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長期振興計画とは?

長期振興計画とは,まちづくりの基本となる大切な計画です

●長期振興計画は,中種子町の将来のあるべき姿を描き,その実現のために町民・
地域・行政が力をあわせ,新たな時代のまちづくりを進めるための計画です。

●中種子町の行政は,産業・環境・福祉・教育など様々な分野で業務を行っており,
それぞれの分野で計画をつくっています。長期振興計画は,それらすべての計画の
基本となる,最も大切な計画です。

この計画は,みんなでつくりました

　町民の代表者で集まって
話し合いをしたり、アンケート
調査をしたりして、みんなで
協力して作ったんだよ。

町民アンケート調査
町民意識や施策ニーズ等の
アンケート調査 振興計画審議会

町長の諮問に応じ、
計画案を審議

振興計画審議会

町議会
策定の報告、意見聴取等

団体ヒアリング等
町の将来像や分野別の課題や
解決策等をヒアリング調査

パブリックコメント
計画案について町民等から
意見募集

・副町長をトップに「長期
振興計画策定委員会」、
「長期振興計画策定作業
部会」を設置

・各課ヒアリング

・各課内施策検討会議

　「長期振興計画」は、中種子町が
将来目指す姿を描き、それを実現
するために、町民・地域・行政が何を
する必要があるかを示した大事な
計画だよ。
　「まちづくり」を進めるには、みん
なの協力が必要なんだよ。



長期振興計画は,「基本構想」「基本計画」「実施計画」でできています

町の人口は減少し,少子・高齢化が進んでいます

資料:平成7年〜27年は「国勢調査」総務省,令和2年以降は「日本の地域別将来推計人口
　　 （平成30年3月推計）」国立社会保障・人口問題研究所

基本構想

基本計画

実施計画

将来像とまちづくりの理念を
明らかにするもの

基本計画で定めた施策を推進
するための事業を示すもの

基本構想を実現するための
施策の内容を体系的に示す
もの

基本構想（10年間）
2021度～2030年度

前期基本計画
（5年間）

後期基本計画
（5年間）

実施計画
（3年間で毎年見直し）

実施計画
（3年間で毎年見直し）

実績値 推計値
（人）
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（65歳以上）

高齢化率

平成12年
（2000）

平成17年
（2005）

平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

令和2年
（2020）

令和7年
（2025）

令和12年
（2030）

令和17年
（2035）

令和22年
（2040）

　目指すまちの将来像と、それを
実現するための目標を「基本構想」の
中で定めたので、次のページで紹介
するね。
　「基本構想」を実現するために、
分野ごとの「基本計画」を作成し、
具体的な事業は「実施計画」に掲載
しているよ。
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中種子町の未来の姿（基本構想）

町の将来像

“よいらーいき”でつなぐ
人の和と豊かな自然が織りなす“躍動なかたね”

本町では,古来より豊かな自然の恩恵を受けて生活を営んできました。また,
先人達から受け継がれてきたこの貴重な自然の恵みを享受しながら,みんなで
協力し,助け合う人の温かさが町の強みとなっています。
これらを踏まえ,第6次長期振興計画では,これまでの継続性を重視した発展

的な考え方をとりいれつつ,「つながり」を重視し,子どもから高齢者まですべての
町民が健康で,幸せを実感できる町を築き上げることを目指すとともに,豊かな
自然を次代に繋いでいけるよう将来像を『“よいらーいき ”でつなぐ 人の和と
豊かな自然が織りなす “躍動なかたね ”』と設定しました。

　中種子町自慢の豊かな
自然を活かして、「ひと」
も「まち」も元気になれば
いいね！

町のキャラクター
ベニーちゃん



5

将来像を実現するための取組（基本計画）
基本目標１ 活気あふれる産業づくり 《産業経済分野》

めざす姿

◆豊富な地域資源を活かすとともに,安心安全な農作物の
栽培,スマート農業の導入などによる生産性向上を図り,
未来の担い手が魅力をもてるゆとりある農業・畜産業
経営の支援強化を行い,地域農業の更なる発展を目指し
ます。

◆新規就業者の確保などにより,地域資源を守り,つくり
育てる漁業を関係機関一体となり推進していきます。

◆森林経営管理制度の下,町及び森林組合並びに林業事業体,森林所有者との連携を図り,それぞ
れの条件に応じた経営又は管理を持続的に行う森林整備を行っていきます。

◆事業主の経営意識を高め,活力ある商店街づくりを促進し,地域経済の浮揚策を講じながら,地
域資源を活用した特産品の開発を目指します。

◆中種子町の施設を利活用した観光体験プログラム作りに取り組むなど,多様化する観光ニーズを
取り込み交流人口の増加を目指します。

町の取組
1 農業で伸びゆくまちづくり
（1）意欲ある多様な担い手の確保・育成
（2）効果的・安定的な農業経営の支援
（3）優良農地の確保と耕作放棄地対策
（4）個性豊かで力強い産地の育成
（5）農業生産基盤の一体的整備と農村環境の保全
（6）安心・安全へのこだわりによる良質な農産品の生産
（7）種子島の特性を活かした畜産の振興

2 豊かな水産資源を活かした水産業の振興
（1）漁業経営の安定と担い手の確保・育成
（2）漁業基盤施設の整備の促進
（3）つくり育て管理する漁業の推進
（4）内水面漁業の推進

3 快適な生活環境を守る豊かな林業の振興
（1）快適な生活環境を守る豊かな森林づくり
（2）木材産業を担う意欲ある人づくり
（3）国産材時代を築く活気ある木材産業づくり
（4）特用林産物の生産振興
（5）人と自然のふれあいを生む身近な空間づくり

4 活力のある商工業の振興
（1）魅力ある商店づくり
（2）にぎわいのある商店街づくり
（3）既存企業の育成強化
（4）農業,食品,飲料加工業,卸小売業が連携した6次産業化の確立
（5）遊休資源を活用した新規企業立地の推進
（6）新規起業の育成と支援
（7）多様な働き方の推進

5 地域資源の活用による観光の振興
（1）観光客をおもてなしする環境整備
（2）町民と行政が一体となった観光振興
（3）なかたねの特性を活かした観光・交流プログラムづくり

□みんなで取り組みましょう

 ◇地産地消を心がけ , 地域ブランドの
育成・確立に努めましょう。

 ◇民有林の保全・管理に努めましょう。

 ◇町内での消費に努めましょう。

 ◇観光イベントなどのまちの賑わいづ
くりに積極的に関わりましょう。

基
本
目
標
1
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基本目標2 快適な生活を支える基盤づくり 《社会基盤分野》

めざす姿

◆公共用地跡地等の有効活用,企業及び自衛隊誘致を
目指します。

◆町民の安全と交流の輪が広がる歩行環境・交通環境を
目指します。

◆港湾・漁港機能を維持管理し将来の改良・更新コストの
抑制を図ります。

◆将来にわたって健康で快適な暮らしを支えるため,
公共交通の利便性の向上を図り,持続的・安定的な地域公共交通を目指します。

◆光ブロードバンドサービスを活用した地域の活性化や新ビジネスの創出を目指します。

町の取組
1 合理的な土地利用
（1）土地利用計画の適切な運用

2 交流の輪が広がる道路網の整備
（1）国道・県道の整備要望
（2）生活道路である町道の整備
（3）町民の安全を保障する道路環境の整備

3 港湾・漁港の維持管理

（1）港湾・漁港施設の維持管理

4 機能的な交通・情報通信体系の整備
（1）陸上交通機関の充実
（2）海上交通機関の充実
（3）航空交通機関の充実
（4）情報通信体制の整備

□みんなで取り組みましょう

 ◇道路環境美化活動に参加しましょう。

 ◇公共交通機関を積極的に利用しま
しょう。

 ◇インターネットやスマートフォンな
どを安心・安全に利活用するために
必要な情報活用力の向上に努めま
しょう。

基
本
目
標
2



7

基本目標3 生涯学び続ける人づくり 《教育・文化分野》

めざす姿

◆問題を解決するための高い学力と折れない心,健康な
体を育む教育の推進を目指します。

◆住民主体の活動を支援し,地域で支え合い,助け合い
ながら,多様な人材が活躍するまちを目指します。

◆生涯にわたって学び,意欲や能力を高めることにより,
生きがいの創出や充実感へとつながります。個人が
自分らしさや持てる力を地域で発揮し,成長できる
まちを目指します。

◆町民の誰もがそれぞれの体力や年齢 ,技術 ,興味・
目的に応じて,いつでも,どこでも,いつまでもスポーツに親しむことができる町づくりを実現し
ます。

◆子どもの頃から様々な文化芸術に親しむとともに,町民一人ひとりが生涯を通じて文化芸術に触れ,
楽しめるような環境づくりを目指します。

町の取組
1 学校・家庭・地域が連携した義務教育の推進
（1）学校教育の充実
（2）教育環境の整備・充実
（3）学校給食の充実
（4）地域と協働した特色ある学校づくり

2 学校・家庭・地域が連携した義務教育の推進
（1）地域で活躍する人材の育成
（2）専門教育進学支援体制の強化

3 潤いのある社会教育の推進	
（1）生涯学習の充実
（2）青少年教育の充実
（3）家庭教育の充実
（4）成人教育の充実
（5）社会教育施設の整備と利用促進
（6）図書室活動の促進

4 ふれあいと笑顔がはじける生涯スポーツの推進
（1）生涯スポーツ活動の促進
（2）競技スポーツ活動の充実
（3）指導者の養成と指導体制の確立
（4）施設・設備の整備と効果的な活用

5 誇りを感じる芸術・文化の振興
（1）芸術文化活動の促進
（2）種子島こりーなの活用
（3）文化財の保存・活用

基
本
目
標
3

□みんなで取り組みましょう

 ◇学校教育に関心を持ち , 協力するこ
とで , 地域ぐるみで子どもの健やか
な育ちを見守りましょう。

 ◇生涯学習講座に参加し , 交流の輪を
広げましょう。

 ◇スポーツ・レクリエーション活動に
積極的に参加しましょう。

 ◇地域文化の保存・継承に努めましょう。
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基本目標4 安心して住める生活環境づくり 《生活環境分野》

めざす姿

◆美しい自然環境を守るため，温室効果ガスの削減に
取り組むとともに，耐震化・バリアフリー化された，
高齢者や障がい者などへ配慮されたまちづくりを
目指します。

◆空き家バンクを活用した居住できる空き家及びお試し
住宅の整備確保によるUIターン者の定住促進を目
指します。

◆町民一人ひとりがマナーを守り,快適な生活環境を
目指します。

◆自然災害を未然に防ぎ，町民の尊い生命と財産を守るとともに，犯罪や事故に対する一人ひとりの
意識を向上させ安心安全な住みよいまちを目指します。

町の取組
1 自然環境に調和した快適な環境づくり
（1）自然環境の保全と景観づくり
（2）公園・緑地の維持管理
（3）住宅の整備と定住促進

2 良質で衛生的な環境づくり	
（1）水道施設の適正な維持管理
（2）生活排水・し尿処理施設の整備
（3）ごみ処理体制の整備
（4）その他衛生施設等の整備
（5）生活環境保全意識の醸成

3 安心・安全な環境づくり
（1）自然災害対策
（2）消防・救急体制の充実
（3）交通安全及び防犯対策の強化

基
本
目
標
4

□みんなで取り組みましょう

 ◇ごみを適性に分別し,ごみの減量化と
リサイクルに努めましょう。

 ◇住 宅・事 業 所 の 地 震 対 策 を 進 め ま
しょう。

 ◇危険箇所や避難場所の確認と , 備蓄
品の準備を心がけましょう。

 ◇水辺や里山などの自然環境を大切に
しましょう。

 ◇アイドリングストップを実践しま
しょう。

 ◇交通ルールを守り , 交通マナーの向
上に努めます。

　ごみを減らすとか、災害への
準備など、一人ひとりの日頃から
の取りくみが大切になるんだね。
　みんなの力で中種子町の豊か
な自然を守ろう！
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基本目標5 共につくる生きがいに満ちた健康と福祉のまちづくり 
 《保健・医療・福祉分野》

めざす姿

◆子育て世代が生活と仕事を両立することができ,安心
して子育てができるよう,保護者のニーズや子どもの
特性を踏まえた多様な保育サービスや地域一体と
なった子育て環境を目指します。

◆高齢者が住み慣れた環境で生きがいを感じることが
でき,安心して生活ができるよう地域全体で高齢者を
支えられる地域づくりを目指すとともに,町民一人
ひとりが介護予防に取り組み,元気高齢者の増加を
目指します。

◆障がい者が住み慣れた地域で,安心して暮らせる地域社会を目指します。

◆全ての町民が共に支え合い,健康で幸せに暮らせるまちを目指します。

◆地域医療の充実により,町民が安心して暮らすことを目指します。

◆本人やその家族に寄り添った支援が行き届くよう,属性や世代を問わない包括的な相談支援体制の
構築を目指します。

町の取組
1 子どもの健やかな育ちの実現
（1）妊娠・出産期から乳幼児期までの切れ目のない支援の充実
（2）幼児教育・保育サービスの充実
（3）地域における子育て支援の充実
（4）ひとり親家庭等の自立支援の推進
（5）結婚促進へ向けての支援

2 生きがいと安心のある高齢社会の実現
（1）介護予防と生活支援サービスの充実
（2）生きがいや社会参加の促進
（3）地域包括ケアの推進
（4）認知症施策の充実
（5）安全・安心な暮らしの実現
（6）介護保険制度の円滑な運営

3 障がい者（児）の社会参加と自立支援の実現
（1）啓発活動の推進と支援体制の整備
（2）障がいのある子どもたちの教育,療養及び療育の推進
（3）日常生活支援の充実
（4）就労・社会参加の促進

4 健康意識の高揚と保健サービスの充実
（1）保健サービスの充実
（2）相談指導業務の促進
（3）健康管理の促進
（4）健康づくりの普及推進

5 安心できる医療体制の整備
（1）医療体制の充実

	
6 地域福祉の充実
（1）地域で支え合う仕組みづくりの推進
（2）地域福祉人材の確保・育成
（3）孤立を防ぐ相談機能の強化

基
本
目
標
5

□みんなで取り組みましょう

 ◇子育て家庭への支援や地域での見守
りに努めましょう。

 ◇身近なかかりつけ医をもちましょう。

 ◇家族を含めた介護予防に主体的に
取り組みましょう。

 ◇障害者（児）に対する理解と認識を
深め , 共に生活できるよう助け合い
ましょう。

 ◇健康づくりに関する正しい知識を持
ち , より良い生活習慣を身に付けま
しょう。

 ◇身近な福祉活動やボランティア活動
に参加しましょう。
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基本目標6 共に暮らす地域の和のまちづくりと安定した行財政運営 
 《協働・コミュニティ・行財政分野》

めざす姿

◆男女それぞれの自立と社会参画が促進され,男女を
問わず一人ひとりの個性や能力が発揮できるまちを
目指します。

◆ワークライフバランスの実現に向け,働き方改革を
基本に取り組みを推進し,多様な働き方を可能にする
社会を目指します。

◆町民一人ひとりが支え合い,助け合える持続可能な
地域コミュニティの再構築を目指します。

◆町民のニーズに対応できる職員の資質向上を図るとともに,町民に親しみのある行政運営の構築,
信頼される行政執行を目指します。

◆町民,事業者,行政がお互いの立場を尊重し,「自助・共助・公助」がうまく融合された協働によるま
ちづくりを目指します。

◆近隣自治体との広域的な連携による効率的かつ効果的な行政運営・行政サービスの提供を目指します。

◆納税者に不公平感がでないよう徴収対策を強化するなど自主財源確保を図るとともに公債費を
抑制し,財政構造の硬直化からの脱却を目指します。

町の取組
1 男女共同参画社会の実現
（1）男女平等意識の浸透
（2）女性活躍の推進
（3）DV等の暴力に対する相談支援体制の充実

2 地域コミュニティの再構築
（1）地域コミュニティの活性化
（2）地域コミュニティの活動支援

3 町民に信頼される行政運営	
（1）行政改革の推進
（2）人材育成と組織体制の強化
（3）情報管理と行政情報の提供の充実

4 町民参加の仕組みづくり
（1）広報公聴活動の充実
（2）町民参加体制の確立

5 広域行政の推進	
（1）広域行政の推進
（2）地域プロジェクトの推進

6 効果的な財政運営	
（1）自主財源の確保と財政運営の適正化
（2）財政事務の省力化

基
本
目
標
6

□みんなで取り組みましょう

 ◇地域活動に関心をもち,積極的に参加
し,協力・連携・交流しましょう。

 ◇各種団体相互の連携を図るとともに,
住民一人ひとりが参加しやすくなる
ように工夫しましょう。

 ◇仕事と家庭の時間・自分の時間のバラ
ンスを保ちましょう。

 ◇広聴の機会に積極的に参加しましょう。
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第2期	まち・ひと・しごと創生総合戦略

戦略1	地域資源を活用し，安定した雇用創出戦略

・本町の基幹産業である農業を中心に,強くて儲かる産業に成長させることで魅力的なしごとの創出を
目指します。
・暮らしに必要な市街地機能の充実や,豊かな自然・歴史・文化などの地域資源を活かした地域活性化を
図ります。
・未来技術に関心の高い都市部の副業志向の人材を呼び込むとともに,町民にICT/IoTビジネスに
つながる交流・学習の機会をつくり,新たなビジネスの創出を目指します。

数値目標 基準値 目標値(R7)

農林水産業就業人口（市町村民所得推計） 1,433人(H29) 維持

農林水産業における生産額（産振） 5,502百万円(R1) 5,777百万円

新規起業者数 2人(R1) 5人

戦略2	中種子町へ「ひと」のビッグウェーブ戦略

・様々なイベントの開催や交流も含めた誘客に注力し，通過型から滞在型に成長していくことで地域
経済・雇用機会の創出を図ります。
・行政と地域をつなぐコーディネーターや，観光や販路拡大など各分野で様々な知識や経験を培った
専門人材など「関係人口」と呼ばれる地域外の人材などを本町へ呼び込むことで，地域づくりを担う
人材の確保と活躍する環境の整備を推進します。

数値目標 基準値 目標値(R7)

観光客入込数 45,287人 50,000人

移住者数 16人 25人(5年間)

戦略3	こどもは「宝」，子育て世代が住みやすいまちづくり戦略

・次世代を担う子どもは社会の「宝」であり，健やかに成長できるよう，出産や育児に係る負担を軽減し，
若い世代が安心して結婚・妊娠・出産・子育てに希望を持てるまちづくりを目指します。
・「地域における子育ての担い手の確保」，「高齢者の生涯活躍できる場と生きがいづくり」の連携した
取り組みとして，高齢者による子育てを支援する取組を推進します。

数値目標 基準値 目標値(R7)

安心して妊娠・出産できると感じる人の割合 28.9% 35.0%

教育・生涯学習が充実しているまちと思う割合 29.7% 40.0%
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戦略4	持続可能で特色ある地域づくり戦略

・好循環を生むまちを創造するために，離島の地域資源を活かし，豊かな文化と環境とともに暮らせる
まちづくりを推進します。
・中心市街地の活性化，周辺地域の振興など機能的で利便性の高いまちづくりを推進します。
・若者，高齢者，女性，障害者，外国人など，その地域に暮らす誰もが居場所と役割を持ち，活躍できる
地域社会の実現を目指します。

数値目標 基準値 目標値(R7)

今後も暮らし続けることができる環境にあると思う割合 76.7% 85.0%

消防・防災体制が充実していると思う割合 50.1% 70.0%

編集・発行／中種子町

〒891-3692	鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地　tel.0997-27-1111　fax.0997-27-3634
【HP】	https://town.nakatane.kagoshima.jp　【E-mail】	naka-kikaku@town.nakatane.kagoshima.jp

「転出抑制」「UIJターン者の増加」
「関係人口の拡大」「出生数の増加」

住
み
た
い
！

住
み
続
け
た
い
！

魅力的なしごとの創出
強くて儲かる産業

魅力的なまちの実現
子育てしたいまち
全ての人が活躍できるまち

…など
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担い手
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通過型
観光

総合戦略のイメージ
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