

　（３）　　町民、事業者、行政の連携による自然が織りなす美しいまちづくりを進めるため、

　　　　　「みどりの日」の記念植樹をはじめとする様々な緑化行事を開催します。

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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第４章　自然が織りなす美しいまち

　地球の平均気温は徐々に上昇を続けており、温暖化が進行しています。このまま温暖化が進

行すると、海面水位の上昇、感染症の拡大、農作物の生産や生態系への影響などが懸念されま

す。また、温室効果ガスの排出量はエネルギーの消費増と非常に密接な関係にあり、省資源・

省エネルギーの取組みや地球にやさしい新エネルギーへの転換が求められています。

�今後は、町をあげて省資源・省エネルギーの取組みを図るとともに、太陽光発電、バイオマ

ス等の新エネルギーの導入を促進するなど、地球温暖化防止対策を総合的に取り組んでいく必

要があります。

１．二酸化炭素等排出削減の推進

　■施策内容

Ⅱ．地球温暖化防止対策の推進 １．二酸化炭素等排出削減の推進

２．新エネルギー等の導入促進

Ⅱ．地球温暖化防止対策の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

　（１）　　町自らが率先して、ノーマイカーデー

や省エネルギー、廃棄物の排出抑制など

温室効果ガス削減の取組みを進めるとと

もに、町民や事業者に広く協力を求め、

地球温暖化を防止するための取組みを推

進します。

基本計画
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　（２）　　通勤・通学等においてバス、鉄道等の公共交通機関や自転車の利用促進を図ると

　　　　　ともに、アイドリングストップ運動や低公害車の導入など、環境にやさしい取組み

　　　　　を推進します。

主な事業

�●ノーマイカーデー実施事業

�●公共交通機関利用促進事業

主な事業

�●太陽光発電施設整備事業

２．新エネルギー等の導入促進

　■施策内容

　（１）　　太陽光発電や太陽熱利用設備等の公共

施設への整備を図るとともに、民間への

普及啓発に努め、導入を促進します。
�

　（２）　　バイオマスエネルギーや燃料電池等の

新エネルギー導入・利用について、調査・

研究を行うとともに、町民への導入・利

用を支援する仕組みづくりを進めます。

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　大気汚染、騒音、悪臭等は、町民の健康や生活に悪影響をもたらします。こうした環境汚染

は、従来、企業活動によってもたらされていましたが、近年では個人活動による影響も懸念さ

れており、これを未然に防止するための取組みが重要になっています。また、石綿（アスベス

ト）等の新たな環境汚染が懸念されているほか、生活様式の多様化、近隣関係の希薄化等によ

る近隣間の苦情・相談は増加傾向にあります。

�このため、環境汚染の未然防止対策を進めるとともに、町民一人ひとりの環境保全に対する

意識の高揚や企業、各種団体等の一層の理解と協力を求めながら、環境保全のために行動する

社会の形成を図っていく必要があります。

１．環境汚染防止対策の推進

　■施策内容

　（１）　　広報誌、ホームページ等による環境

汚染に関する情報提供を充実するなど、

町民や事業者の環境汚染防止意識の高

揚に努めます。
�

　（２）　　多様化している公害苦情に適切かつ

迅速な対応ができるよう、関係機関と

連携した総合的な公害防止体制づくり

に努めます。

Ⅲ．環境保全対策の推進 １．環境汚染防止対策の推進

２．環境保全監視体制の充実

Ⅲ．環境保全対策の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　（３）　　町内企業等のＩＳＯ１４００１の認証取得など、事業者による主体的な環境管理

　　　　　への取組みを促進します。

主な事業

�●環境汚染防止対策事業（公害苦情窓口など）

主な事業

�●環境監視測定事業

２．環境保全監視体制の充実

　  ■施策内容

　（１）　　町民と行政との連携を図り、不法投棄

の監視体制を強化します。

　（２）　　公害を未然に防止するため、環境体制

の強化を図るとともに、公害発生源に対

し施設改善などの助言と指導に努めます。
�　　

�（３）　　ダイオキシン類の有害物質濃度調査の

充実を図ります。

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　町民生活に直接かかわる環境美化や環境衛生対策については、地域住民の協力のもとに推進

していますが、依然として管理の適切でない生活排水施設や空き地等が見受けられます。

�このため、町民への啓発活動に努め環境衛生に対する意識の高揚を図るとともに、環境美化

活動等の取組みを支援する必要があります。

�一方、ペットブームによる犬などの飼育が増加している反面、放し飼いなど飼い主のモラル

低下が問題となっています。

�このため、動物の愛護や適正飼育対策を推進し、飼い主のモラルの向上を図る必要がありま

す。

１．環境美化の推進

　  ■施策内容

　（１）　　管理されていない空き地の所有者に対

して、適正な管理を指導します。
�

　（２）　　町民の主体的な環境美化運動と連携し、

小規模水路の適正管理や不快衛生害虫駆

除等の発生源処理対策を図ります。

Ⅳ．環境衛生対策の推進 １．環境美化の推進

２．し尿の適正処理

３．動物適正飼育の推進

Ⅳ．環境衛生対策の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　（３）　快適な環境づくりを進めるため、町民や事業者の意識の高揚を図りながら公共的施

　　　　設や河川、海岸の清掃など、環境美化活動を推進します。

主な事業

�●環境美化活動支援事業

主な事業

�●日南地区衛生センター管理組合運営事業

主な事業

�●畜犬登録事業

　●狂犬病予防注射事業

２．し尿の適正処理

　  ■施策内容

　（１）　　し尿及び浄化槽汚泥の収集については、許可業者による適正で衛生的な処理を促

　　　　　進します。また、し尿及び浄化槽汚泥の処理を行う日南地区衛生センターについては、

　　　　　適正な維持管理に努めます。

　（２）　　町民に対して、広報誌等による啓発や関係機関との連携により、浄化槽の法定検

　　　　　査と清掃実施率の向上を図ります。

３．動物適正飼育の推進

　  ■施策内容

　（１）　　動物の愛護について、啓発活動を図り飼い主のモラル向上に努めます。

　（２）　　畜犬の適正飼育を促進するため、畜犬登録や飼い主へのしつけ方指導等を行うと

ともに、狂犬病予防対策として県や関係機関との連携により、予防注射の実施率の

向上を図ります。

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　南郷川や潟上川など本町の河川は、その豊かな恵みで町民生活を潤し、産業や文化を育んで

きました。しかしながら、経済活動の拡大や生活様式の多様化に伴う生活排水等による河川の

汚濁が進み自浄作用を低下させています。

�このため、本町では平成１３年４月から夫婦浦地区に集落排水処理施設を整備し、運用を開

始するとともに、それ以外の地域については浄化槽による生活排水対策を推進しています。ま

た、町内の多くの世帯は単独槽を設置していますが、処理能力の低さが指摘されていることか

ら、単独槽から浄化槽への転換を推進するとともに、浄化槽の適切な維持管理を促進すること

が課題となっています。

�このことから、町民に対し水環境保全の大切さや浄化槽設置の必要性を周知するとともに、

計画的な浄化槽の整備を進め、生活排水処理施設の未整備の解消を図るなど、水環境への負担

軽減対策を推進する必要があります。

１．生活排水対策の推進

　■施策内容

　（１）　　既存住宅の単独槽から浄化槽への転換

を図るため、地域別・年度別の整備目標

を定め、計画的な浄化槽の整備を推進し

ます。

Ⅰ．水環境の保全 １．生活排水対策の推進

２．集落排水施設の適正管理

３．水質保全の推進

Ⅰ．水環境の保全

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

第２節　次世代につなげる資源循環型社会づくり

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　（２）　　浄化槽設置の補助制度等の周知に努めるとともに、浄化槽の適正な維持管理が行

　　　　　われるよう情報提供と啓発活動に努めます。

主な事業

�●浄化槽設置整備事業

�●浄化槽設置推進事業

主な事業

�●漁業集落排水施設管理事業

主な事業

�●水質検査事業

�●水質保全啓発事業

２．集落排水施設の適正管理

　■施策内容

　（１）　　夫婦浦地区漁業集落排水施設の適正な

維持管理に努めます。

３．水質保全の推進

　■施策内容

　（１）　　公共用水域の水質保全を図るため、水質監視体制の充実に努めます。
�

　（２）　　清浄な河川や海浜は、町民共通の貴重な財産であるとの認識に立って、水質保全

　　　　　に関する啓発活動を総合的に展開します。

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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　これまでの大量生産、大量消費等の社会経済活動は、豊かな暮らしと多様な生活様式をもた

らしてくれましたが、これにより大量廃棄や環境負荷が増大し、深刻な問題となっています。

このような中、循環型社会形成推進基本法を軸に「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル

法」等が施行され、リサイクルに関する法整備が進んでいます。また、これまでのごみ処理問

題は適正に処理することに重点が置かれていましたが、最終処分場の位置や規模、焼却時に排

出される二酸化炭素が地球環境に及ぼす影響、そして有限な資源の活用等を考慮して、ごみそ

のものの排出量を減らすことに視点が移ってきています。

�今後も、リフューズ、リデュース、リユース、リサイクルの４Ｒの意識啓発を進めるととも

に、廃棄物対策を総合的かつ計画的に推進し、町民、事業者、行政が連携して循環型社会の構

築に取り組んでいく必要があります。

�

�４Ｒとは、①Ｒefuse（リフューズ）　：ごみになるものは買わない、断る

�　　　　　②Ｒeduce（リデュース）　：廃棄物の量を減らす

�　　　　　③Ｒeuse（リユース） 　  　：不要になったものを工夫して再度使う

�　　　　　④Ｒecycle（リサイクル） ：再生できるものは資源として再生利用する

１．ごみ処理体制の充実

　■施策内容

　（１）　　清掃センターの適正な維持管理に努めます。また、定期的な大気、水質等の検　

　　　　査を実施し公表することにより、施設の安全性や信頼性の向上を図ります。

Ⅱ．循環型社会づくりの推進 １．ごみ処理体制の充実

２．ごみの減量化とリサイクルの推進

Ⅱ．循環型社会づくりの推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

第４章　自然が織りなす美しいまち

基本計画
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第４章　自然が織りなす美しいまち

　　

基本計画

（３）　　黒潮環境センターリサイクルプラザ等を

活用し、町民や企業等を対象にリサイクル

活動などの重要性について周知・啓発を推

進するとともに、事業者、消費者団体等と

連携を図り、４Ｒ（リフューズ、リデュー

ス、リユース、リサイクル）の意識啓発に

努めます。



　Ⅰ．農業の振興

　Ⅱ．林業の振興

　Ⅲ．水産業の振興

　Ⅳ．商業の振興

　Ⅴ．工業の振興と企業誘致の推進

第１節　自立した産業づくり（産業振興）

　Ⅰ．観光・リゾートの振興

　Ⅱ．地域資源を生かした交流づくりの推進

第２節　魅力ある観光と多様な交流づくり（観光振興）

基本計画

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

　「自然が織りなす美しいまち」を実現するために、２つの分野別目標と６つの大網を定めて

取り組んでいきます。
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

Ⅰ．農業の振興

Ⅳ．商業の振興

Ⅴ．工業の振興と企業誘致の推進

Ⅰ．観光・リゾートの振興

Ⅱ．林業の振興

Ⅲ．水産業の振興

Ⅱ．地域資源を生かした交流づくりの推進

まちづくりの目標

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

１．信頼される農産物づくりの推進と南郷ブランドの確立

２．環境と調和した生産活動の推進

３．次代を担う多様な担い手づくりと組織の育成

１．持続可能な森林経営の推進

２．林業生産性の向上

３．多様な森林の整備・保全

１．商業活動の振興

２．商業経営基盤の強化

３．中小企業への支援

１．企業の育成・新産業の創出

２．企業誘致対策の推進

３．就業の促進

１．スポーツキャンプ・コンベンション等の誘致

２．スポーツ大会・交流イベント等の充実

３．交流プログラムの確立

１．魅力的な観光地づくり

２．快適な受入環境づくり

３．効果的な情報発信と宣伝活動の推進

４．観光関連産業の育成

４．優良農地の確保と生産基盤の整備

５．新たな技術普及と営農支援

１．水産業経営の強化

２．多様な担い手の育成・確保

３．生産基盤の強化

４．水産物流通・加工体制の整備

５．豊かで活力のある漁村・海づくり

６．魅力ある農業・農村づくり 

【体系図】

第
１
節
　
自
立
し
た
産
業
づ
く
り

第
２
節
　
魅
力
あ
る
観
光
と
多
様
な
交
流
づ
く
り

分野別目標 施策の大網 施　策

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

Ⅰ．農業の振興 １．信頼される農産物づくりの推進と南郷ブランドの確立

２．環境と調和した生産活動の推進

３．次代を担う多様な担い手づくりと組織の育成

４．優良農地の確保と生産基盤の整備

５．新たな技術普及と営農支援

６．魅力ある農業・農村づくり

【現状と課題】

【施策の体系】

基本計画

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

第１節　自立した産業づくり

Ⅰ．農業の振興
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【主な施策】

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画

　（４）　　町内の農林水産物直売・食材供給拠点

等に魅力的な本町の特産品や「生産者の

顔の見える」農産物の販売を行い、「南

郷産なら安心」というイメージを定着さ

せるとともに、地元で生産した農産物を

地元で消費する「地産地消」の推進を図り、

新鮮で多様な農産物の提供に努めます。

１．信頼される農産物づくりの推進と南郷ブランドの確立

　■施策内容

　（１）　　南郷ブランドの確立を図るため、生産者間の品質格差の是正に努め、計画的生産

出荷を促進し、県外マーケティングや流通体制の強化を図ります。

　（２）　　消費者ニーズや商品の特性を生かした南郷のイメージとマッチした特徴ある商品

づくりを行うため、計画的な栽培面積の拡大や出荷体制の確立を図り、ＰＲや販促

体制の充実に努めます。

　（３）　　消費者の安心、安全な農畜産物に対するニーズから残留農薬検査体制等の商品検

査体制の整備やトレーサビリティシステムを活用した品質管理体制を構築することで、

信頼される産地づくりの確立を図ります。

　（５）　品目別施策

　　　　①果樹類

　　　　　「完熟金柑」「日向夏」「不知火（でこぽん）」等の中晩生柑橘類を主軸に、栽培

技術水準の高度化や計画的生産出荷等を図りながら、高品質果実の生産拡大を進め

ます。

　　　　②亜熱帯果樹

　　　　　「マンゴー」については、栽培面積の拡大や品質格差の是正を徹底的に行い、計画

的生産出荷の充実に努めるとともに、県外マーケティング等を推進し、本町を代表

する農産品として強化を図ります。　

　　　　　　また、「スターフルーツ」等については、消費者ニーズの把握を行いながら、付

加価値向上を図るとともに、効果的な情報発信や都市等での販促を充実し、生産量

の増加に努め、計画的な栽培面積の拡大等を推進します。
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画
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主な事業

�●交流メニュー開発支援事業

主な事業

�●利子助成事業

５．新たな技術普及と営農支援

　■施策内容

　（１）　　試験研究機関と連携を強化しながら、機能性等にも着目した育種や多様な環境保

　　　　　全型農業技術等の開発、実用化を促進するとともに、その普及に努めます。

　（２）　　担い手の高齢化、減少等の生産環境の変化に対応するため、軽作業化・安全化の

　　　　　ための生産技術の開発・普及に努めます。

　（３）　　融資制度など農業経営の安定的発展を目的とした支援策を充実させるとともに、

　　　　　価格安定制度の円滑な運営により農業収入の安定化を図ります。

６．魅力ある農業・農村づくり

　■施策内容

　（１）　　農村景観や恵まれた自然環境が有する生物の生育環境など、農業・農村が持つ多

　　　　　様な機能の維持・保全に努めます。

　（２）　　伝統芸能や祭事等の固有の地域活動に加え、高齢者の持つ技術や知識、経験等を

　　　　　グリーンツーリズムやコミュニティ資源として活用することにより、地域内外の人々

　　　　　との連携と交流の拡大を促進します。

　（３）　　農業への理解を深めるため、教育機関

との連携により農業体験等の取組みを図

るとともに、学校給食における地元食材

の利用促進など、「地産地消」及び「食

育」を推進します。

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画



142　第五次南郷町総合計画

第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

Ⅱ．林業の振興 １．持続可能な森林経営の推進

２．林業生産性の向上

３．多様な森林の整備・保全

Ⅱ．林業の振興

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

基本計画

　本町の森林面積は３,９３３ｈａ（総面積の６２％）で、国有林３８３ｈａ、民有林３,５５０

ｈａとなっています。民有林のうち人工林は２,４１０となっており、これらの人工林は８～１

０齢級が６４％を占め、収穫可能な段階を迎えています。また、山林所有者のほとんどが５ｈ

ａ未満の小規模農林複合経営体であり、木材価格の長期にわたる低迷や担い手の高齢化の急速

な進行により、経営意欲の減退など深刻な状況となっています。

　このため、素材の生産から加工・流通に至る一貫した木材の低コストで安定した供給体制を

構築するとともに、後継者や林業技能者の確保、事業体等の育成に努め、森林の多面的機能の

発揮や林業の持続的かつ健全な発展を図る必要があります。

■施策内容
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画

　（３）　　小規模かつ高齢の森林所有者が多いた

め、森林施業共同化重点的実施地区の選

定を行い、施業実施協定の締結を促進し、

造林、保育、間伐等の森林施業や森林地

理情報システムの活用等により、長期に

わたる森林施業の受託の促進など地域に

おける森林整備等を森林組合が中核とし

て推進を図ります。

主な事業

�●林業整備地域活動支援交付金事業

�●南那珂森林組合支援事業

主な事業

�●林業・木材産業構造改善事業

２．林業生産性の向上

　■施策内容

　（１）　　木材加工施設の近代化や専門化、合理

化など加工体制の充実・強化を支援します。
�

　（２）　　木材が健康にやさしく、環境への負荷

が小さいなど優れた特性を持つ自然素材

であることについて、消費者に広くＰＲ

を図り、木材の利用を促進します。
�

　（３）　　木材産業と住宅産業の連携強化により、

消費者と生産者を結ぶ産直住宅やリフォ

ーム・内装等への木材の活用を促進する

とともに、公共施設等への木材導入を積

極的に推進し、需要拡大に努めます。
�

　（４）　　消費者の自然食品指向に着目し、特用林産物の生産の増加、品質向上を図るとと

もに、関係機関と連携して販路の拡大に努めます。
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画

主な事業

�●林業研究グループ支援事業

３．多様な森林の整備・保全

　■施策内容

　（１）　　本町の森林地帯を「資源の循環利用林」

「水土の保全林」「森林と人との共生林」

の３区分にゾーニングし、その機能に応

じた森林の整備を図ります。
�

　（２）　　森林所有者への森林管理の意識啓発を

図るとともに、町外在住の森林所有者に

対しては施業の意向把握に努め、森林施

業の受託を推進し、除間伐等を促進します。
�

　（３）　　町民や団体等に対し、水源のかん養、

きれいな水の供給等の機能を果たす大きな役割を啓発し、積極的な森林づくり活動

を促進します。また、土砂災害等を防止するため、砂防施設やがけ崩れ、地すべり

防止施設等の整備を図ります。
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画

　本町は、かつお一本釣やまぐろ延縄等の遠洋・近海漁業により古くから水産の町として発展

してきました。しかしながら、地球規模での水産資源の減少や海洋環境の悪化等を背景とする

国際的な資源管理が進行する一方で、原油の高騰等による操業経費の増加、廉価な水産物の大

量輸入による魚価安など長期にわたる低迷が続き、漁業経営体を取り巻く環境は、年々厳しさ

を増しています。また、担い手の減少や高齢化が急速に進行しており、地域経済・社会の活力

低下が危惧されることから、生産構造の改善はもちろんのこと、本町水産業を支える担い手の

確保は喫緊の課題となっています。

�このため、国際漁場の安定確保や近海水域の高度利用など漁業経営基盤の強化を図り、安定

した生産体制の整備に取り組むとともに、水産業の将来にわたる発展のために新規就業者の確

保や多様な担い手の育成を図る必要があります。

１．水産業経営の強化

　  ■施策内容

　（１）　　漁業経営体の体質強化や漁業設備の近代化を推進するため、漁業協同組合等によ

　　　　　る漁業経営指導の充実・強化を図るとともに、利子補給や漁船保険制度等への出資

　　　　　など支援制度の充実に努めます。

Ⅲ．水産業の振興 １．水産業経営の強化

２．多様な担い手の育成・確保

３．生産基盤の強化

４．水産物流通・加工体制の整備

５．豊かで活力のある漁村・海づくり

Ⅲ．水産業の振興

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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基本計画

�（２）　　総合的な漁業の推進組織である漁業協同組合については、組合員の負託に応える

　　　　　ことのできる柔軟で広域的な漁協事業等の展開を促進します。また、経営基盤の充

　　　　　実や組織強化を図るため、国、県及び宮崎県漁業協同組合連合会等の方針に基づき、

　　　　　町内三漁協の合併を促進します。

２．多様な担い手の育成・確保

　■施策内容

　（１）　　担い手の育成や就業を促進するため、県や関係機関との連携により担い手確保対

　　　　　策や本町漁業の魅力についての積極的なＰＲを行うとともに、教育機関との連携に

　　　　　より、児童・生徒に対し、漁業体験学習や魚の調理実習など漁業への理解を深める

　　　　　プログラムの実施を図ります。

３．生産基盤の強化

　■施策内容

　（１）　　国際漁場の安定確保や国際的な資源管

理への的確な対応に努めるとともに、外

国における基地操業等の持続的な確保を

図るなど、国際的に対応した遠洋漁業の

支援に努めます。

�（２）　　県や関係機関との連携により、沖合域

や沿岸域の漁場の維持・回復を図るため、

地域の諸条件に適合した種苗の放流や計

画的な魚礁漁場の造成など、効果的な整

備を推進するとともに、漁業者による資

源管理体制の確立を促進し、資源の維持・

増大を図ります。

主な事業

�●漁船保険補助事業　　　　

�●南郷町漁協合併推進協議会支援事業

主な事業

�●就業体制推進事業
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基本計画

　（３）　　漁港（目井津漁港、夫婦浦漁港）については、県や各漁協と連携を図りながらそ

　　　　　れぞれの漁港が有する役割や性格を明確にし、多機能性に配慮した整備を促進しま

　　　　　す。また、港湾（外浦港、大島港）についても、県や各漁協と連携を図りながら、

　　　　　水産業や観光、物流の進展に対応した港湾機能の高度化を促進します。

主な事業

�●放流魚中間育成事業

    ●放流事業

�●資源回復事業

    ●漁港・港湾事業（県営事業）

主な事業

�●ブランド確立推進事業

�●特産品開発推進事業

４．水産物流通・加工体制の整備

　■施策内容

　（１） 　　地元で水揚げされる水産物の消費拡大

を図るため、地域産物展示販売施設「港

の駅めいつ」の充実、朝市の定期開催、

インターネット販売、各種イベントでの

直接販売等の多様な販売体制の構築を支

援します。　
�

　（２）　　「さかなのまち」のイメージを確立す

るため、多様な物産展への参加や効果的

なＰＲを行うとともに、消費者ニーズを

踏まえた特産品開発や付加価値向上等に

よる「南郷ブランド」確立を推進し、水

産物の生産拡大を図ります。
�

　（３）　　漁協女性部による地元水産物を活用した商品開発や料理教室等の実施による魚食

普及を促進します。
�

　（４）　　目井津漁港の水揚げ量の拡大のため、地方市場としての漁港機能の充実や外来船

の誘致など総合的に推進します。
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基本計画

主な事業

�●漁業集落排水施設管理事業

    ●漁民の森維持管理事業

�●密漁防止対策事業

    ●外国人漁業研修生受入事業　

５．豊かで活力のある漁村・海づくり

　■施策内容

　（１）　　海岸や海洋等の自然環境を保全するた

め、浄化槽整備を基本とする生活排水対

策を総合的に推進します。また、海洋資

源の維持・増大を図るため、「漁民の森」

の維持管理や魚付き林の保全などの多様

な活動を促進します。
�

　（２）　　多様な交流活動の取組みを促進するた

め、漁業や海洋資源を活かした交流メニ

ューの構築を図るとともに、漁業体験の

指導・助言を行うインストラクター、ガ

イド等の養成に努めます。
�　　

　（３）　　漁村地域の快適な生活環境を創出するため、都市計画マスタープランや住宅スト

ック総合活用計画等に基づき、道路、住宅、公園等の生活基盤の整備を進めます。
�　　

　（４）　　遊漁者等への漁場利用ルール・マナーの普及啓発を行なうとともに、漁場利用秩

序の確立を図るため、漁業者と関係機関との連携による密漁監視体制づくりを進め

ます。
�

　（５）　　アジア・太平洋地域との連携と交流に努め、水産業における相互協力支援体制の

構築を推進するとともに、外国人漁業研修生の受入体制の充実を図ります。
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基本計画

　商業や商店街は、町民に購買の機会を提供するばかりではなく、町の賑わいの創出にも大き

な役割を果たしています。しかしながら、近年、消費者ニーズの多様化や流通構造の変革など

に伴い、近隣に大型店やディスカウント店の進出が相次ぎ、結果として本町商店街の魅力が相

対的に低下するといった状況に加え、長期にわたる景気低迷も影響し、商店数や従業者数は減

少傾向にあります。また、本町の企業のほとんどは中小企業であり、中小零細の事業所の比率

が高く、信用力や資金調達力が不足しているなど経営基盤が脆弱であります。

�このため、商業者や商店街それぞれの意欲ある取組みに加え、経営の近代化や情報化を支援

することにより、商業の振興と魅力的な本町の商業空間の創出を図っていくとともに、中小企

業が経営環境の変化に対応し、活力ある成長・発展が遂げられるよう、経営革新や経営基盤の

強化など経営課題に応じた支援を行う必要があります。

１．商業活動の振興

　  ■施策内容

　（１）　　商工会や関係団体と連携をして、商店街が取り組む親しみやすい商店街づくりを

　　　　　促進するため、地域ニーズに応じた新たな取組みを支援します。
�

　（２）　　商店及び商店街活性化のためのイベント、まつり等の開催や各種コンベンション

　　　　　と連携した出店販売活動など、多様な交流事業の展開を支援します。

Ⅳ．商業の振興 １．商業活動の振興

２．商業経営基盤の強化

３．中小企業への支援

Ⅳ．商業の振興

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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基本計画

　（３）　　商業や工業分野等で生産される地場産

品の普及と販売促進を図るため、行政や

関係団体等と連携し、多様で多面的な普

及宣伝・販路開拓事業の展開を図ります。
�　　

　（４）　　本町独自の魅力を備えた商業を創出す

るため、「南郷にしかない味、モノ」の

発掘・開発を行う取組みを支援するとと

もに、特産品等の積極的なＰＲを行い、

大都市の商店街や大型店との違いの明確

化を図ります。

主な事業

�●イベント開催事業

�・なんごう黒潮まつり実施補助

�・産業文化福祉まつり開催

�●地域新地場産業創出事業

主な事業

�●商工会運営支援事業

２．商業経営基盤の強化

　■施策内容

　（１）　　行政や関連団体との緊密な連携のもと、

商業経営に関する情報の提供や相談体制、

各種研修会の充実、異業種グループの活

動支援等により、経営の資質の向上を図

ります。

　（２）　　商工会については、広域連携を支援し、

商工業総合推進体として商工業者の多様

なニーズに対応できる経営支援体制の確

立を図るとともに、組織・機能の強化を

支援します。
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基本計画

主な事業

�●中小企業融資制度事業

３．中小企業への支援

　■施策内容

　（１）　　厳しい経営環境にある中小企業の経営

安定や事業再生等を促進するため、企業

ニーズに合った融資制度等の充実を図り

ます。
�

　（２）　　商工会や金融機関等と連携し、意欲的

な中小企業者の発掘・育成を行うとともに、

新分野進出や新商品、新サービスの開発

など経営革新への挑戦を支援します。
�

　（３）　　中小企業の活性化や事業再生を進める

ため、各種支援事業の充実・強化、融資

制度等の情報提供に努めます。
�　　

　（４）　　起業者及び新規参入者に対して支援する融資制度の確立を進めるとともに、関係

機関と連携しながら、新分野、新事業に取り組むための民間出資による共同企業体

設立等の支援を図ります。
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基本計画

Ⅴ．工業の振興と企業誘致の推進 １．企業の育成・新産業の創出

２．企業誘致対策の推進

３．就業の促進

Ⅴ．工業の振興と企業誘致の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

■施策内容



　（３）　　各種研究機関や専門学校等の誘致についても、地域経済の活性化と新たな雇用の

場の創出に大きな効果があることから、企業誘致と同様に積極的に推進します。

主な事業

�●工業開発推進事業

主な事業

�●企業立地促進事業
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　（３）　　商工会や関係機関と連携を図り、経営

相談や各種研修会の実施、異業種グルー

プの活動支援等により、経営の資質向上

に努めます。
�　　

�（４）　　焼酎、菓子類、農林水産加工品、木工

品など本町の地域特性を生かした特産品

の開発と技術の高度化の支援を行うとと

もに、多様な形での展示即売や宣伝活動

等を通じて、特産品の需要開拓と販路拡

大を図ります。

２．企業誘致対策の推進

　  ■施策内容

　（１）　　誘致企業に対する助成措置等を充実す

るとともに、本町の地域資源や助成措置

等について積極的な発信に努め、資源循

環型、研究開発型、先端技術型等の新た

な業種・業態の企業誘致の推進を図ります。
�

　（２）　　工場の移転や企業誘致のための工業用

地については、企業の意向等を踏まえな

がら適地の選定と立地環境の整備・充実

を図ります。

基本計画



３．就業の促進

　■施策内容

　（１）　　公共職業安定所（ハローワーク）等と連携しながら就労情報の収集、提供に努め、

　　　　　就業機会の拡大を図ります。
�

　（２）　　国との連携により、運輸（船舶）関係の船員求人情報案内サービスの充実を図り、

　　　　　船舶労働者の就業支援に努めます。
�

　（３）　　県や近隣市町と連携し、就職説明会の充実に努め、就業機会の拡大や町内就業の

　　　　　促進を図ります。

主な事業

�●船員求人情報案内サービス事業

�●就職促進事業（県南地区就職説明会開催など）
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基本計画



第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

　これまで横ばいで推移していた観光客数は、近年の観光施設等のリニューアルや「『道の駅』

なんごう」「港の駅めいつ」のオープンに伴い、４０万人を超え、約３倍の増加となっていま

す。しかしながら、観光ニーズが遊覧型から参加・体験型へ、団体旅行・宴会型からグループ・

個人旅行の目的型へ変化するなど、観光・リゾート需要の質的変化や多様化が進んでおり、地

域間競争はますます激しくなることが予想されます。

�このため、本町の恵まれた自然環境や食文化など地域資源を生かし、訪れた人々が「心の豊

かさ」や「癒し」を実感できる観光地づくりが必要であります。また、プロ野球キャンプやグ

リーンツーリズム等の交流事業と、これまで築いてきた観光・リゾート基盤との連携を図り、

相乗効果を生み出すなど着実な発展を図る必要があります。

１．魅力的な観光地づくり

　■施策内容

　（１）　　「『道の駅』なんごう」「県有用植物園」「茶碗山」一帯については、太平洋を

　　　　　望むすばらしい景観と亜熱帯性の花と緑を生かした環境づくりを進め、本町を代表

　　　　　する観光地として充実を図ります。

�（２）　　「港の駅めいつ」付近の目井津漁港周辺については、ブルーツーリズムの理念を

　　　　　踏まえながら、豊かな海の恵みを多様な形で体験できる環境づくりを進め、「さか

　　　　　なのまち」の象徴となる場として充実を図ります。

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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基本計画

Ⅰ．観光・リゾートの振興 １．魅力的な観光地づくり

２．快適な受入環境づくり

３．効果的な情報発信と宣伝活動の推進

４．観光関連産業の育成

第２節　魅力ある観光と多様な交流づくり

Ⅰ．観光・リゾートの振興



２．快適な受入環境づくり

　■施策内容

　（１）　　町民一人ひとりが、地域文化への誇りを維持しながら、観光客を温かく迎えるホ

スピタリティの醸成を図るとともに、深い知識と教養、豊かな話術を備えた観光ガ

イド・ボランティアを育成し、観光客に質の高いサービスの提供に努めます。

�（２）　　観光案内所、観光マップ、案内板等の充実を図り、観光客を含めたすべての人々

に対する利便性を高めます。また、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアなど

既存の施設を利用した「まちかどインフォメーション」づくりを推進します。

　（５）　　来訪者に「潤い」と「癒し」の空間を提供するため、本町の恵まれた海・海岸線

や温帯性・亜熱帯性植物など自然資源の保護と活用を図るとともに、沿道、公共的

施設等における四季折々の花木の植栽や食事、宿泊施設等を工夫し、きめ細やかな

心配りと清潔さの行き届いた観光地づくりに努めます。

　（６）　　まるごと自然博物館（エコミュージアム）との整合性を図りながら、近隣観光地

とのネットワーク化や周遊連続性の向上に努めます。

主な事業

�●「道の駅」なんごう運営委託事業

�●観光振興事業

主な事業

�●観光案内事業
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　（３）　　「南郷リゾート」「栄松ビーチ」「海

中公園」一帯については、海岸保全機能

の高度化に努めながら、海洋性スポーツ

やレジャーが楽しめるレクリエーション

場として充実を図ります。

　（４）　　農水産物を中心とした「期間限定」の

料理や「数量限定」の食材を取り上げ、

積極的なＰＲを行うとともに、南郷の食

文化にテーマ性を持たせた交流イベント

の開催や町内共通の料理メニュー等を創

出するなど、食による観光地づくりを促

進します。



主な事業

�●水中観光船委託事業

主な事業

�●観光宣伝事業

�・観光パンフレット作成事業

�・観光協会ホームページ運営事業
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

　■施策内容

　（１）　　県や観光事業者等と連携し、近県や福

岡などの個人客、少人数のグループをタ

ーゲットに絞り込んだ誘致・宣伝活動の

展開を図ります。

�（２）　　観光客・交流者ニーズに対応した適切

な観光パンフレットを作成するとともに、

インターネットホームページの充実を図り、

都市部に向けた地域観光情報の発信に努

めます。

４．観光関連産業の育成

　■施策内容

　（１）　　南郷の人々しか知らない料理や南郷に

しかない食材等のメニューの開発を支援

するとともに、そのメニューを食するこ

とのできる食事処等のネットワークを構

築し、飲食業の活性化を図ります。

�（２）　　体験交流型観光の進展に伴い、マリン

スポーツやグリーンツーリズム等の需要

が見込まれるサービス産業の育成を図り

ます。

�（３）　　本町に繰り返し訪れるリピーターを生み出すため、ケーブルテレビやマスコミの活

用を図り、日帰り圏の市町村へ向けた情報発信を行うことで、本町の観光素材に対す

る認識の向上を図ります。

基本計画

３．効果的な情報発信と宣伝活動の推進



第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

　本町は、年間を通じて温暖な気候であり、南郷スタジアムをはじめとした中央公園リニュー

アル、南郷くろしおドームの整備などプロ仕様の施設が整備されたことやプロ野球西武ライオ

ンズのキャンプ等の受入れにより、全国的にスポーツキャンプ地として認知されはじめました。

�今後も、本町の特性や資源を生かした観光振興や地域活性化のために、スポーツキャンプや

スポーツイベントのさらなる誘致、交流イベントの充実などの取組みを図る必要があります。

�一方、「癒し」「自然」「健康」「食」などスローライフ、スローフード志向の高まりに見

られる「心の豊かさ」や「癒し」を求める観光客の志向が大きく変化しています。

�このため、温暖な気候、恵まれた自然などを活用した「心の豊かさ」や「癒し」が実感でき

る参加型プログラム、交流メニュー等を開発するとともに、活用できる体制を確立し、多様な

交流活動が生まれる環境を整備していくことが必要となります。

Ⅱ．地域資源を生かした交流づくりの推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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基本計画

　■施策内容

　（１）　　町民、関係団体、行政等が一体となっ

た受入ネットワークを確立するとともに、

町全体の質的・量的なスポーツキャンプ・

合宿受入れ能力の向上を図ります。

Ⅱ．地域資源を生かした交流づくりの推進 １．スポーツキャンプ・コンベンション等の誘致

２．スポーツ大会・交流イベント等の充実

３．交流プログラムの確立

１．スポーツキャンプ・コンベンション等の誘致



　（２）　　既にスポーツキャンプ等を実施している団体との連携を深め、キャンプ実施の継

続を促進するとともに、町民と選手との交流機会の充実を図ることにより、町民み

んながスポーツに関心を持ち、身近に感じることで応援する意識を高めます。

　（３）　　快適なトレーニング環境や選手の計画的なスキルアップ等が行えるよう、中央公

園等のスポーツ施設やトレーニング機材・設備の充実に努めます。

�（４）　　大学やスポーツ団体等への誘致を推進するため、施設等を紹介したパンフレット

の作成や宿泊施設等を網羅したホームページの整備に努めるとともに、県やスポー

ツランドみやざき推進協議会との連携を図り、積極的な誘致活動を推進します。

　（５）　　県、企業、旅行業者など様々な主体を通じてコンベンション情報を収集するとと

もに、地域資源やこれまで築いてきた観光・リゾート基盤、南郷ハートフルセンタ

ー等の効果的な宣伝活動に努め、各種大会、会議等の誘致を図ります。

　（６）　　県や関係機関との連携を図り、アートキャンプの誘致に努めます。

主な事業

�●黒潮ロードハーフマラソン大会開催事業

�●なんごう黒潮まつり実施補助事業

主な事業

�●スポーツキャンプ交流事業

�●スポーツキャンプ誘致対策事業

�●スポーツフェア「ドリーム・ベースボール」事業
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　■施策内容

　（１）　　「黒潮ロードハーフマラソン」の充実

に努めるとともに、プロ野球のオープン

戦や大型スポーツ・レクリエーション大

会の開催を目指した取組みを進めます。

　（２）　　既存の交流イベントでは、本町独自の

アトラクションや特産物をメインにした

取組みを推進し、本町の特性を生かした

イベントとして充実を図ります。

基本計画

２．スポーツ大会・交流イベント等の充実



主な事業

�●交流メニュー開発支援事業
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第５章　交流がつくる魅力と自立した活力ある産業のまち

基本計画

３．交流プログラムの確立

　■施策内容

　（１）　　町内の豊かな自然や人、産業等を生か

した参加体験型プログラム（グリーンツ

ーリズムやブルーツーリズム）の展開を

図るため、多様な資源を活用した交流メ

ニューの開発を推進します。
�

　（２）　　交流メニューに対応した観光ガイドを

育成するとともに、まちづくり団体等の

交流メニューの開発支援や団体間のネッ

トワークの確立を図ります。



　Ⅰ．コミュニティづくりの推進

　Ⅱ．男女共同参画の推進

　Ⅲ．人権が尊重される社会の形成

　Ⅳ．国内及び国際交流・協力の推進

基本計画

第６章　心が通い合う町民連携のまち

　「心が通い合う町民連携のまち」を実現するために、４つの大網を定めて取り組んでいきま

す。



第６章　心が通い合う町民連携のまち

まちづくりの目標

施策の大網 施　　策

第６章　心が通い合う町民連携のまち
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基本計画

Ⅰ．コミュニティづくりの推進

Ⅳ．国内及び国際交流・協力の推進

Ⅱ．男女共同参画の推進

Ⅲ．人権が尊重される社会の形成

第６章　心が通い合う町民連携のまち

１．コミュニティ活動の支援

２．地域を支える団体・リーダーの育成

１．男女平等意識の確立

２．あらゆる分野への男女共同参画の促進

３．男女の自立と家庭・地域生活の両立支援

１．地域連携軸による交流の推進

２．多様な主体の参画による多彩な国際交流活動の推進

３．地域特性を生かした国際協力の推進

４．男女共同参画活動組織の支援

１．人権教育・啓発の推進

【体系図】



第６章　心が通い合う町民連携のまち

　少子高齢化や核家族化の進展、ライフスタイルの多様化等により、地域社会が本来備えた町

民相互の連帯感や地域のつながりが希薄になっています。その一方では、自由時間の増大や生

活水準の向上等により、社会参加や社会貢献の意識が高まりつつあり、ボランティアをはじめ

とした幅広い活動が展開されるなど、地域社会におけるコミュニティ機能が見直されてきてい

ます。

�このため、自治会、老人クラブ、女性団体、子ども会等の地域に根ざしたコミュニティ活動

はもちろんのこと、多様な分野で活発化してきた主体的なボランティア活動等をハード・ソフ

ト両面にわたって支援することが必要となっています。

Ⅰ．コミュニティづくりの推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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基本計画

Ⅰ．コミュニティづくりの推進 １．コミュニティ活動の支援

２．地域を支える団体・リーダーの育成

　■施策内容

　（１）　　広報啓発活動や講演会、イベント等を

通じて、コミュニティ意識の高揚を図る

とともに、地域を愛する心と地域に生活

する人々を大切にする心の醸成に努めます。

　（２）　　自治会等の地域組織の多様な活動を支

援するとともに、まちづくりグループや

ボランティア団体等の町民活動組織との

情報交換や連携を促進するため、組織間

１．コミュニティ活動の支援

第６章　心が通い合う町民連携のまち



　（３）　　コミュニティ活動や地域づくりのための話合いの場となる交流施設等の整備に努

　　　　　めます。

主な事業

�●地域活性化グループ育成事業

主な事業

�●コミュニティ助成事業

�●まちづくりイベント開催事業
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第６章　心が通い合う町民連携のまち

　■施策内容

�（１）　　まちづくり団体の育成を推進するため、

講習会やアドバイザー派遣等を行い、地

域の自主的なまちづくり活動の支援を図

るとともに、まちづくり活動に関する相

談・指導体制の充実や自発的に取り組む

人材を育成します。

基本計画

２．地域を支える団体・リーダーの育成



第６章　心が通い合う町民連携のまち

　これまで経済的には支える側にいることが多かった女性も自覚と責任を持って社会に参画し、

同時に仕事中心の生活に偏りがちだった男性も家事、育児、介護等の家庭的責任を担い、女性

も男性も伸びやかで充実した人生を送る男女共同参画社会の実現が求められています。

�こうした中、「男女共同参画社会基本法」をはじめとする法・制度の整備が進められてきま

したが、依然として家庭、地域、職場等では性別役割分担意識が根強く残っており、幼児期か

らの男女平等理念の浸透や生涯学習等における積極的な取組みが必要になっています。

�一方、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応し、豊かで活力ある社会を築いていくため

には、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任を共に果たしていくことは男女共同参画社会

の最も基本的な考え方の一つとなっています。�

　このため、雇用環境の整備や育児・介護サービス等の充実を通じて、男女が家庭や地域活動

に共に参画できる条件整備を進めることが必要となっています。

１．男女平等意識の確立

　■施策内容

　（１）　　家庭、地域、職場など社会における制度の改善や慣行の見直しを図るため、広報

　　　　　誌等による男女平等意識改革の啓発や講演会を開催します。また、学校教育や社会

　　　　　教育等を通して意識の高揚を図ります。

Ⅱ．男女共同参画の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

166　第五次南郷町総合計画

基本計画

Ⅱ．男女共同参画の推進 １．男女平等意識の確立

２．あらゆる分野への男女共同参画の促進

３．男女の自立と家庭・地域生活の両立支援

４．男女共同参画活動組織の支援



　（２）　　男女共同参画条例制定及び男女共同参画基本計画の策定に努めます。

２．あらゆる分野への男女共同参画の促進

　■施策内容

　（１）　　各種審議会や委員会をはじめとする重要な政策・方針の決定過程への積極的な女

　　　　　性の登用を進めるとともに、多様な学習機会の充実などに努めます。

　（２）　　まちづくりや観光産業など新たな取組みを必要とする分野に関する女性の人材育

　　　　　成の支援、意識啓発を推進します。　　　　

主な事業

�●男女共同参画啓発活動事業（広報等啓発事業など）

主な事業

�●男女自立支援事業（男の料理教室開催など）

�●家庭・地域生活両立支援事業（講演会等の臨時託児所開設など）

主な事業

�●男女共同参画啓発活動事業（講演会、学習会など）

　●男女共同参画推進条例制定、男女共同参画基本計画策定事業
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基本計画

　■施策内容

　（１）　　ひとり親家庭等への支援や男性の家事・

育児・介護への参画促進等により、男女

が家庭・職場・地域社会において、共に

自立し、多様な生き方ができる環境の整

備に努めます。また、育児・介護休業制

度をはじめとする各種制度の定着促進を

図るとともに、多様な育児ニーズ等の対

応を通じて、男女の職業生活と家庭・地

域生活の両立を促進します。

３．男女の自立と家庭・地域生活の両立支援



主な事業

�●男女共同参画活動組織支援事業
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第６章　心が通い合う町民連携のまち

基本計画

４．男女共同参画活動組織の支援

　■施策内容

　（１）　　男女共同参画に関して自主的活動を行

っている団体の活動を支援するとともに、

男女共同参画を積極的に推進する地域リ

ーダーの育成に努めます。



第６章　心が通い合う町民連携のまち

　社会経済が成熟していく中で、私たちの身の回りには女性、子ども、高齢者、障害のある人、

同和問題、外国人、ＨＩＶ感染者などに関する様々な人権問題が存在しています。これまで、

本町においても人権啓発講演会等を通じて、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、各

種施策を推進していますが、未だに偏見による差別など人権問題に関する課題も数多く存在し

ています。

�このため、すべての人が個人として尊重される社会の形成に向けて、関係機関や団体等との

連携を図りながら、人権意識を高める機会の充実が必要となっています。

Ⅲ．人権が尊重される社会の形成

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

主な事業

　●人権啓発事業（講演会、広報誌等による啓発）　
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基本計画

Ⅲ．人権が尊重される社会の形成 １．人権教育・啓発の推進

１．人権教育・啓発の推進

　■施策内容

　（１）　　学校、家庭、地域、職場などあらゆる

場に通じた人権教育・啓発の推進に努め

るとともに、広報啓発活動や講演会を通

じて、普段意識の薄い人権意識と差別意

識の解消を図ります。



第６章　心が通い合う町民連携のまち

　高速交通体系や情報・通信ネットワークの整備等により、人、モノ、情報、資本等の交流が

一層活発化する中、地域がもつ様々な資源や機能の相互活用を図ることによって、活力ある地

域づくりを進めることが求められています。

�一方、経済・社会のグローバル化の進展に伴い、地域が直接、世界の諸地域と結びつく時代

となっており、本町においても水産業の技術研修生の受入れ等を通じて海外、特にアジア・太

平洋地域との結びつきが強まっています。

�このため、本町の人材や技術など地域特性を生かした国際交流・協力の展開を図っていく必

要があります。

１．地域連携軸による交流の推進

　■施策内容

　（１）　　地域連携を支える高速交通体系の整備を促進しながら、関係地域と共同で多様な

　　　　　分野にわたる様々なプロジェクトを展開します。
　

�（２）　　県及び県内自治体と共同で、東九州軸、南九州広域交流圏、太平洋新国土軸等を

　　　　　構成する関係地域との交流・連携に努めます。

Ⅳ．国内及び国際交流・協力の推進

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

主な事業

　●南那珂まるごと自然博物館事業（エコミュージアム）
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基本計画

Ⅳ．国内及び国際交流・協力の推進 １．地域連携軸による交流の推進

２．多様な主体の参画による多彩な国際交流活動の推進

３．地域特性を生かした国際協力の推進



主な事業

�●２１世紀の国際人育成事業

主な事業

�●外国人漁業研修生受入事業

第五次南郷町総合計画　171
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　■施策内容

　（１）　　本町ゆかりの人々、水産業等を通じて

関係の深い国や地域等との結びつきを一

層強めながら、行政機関や経済団体など

多様な主体の参画による教育、文化、ス

ポーツ等の多彩な国際交流活動を推進し

ます。
　

　（２）　　国際交流機関との連携により、民間の

国際交流・協力団体やボランティアに対

する情報提供等の活動支援を行うとともに、

国際交流・協力を支える人材や団体の育

成を図ります。

　■施策内容

　（１）　　かつお・まぐろ漁業技術の蓄積といっ

た本町の特徴を生かしながら、アジア・

太平洋地域を中心として、技術研修生の

受入れ等の国際協力を進めます。

基本計画

２．多様な主体の参画による多彩な国際交流活動の推進

３．地域特性を生かした国際協力の推進



　Ⅰ．町民参加型社会の実現

　Ⅱ．効率的・効果的な行財政運営の展開

　Ⅲ．計画の進行管理と組織の確立

基本計画

第３編　基本計画の推進に向けて

　基本構想の中で定めた６つのまちづくりの目標の実現に向けて、基本となるまちづくりの進

め方を３つの大綱を定め、取り組んでいきます。



基本計画の推進に向けて

【体系図】

施策の大網 施　策

第３編　基本計画の推進に向けて
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基本計画

Ⅰ．町民参加型社会の実現

Ⅱ．効率的・効果的な行財政運営の展開

Ⅲ．計画の進行管理と組織の確立

基本計画の推進

１．町民の声を活かしたまちづくりの推進

２．町民との情報の共有化と公開の充実

３．協働体制の構築

１．財源の確保

２．財源の計画的な活用

３．財産などの効果的な運用

４．行政改革の推進

１．行政評価システムによる行政運営の確立

２．行政組織の効率化

３．人材の育成

４．電子自治体の構築



基本計画の推進に向けて

　地方自治体が自らの判断と責任のもとに地域の実情に合った行政を進めていく地方分権型社

会への移行を見据え、これまでの行政主導型のまちづくりではなく、町民がまちづくりへ積極

的に参画できる町民自治づくりを推進するとともに、協働による多様な地域運営を行う体制を

確立し、町民のためのまちづくりを進めていくことが求められています。

�このため、より多くの町民がまちづくりに参画できる機会をつくり、自発的で積極的な参加

を求め、町民の視点に立ったまちづくりを進めていくとともに、町民、行政、ボランティア、

企業等の役割分担や町民と行政との協働体制の構築を図り、町民が主体となる地域運営の仕組

みの確立が必要になります。

１．町民の声を活かしたまちづくりの推進

　■施策内容

　（１）　　各種計画の策定組織や審議組織への町民の参加機会の拡大を図るとともに、政策

　　　　　の立案や実施段階での町民との協働をより一層推進します。
　

　（２）　　多様化する町民ニーズを的確に把握し、幅広く町政に反映していくため、町民意

　　　　　識調査等を実施します。　　　

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

主な事業

　●町民意識調査事業
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基本計画

Ⅰ．町民参加型社会の実現 １．町民の声を活かしたまちづくりの推進

２．町民との情報の共有化と公開の充実

３．協働体制の構築

第３編　基本計画の推進に向けて

Ⅰ．町民参加型社会の実現



主な事業

�●広報誌・ホームページリニューアル事業

�●情報公開事業（議事録など）

主な事業

�●協働体制推進事業
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基本計画の推進に向けて

２．町民との情報の共有化と公開の充実

　■施策内容

　（１）　　町政報告や身近な生活情報等を広報誌

により分かりやすく紹介するとともに、

防災無線やホームページ等を活用し即時

性のある情報を提供します。

　（２）　　各種事業・制度等の説明会を実施し、

町民との情報共有を推進します。

�（３）　　文書管理の充実と徹底を図りながら、

個人情報の保護に留意するとともに、公

文書の公開と閲覧の円滑化に努めます。

３．協働体制の構築

　■施策内容

　（１）　　「官から民へ」という流れの中で、民

間でできることは民間でという視点に立

って施策を進めるとともに、民間の活力

が最大限に発揮できるよう、制度の改善

やＰＦＩ、構造改革特区制度等の活用を

図ります。

　（２）　　自治会等の地域組織やボランティア団

体等が地域施設の管理・運営、各種サー

ビスの提供を行うなど、町民と行政の協

働によるまちづくりの構築に努めます。

　（３）　　町民主導のまちづくりを推進するため、

町民と行政との協働のパイプ役となり、

地域運営の指導等にあたることのできる

人材の発掘・育成を図ります。

基本計画



基本計画の推進に向けて

　長引く景気の低迷による税収入の減少など財源確保は厳しさを増していますが、その一方で

町民ニーズの多様化や危機管理対策、少子高齢化対策、高度情報化対策等の対応など行政需要

は拡大する傾向にあります。国においては、国庫補助金の削減、地方交付税制度の改革、地方

への税源移譲を「三位一体の改革」として取り組んでおり、地方の財政事情は大きな変化を迎

えるとともに、更に厳しい状況になると予想されています。

�このような厳しい財政状況の中で、地方分権など社会環境の変化に対応しながら、増大する

行政需要に的確に応えていくためには、町税を中心とした財源の確保と後年度負担を考慮した

長期的な視野に基づいた計画的な財政運営が求められています。

�このため、最小の経費で最大の効果を得られるよう、事業の優先順位とバランス等を考慮し

ながら、限られた財源の効率的、重点的配分を行うとともに、民間活力を活用した取組みや町

有財産の有効利用に努めていく必要があります。

１．財源の確保

　■施策内容

　（１）　　課税客体の正確な把握と収納率の向上により、町税の確保に努めます。

　（２）　　受益と負担の関係を明確にし、使用料や手数料等の受益者負担の適正化に努めま

　　　　　す。

Ⅱ．効率的・効果的な行財政運営の展開

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】

主な事業

　●税徴収率向上対策事業（滞納処分強化など）

�●使用料及び手数料改定事業
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基本計画

Ⅱ．効率的・効果的な行財政運営の展開 １．財源の確保

２．財源の計画的な活用

３．財産などの効果的な運用

４．行政改革の推進



２．財源の計画的な活用

　■施策内容

　（１）　　中期的、長期的展望に立ち安定した財政運営を進めるとともに、予算の効率的・

　　　　　重点的配分に努めます。
　

　（２）　　民間活力や市場原理の導入、歳出全般にわたる経費の削減等により、少ない経費

　　　　　で多くの効果を得られる財政運営に努めます。
　

　（３）　　資産と負債の関係を明らかにするバランスシート（貸借対照表）を活用するなど

　　　　　財政状況等を町民に分かりやすい形で公表するよう努めます。　　　

３．財産などの効果的な運用

　■施策内容

　（１）　　公有地の貸付けや遊休財産の売却など、効率的な活用を進めます。

主な事業

�●財政計画及び財政健全化計画策定事業

主な事業

�●公有地貸付事業

�●遊休財産処分事業

主な事業

�●南郷町版「骨太の方針」推進事業

�●第４次南郷町行政改革大綱推進事業
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基本計画の推進に向けて

基本計画

４．行政改革の推進

　■施策内容

　（１）　　南郷町版「骨太の方針」、第４次南郷

町行政改革大綱に基づき、行政全般にわ

たる改革を推進します。



基本計画の推進に向けて

　近年では、行政評価という考え方が普及しつつあり、住民への説明責任（アカウンタビリティ）

を果たし、低コストで住民本意の行政運営を進めるとともに、公的関与の必要性を検討しなが

ら、成果を重視した取組みが求められています。

�本町においても、分析、計画、評価、改善からなる評価システムの確立が急務であるほか、

内部での自己評価から、更には第三者による評価の実施も検討していく必要があります。

　また、町民ニーズの多様化・高度化に伴う行政需要の増加とともに、地方分権の進展による

自治体への権限移譲に伴う事務量の増加が予想されています。

　このことから、より一層の職員の能力を引き出し、職員の意識改革と政策立案・実行能力の

向上、意志決定の迅速化や機能重視の組織の形成が必要になります。

１．行政評価システムによる行政運営の確立

　■施策内容

　（１）　　政策評価を実施し、毎年度、施策の成果を検証するとともに、その検証結果を次

　　　　　年度の新たな施策・事業の構築と重点的な取組みに反映させることにより、Ａ（analyze：

　　　　　分析）→Ｐ（plan：企画）→Ｄ（do：実施）→Ｓ（see：評価）の政策マネジメント

　　　　　システムを確立し、絶えず事務事業の改善に努め、成果を重視した行政運営を進め

　　　　　ます。

Ⅲ．計画の進行管理と組織の確立

【現状と課題】

【施策の体系】

【主な施策】
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基本計画

Ⅲ．計画の進行管理と組織の確立 １．行政評価システムによる行政運営の確立

２．行政組織の効率化

３．人材の育成

４．電子自治体の構築

主な事業

　●行政評価システム導入事業



主な事業

　●機構改革推進対策事業

主な事業

�●職員研修事業

主な事業

�●戸籍電算化事業
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基本計画の推進に向けて

２．行政組織の効率化

　■施策内容

　（１）　　社会経済情勢や対応すべき課題の変化

に応じて柔軟に組織、機構を見直し、簡

素で効率的な組織の形成に努めます。
�

　（２）　　職員の適正な人員配置を進め、公務能

率の向上を図るとともに、ワンストップ

サービスの確立など町民の視点に立った

行政サービスの向上に努めます。

３．人材の育成

　■施策内容

　（１）　　前例主義や縦割り主義に陥ることなく、職員一人ひとりが常に挑戦する意欲を持

つとともに、政策立案・実行能力など行政職員に求められる能力の向上を図るため、

職員研修等の充実に努めます。

４．電子自治体の構築

　■施策内容

　（１）　　住民情報、税情報等の基幹業務系システムをはじめ、既存システムの充実を図る

とともに、多目的利用が可能なデジタル地図の整備や各種事務の電算化を進め、町

民サービスの向上と効率的な事務処理に努めます。�

基本計画



�１．用語の説明

�２．計画期間中の財政収支見通し

�３．策定経過

�４．諮問書

�５．答申書

�６．南郷町総合計画審議会委員名簿

附属資料

附　属　資　料



用　語　の　説　明�
� �－アルファベット－�

� 

ＡＤＳＬ�

　Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。電話線の空いている周波数帯を利用した通信回線。既存の電

話線を利用するので、低コストでの導入が期待できる。�

ＢＳＥ�

　Bovine Spongiform Encephalopathyの略で、牛海綿状脳症のこと。プリオン（伝達性のたんぱく質）が

病原体とみられ、牛等の脳神経細胞内等に蓄積して神経症状を引き起こし、死に至る病気。�

ＨＩＶ�

　Human mmunodeficiency Virusの略。ヒト免疫不全ウィルスと呼ばれ、エイズ（ＡＩＤＳ：Acquired 

Immunodeficiency Syndromeの略。免疫機能が低下する病気。）を引き起こす。�

ＩＳＯ１４００１�

　ＩＳＯ（国際標準化機構）が定める環境管理システムに関する規格。ＩＳＯ１４００１は組織の活

動、製品・サービスによる、又は間接的に著しい環境影響や環境リスクを低減し、発生を予防するた

めの環境マネジメントシステムの要求事項を規定した国際規格。�

ＩＴ�

　Information Technologyの略。コンピューターやデータ通信に関する技術の総称。�

ＮＰＯ�

　Non Profit Organizationの略で、様々な分野でボランティア活動をはじめとする主体的な社会貢献活動

を行う民間の非営利活動団体。�

ＰＦＩ�

　Private Finance Initiativeの略。公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金とノウハウ

を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を

図るという考え方。�

ＦＴＡ�

　ＦＴＡ（Free Trade Agreement：自由貿易協定）二国以上の間で結ぶ自由貿易の取り決め。�

ＷＴＯ�

　ＷＴＯ（World Trade Organization：世界貿易機関）とは、ウルグアイ・ラウンド交渉を経て、１９９

５年に設立された貿易に関するルールを取り扱う国際機関のこと。�
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－　あ　－�

�アートキャンプ�

�　文化活動のための滞在・合宿。�

�アイドリングストップ�

�　車両停車時にエンジンの作動を停止すること。�

�悪性新生物�

�　癌（がん）。�

�アクセス�

�  接近。接続。交通手段。�

�－　い　－�
�

　一時保育�

�　保育所で、一時的に行う保育。保護者の非定型就労や病気などの緊急時、肉体的精神的負

　担の解消等に対応するもの。�

�インストラクター�

�　指導員。特に、機器の操作など特定の技能やスポーツの訓練を行う人。�

�インフォメーション�

�　情報。報道。受付。案内所。�

�インフラ�

�　インフラストラクチャー（infrastructure）の略。道路・鉄道・港湾・ダムなど産業基盤の社

　会資本のこと。近年では、学校・病院・公園・社会福祉施設など生活関連の社会資本も含め

　ていう。�

�－　う　－�

�ウェブサイト�

�　（Web Site）ホームページなどのコンテンツが置かれ、情報提供が行われるインターネット

　上の場所。�

186　第五次南郷町総合計画

附属資料



－　え　－�

エコミュージアム（まるごと自然博物館）�

�地域を丸ごと博物館に見立て、行政と地域住民が一体となって、自然や文化などを現地で保存・育

成することにより、地域の発展を目指すもの。�

延長保育�

　保育所で、通常の保育時間を延長して行う保育。女性就労の増加や就労形態の変化に対応するもの。

�

�－　お　－�

オープンスペース�

�都市や敷地内で、建物の立っていない土地。空地。�

温室効果ガス�

�地球を暖める温室効果の性質を持つ気体のことで、京都議定書で削減の対象とされているのは、二

酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫

黄の６種類。�

�－　か　－�

介護給付�

�介護保険制度で、要介護認定を受けた被保険者になされる在宅介護や施設介護などのサービスのこ

と。�

介護保険制度�

�社会保険方式により高齢者介護を社会全体で支える制度。被保険者は４０歳以上で、市町村が制度

運営を行う。必要とする介護サービスを利用者が選択し、医療サービスと福祉サービスを一体的に利

用する。�

介護予防�

�高齢者ができる限り介護が必要な状態に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるようにす

るための健康づくりやリハビリテーションなどの取組み。�

カウンセリング�

�個人のもつ悩みや不安などの心理的問題について話し合い、解決のために援助・助言を与えること。

�

核家族�

�ひと組の夫婦とその未婚の子だけからなる家族。家族の基礎単位とされる。
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課税客体�

�課税の目的となるべきものをいい、課税物件も同意義語である。課税客体には物や行為、事実など

がある。�

寡婦�

�夫と死別または離婚して、再婚しないでいる女性。�

間伐�

�育成段階にある森林内における樹木の混み具合に応じて、育成目的の樹木の密度を調整するために

伐採（間引き）する作業�

�－　き　－�

危機管理体制�

�人々の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、あるいは生じるおそれがある緊急の事態へ対処す

るとともに、そのような事態の発生を防止するための体制。�

狂犬病�

�犬あるいは動物だけの病気ではなく、人を含めたすべての哺乳類が感染し、発病すると治療法がな

く、悲惨な神経症状を示してほぼ１００％死亡する極めて危険なウイルス性の人獣共通感染症。約四

千年前から人類に知られていたが、高度な医療が確立した現在も、世界では毎年約五万人の人と十数

万の動物が発病死していると推定されている。�

漁民の森�

�水産動植物を増やし、豊かな海を育むため、漁業関係者が中心となって、水の源である森づくり（植

林や手入れ）を行う、又は行った森林。�

緊急輸送道路�

�災害時の救助・救急・医療活動の迅速化、災害の拡大防止、緊急物資の供給等の応急対策に必要な

道路として位置づけられたもの。�

�－　く　－�

グリーンツーリズム�

�自然の豊かな農産漁村において、農家民宿などに滞在しながら農林漁業を体験したり、地域の人た

ちとの交流を楽しむ滞在型余暇活動。特産品、自然・文化等、地域の豊かさを再認識するとともに地

域活性化の手段としても注目されている。�

グローバル�

�地球的規模の。
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－　け　－�

ケースワーカー�

�何らかの社会的援助なしには、精神的・身体的・社会的な生活上の問題を解決できない個人や家族

に対して、個別的にその問題解決を援助する専門職。�

ケーブルテレビ�

�アンテナを用いずに、映像を同軸ケーブル・光ファイバーケーブルを用いて伝送する有線のテレビ。

回線は、電話・インターネットにも用いられる。�

健康運動指導士�

　財団法人健康・体力づくり事業財団の認定を受けて、医学的基礎知識、運動生理学等の知識に基づ

き、健康づくりのための運動を指導する者に与えられる称号。�

－　こ　－�

合計特殊出生率�

�１５歳～４９歳の女性の１歳ごとの年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が、現時点での年

齢別出生率通りに年を経たとして、一生の間に生む子どもの数に相当する。１人の女性が生涯に平均

して何人の子供を産むのかの指標として工夫されたもの。�

高次医療機能�

�次元の高い医療機能。�

構造改革特区�

�地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案に基づき、地域の特性に応じた規制の特例を導入する

特定の区域を設け、地域が自発的を持って構造改革を進める制度。�

国民保護計画�

�国民保護法に基づき作成する武力攻撃事態等における国民の保護に関する計画。�

コンテンツ�

�「内容」の意味で、コンピューター関連では、情報サービスの内容を指す。�

コンパクト�

�小型で中身が充実しているさま。無駄を省いて小さくまとめてあるさま。�

コンベンション�

�集会。政治・社会団体などの代表者会議。博覧会や見本市などの大規模な催し。�
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－　さ　－�

サークル�

�社会的な問題や文化・芸術・スポーツなどに関心をもつ人々の私的な集まり。同好会。�

災害拠点病院�

�災害時に効率よく医療を提供するための拠点として指定された病院。都道府県に原則 １か所の基幹

災害医療センター、基幹センターを補佐する地域災害医療センターなど。�

栽培漁業�

�稚魚・稚貝をある大きさになるまで人工的に養育し、広い水域に放流して自然の生産力を利用して

成長させ漁獲を行う漁業。�

砂防�

�山地・海岸・河岸などで、土砂・砂礫(されき)の移動・流出を防止すること。�

サルモネラ�

�腸内細菌の一つで、食中毒の原因菌などきわめて多数の菌が含まれる。サルモネラ菌。�

三位一体改革�

�地方税財政制度の改革で、「国庫補助金の改革」、「地方交付税の改革」、「税源移譲を含む税源

配分の見直し」を同時かつ一体的に行うこと。�

－　し　－�

児童虐待�

�児童や幼児などに対する虐待行為の総称。肉体的な虐待のほか、性的虐待・精神的虐待・ネグレク

ト（育児放棄）などの行為も含まれる。�

ジャンル�

　部門。種類。分野。�

重症急性症候群（ＳＡＲＳ）�

�２００３年３月、東アジア（中国の広東(カントン)省・香港特別行政区、ベトナムのハノイなど）

を中心に急速に広まった感染症。肺炎に似た症状で、３８℃以上の高熱や呼吸困難がみられ、頭痛、

全身倦怠(けんたい)感、意識混濁などの症状もある。�

住宅ストック�

　既存住宅、あるいはその時点で存在しているすべての住宅のこと。�
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集落営農�

�集落など地縁的なまとまりのある一定の地域内の概ね過半の農家が、農地の効率的利用のための調

整を図りながら、農業生産過程の一部または全部について共同化・統一化に関する合意の下に実施さ

れる営農。�

循環型社会�

�大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念で、廃棄物等の発生抑

制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、

環境への負担ができる限り低減される社会。�

生涯学習�

�学習者の自由な意志に基づいて、それぞれにあった方法で生涯にわたって学習していくこと。�

少子高齢化�

�人口の再生産に必要な水準を下回って出生率が低下し、総人口に占める高齢者の比率が増大しつつ

ある社会。�

初期・二次・三次救急医療施設�

�初期：主として入院治療を必要としない軽症の救急患者の受入施設。                                      　

　二次：入院治療を必要とする重症の救急患者の受入施設。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　三次：高度の検査・手術を要する重篤の救急患者の受入施設。�

食育�

�「食」に関する知識や「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人を育

てること。近年の食に関する諸問題を踏まえ、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性

を育む基礎となるものとして推進している。�

新エネルギー�

�自然エネルギー等の再生可能なエネルギーに加え、従来型エネルギーの新利用形態を含む。例えば、

太陽光発電・熱利用、バイオマス発電・熱利用、天然ガスコージェネレーション等。�

シルバー人材センター�

�定年退職後などにおいて、雇用関係に基づかない補助的、短期的就労を通じて高齢者がその能力を

活用して社会参加するとともに、追加的収入の増加を図ることを目的に設立された、６０歳以上の高

齢者が自主的に運営する公益法人。�

森林地理情報システム�

�森林の位置・形状等の図面情報と林齢、樹種、蓄積等の数字や文字の情報を一元的に管理し、これ

らの情報について検索や分析を行うとともに、目的に応じた様々な地図、帳簿等を出力することがで

きるシステム。�

－　す　－�

スキルアップ�

�技術・能力の向上。
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スローフード�

�注文と同時に供されるファースト（速い）フードが食事や味覚の画一化をもたらしたことを再考し、

各地に残る食の文化を尊重し、将来に伝えていこうとする考え方。�

スローライフ�

�日常生活における様々なストレスから解放され、ゆとりある環境の下で自分らしさを、そして人間

性を取り戻していこうとする考え方。�

�

－　せ　－�

生活習慣病�

�成人期後期から老年期にかけて、罹患率、死亡数が高くなる慢性疾患の総称。食事、運動、飲酒、

喫煙など日常生活習慣が発症や進行にかかわることがあるため用いられている。�

セキュリティ�

�安全。防犯。安全保障。�

－　そ　－�

相互扶助�

�互いに助け合うこと。互助。�

総合型地域スポーツクラブ�

�地域住民が主体となって、自ら運営・管理する新しいスポーツクラブのシステムで、いろいろな種

目を様々な人たちが、その興味・関心やレベルを問わず、それぞれのスタイルで楽しむことができる

クラブ。�

ゾーニング�

�用途などの性質によって空間を区分・区画すること。�

ソフト�

�情報知識・文化などの無形・非物的なもの。�

－　た　－�

第３セクター�

�政府や自治体（第一セクター）と民間（第二セクター）とが共同出資して設立する経営組織体をい

う。
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ダイオキシン類�

�「ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）」（７５種類）、「ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）」

（１３５種類）及び「コプラナーポリ塩化ビフェニル（Cｏ－PCD）」（１３種類）の総称で、化学物

質の合成課程や焼却過程で非意図的に生成される。その毒性は、動物実験において急性毒性や発ガン

性、催奇形性などの影響が報告されている。�

ダイナミック�

�力強い。活動的な。力学的な。�

太平洋新国土軸�

�東海から伊勢湾口、紀伊半島、四国、豊予海峡を経て九州に至る約８００ｋｍを、高速道路や高速

鉄道で結び、これを基盤として新たな国土軸を形成するもの。�

多重債務�

�借金の支払いのために別の借金をすることの繰り返しによって膨らみ、返済困難に陥った債務のこ

と。�

－　ち　－�

地域子育て支援センター�

�地域における子育て支援ネットワークの中核として、子育てサークルの支援や育児相談等を行う保

育所等の指定施設。�

地域コミュニティ�

�自主的、自立的に住民相互の連帯活動が継続的に行われている、概ね自治会、町内会程度の規模を

基本単位とした集まり。�

地域防災計画�

�災害対策基本法により作成が義務づけられている地域に係る防災に関する計画。�

地域連携軸�

�交通通信基盤の下で、人・物・情報が広域的に交流するとともに、地域の持つ資源や魅力を広域的

に共有し、相互の機能分担と連携を進め、都道府県境を越えて広域にわたる軸状の連なりを形成する

地域。�

地域幼児教育センター�

�近隣の親子が気軽に遊ぶことができ、親同士が子育てに関する情報交換や育児相談等を行う幼稚園

等の指定施設。�

治山�

�山地災害の未然防止や荒廃山地の復旧、水源のかん養、生活環境の保全等を目的に、治山施設の整

備や荒廃森林の整備、海岸林の造成等を行うこと。�
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地産地消�

�地域で生産したものを地域で消費すること。生産者と消費者との乖離が、食生活の乱れや食の安全

性に対する信頼の低下など食に関する諸問題の要因となっていることから、生産者と消費者の相互理

解を深める取組みとして推進している。�

腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７�

�病原性大腸菌の一つ。ヒトや動物の腸管内に侵入すると、タンパク質の一種であるベロ毒素を放出

し、激しい下痢や腹痛を起こす。�

超高齢社会�

�総人口に占める６５歳以上の人口の割合が２０％以上の社会のこと。�

地理情報システム（ＧＩＳ）�

�道路や建物などのデータに、その名称や所有者といった付属する情報をまとめて、デジタルデータ

として管理するシステムのこと。�

－　て　－�

低公害車�

�従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒素酸化物、粒子状物質、二酸化炭素などといった大

気汚染物質や温室効果ガスの排出が少ない、又は全く排出しない自動車。電気自動車、メタノール自

動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車などがある。�

電子自治体�

�住民の利便性向上や行政運営の簡素効率化を図るため、地方自治体が情報通信技術を活用した行政

運営を行うこと。�

電子商取引�

�インターネット上で、個人や企業が商品購入から決済までの商取引を行うこと。�

－　と　－�

特用林産物�

�林野から産出される木材以外の産物のことで、しいたけ等のきのこ類や木炭等をいう。�

トレーサビリティシステム�

�生産から流通、加工を経て消費者に至るまでのルートをたどることができるよう生産、流通等の履

歴を記録し管理するシステム。
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－　に　－�

ニーズ�

�消費者等の求めるもの。必要性。�

乳児保育�

�保育所において、乳児に対して行われる保育。女性の就労の増加や就労形態の変化に対応するもの。

認知症�

�成人に起こる認知（知能）障害。痴呆の新しい名称。�

認定農業者�

�農業経営基盤強化促進法に基づき、経営を改善するための計画（農業経営改善計画）が、①市町村

基本構想に照らして適切であり、②その計画が達成される見込みが確実で、③農用地の効率的かつ総

合的な利用を図るために適切である、との基準に適合するとして市町村から認定を受けた者。認定農

業者には、スーパーＬ・Ｓ資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整

備事業等の各種施策が重点的に実施されている。�

－　ね　－�

ネットワーク�

�ある計画を遂行するために必要なすべての作業の相互関係。�

燃料電池�

�「水素」と「酸素」を科学反応させて、直接「電気」を発電する装置。また、発電と同時に発生す

る熱も活かすことができる。�

－　の　－�

農業ヘルパー組織�

�休日確保や高齢者支援をはじめ、病気やけが等の緊急時等に農作業を代行する支援組織。酪農等で

利用されている。�

ノーマイカーデー�

�通勤の際、自動車の利用を控え、公共交通機関や自転車などを利用する日。また、その制度。事業

所が職員に呼びかけたり、地方自治体が地域に呼びかける形で、実施されるもの。交通渋滞の解消や

環境対策などを目的とする。�

ノーマライゼーション�

�障害者に、すべての人がもつ通常の生活を送る権利を可能な限り保障することを目標に社会福祉を

進めること。�
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－　は　－�

ハートビル法�

�１９９４年に、不特定多数の人が利用する建物にバリアフリー化を進めるため、生まれた法律。�

バイオマス�

�動植物由来の有機物。�

バイオマスエネルギー�

�生物体を構成する有機物を利用するエネルギーのことで、現在、主として利用されているのは、家

畜のふん尿、おがくずや木材加工端材、稲わらなどである。利用法としては、直接燃焼、熱分解・部

分酸化によるガス化、微生物を利用した発酵によるメタン、エタノール化などがある。�

バリアフリー�

�どのような障害を持つ人でも安心して暮らせる障壁のない状態のこと。�

－　ひ　－�

東九州軸�

�北九州市から大分、宮崎を経て鹿児島市まで４県にまたがる地域で、産業や観光など様々な分野で

の交流・連携により一体的な発展を図る帯状の圏域。�

光ファイバー�

�ガラスやプラスチックの繊維でできている、光信号を通す通信ケーブル。信号の減衰が少なく、高

速・大容量の通信が可能。�

－　ふ　－�

フォローアップ�

�ある事柄を徹底させるために、あとあとまでよく面倒をみたり、追跡調査をしたりすること。�

付加価値�

�生産過程で新たに付け加えられる価値。総生産額から原材料費と機械設備などの減価償却分を差し

引いたもの。�

ブランド�

�商品の品質を保証したり、他の商品と差別化したりすること。
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ブルーツーリズム�

�グリーンツーリズムのうち、漁村を舞台にした滞在型余暇活動。�

フレーム�

�縁。枠。�

ブロードバンド�

�光ファイバーやケーブルインターネット、ＡＤＳＬなどの高速の通信回線。�

－　へ　－�

ヘルスアセスメント�

�生活習慣病予防対策及び要介護状態となることの予防対策としての保健サービスを対象者個人個人

の必要性に応じて、計画的かつ総合的に提供するために、サービスの実施に先立って行う個人の生活

習慣活動、社会・生活環境等を把握し、基本健康診査等の結果とあわせて行う総合的な評価。

－　ほ　－�

保安林�

�水源のかん養や災害の防止等公共の利益に対し有益なものを農林水産大臣又は都道府県知事が指定

する森林で、伐採や土地の形質の変更が制限されるが、税制等の優遇措置がある。�

ポケットパーク�

�街の一角などに設けられる小公園。�

ホスピタリティ�

�歓待。親切なもてなし。受容力。柔軟性。�

ポテンシャル�

�潜在能力。可能な能力。潜在的な。可能性。�

ボランティア�

�篤志奉仕者。民間奉仕者。無報酬で福祉などの事業活動に参加する人。社会をよくするため、自分

の時間と技術を自発的・無報酬で提供する人。志願者。�

－　ま　－�

マーケティング�

�消費者が求めている商品・サービスを調査し、供給する商品や販売活動の方法などを決定すること

で、生産者から消費者への流通を円滑化する活動。�
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�マリンスポーツ�

�サーフィンをはじめ、ウインドサーフィン、水上バイク、スキューバダイビングなど、海を生かし

た様々なスポーツ。�

慢性疾患�

�徐々に発病し、治癒にも長期間を要する疾患の総称。心臓病・関節リューマチ・結核・糖尿病など

の類。慢性病。�

－　み　－�

南九州広域交流圏�

�熊本、宮崎、鹿児島３県に跨る地域で、産業や観光などさまざまな分野での交流・連携により一体

的な発展を図る広域交流圏。�

－　め　－�

メンタルヘルス�

�精神の健康促進を図ったり、精神障害の予防や治療を図ったりする活動および研究。＝精神衛生�

－　も　－�

モラル�

�道徳。倫理。人生・社会に対する精神的態度。�

－　ゆ　－�

ユニバーサルデザイン�

�米国ノースカロライナ州立大学ユニバーサルデザインセンター所長だった故ロン・メイス氏によっ

て提唱された考え方。ユニバーサルデザイン７原則は、①だれにでも公平に利用できること　②使う

上で自由度が高いこと　③使い方が簡単ですぐわかること　④必要な情報がすぐに理解できること　

⑤うっかりミスや危険につながらないデザインであること　⑥無理な姿勢をとることなく、少ない力

でも楽に使用できること　⑦アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること�

ユビキタスネットワーク�

�生活や社会の至る所で、何ら制約を受けず、自由にストレスなく、安心して利用できる情報通信ネ

ットワークや通信サービスのこと。�
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－　ら　－�

ライフスタイル�

�個人や集団の、生き方。単なる生活様式を超えてその人の同一性を示す際に用いられる。�

ライフステージ�

�人の一生を少年期・青年期・壮年期・老年期などと分けた、それぞれの段階。�

ライフライン�

�水道・電気・ガス・通信などの生活・生命を維持するために必要なもの。�

－　り　－�

リサイクル�

�廃棄物の再利用。不用品やエネルギー源などの再生利用。資源の再利用。�

リニューアル�

�新しく改める。店舗などの改装・改修。都市などの再開発。�

リピーター�

�同じ地を再び訪れる人、また、同じ商品を気に入って再度購入する人などにいう。�

リンク�

�インターネットホームページなどで、他のサイトへ接続させること。連結させること。�

林業研究グループ�

�林業経営の改善及び林業技術の向上を主たる目的として、林業後継者などを中心に組織され、共同

で学習や研究活動、共同事業などを行うグループ。�

－　れ　－�

レクリエーション�

�仕事や勉強などの疲れを癒やし、精神的・肉体的に新しい力を盛り返すための休養・娯楽。
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－　わ　－�

ワンクリック詐欺�

�情報サイトにおいて、クリック 1 回だけで登録完了と見なし利用料金を請求する詐欺手法。閲覧者

の興味をひく広告・メールをばらまきクリックを誘う。�

ワンストップサービス�

�一度の手続きで必要とする関連作業を全て完成されるように設計されたサービス。

200　第五次南郷町総合計画

附属資料



計画期間中の財政収支見通し

計画期間中の財政収支見通し（平成18年度～22年度）

この計画期間中の本町の財政収支見通しは、次のとおりとなっています。

なお、国の三位一体改革や景気動向等により、財政収支見通しは変わる場合があります。

※試算の考え方

�　　１．地方税については、平成１７年度決算見込み額を基に今後の人口増減率により試算。

�　　２．地方交付税については、平成２１年度まで総額削減が実施されると仮定した上で既発債の公債費分を調整。

�　　３．投資的経費については、平成１７年度決算見込み水準を据置。

�　　４．一般行政経費については、南郷町版「骨太の方針」に基づく経費節減項目による試算額を算入。

�　　５．三位一体の改革の影響額については、平成１７年度分まで算入。

（単位：百万円、％）

年　　度 平18
増減

4,764 △3.5

791 △0.3

1,897 △10.7

4,708 △3.6

755 0.0

583 △6.6

1,666

1,033

△8.6

4,666 △2.1

788 △0.4

1,779 △6.2

4,614 △2.0

755 0.0

583 0.0

1,665 △0.1

4,558 △2.3

786 △0.3

1,705 △4.2

4,506 △2.3

755 0.0

583 0.0

1,664 △0.1

4,444 △2.5

784 △0.3

1,638 △3.9

4,390 △4.4

755 0.0

555 △4.8

1,617 △2.8

4,334 △2.5

783 △0.1

1,601 △2.3

4,279 △2.5

755 0.0

555 0.0

1,607 △0.6

平19
増減

平20
増減

平21
増減

平22
増減

歳　　入

地 方 税

地方交付税

歳　　出

投資的経費

公 債 費

一般行政経費

基金残高見込 913 888 858 822

第五次南郷町総合計画　201

附属資料



策　定　経　過

平成１７年

４月

平成１８年

１月１８日

１月２７日

２月　７日

２月　９日

２月１７日

２月２４日

３月１０日

～３月２４日

４月１８日

４月２５日

４月～５月

５月～６月

６月　６日

７月　４日

８月　１日

８月２２日

９月　５日

１１月２８日

１２月　５日

１２月２６日

５月

年　月　日 会　　議　　等 内　　　容

計画策定に着手

庁議

町民意向調査（アンケート）

町政意見箱設置・ホームページ意見募集

各種団体からの意見聴取

第２回策定委員会

第３回策定委員会

第４回策定委員会

庁議

第５回策定委員会

庁議

第６回策定委員会

第７回策定委員会

庁議

町長から審議会会長へ諮問

第１回総合計画審議会

第８回策定委員会

庁議

第２回総合計画審議会

第３回総合計画審議会

審議会会長から町長へ答申

平成１８年第１回南郷町議会定例会

第１回策定委員会

策定指針決定

作業の進め方について

事務事業課題整理の進め方について

事務事業課題整理

まちづくりの指標について

「まちづくりの指標」決定

事務事業の内容検討

事務事業の審査

基本指針の検討

基本構想の内容検討

基本構想（素案）の決定

基本構想（原案）の検討

基本計画の内容検討

基本計画（素案）の決定

基本構想（原案）の承認

基本計画（原案）の検討

基本計画（原案）の承認

議会上程、議決
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南企財発第　５５　号
�　　　　　　　　　　　
平成１８年１月２７日

南郷町総合計画審議会　

会長　�　島　榮　一　殿

南郷町長　阪　元　勝　久

南郷町総合計画（原案）の策定について（諮問）

　本町では、第四次南郷町総合計画に基づいて町政を推進してきておりますが、本町を取り巻

く社会経済情勢の急速な変化に的確に対応するため、将来の本町のあるべき姿を見据え、

�今後の町政運営の指針となるべき新しい南郷町総合計画について、貴審議会に諮問いたしま

す。

（文書取扱　企画財政課）

写
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南 総 審 発 第 ３ 号

平成１８年２月２４日

南郷町長　阪　元　勝　久　殿�

南郷町総合計画審議会
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会長　�　島　榮　一

第五次南郷町総合計画について（答申）

�平成１８年１月２７日、当審議会に対して諮問のありました第五次南郷町総合計画原案につ

きまして、別冊のとおり答申します。

�町においては、この答申に基づいて速やかに計画を決定いただき、目標とする将来像「たく

ましく笑顔あふれる豊かなまち南郷」の実現に向けて積極的に取り組まれるよう要望いたしま

す。

写
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南郷町総合計画審議会委員名簿

区　分 氏　　名 役　　職　　名

（順不同、敬称略）

会 長

副 会 長

委 員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　 島 榮 一 南郷町議会議員

佐土原　正博 南郷町商工会長

沓 掛 　 孝 国土交通省日南国道維持出張所長

後 藤 隆 治 南那珂農林振興局長

竹 内 広 介 日南土木事務所長

甲 斐 眞 一 油津港湾事務所長

阪 元 満 春 南郷町議会議員

南郷町議会議員

南郷町議会議員

南郷町議会議員

南郷町議会議員

山 下 武 典

伊知地　康男

山 口 　 満

柳 井 隆 一

岩 切 正 次 南郷漁業協同組合長理事

井 上 邦 夫 はまゆう農業協同組合南郷選出理事

石 倉 榮 二 南郷信用金庫理事長

加 藤 稔 博 南郷町区長会会長

郡司　驥一郎 南郷町教育委員長

酒 井 勝 征 南郷町農業委員会会長

松 井 　 俊 南郷町民生委員児童委員協議会会長

松尾　萬里子 南郷町婦人団体連絡会会長

大 富 光 子 南郷町地域婦人連絡協議会会長
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