
「歴史と文化をつむぎ 未来へつなぐまちづくり」 

 

 

本町は、昭和 50年２月 10日に龍郷町制を施行し、平成 27年２月には

町政施行 40周年という節目を迎えます。 

この間、昭和 51年度に第１次龍郷町振興総合計画を皮切りに、平成 16

年度には第４次龍郷町総合振興計画を策定し「輝く人々と固有の自然が織

りなす癒しのまちたつごう」を基本理念に町づくりを進めて参りました。 

町政の基本・原点はそこに住む人々が地元を愛し、町民自らが町づくりに参画し、「住ん

でみたい」、「住んで良かった」と実感できる町づくりにあります。また、将来に向かって

本町が発展し続けるために、町民一人ひとりが「しあわせ感」を感じる魅力ある町づくり

を推進していく必要があります。 

これらの実現のためには、町民の知恵と力を結集し、龍郷町の地域資源と、町民一人ひ

とりの創意工夫を融合させ、新しい龍郷町を創り出していかなければなりません。 

長期的な視点に立ち、地方自治体を取り巻く諸情勢に的確に対応しながら、持続可能で

自立した地域社会を創るための新たなまちづくりの指針として、「歴史と文化をつむぎ 未

来へつなぐまちづくり」を基本理念とする第５次龍郷町総合振興計画を策定いたしました。 

本町が将来に向かって発展し続けるために、若者が夢と希望を持てるまちづくり、高齢

者が生きがいと安らぎを持って暮らせるまちづくりをモットーに、まちづくりを推進して

参りますので、町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、計画の策定にあたり多くの貴重なご意見やご提言をいただきました町民の皆様

をはじめ、関係機関の皆様には、心からお礼申し上げます。 

 

平成 26 年３月 

龍郷町長 徳田 康光 
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第１章 癒しある新たなまちづくりにあたって 

第１節 計画の概要 

１ 計画策定の目的 

本町では、平成 16 年度から平成 25 年度までを計画期間とする第４次龍郷町総合

振興計画に掲げた「輝く人々と固有の自然が織りなす 癒しのまち たつごう」の

実現を目指し、計画的にまちづくりを進めてきました。 

計画期間中においては、経済、社会のグローバル化が進展し、世界的な経済不況

や長引く景気低迷が懸念される中、地方分権が一層推進され、地方自治体には、こ

れまで以上に、「自己決定」と「自己責任」による自主的かつ自立的なまちづくりが

求められています。 

町政の基本・原点はそこに住む人々が地元を愛し、町民自らが町づくりに参画し、

「住んでみたい」、「住んで良かった」と実感できる町づくりにあります。また、将

来に向かって本町が発展し続けるために、町民一人ひとりが「しあわせ感」を感じ

る魅力ある町づくりを推進していく必要があります。 

これらの実現のためには、町民の知恵と力を結集し、龍郷町の地域資源と、町民

一人ひとりの創意工夫を融合させ、新しい龍郷町を創り出していかなければなりま

せん。 

長期的な視点に立ち、地方自治体を取り巻く諸情勢に的確に対応しながら、持続

可能で自立した地域社会を創るための新たなまちづくりの指針として、「第５次龍郷

町総合振興計画」を策定します。 

 

 

           

 【奄美クレーター】 
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２ 第５次総合振興計画の基本的性格 

（１）総合振興計画とは 

「総合振興計画」とは、龍郷町が目指す理想のまちに近づくため、目標年次に

おいて発現することが求められる龍郷町の将来像を示し、その実現を目指して実

施すべきことを定めた“まちづくりの指針”となります。 

そのため、龍郷町総合振興計画には、次の３つの役割があるといえます。 

 

① 町の最上位に位置する「羅針盤」としての役割 

総合振興計画は、本町において最上位に位置付けられる計画であり、魅力あ

る住みよいまちづくりを進めるために、産業振興、生活基盤整備、教育・文化、

地域社会、環境、保健・医療・福祉、防災など、すべての分野にまたがるさま

ざまな取組を網羅した計画となります。 

総合振興計画は、これらの取組の基本となる本町独自の計画であり、主体性・

独自性のある、まちづくりの方向性を定めた「羅針盤」としての役割を担って

いきます。 

 

② 町民と行政の「共通目標」であり「約束ごと」としての役割 

総合振興計画は、町民と行政が目指すべき将来像を共有し、お互いの信頼関

係のもとで役割と責任を分担しながら、協力してまちづくりを進めていくため

の基礎となります。また、地域・各団体等が各種の事業計画を策定する際には、

本計画との整合性を図りながら策定することとなります。 

総合振興計画は、町民と行政が力を合わせてまちづくりを進めていくための

「共通目標」であり、まちづくりの方向性を定めた町民と行政との「約束ごと」

としての役割を担っていきます。 

 

③ 目指すまちの姿の達成度を計る「基準」としての役割 

総合振興計画は、将来像の実現のための取組内容を定めるだけではなく、そ

の取組が適切に実施されているかどうか、進行管理を的確に実施するための計

画でもあります。特に、本計画策定に際して、町民へのアンケート調査等を行

うことで、町民の意思が十分に反映されているかどうかを常に確認しながら、

計画を策定する必要があります。 

総合振興計画は、成果指標を定め、目指すまちの姿がどれだけ達成できたか

を計る「基準」としての役割を担っていきます。 
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（２）国及び県の計画や本町個別計画との整合性 

国・県の計画における策定背景を見ると、急速なグローバル化の進展、雇用形

態の変化、貧困や格差の拡大など経済面の不安感や閉塞感、公的年金制度の持続

への不信感、医療・保健・介護等に対する不安、経済的理由による子育てや教育

に対する不安など社会面でも不安感、閉塞感が国を覆ってきたことと、それが鹿

児島県にも及んできたことが挙げられます。 

そして、国・県における上位計画は、社会状況の変革、社会面・経済面におけ

る不安感や閉塞感の打破に重きが置かれていることから、本計画においても町民

が主役であり、安心して暮らし続けていけるまちの実現に向けて、国・県の計画

との整合を図ります。 

また、町政の各分野における個別計画については、柱となる大きな考え方や主

要な政策を本計画に基づいて方向づけていくことで、各分野の地域づくりをリー

ドしていくとともに、個々の具体的な事業を個別計画に委ねることで、政策指針

と各個別計画が一体となって、今後の地域づくりを進めていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍郷町総合振興計画 

「歴史と文化をつむぎ 未来へつなぐまちづくり」 

「人びとの心に宿るまち たつごう」 

 

 

 

 

 

個別計画 

・都市計画マスタープラン ・住宅マスタープラン ・地域防災計画 ・環境基本計画 

・高齢者保健福祉計画 ・介護保険事業計画 ・子ども・子育て支援事業計画 

・障害者計画 ・障害福祉計画 ・特定健診等実施計画 

・教育基本計画 ・男女共同参画基本計画  など 

かごしま将来ビジョン 

～ 日本一のくらし先進県への道 ～ 

 奄美地域将来ビジョン 

 ～ 人と自然が共生する癒し・活力・結いの島づくり ～ 

21世紀の国土のグランドデザイン 

～ 地域の自立の促進と美しい国土の創造 ～ 

奄美群島振興開発計画 

～ 人と自然が織りなす癒しの島・奄美の創造 ～ 
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① 21世紀の国土グランドデザイン 

平成 10年３月 31日、「国土総合開発法」に基づく第５次の中期的な日本の国

土総合計画である「21世紀の国土のグランドデザイン －地域の自立の促進と美

しい国土の創造－」（以下「五全総」と言う。）が閣議決定されました。 

五全総は、目標年次を 2010～2015年とし、人口増加の終焉や環境保全の重視

など、社会状況の変革に対応するため、いままでの開発中心の国土計画とは一

線を画す、全く新しい全国総合開発計画となっており、多軸型国土構造の形成

を目指す「21 世紀の国土のグランドデザイン」実現の基礎を築くための、地域

の選択と責任に基づく地域づくりの重視が示されています。 

 

② かごしま将来ビジョンおよび奄美地域将来ビジョン 

鹿児島県では、県民一人ひとりが郷土に夢と誇りを持っ

て生涯を過ごしていけるような地域社会をつくるため、中

長期的な観点から本県のあるべき姿や進むべき方向性を示

した「かごしま将来ビジョン」を平成 20年３月に策定しま

した。 

さらに、平成 22 年３月には、「かごしま将来ビジョン」

の地域版として、「奄美地域将来ビジョン ─人と自然が共

生する癒し・活力・結いの島づくり─ 」を策定しました。 

これら２つの将来ビジョンは、「安心・安全」、「活力・快適」、「共生・有徳」

の３つの視点を踏まえて策定され、全県的な視点で策定された「かごしま将来

ビジョン」と、奄美地域を視点とした「奄美地域将来ビジョン」が一体となっ

て、ふるさと鹿児島の未来を拓いていくための地域における県政の基本的な方

向が示されています。 

 

③ 奄美群島振興開発計画 

鹿児島県では、奄美群島振興開発特別措置法に基づき、奄美群島の振興開発

の方向と各島における振興方策を明らかにする「奄美群島振興開発計画」を法

延長に合わせて策定しています。 

なお、計画の根拠となる奄美群島振興開発特別措置法については、奄美群島

の特殊事情に鑑みその振興を進めるために、法の有効期限を平成 31 年３月 31

日まで延長するとともに、農林水産物輸送費支援、航路・航空路運賃の逓減、

観光キャンペーン等を対象とした交付金制度（奄美群島成長戦略推進交付金）

の創設等の措置が講じられる見込みとなっています。 
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３ 計画の構成 

この計画は、本町の今後のまちづくりの指針となるもので、本町が目指す将来像

やそれを実現するためのまちづくりの目標や施策の大綱など、本町のまちづくりの

最上位計画であり、今後、さまざまな分野において計画を作成し、施策を実行する

場合の基本となります。 

この計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されます。 

 

（１）基本構想 

「基本構想」は行政を総合的かつ計画的に運営するために、龍郷町の将来進む

べき基本的な方向を明らかにし、定めた計画期間において到達すべき目標を示す

とともに、その実現を図るための施策の大綱を定めるものです。 

また、基本計画及び、実施計画を策定するための基本方向を示すものとして位

置づけられます。 

 

（２）基本計画 

「基本計画」は、基本構想で示す将来像の

実現を図るために、施策の大綱に基づき、行

政の指針となる基本的姿勢や重点施策を行政

の分野ごとに明らかにし、諸施策を体系的に

示した中期計画となるものです。基本計画は、

平成 26 年度から平成 35 年度までの基本構想

の 10 年間の期間を前期基本計画（平成 26 年

度～平成 30 年度）と後期基本計画（平成 31

年度～平成 35 年度）とに分けて策定します。 

 

（３）実施計画 

「実施計画」は、基本計画に基づき、各年

度の具体的な事業を示すものであり、各課に

より個別に策定されるものです。今後の行財

政運営のあり方に直接的に反映されるもので、

財政状況及び事業の進捗状況等を判断しなが

ら、１か年ごとに検討を加えるローリングシ

ステムをとります。 

なお、本書には掲載されません。 
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４ 計画の期間 

基本構想、基本計画、実施計画の計画期間は、以下の通りとします。 

基本構想

基本計画（前期）

基本計画（後期）

実施計画

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度

平
成
3
1
年
度

平
成
3
2
年
度

平
成
3
3
年
度

平
成
3
4
年
度

平
成
3
5
年
度

 

 

５ 計画の見直し 

社会経済情勢の変化等に弾力的かつ適切に対応するため、実施計画を策定する段

階で本計画内容の見直しを必要に応じて行うこととします。また、計画の見直しに

際しては「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を導入し、町民の意識と行動に変化をもた

らす、「気付き」から「築き」へのサイクルが実現できる計画の具現化を目指します。 

 

   

Plan

計画立案

Do

実行

Check

検証

Action

改善
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第２節 龍郷町の現況と課題 

１ 龍郷町の特性、まちの歩み 

本町は、素晴らしい自然景観と奄美固有の動植物に恵まれ、歴史・文化としては、

西郷隆盛の流謫地や秋名アラセツ行事、長い伝統を誇る大島紬など、素晴らしい自

然環境・地域文化を有しています。これらの保全または有効利用を行い、町の活性

化につなげるとともに、次世代に引き継いでいく必要があります。 

また、空港と名瀬の市街地へのアクセスの良さから、他市町村からの転居者が多

く、近隣市町村の人口減少が著しいなか、本町の人口はほぼ横ばいで推移していま

す。 

まちの歩みとしては、67 年間続いた龍郷村から、昭和 50 年２月 10 日に龍郷町制

を施行し、平成 26年度には町制施行 40周年を迎えます。 

 

（１）特性 

① 自然豊かなまち 

龍郷町は、鹿児島市から南西へ約 380ｋｍの奄美大島の北部に位置します。気

候は、海洋亜熱帯性気候で、年間平均気温は約 21度、降水量は年間 3,000ミリ

に近く、湿度が年平均 75パーセントと高いのが特徴です。この特異な気候によ

り、奄美特有の動植物が育まれています。 

また、穏やかで豊かな自然、美しい海浜や景観、奄美固有の貴重な動植物の

宝庫でもあり、豊富で恵まれた大自然を有しています。 

 

 

     

 

 

【奄美自然観察の森からの眺望】 
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② 独自の文化と歴史が息づくまち 

戦前は琉球や薩摩藩の支配下、戦後８年間、米軍下に置かれ、昭和 28年に日

本復帰を果たすという歴史的背景があります。 

また、壇ノ浦の戦いに敗れた平家一族が落ち延び、奄美を平定したといわれ

る平家落ち武者伝説や明治の偉人西郷隆盛が奄美に流謫された地としても有名

です。 

文化としては、秋名アラセツ行事の中で行うショチョガマ・平瀬マンカイ（国

の重要無形民俗文化財）や長い伝統を誇る大島紬の紬柄である龍郷柄・秋名バ

ラは有名です。 

 

 

    

 

 

③ 住みよいまち 

本茶トンネル・和光トンネル開通等による生活圏の拡大、ライフスタイルの

多様化・個性化からのＩターン・Ｕターン等による人口流入、県営・町営住宅

等の住環境整備により、奄美大島全体の人口が減少傾向であるのに対し本町の

人口はほぼ横ばいで推移しています。住みよいまち・くらしやすいまちとして、

今後もこの状況は続くものと予測されます。 

 

 

【平瀬マンカイ】 
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（２）歴史的あゆみ 

① 琉球服属時代〔那覇世（ナハンユ）〕 

奄美大島本島は 1440 年前後（応永７年前後）、琉球王朝の支配下になりまし

た。行政区画としては、大島７間切というような分けられかたがなされていま

した。 

 

② 薩摩藩支配下時代〔大和世（ヤマトユ）〕 

その後、1609年（慶長 14年）から約 260年もの間、薩摩藩の支配下におかれ

ました。 

 

③ 龍郷村政時代 

1871 年（明治４年）の廃藩置県では、奄美群島は藩政据え置きのまま、1873

年（明治６年）戸長制度に変わり、1908年（明治 41年）の島嶼町村制施行によ

り、龍郷村となりました。なお、1946年（昭和 21年）連合軍最高司令部の覚書

によって、日本から行政分離がなされ、以後米軍政下におかれましたが、熱烈

な復帰運動の展開により、1953年（昭和 28年）には祖国日本復帰を果たしまし

た。 

 

 

     

 

 

【琉球石垣：伊東家】 
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２ 社会情勢の変化 

本町を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。時代の流れに対応した施策を

推進するにあたり、これらの社会情勢を整理します。 

 

（１）少子・高齢社会の進展 

わが国の総人口は、2007 年（平成 19 年）にはピークを迎え、その後人口減少

に移行し、少子化・高齢化についてはさらに進行することが予想されています。 

少子化の進展は、生産年齢人口や地域社会の担い手の減少など、地域活力の低

下が懸念されます。 

また、高齢化の進展は、保健、医療、福祉へのニーズが高まる一方、財政負担

の増加等の問題が懸念されます。 

 

（２）地方分権社会の進展 

平成 12 年に施行された「地方分権一括法」では、国と地方自治体との関係を

抜本的に見直し、地方自治体の特色を活かしたまちづくりを行うことができるよ

う制度が改正されました。また、平成 19 年には「地方分権改革推進法」が施行

され、地方分権の動きは加速的に進展してきました。 

今後、「地域のことは、地域が決める」という地域主権の確立に向けて、政府

に設置された「地域主権戦略会議」において、地方分権改革の具体的な取組が進

められることや、「国と地方の協議の場」の法制化に向けた取組も進められてい

ます。 

こうした中、本町においても、地方分権の時代に対応した、自立性の高い責任

ある町政運営が求められています。 

 

（３）高度情報化社会 

情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的な発展により、地域あるいは国家間の※ボー

ダレスが進み、※グローバルな高度情報通信網が可能になることで、住民生活や

行政のあり方など社会全体にも大きな変化と影響を与えています。 

なお、流通、観光、農林水産業、福祉、医療、教育、防災等のあらゆる分野に

おいて、高度化・効率化が進行することにより、今後、さまざまなかたちでの社

会貢献が期待されています。 

 

 

 

※ボーダレス（国境がない、または国境を超えること） 

※グローバル（世界的規模で行われる様子） 
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（４）地球環境の悪化 

大量生産、大量消費、大量廃棄をおこなった結果、地球温暖化、酸性雨、海洋

汚染、オゾン層の破壊、生態系の変化等が地球規模で進行し、それに伴い、地球

環境問題に対する意識が世界的に高まっています。 

地球規模の環境問題への対応が人類共通の課題となっており、地球環境保全の

観点から環境負荷の少ない※循環型社会の構築が求められています。 

 

 

 

 

（５）経済のグローバル化 

経済・社会活動が国境を越えて自由に行われ、特に経済の面ではボーダレス化

が進み、貿易の拡大、企業の海外進出など、地球規模で資本や情報が行き来する

時代を迎えています。 

この経済のグローバル化の進展に伴い、地域レベル、個人レベルにおいても、

国際化を視野に入れた取り組みが求められており、生活の質、自然や文化のゆた

かさ、知的資本の充実度、生産基盤の効率性、交流基盤の質の高さなど、多面的

な魅力が問われているといえます。 

 

（６）ライフスタイルの多様化 

所得水準や生活水準の向上など、経済的な豊かさや自由時間の増大による価値

観の多様化が進み、個人の生き方そのものが多様化、個性化しています。 

このような価値観の変化は、多様な自己実現の場と機会の創出を求めており、

このような価値観や生活様式の多様化に対応するため、生涯学習やボランティア

活動等に対する環境の整備や、芸術・文化・スポーツの場の充実、自然とのふれ

あいの機会の創出など、多様な選択が可能な社会づくりを進め、ゆとりある質の

高い生活を実現することが求められています。 

 

 

 

※循環型社会（有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させなが

ら利用していく社会のこと） 
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３ 町政に対する満足度と重要度 

本町では、第４次総合振興計画において様々な施策を掲げ、各種事業に取り組ん

できました。その取組の現状について、町民意識調査により「満足度」と「重要度」

を尋ね、その相関をマトリックスにて評価しました。 

分析は、「縦軸に重要度」と「横軸に満足度」を掲載したグラフを用い、その平均

点（赤丸）とどの程度隔たりがあるかという視点で分析を行っています。 

次に、平均点が交わる赤丸を基準に、右上のエリアを「重要であり、満足してい

る」左上を「重要だが、満足していない」、右下を「重要ではないが、満足している」、

左下を「重要ではなく、満足していない」とエリア分けを行っています。 

その結果、平均点が「重要度」は 3.37に対して、「満足度」は 2.65となっており、

満足度の方が低いことがわかりました。 

また、重点的に取り組むべき施策は、左上の「重要だが、満足していない」エリ

アとなり、そこには重要度の高い方から「労働環境の整備」、「魅力ある観光の振興」、

「地域環境整備」、「自然環境、公園・緑地の保全、整備」、「活力ある商工業の振興」、

「亜熱帯の有利性を生かした農林水産業の振興」の６つが該当しました。 
 

    

亜熱帯の有利性を生か
した農林水産業の振興

亜熱帯の特色ある1.5次
産業の振興

活力ある商工業の振興

魅力ある観光の振興

労働環境の整備

高齢者福祉の充実

児童福祉の充実

母子・寡婦・父子福祉の
充実

心身障がい者福祉の充
実

保健・医療の充実

秩序ある土地利用の推
進

地域環境整備

道路・交通体系等の整
備

住宅の整備

自然環境、公園・緑地の
保全、整備

環境保全対策、ごみ処
理の充実

簡易水道・生活排水・し
尿処理施設の整備

交通安全、消防、防災・
防犯体制の充実

学校教育の充実

青少年教育の充実

生涯学習の推進

文化・芸術の振興

スポーツ・レクリエーショ
ン活動の推進

住民参加の推進

交流活動の促進

人権尊重と男女共同参
画社会の実現

情報通信社会の整備

広域行政の推進

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1

重
要
で
あ
る

重
要
で
は
な
い

満足している満足していない

重要ではなく、満足していない 重要ではないが、満足している

重要だが、満足していない 重要であり、満足している

 

出典：町民意識調査 
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４ 龍郷町における基本的課題 

現在の社会情勢及び龍郷町を取り巻く状況を踏まえ、今後の龍郷町の施策を推進

するにあたり、龍郷町における基本的課題の整理をおこないます。 

 

（１）健全な行財政運営 

地方分権の推進や少子・高齢化の進行、厳しい財政環境など、本町を取り巻く

情勢は大きく変化してきています。 

従って、効率的な行政運営に努めるとともに、限られた財源の効率的かつ重点

的な活用を図り、行財政の健全化のための行財政基盤の強化や行政体制の整備を

進めていく必要があります。 

 

    

4,7574,901

4,071
4,420

3,806 3,788

4,866

5,978

5,030

3,840

4,615

3,927

4,502
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4,954

5,863

4,5304,562

5,314

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 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

歳入（単位：百万円） 歳出（単位：百万円）

 

 

（２）産業活性化対策 

本町においては、農業を中心とする第１次産業、建設業、製造業を中心とする

第２次産業は、従事者・生産額ともに減少傾向の一途を辿っています。 

特に、染色織物として古き伝統を持つ、大島紬の低迷は深刻な状況にあり、本

町のみならず奄美群島の経済に多大な影響を与えています。 

こうした産業・経済基盤に力強さを失いかけている中、産業間の連携を含めた

流通システムの充実による地域経済の底上げが必要です。 

 

出典：地方財政状況調査 

【歳入・歳出の状況】 



第１章 癒しある新たなまちづくりにあたって 

16 

 

   

273 279 216 156 159

1,018 786
640

535 417

1,153
1,315 1,565 1,767 1,856

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

2,444 2,380 2,421 2,458 2,432

 

 

（３）少子高齢化対策 

若者を中心とする人口流出がつづき、少子化・高齢化また地区によっては過疎

化の進行が著しくなっています。 

特に高齢化の進行は顕著で、高齢化率は 29.0％（平成 25年 10月現在）と、国・

県の割合を大きく上回っています。 

今後の急速な少子高齢化の進展は、地域社会のあり方を大きく変えるものであ

るため、地域の実情に見合った、きめ細やかな保健・医療・福祉の対策が求めら

れ、健康で安心して生活や地域社会参加ができるような生活環境づくりに努める

必要があります。 

 

    

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

994 15.9 981 15.8 964 15.5 927 15.0 928 15.1

3,494 55.7 3,453 55.5 3,482 56.0 3,488 56.4 3,425 55.9

1,783 28.4 1,791 28.8 1,777 28.6 1,774 28.7 1,776 29.0

うち前期高齢者
（65～74歳）

734 11.7 735 11.8 704 11.3 706 11.4 730 11.9

うち後期高齢者
（75歳以上）

1,049 16.7 1,056 17.0 1,073 17.2 1,068 17.3 1,046 17.1

6,271 100.0 6,225 100.0 6,223 100.0 6,189 100.0 6,129 100.0

平成25年度平成23年度 平成24年度

合計

生産年齢人口
（15～64歳）

年少人口
（０～14歳）

老年人口
（65歳以上）

平成21年度 平成22年度

 

【産業分類別就業者数】 

出典：国勢調査 



第１章 癒しある新たなまちづくりにあたって 

17 

 

   

15.9%

15.8%

15.5%

15.0%

15.1%

55.7%

55.5%

56.0%

56.4%

55.9%

28.4%

28.8%

28.6%

28.7%

29.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

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

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

 

 

 

（４）環境保全対策 

本町は、亜熱帯性、海洋性の優れた自然に加え、貴重な野生動植物が生息して

おり、これらは大切な地域の財産です。 

従って、地域の自然環境を見直し、これらを取り巻く環境の保全をめざす必要

があります。 

また、環境負荷低減のためのリサイクルや自然エネルギーの有効利用を図るな

ど、地球規模の環境問題に対しても一体的に取り組み、特徴を活かした地域振興

をめざし、自然と共生した地域づくりに努める必要があります。 

 

 

          

 

【人口年齢３区分の推移】 

出典：各年度 10月 1日 住民基本台帳 

【太陽光発電パネル：大勝小学校】 
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（５）過疎化による地域格差の解消 

本町全体の人口は、横ばい傾向にあるものの、荒波地区にある秋名、幾里、嘉

渡、円、安木屋場及び、龍郷、久場の集落の人口は、減少傾向にあり、過疎化の

一途を辿っています。 

従って、各地域が有する地域資源など開発可能性を検討する中で、地域活性に

つなげ、過疎化による地域格差の解消に努める必要があります。 
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出典：住民基本台帳（各年度 4 月現在） 

 

【集落別人口推移】 



 

  

 

 

 

 

 

第２章 基本構想 

第１節 まちづくりの基本理念及び将来像 

第２節 まちづくりの目標 

 １ 人口と世帯 

 ２ 就業構造 

第３節 計画の分野別基本目標（施策の大綱） 

 １ 地域資源を生かした産業を創造するまちづくり 

 ２ 健やかで安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり 

 ３ 快適な生活環境でゆとりあるまちづくり 

 ４ 豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

 ５ 人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

 ６ 効率的な行財政運営で共に創るまちづくり 
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第２章 基本構想 

第１節 まちづくりの基本理念及び将来像 

基本構想は、地域社会の将来目標とビジョンを長期的視点に立脚して定めるもの

で、町政運営の基本となるものです。この基本構想では、住民と行政が一体となっ

て今後の龍郷町を創造していくためのまちづくりの基本理念、目指すべきまちの姿

を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域資源を生かした産業を創造するまちづくり 

健やかで安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり 

 

快適な生活環境でゆとりあるまちづくり 

豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

効率的な行財政運営で共に創るまちづくり 

【龍郷町の将来像】 

歴史と文化をつむぎ 未来へつなぐまちづくり 

時代背景 

景気低迷・国内経済活動の縮小、ＴＰＰ参加問題 

安心安全なまちづくりのへの要請 

少子化・高齢化の進展、都市と農村部の格差拡大 

まちづくりの視点 

町民参画による、町民の権利と義務の明

確化、町民によるまちづくり、ＮＰＯ・

団塊の世代の社会貢献活動 
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本町は、穏やかで豊かな自然・貴重な動植物や伝統・芸術など非常に優れたまち

であるとともに、穏やかで暖かい気質と龍郷こころといった特性（＝たつごうらし

さ）を持ち併せており、これらを次世代に受け継いでいく必要があります。 

従って、社会情勢の変化や本町の課題である「健全な行財政運営」「産業活性化対

策」「少子高齢化対策」「環境保全対策」「過疎化による地域格差の解消」等を踏まえ、

龍郷町がたつごうらしくあるために、人がつくり出すものと自然そのものが持つ魅

力とが見事に調和したまちづくりをめざします。また、すべての人が安心して暮ら

すことのできる夢と活力あるまちづくりをめざします。 

 

以上のことを踏まえ、本計画における基本理念及び将来像を 

 

『歴史と文化をつむぎ 未来へつなぐまちづくり』 

 

キャッチフレーズを 

 

『人びとの心に宿るまち たつごう』 

 

とします。 

 



第２章 基本構想 

23 

 

第２節 まちづくりの目標 

１ 人口と世帯 

昭和 40年には 7,349人であった人口は年々減少し、龍郷町政施行がなされた昭和

50年には 6,220人となり、それ以降も若干減少傾向が続きましたが、昭和 60年以降

は道路等のインフラ整備や公営住宅の整備、民間住宅の増加等により、一貫した減

少傾向に歯止めがかかり、ほぼ横ばいの状態にあります。 

本総合振興計画に基づき、産業の振興、福祉の充実、環境に配慮した生活基盤の

整備等を推進し、若者の定住促進につなげるとともに、魅力あるまちづくりに努め、

町の活性化を図ることにより、今後もこの状況の維持をめざします。 
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6,0826,0026,002

6,610
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3.90
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 出典：国勢調査 

【龍郷町 人口・世帯数の推移】 

【奄美大島 人口・世帯数の推移】 
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２ 就業構造 

本町の産業別就業構造について、平成 22年（国勢調査結果）時点では、第１次産

業の就業人数は 156人（6.5％）、第２次産業では 417人（17.1％）、第３次産業では、

1,856人（76.3％）となっています。 

10年前の平成 12年と比較すると、第１次産業及び第２次産業は全体的に減少傾向

にあります。特に、基幹産業である大島紬を主とする「製造業」の減少傾向は顕著

です。 

しかしながら、第３次産業においては、年々増加しており、「卸売・小売業・飲食

店」「サービス業」をあわせると全体の 50％以上となります。 

今後も、同様の傾向を示すものと予測されることから、サービス業を含む第３次

産業はもとより、亜熱帯性農林水産業の振興、地域資源及び技術を生かした製造業

の振興を図り、第１次産業、第２次産業の担い手育成に努めます。 

 

5.5%

5.7%

11.9%

9.5%

9.5%

7.2%

17.6%

15.9%

6.5%

6.7%

18.5%

21.0%

6.9%

7.9%

2.2%

1.8%

9.2%

9.4%

1.0%
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2.6% 1.1%
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飲食店，宿泊業 医療，福祉 教育，学習支援業

複合サービス業 サービス業（他に分類されないもの） 公務（他に分類されないもの）

分類不能の産業

農業 建設業 製造業 卸売・
小売業

飲食店、
宿泊業

教育・
学習
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サービス業

医療・
福祉

農業 建設業 製造業 卸売・
小売業

飲食店、
宿泊業

医療・
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教育・
学習

その他の
サービス業

 

出典：国勢調査 
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第３節 基本構想と基本計画の枠組み 

１ 施策の大綱 

将来像の実現をめざし、個性ある龍郷町を創出するため、施策の大綱を次のよう

に定めます。 

○ 地域資源を生かした産業を創造するまちづくり 

○ 健やかで安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり 

○ 快適な生活環境でゆとりあるまちづくり 

○ 豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

○ 人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

○ 効率的な行財政運営で共に創るまちづくり 

 

 

【産業分野】
地域資源・特性を生かし、地域

の活性化となる産業づくり

産業づくり

行財政運営

くらしづくり

自然・
生活環境づくり

教育・文化
づくり

地域社会
づくり

【保健・医療・福祉分野】
健やかで、安心して生活できるく

らしづくり

【生活環境・自然環境分野】
自然と共存し、快適に暮らせる

環境づくり

【教育・文化分野】
歴史と文化が薫り、豊かなこころ
で創造性を育む教育・文化づくり

【交流・情報分野】
人々が交流し、にぎわいある

地域社会づくり
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２ 基本構想の枠組み 
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健やかで安心して暮らせる 

 健康・福祉のまちづくり 

快適な生活環境で 

 ゆとりあるまちづくり 

豊かな心を育む 

 教育と文化が薫るまちづくり 

人がふれあい個性が輝く 

 交流・連携のまちづくり 

効率的な行財政運営で 

 共に創るまちづくり 
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３ 基本計画の枠組み 

 

 

 

 

１ 地域資源を生かした産業を創造するまちづくり 

（１）農業の振興 

（２）林業の振興 

（３）水産業の振興 

（４）亜熱帯の特色ある産業の振興 

（５）商工業及び特産品の振興 

（６）観光の振興 

（７）労働環境の整備 

２ 健やかで安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり 

 （１）高齢者福祉・介護保険事業の充実 

 （２）障がい者福祉の充実 

 （３）子育て支援・児童福祉の充実 

 （４）保健・医療の充実 

３ 快適な生活環境でゆとりあるまちづくり 

 （１）秩序ある土地利用の推進 

 （２）地域環境整備 

（３）道路・交通体系の整備 

（４）住宅の整備 

（５）自然環境、公園、緑地の保全、整備 

（６）環境対策・ごみ処理の充実 

（７）簡易水道（上水道）・生活排水施設の整備、し尿処理施設の充実 

（８）交通安全・消防・防災体制の充実 

４ 豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

 （１）学校教育の充実 

 （２）家庭教育・青少年教育の充実 

（３）生涯学習の推進 

（４）文化の充実 

（５）スポーツ・レクリエーション活動の振興 

５ 人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

 （１）住民参加の推進 

 （２）コミュニティ・交流活動の促進 

 （３）人権尊重と男女共同参画社会の実現 

 （４）情報通信社会の整備 

 （５）広域行政の推進 

６ 効率的な行財政運営で共に創るまちづくり 

 （１）地方新時代への対応 

 （２）行政サービスの向上と開かれた町政の推進 

 （３）事務事業の見直し 

（４）定員管理と給与の適正化 

（５）効果的な行政運営の推進と職員の資質向上 
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第４節 分野別施策の展開 

１ 地域資源を生かした産業を創造するまちづくり 

農業や商業をはじめとする産業振興は、町の活性化につながる重要な役割を担っ

ていますが、社会情勢の変化、消費者ニーズの多様性、また長引く景気の低迷から

地域経済の維持は容易でない状況にあります。 

しかしながら、本町は、亜熱帯性の温暖な気候、広大な海域や森林資源に恵まれ

ており、これらの自然環境・資源を活用した、農林水産業の振興を引き続き展開し

ます。 

 

（１）農業の振興 

農家の高齢化や担い手の確保、耕作放棄地の解消等が緊急の課題となっていま

すが、地域の特徴を生かした安心・安全な農産物を安定的に生産できる農業を目

指し、魅力を感じる産業にしなければなりません。そのため、集落・地域におい

て「人と農地の問題」について話し合いを進めながら「人・農地プラン」を策定

し、新規就農者の確保に努めるとともに、農地の有効利用を図るため、関係機関

と連携しながら耕作放棄地再生利用事業等による遊休農地の解消や、農地利用集

積円滑化事業による利用権設定等を促進し担い手等への農地の集積に努めます。 

 

（２）林業の振興 

本町の山林は、木材生産等の経済的機能だけではなく、国土保全など公益的機

能を果たしていることから、環境に配慮した林業振興を推進します。 

また、奄美大島北部において懸念材料となっている松くい虫の駆除や防除事業

を続けていくとともに、森林のもつ公益的機能の維持・増進に努めます。 

 

（３）水産業の振興 

水産業については、漁獲量の減少や魚価の低迷など漁業者を取巻く環境は極め

て厳しい状況にありますが、離島漁業再生支援事業により漁業者の主体的・自発

的な活動をこれまで通り促進し、離島漁業の振興に努めます。また、サンゴ礁保

全対策事業を実施しオニヒトデの駆除に努めるとともに、関係機関と連携しなが

ら藻場造成など、将来にわたり良好な漁場環境の保全・保護や観光と連動した水

産業の振興に向け取り組みます。 
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（４）亜熱帯の特色ある産業の振興 

本町は、地場産品や未利用資源を活用した産業振興の拠点施設として「島育ち

産業館」活用して、特産品の試験・研究、商品化・製造等を行っています。 

今後は、既存農林産物や加工特産品の付加価値を高めるとともに、農林水産物

のバラエティに富んだ特産品の開発・商品化を図り、宣伝・情報発信の広報活動

の展開、流通や販売体制等の構築に努めていきます。また、関係機関と連携した

物産展等に加工特産物を出展して、宣伝・販売の促進に努めます。 

 

（５）商工業及び特産品の振興 

商工業の振興については、地域の総合経済団体として商工会の育成・強化を図

り、経営支援や創業人材の育成を促進します。また、大島紬の振興については、

関係機関と協力を続けながら、販路の拡大や西陣織など他産地とのコラボレーシ

ョンの開催、本町の伝統柄である「龍郷柄」・「秋名バラ」を積極的に宣伝するな

ど、大島紬の歴史と文化の薫りを感じられるまちとして伝統産業の再生に努めま

す。 

特産品の振興については、広域的な連携のもと本土での物産展への参加や友好

都市盟約を締結した菊池市との物産交流を継続して進め、販路の拡大に努めるほ

か、島育ち産業館を拠点として、地産地消の推進や特産品の販路の拡大・情報の

発信に努めます。 

 

（６）観光の振興 

奄美群島は豊かな自然や伝統文化など多くの優れた観光資源に恵まれており、

広域的な連携のもと、これらを活用した「あまみシマ博覧会」を開催し、着地型

観光の振興に努める一方、平成 24 年に設立された一般社団法人奄美群島観光物

産協会を中心に奄美大島各市町村、各産業界と連携を取りながら観光・物産の振

興に取り組みます。 

また、手広ドームなど老朽化した施設の整備を行います。さらに、奄美自然遺

産登録による観光客の増加に対応した※エコツーリズムを推進し、本町ならびに

奄美大島の観光アピールと観光客の誘致を積極的に図ります。 

 

 

（７）労働環境の整備 

企業誘致等の推進を行い、雇用機会の拡充を図るとともに、職業能力開発を促

進するなど、就業者が意欲を持って就労できるような豊かな雇用環境の実現を図

ります。 

また、労働安全等に関する知識の普及や啓発により、だれもが働きやすい職場

環境の実現を図るとともに、中小企業の勤労者等の福利厚生面への支援を行いま

す。 

※エコツーリズム（自然保護や環境保護の高まりから、受け入れ地域の生態系などの自然環境や生活・文化

を損なわずに行う観光事業のこと） 
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２ 健やかで安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり 

町民の健康づくりについては、生きがいを持って豊かな人生を過ごすうえで極め

て重要であるとの認識のもとに予防衛生や健康増進の充実に努めています。生活習

慣の改善によって健康を増進し、疾病を予防する「一次予防」に重点を置いた保健

指導を積極的に進め、特定健診やがん検診など受診率の向上や健康づくりに対する

町民意識を高める活動に努めます。また、健診率向上のために地域におけるサポー

ターを養成します。 

 

（１）高齢者福祉・介護保険事業の充実 

高齢者福祉については、様々な高齢者福祉事業を継続推進し、住み慣れた地域

で元気で生きがいをもって暮らせるまちづくりに努めます。 

また、高齢者の自主的な活動を促進し、地域づくりの大切な担い手として活動

してもらえるように老人クラブへの助成等を引き続き行います。 

さらに、高齢者など要援護者を地域で支え、安心して暮らすことができるよう

見守り隊の組織づくりを各集落で行い、安心安全なまちづくりを進めていきます。 

介護保険事業については、施策が予防活動へとシフトしていく中、元気な高齢

者、すなわち健康寿命を伸ばすことが求められています。そのため、地域包括支

援センターを中心に介護予防として「元気はつらつ教室」、さらに、閉じこもり

予防、生きがいづくり、健康づくりを兼ねた地域サロンとして「どぅくさ会」を

町内の各集落で開催するなど地域支援事業の推進を積極的に行い、介護予防と自

立支援を図り介護保険事業の適正な運営に努めます。 

また、※地域包括ケアシステムの構築に向けて、有益な情報を利活用しやすい

ように、介護・医療関連情報の「見える化」を推進します。 

 

 

 

 

 

（２）障がい福祉の充実 

本町の身体障害者手帳保持者は 473名（平成 25年３月末現在）、療育手帳保持

者は 71名（平成 25年３月末現在）、精神障害者保健福祉手帳保持者数は 83名（平

成 25年３月末現在）となっています。 

障がい者の増加に伴い、福祉サービスの利用も増えることが見込まれているこ

とから、サービス提供に向けた基盤整備やサービスの質的向上を図っていく必要

があります。 

サービス基盤を着実に進めていく役割を担っている奄美地区自立支援協議会

の充実に努め、障がいのある方への福祉サービスの利用促進を図り、安心した日

常生活ができるように支援します。 

※地域包括ケアシステム（高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地

域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括

的な支援・サービス提供体制のこと） 
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（３）子育て支援・児童福祉の充実 

本町においても、少子化の進展により、子どもの自主性や社会性の育成や子ど

もの健やかな成長への阻害が懸念されています。 

また、核家族化、就労する女性の増加、近年の経済状況の悪化等により、子育

て環境は厳しい状況にあります。従って、医療費等の助成事業やひとり親家庭へ

の就労支援等の経済的支援の充実が求められています。 

さらに、多様化する保育ニーズに対応するため、特別保育の推進や職員研修等

の充実により保育の質の向上に向けた取組が必要であるとともに、地域全体で子

育てを支援していくため、地域における子育て支援サービスの充実や子育て支援

のネットワークづくりなど、地域が一体となった子育て環境づくりの整備が必要

です。 

 

（４）保健、医療の充実 

町民の健康管理への意識は年々高まっているとはいえ、一方では生活習慣病が

増加しており、更に、認知症高齢者の増加など保健、福祉、医療ニーズはいっそ

う高まることが予想されます。 

高齢者が健康で自立した生活が送れるよう、高齢者全員を把握し要支援者の早

期発見と健康管理の強化及び介護予防の充実を推進するとともに、将来の要介護

状態の予防や医療費抑制のため、青壮年期に対する健康づくりや疾病予防対策の

充実を図ります。 

また、国民健康保険については、高額医療費が増加傾向となっていることから

重症化予防の訪問指導を実施すると共に特定健診の受診率向上に努めていきま

す。また、国保財政は、一般会計からの繰り入れにより収支のバランスが保たれ

ていることから健康づくり意識の高揚を図る活動や医療費適正化事業を実施し、

健全な運営になるように努めます。 

 

            

 【健康まつり】 
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３ 快適な生活環境でゆとりあるまちづくり 

快適な生活環境の整備を進めるため、生活に欠かすことの出来ない、安全で安定

した水の供給は必要不可欠です。そのため簡易水道統合事業や導水管の整備を推進

します。 

現代社会が、大量消費型の中でごみ種類の多様化と搬出量も年々増加傾向にあり

ます。リサイクルが可能な資源ごみの「循環型社会」構造へ転換していくため、地

域住民と協力し、徹底したごみの分別と資源ごみの有効活用を図るとともにごみの

減量化に努めます。 

また、合併処理浄化槽による生活排水処理事業を継続的に進め生活雑排水・公共

用水の水質保全を図ります。 

 

（１）秩序ある土地利用の推進 

町土の利用については、土地が現在及び将来における町民の限られた資源であ

り、生活及び生産活動の基盤であることから、公共の福祉、産業振興、生活環境

の確保、自然環境の保全等を十分に配慮しながら、土地資源の効率的な利用を推

進します。 

 

（２）地域環境整備 

若年者を中心に快適なゆとりある生活環境へのニーズが高まる一方、国道・県

道沿線では商業施設の集積化の様相をみせる地域もあるため、用途地域の指定を

行うとともに、公園等の整備を行うなど居住環境の整備を進めます。 

 

（３）道路・交通体系の整備 

生活圏域が拡大する中で、安心して暮らせる快適な環境基盤づくりのため、集

落内における生活道路はもとより、橋梁等のインフラ施設の老朽化対策を積極的

に推進し、町内の交通体系網の充実を進めます。 

 

（４）住宅の整備 

核家族化の進行により、本町における住宅需要が高くなり、公営住宅等の整備

を進めてきたところですが、※Ｕ・Ｉターンの受け入れや若者の定住対策からも、

引き続き自然環境に配慮するなど、質の高い住宅の確保に努め、また既存公営住

宅の予防保全的観点から修繕・維持管理等の推進を図ります。 

 

 

 

 

※Ｕターン（地方で生まれ育った人が、都心で進学や就職した後、ふたたび出身地に戻って生活すること） 

※Ｉターン（都心で生まれ育った人が、地方に移住して生活すること） 
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（５）自然環境、公園・緑地の保全、整備 

自然環境については、平成 25 年１月に政府が世界自然遺産への登録を目指し

「奄美・琉球」をユネスコの世界自然遺産登録に向けた暫定リストに加えること

を決めました。今後、対象地域を決定したうえで保護計画策定を進め、平成 28

年度の世界自然遺産登録を目指しているところであり、これにより観光振興や地

域振興に大きく繋がるものと期待されます。関係機関と連携を図りながら取り組

んでいきます。 

また、奄美固有の植生をもつ豊かな自然や、サンゴ礁に囲まれた海辺等の美し

い自然環境は島の財産であるため、保全及び有効利用を行い、エコツーリズムや
※グリーンツーリズムなど、自然を生かしたまちづくりを推進します。 

また、余暇の拡大によるスポーツやレクリエーション活動のニーズの高まりに

応えるため、町民に親しまれる施設の整備を推進していきます。 

 

 

 

 

 

            

 

 

（６）環境対策、ごみ処理の充実 

地球規模で進行する環境問題に対応するため、※賦存エネルギーの有効活用な

ど、環境の保全と創造に関する施策を総合的及び計画的に推進します。 

また、年々増大するごみの排出については、減量に対する意識の高揚を図ると

ともに、資源ごみのリサイクル運動を積極的に進めます。 

 

 

※グリーンツーリズム（ゆとりある余暇を過ごしたいと願う都市の人々が、ふるさとの安らぎを求めて農山

村などの田舎を訪れ、その自然や文化に触れながら、農林業の体験や地元の人々と

の交流を行うこと） 

※グリーンツーリズム（ゆとりある余暇を過ごしたいと願う都市の人々が、ふるさとの安らぎを求めて農山

村などの田舎を訪れ、その自然や文化に触れながら、農林業の体験や地元の人々と

の交流を行うこと） 

※賦存エネルギー（太陽光・風力などの新エネルギーを地域全体において移用できる総エネルギー） 

【奄美自然観察の森：遊歩道】 
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（７）簡易水道（上水道）・生活排水施設の整備、し尿処理施設の充実 

水道事業ついては、増大する水需要に対応するため、水資源の確保に努めると

ともに、老朽化した施設の改良や統合を進め、安全で安定した水の供給を図りま

す。 

生活雑排水・し尿については、衛生的な環境づくりに向けて、合併処理浄化槽

の整備により適正な処理に努めます。 

 

（８）交通安全・消防・防災体制の充実 

消防防災対策については、風水害等の気象災害や地震、火災の災害から地域住

民の安全を確保するため、「龍郷町地域防災計画」に基づき、「自助・共助・公助」

の考えのもと、町民が主体となり関係機関と一体となって災害に強いまちづくり

に向け取り組みます。 

交通安全対策については、交通安全施設の整備に努め、交通ルールとマナーの

実践を習慣づけるため、関係機関と連携し、交通安全教室等の啓発活動に努めま

す。 

防犯対策については、地域安全週間等における啓発活動を推進すると共に、関

係団体と連携し防犯意識の高揚を図り、犯罪のない安心・安全なまちづくりを推

進します。 

 

            

 

 

【出初式：一斉放水】 
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４ 豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

教育においても、知識基盤社会化やグローバル化、情報化が進み多様な文化の影

響を受けながら社会全体がめまぐるしく変化していく時代に対応するための、様々

な改革が進められています。そのような中、本町でも、「龍郷町教育振興基本計画」

に基づき、子どもたちの「生きる力」の育成及び「立志・好学・親和・礼節」の教

育指針実現を目指して、「地域とともに歩む学校教育・社会教育行政の推進」をスロ

ーガンに掲げ、教育・文化・スポーツ活動等の各種事業を推進します。その推進に

あたっては、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を十分果たしながら一層の協

力と連携を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校教育の充実 

小・中学生のスポーツ及び文化・学習面を支援し、確かな学力、豊かな心、健

やかな体の調和のとれた児童生徒の育成に努めます。 

確かな学力の向上に向けて、学級経営と授業の充実を目指し、教師と児童生徒

が対話し創り上げていく学級づくりや授業づくりのための研修を充実させ、「自

立（律）的学習者」を育てていきます。 

家庭との連携による「家庭学習 60・90運動」の一層の充実を図り、「予習→授

業→復習のサイクル」を実現し、学習習慣の形成に取り組みます。 

道徳教育や体育等を充実させ、豊かな心や健やかな体の育成に取り組みます。 

生徒指導の充実や「生命の尊重」の推進と併せて、安全・安心な学校環境の構

築に努めます。 

持続可能な社会構築に向けて環境教育（ＥＳＤ）を推進します。 

学校体育館等の大規模改造や耐震化事業に取り組みます。 

中学校の修学旅行等を通じて、友好都市である熊本県菊池市との人的交流を推

進します。 

食育を推進するとともに、地産地消体制を整備して安全で高品質な学校給食を

実施します。 

 

 

【龍郷町の教育の理念・目標】 
 

１ 知・徳・体・聖が調和し、洞察力・奮発力を身に付け社会的に自立（律）した人間の育成 

２ 多様性を認め、共に生きる社会の実現 

３ 社会全体で共に学び共に育む教育の推進 

４ 郷土に誇りを持ち、社会の一員として、社会づくりに貢献できる人間の育成 
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（２）家庭教育・青少年教育の充実 

家庭・学校・地域社会が一体となり、子どもの成長段階に応じた人間形成と健

全育成の環境づくりに努めます。 

 

（３）生涯学習の充実 

主体性、創造性を備えた、心身ともに健康で人間性豊かな町民の育成を目指す

活動として、中央公民館を中心とした各種公民館講座等のなお一層の充実を図り

ます。 

また、多様化、高度化、個別化する町民需要にも的確に対応でき、また災害時

の避難場所としての機能も併せ持つとともに、町民に親しまれ、気軽に訪れるこ

とができる複合施設の整備を行い、町民のニーズに対応した生涯学習の更なる充

実に努めます。 

 

（４）文化の振興 

児童生徒が芸術文化に触れる機会を拡充し、これまで培われてきた伝統文化の

若い世代への継承、普及に努めます。 

 

（５）スポーツ・レクリエーション活動の振興 

スポーツ・レクリエーション活動の振興は、町民が今日の長寿社会を心身共に

健康で、幸せに生きる上で極めて重要な役割を果たすものです。今後も関係団体

と一体となって競技力の向上を図ると共にスポーツを通して町民の親睦と健康

増進に努めます。 

 

           

 
【町民体育大会】 
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５ 人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

地方分権社会の推進により、これからのまちづくりは、住民が主体となり計画の

実現をおこなっていくことが必要不可欠です。 

町民一人ひとりの人権が守られ、積極的な地域社会参加をめざすとともに、世代

間、地域間、国内及び国際的な交流・連携を深め、新しい地域文化の創造をめざし、

にぎわいのある地域社会の創造に努めます。 

高度情報化が進展する中で、情報通信技術を積極的に活用し、行政サービス・町

民生活の向上、地域経済の活性化を図ります。 

 

（１）住民参加の推進 

多様化・高度化するサービス・ニーズに対応するため、情報公開を推進すると

ともに、町民と行政が相互に連携したまちづくりに努めます。 

各地域の地域活性化においては、町民と行政のパートナーシップを強め、それ

ぞれが役割と責任を持ってよりよい地域づくりに努めます。 

 

（２）コミュニティ・交流活動の促進 

集会所等の整備や地域リーダーの育成を図りながら、町民の自主性を尊重した

町民参加型のまちづくりをめざし、世代間及び地域集落間の町民相互による「連

帯の輪」づくりを積極的に推進する一方、熊本県菊池市との交流等の国内交流、

さらには国際的な交流を図り、にぎわいある地域社会の実現を行います。 

 

（３）人権尊重と男女共同参画社会の実現 

基本的人権の尊重を社会生活の中で実践できるよう、人権教育や人権擁護活動

の総合的な推進により、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図ります。 

また、性別による役割分担意識の改善により、誰もがその能力を発揮できる男

女共同参画社会づくりの推進を図ります。 

 

（４）情報通信社会の整備 

情報ネットワークを活用し、行政手続きの簡素化及び学校教育、福祉・医療、

防災対策等質的向上に努めます。 

また、行政だけでなく、事業者や住民組織ともに、地域情報化技術等を活用し

た情報発信に取り組み、産業・観光による地域の活性化をめざします。 

 

（５）広域行政の推進 

地方分権にふさわしい体制づくりを進め、主体性を持って、行政サービスの向

上や地域の特性を活かした個性豊かなまちづくりの実現を図ります。 

広域行政を推進して、広域的な視点から行政を効率的に運用するとともに、行

政体制の強化に向けて、新たな広域的対応の推進を図ります。 
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６ 効率的な行財政運営で共に創るまちづくり 

行財政改革は、行政がみずからの意識とシステムを改革・改善するものであり、

職員一人ひとりが問題意識を持ち、改革に積極的に取り組む姿勢が肝要です。また、

町政は町民の幸せを願い福祉の向上に資するものでなくてはならず、町民とともに

築き上げるものとの認識に立ち、町民の意見を反映したものとなるように努めます。 

そのため、「第５次龍郷町総合振興計画」における本項を行財政改革の基本とする

とともに、町民の意向を反映できる場を設定し、着実に大綱の推進を図ります。 

具体的には以下の５つの方向性を持って実現を目指します。 

 

（１）地方新時代への対応 

多様化する町民ニーズや、少子高齢化、高度情報化といった新たな行政課題に

対応した行政サービスを展開できるよう、総合調整機能、政策決定機能の充実を

図ります。 

 

（２）行政サービスの向上と開かれた町政の推進 

行政運営の効率化や行政サービスの向上を図るため、情報通信技術の整備・活

用をより一層推進します。また、町民が利用しやすい行政サービスの向上をめざ

します。 

 

（３）事務事業の見直し 

行政の責任領域を踏まえ、行政が関与する必要性、受益と負担の公平性を十分

に吟味し、緊急性の高いものから優先的に事業実施し、事務事業の合理化を図り

ます。 

また、行政の公正性・透明性を確保する観点から、行政手続き制度の適正な運

用を推進するとともに、各事務事業における手続きの簡素化や処理日数の短縮を

図ります。 

 

（４）定員管理と給与の適正化 

事務事業の見直し、組織・機構の合理化、指定管理者制度の導入、ＯＡ化を積

極的に進めるとともに、新たな行政需要に対しても、原則として職員の配置転換

によって対応するような基本姿勢を確立します。 

また、給与水準や給与制度とその運用の適正化を推進し、常に制度の趣旨に沿

ったものとなるよう随時見直しをします。 

 

（５）効果的な行政運営と職員の資質の向上 

職員総参加による明確な目標設定と、効果的な進行管理の徹底、提案制度の活

用により行政運営の改善に努めます。 

また、職員の資質の向上のため、効果的な研修を計画的に推進します。 
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第３章 基本計画 

１ 地域資源を生かした産業を創造するまちづくり 

（１）農業の振興 

① 現状と課題 

本町は、温暖多雨な気候に恵まれ、亜熱帯作物の生産に適しています。 

しかし、町土における全体の約８割を林野が占めており、耕地面積が狭いた

め経営規模の小規模農家が多い現状です。 

このような条件の中、基幹作物であるさとうきびを中心に、タンカン、マン

ゴー、パッションフルーツ等の果樹、肉用牛の生産が盛んに行われています。 

しかしながら、本町の農業を取り巻く環境は、従事者の高齢化、後継者や担

い手不足、耕作放棄地の増加、イノシシ等鳥獣被害、規制緩和による農産物の

輸入の拡大、配合飼料や化学肥料の高騰等の課題に直面しています。 

農業は、「食料・農業・農村基本法」に基づき、安全な農作物の安定的に供給

するとともに、国土や自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など国

民生活及び経済の安定に寄与できるように、持続的発展が図られなければなり

ません。 

このことから、本町は農業の安定的な発展を促進するために、遊休農地の解

消を図るとともに、認定農業者等の担い手の育成及び確保を図りながら、経営

規模の拡大、経営改善の支援や生産基盤の整備、また農地の利用集積を進め、

亜熱帯の有利性を生かした高生産農業の確立を推進するとともに、他の産業と

連携した取組をして農業を魅力ある産業として育てていく必要があります。 
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【主要農産物の生産推移】 

出典：奄美群島の概況 
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② 施策の体系 

農業の振興 

ア）農業生産基盤の整備 

イ）効率的かつ安定的な担い手の育成・確保 

ウ）生産性の高い亜熱帯農業の推進 

エ）優良農地の確保と効率的利用 

オ）新しい農村社会の創造 

 

③ 基本施策 

ア） 農業生産基盤の整備 

農地の高度利用と優良農用地の確保のため、生産圃場、農道、かんがい用水

施設の整備、農地保全など生産性と生活環境向上の確立に努めます。 

環境保全型農業を推進するとともに機械化農業の確立を図り、農作業等の省

力化に努めます。 

農作業の受委託組織の設立に努めます。 

 

イ） 効率的かつ安定的な担い手の育成・確保 

農業の担い手の中心となる認定農業者の育成・確保に努めます。 

高齢化・後継者不足に対応するため、集落、ＪＡ生産部会、担い手協議会等

での話し合いを通じ、農業生産組織の育成・強化に努めます。 

新規就農者の円滑な就農を図るため、研修制度等の充実強化に努め、意欲を

持って農業経営ができるよう環境づくりに努めます。 

 

 

            

 

 

【渇水時期の散水作業】 



１ 地域資源を生かした産業を創造するまちづくり 

45 

 

ウ） 生産性の高い亜熱帯農業の推進 

高生産性農業の振興を図るとともに、低コスト化・省力化につながる施設整

備、労働作業の軽減対策等を推進します。 

作目の生産振興を図るため、関係機関と連携し、営農指導の充実と生産技術

の高度化を推進します。 

さとうきびの生産性を高めるため、春植え株出しによる収穫面積の拡大、優

良品種の普及、肥培管理の徹底、畜産との複合経営を推進します。 

タンカン、すもも、マンゴー等の栽培技術の高位平準化を図りながら、奄美

ブランドとしての市場性をもつ高品質果実の生産を促進し、農協など関係機関

と連携して奄振事業の輸送コスト支援事業により、系統共販体制の充実・強化

を推進します。 

肉用牛の生産性を高めるため、粗飼料生産基盤の拡大によって貯蔵飼料の増

産を図るとともに、経営技術研修会の開催等による飼養管理技術の向上に努め、

１年１産を目標として畜産経営の確立を推進します。また、優良系統牛の導入

保留対策に努めます。 

関係機関と連携した物産展等に出展して、農産物の宣伝・販売の促進に努め

ます。 

 

エ） 優良農地の確保と効率的利用 

環境にやさしい農業生産の意識を高めながら、有機物の投入、緑肥作物の栽

培を促進し、土づくりを基本とした環境保全型農業の推進を図ります。また、

イノシシ等鳥獣被害対策を推進します。 

農業委員会や農協との連携を図りながら、担い手農家への農地の利用集積を

推進するとともに、遊休農地の解消を図ります。 

農地地図システムを活用し、優良農地の効率的利用を推進します。 

 

オ） 新しい農村社会の創造 

農用地は、単に産業の生産の場としてだけではなく、自然環境の保全や地域

社会の形成など公益的機能をあわせ持つ、重要な役割を担っています。歴史・

景観、コミュニティなど、さまざまな要素を活用して、住みやすく魅力ある農

村社会の創造と活性化に努めます。 

これまで地域には、「結い」の精神が深く残っており、これを活用して住みや

すい農村社会を構築します。 

農作業や農村生活体験のプログラム化による体験型観光を促進し、※グリーン

ツーリズムを推進する体制の構築と人材の育成に努めます。 

 

 
※グリーンツーリズム（Ｐ33 参照） 
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（２）林業の振興 

① 現状と課題 

本町の林野面積は、約 6,700 ヘクタールで、町土の約８割を占めており、そ

のうち町有林は５割となっています。 

本町の森林は、イタジイを主体とする天然広葉樹林、リュウキュウマツ、シ

ャリンバイ等の人工林です。 

しかしながら、リュウキュウマツについては、近年松くい虫による大きな被

害を受けているため、その駆除等の対策が必要です。 

天然広葉樹林については、そのほとんどがパルプ材として利用され、人工林

についても、建設用材など付加価値の高い利用は一部に限られ、主にパルプ用

材として利用されています。 

林業従事者は、長期にわたる木材価格の低迷等による木材需要の伸び悩みに

よる、林業離れや後継者不足が深刻化しています。 

そのような中で森林は、産業として単に経済的機能のみならず、水源の涵養、

防災景観など公益的機能の役割を併せ持ち、町土保全のうえから有用な資源で、

また、近年は、地球温暖化など環境資源として、極めて重要な位置づけがなさ

れており、森林資源の適正な管理と育成に努める必要があります。 

また、天然広葉樹林のイタジイや人工林のリュウキュウマツやシャリンバイ

の新たな用途開発など生産性の高い林業を推進し、林業担い手の育成・確保を

図る必要があります。 

 

② 施策の体系 

林業の振興 

ア）林業生産基盤の整備 

イ）豊かな森林資源の育成・保護 

ウ）奄美産材の商品開発の推進 

 

③ 基本施策 

ア） 林業生産基盤の整備 

自然環境に配慮した林業整備など生産基盤の整備に努めます。 

森林・地域資源を生かした特用林産物の振興に努めます。 

あまみ大島森林組合の育成・強化に努めます。 
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イ） 豊かな森林資源の育成・保護 

森林整備計画に基づき、計画的な造林、保育、間伐など森林資源の育成・保

護に努めます。 

町有林、保安林の保護・保全に努め、水源の涵養、地球温暖化防止、木材生

産など森林のもつ多面的機能の持続的発揮に努めます。 

近年拡大している松くい虫被害については、駆除と防除等に努めます。 

 

ウ） 奄美産材の商品開発の推進 

奄美群島の全市町村や森林組合・木工業者など関係機関と連携し、奄美産材

を活用した商品の開発や公共建築物などへの利用の促進など地場産材の活用に

努めます。 

 

（３）水産業の振興 

① 現状と課題 

本町は、周辺を東シナ海と太平洋の広大な海域に囲まれ、天然礁による多く

の好漁場に恵まれています。入り江の深い静穏な龍郷湾では、くるまえび、モ

ズクの養殖が行なわれています。また、イシガキダイ、スジアラ、フエフキダ

イなど優良魚種、シラシゲウニの稚魚の放流や藻場の造成など水産業の振興に

努めてきました。 

しかしながら、多くの好漁場に恵まれているにもかかわらず、近年は、漁業

資源の減少、魚価の低迷、漁業就業者の高齢化、担い手不足など、また、燃油

の高騰等によって水産業を取り巻く環境は、ますます厳しさを増しつつありま

す。 

このような現状の中、漁業技術の向上や漁業経営の安定化と活性化を図る必

要があります。サンゴ礁の保全、漁場の安定、漁業生産基盤の整備、つくり育

てる漁業を積極的に推進するとともに、奄美漁業協同組合の育成・強化や担い

手の育成に努め、地域資源を生かし、他の産業と連携した取組をして、水産業

を魅力ある産業として育てていく必要があります。 
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【漁獲量の推移】 

出典：奄美群島の概況 
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② 施策の体系 

水産業の振興 

ア）漁業生産基盤の整備 

イ）つくり育てる漁業の振興 

ウ）漁場の環境保全 

エ）漁業を活用した体験型観光の促進 

 

③ 基本施策 

ア） 漁業生産基盤の整備 

漁業従事者が安全で快適に働くことのできる環境を整えるため、漁港施設等

の整備に努めます。 

漁業生産の安定と経営安定の向上を図るため、漁業の省力化に努め、漁礁等

の生産基盤の整備に努めます。 

 

イ） つくり育てる漁業の振興 

シラヒゲウニやトコブシなど優良種苗の放流を断続的に行い、栽培漁場を推

進します。 

地域の特性を生かした漁業を推進し、担い手の確保や育成に努めます。 

 

ウ） 漁場の環境保全 

奄美漁業協同組合など関係機関と連携し、赤土流出等の海洋汚染防止対策を

強化するとともに、藻場造成やサンゴ礁保全強化など漁場の環境保護・保全に

努めます。 

漁業集落の創意工夫を活かした漁場の生産向上活動の展開を支援して、離島

漁業の振興に努めます。 

 

エ） 漁業を活用した体験型観光の促進 

漁業体験やサンゴ礁を活用した体験型観光を促進し、※ブルーツーリズムを推

進する体制の構築と人材の育成に努めます。 

 

 

 

 

※ブルーツーリズム（ゆとりある余暇を過ごしたいと願う都市の人々が、ふるさとの安らぎを求めて漁村な

どの田舎を訪れ、その自然や文化に触れながら、漁業の体験や地元の人々との交流を

行うこと） 
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（４）亜熱帯の特色ある産業の振興 

① 現状と課題 

本町は、地場産品や未利用資源を活用した産業振興の拠点施設として「島育

ち産業館」を活用して、特産品の試験・研究、商品化・製造等を行っています。 

これまで、商品としてパッションフルーツ、パパイヤ、さとうきび、ソテツ

の実及びタンカンなど農水産物を原料とした加工特産物が商品化され、町おこ

しの一役を担っています。 

しかしながら、加工特産物のコスト高、加工技術、流通体制など多くの課題

があり、これらの改善策が急務といえます。 

今後は、既存農林産物や加工特産品の付加価値を高めるとともに、新たな特

産品の開発・商品化を図り、宣伝・情報発信の展開、流通や販売体制等の構築

に努めていきます。また、関係機関と連携した地産地消の推進や、物産展等に

加工特産物を出展して宣伝・販売の促進に努めます。 

 

 

           

 

 

 

② 施策の体系 

亜熱帯の特色ある産業の振興 

ア）農林水産物加工施設の整備 

イ）原料の安定供給 

ウ）未利用資源の利用と特産品化 

エ）流通体制の整備 

 

【島育ち産業館】 
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③ 基本施策 

ア） 農林水産物加工施設の整備 

島育ち産業館の加工施設の充実を図りながら、新たな特産品の開発を進め、

町内外へ情報発信する環境の整備に努めます。 

 

イ） 原料の安定供給 

さとうきび、タンカン、パッションフルーツなど加工品の原料となる作目の

生産を振興し、原料の安定供給に努めます。 

 

ウ） 未利用資源の利用と特産品化 

島育ち産業館を拠点に、未利用資源を活用した特産品の研究開発に努めます。

また、既存加工特産品の加工技術の向上を図ります。 

食品に限らず、大島紬など伝統工芸を用いた新たな商品開発に努めます。 

 

エ） 流通体制の整備 

ＩＣＴを活用した特産品の情報を発信し、販路の拡大に努めます。 

関係機関と連携した物産展等に特産品を出展して、地場産品の宣伝・販売の

促進など本町の魅力を発信して、販路の拡大に努めます。 

 

 

            

 

 

【島育ち産業館：展示販売コーナー】 
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（５）商工業及び特産品の振興 

① 現状と課題 

本町の商店は小規模零細事業主が大半を占めています。近年、近隣市町村か

ら内場地区に商工業者の進出など地域の活性化につながっていますが、交通網

の整備による消費者の動向や大型量販店の出店など従来の地場商店を取り巻く

環境は一層厳しくなり、各集落における商業機能は著しく低下しています。商

業者、商工会など関係機関と連携を図りながら、まちづくり全体の中で地域商

業の活性化を進めていくことが必要です。 

一方、本町の大島紬を中心とする繊維産業は、全国的な消費者の着物離れに

より生産反数も年々減少しています。特に、本町が発祥地である「秋名バラ」、

「龍郷柄」の継承など問題が山積みしているとともに、大島紬離職者の雇用の

場の確保が課題となっています。大島紬は、文化的にも極めて貴重な奄美の伝

統工芸品で本町の基幹産業でもあり、関係機関と連携して大島紬の再生に努め

ます。 

また、健康ブームや焼酎人気により、黒糖焼酎、黒糖製品も製造出荷額は安

定しており、さらに地場産業としての活性化を図る必要があります。 
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② 施策の体系 

商工業及び特産品の振興 

ア）魅力ある商業環境の形成 

イ）経営者への支援及び指導の充実 

ウ）伝統工芸産業の振興 

エ）地域特産品の販路拡大の促進 

 

【大島紬生産量の推移】 

出典：奄美群島の概況 
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③ 基本施策 

ア） 魅力ある商業環境の形成 

消費者等が憩い、交流できる賑わいのある商業空間の創出に努めます。 

消費者等が交流を通じ、身近で快適に便利に買い物ができるよう地域の特性

を生かした商業地の魅力づくりを支援します。 

商工会など関係機関と連携して、プレミアム商品券を販売し、町内での消費

拡大に努めます。 

 

イ） 経営者への支援及び指導の充実 

商工会の育成と強化を図り、購買力の向上や収益率を高める組織活動の充実

に努めます。 

商工会など関係機関と連携し、経営体制についての各種研究会、経営講座の

開設、経営診断など開催し、商工業主及び後継者の育成に努めます。 

 

ウ） 伝統工芸・製造産業の振興 

商工会など関係機関と連携を図りながら、伝統産業の担い手である後継者の

養成に努めます。 

本場奄美大島紬協同組合など関係機関が開催する研修会や講習会を支援し、

消費者ニーズにマッチした新商品の開発、品質向上を図るとともに、人材育成

を推進します。 

 

エ） 地域特産品の販路拡大の促進 

関係機関と広域的に連携した物産展や姉妹都市である熊本県菊池市で行う物

産展に伝統工芸品や特産品を出展して、宣伝・販売の促進など本町の魅力を発

信して、販路の拡大に努めます。 

関係機関の協力をいただきながら、伝統工芸品の着用等を推進し、宣伝に努

めます。 

 

             

 【龍郷柄】 
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（６）観光の振興 

① 現状と課題 

観光は、地域への活力を与えるとともに、地域経済の広範な波及効果をもた

らす総合産業としての役割を担っていることから、魅力ある観光の振興を図る

必要があります。国民は、余暇時間の増大やライフスタイルの変化により、観

光レクリエーションに対するニーズが多様化し、体験型観光・レクリエーショ

ン志向など、質的にも充実した活動が求められるようになりました。 

本町は、豊かな自然環境、多くの名所・旧跡、奄美独自の風土・文化など多

くの観光資源に恵まれていますが、宿泊施設の不足や観光関連施設設備の遅れ

など、観光受け入れ体制が十分とは言えず、通過型の観光に甘んじている現状

です。 

自然との触れ合い健康志向等のニーズに対応するため、既存の観光資源の掘

り起こしや有効活用を図るとともに、他の産業と連動した広域的な取組や新た

な観光スポットの創出を図ることや奄美自然登録により見込まれる観光利用の

増加に対応する事が課題となっています。 
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② 施策の体系 

観光の振興 

ア）個性豊かな観光地づくり 

イ）観光客の受け入れ体制の充実 

ウ）観光産業の推進 

 

【奄美大島入込観光客の推移】 

出典：奄美群島の概況 
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③ 基本施策 

ア） 個性豊かな観光地づくり 

豊かな自然、歴史、文化や史跡・旧跡の保全を図るとともに、亜熱帯性の動

植物など観光資源として積極的に活用を図ります。 

奄美の島唄、八月踊りなど伝統文化を生かした独自の観光の創造に努めます。 

主要幹線道路沿線、観光施設、主要公共施設への亜熱帯花木の植栽を進め、

亜熱帯の観光イメージにマッチした景観づくりに努めます。 

奄美・琉球世界自然遺産登録を視野に、「奄美自然観察の森」の施設整備と環

境保全に努めます。 

 

イ） 観光客の受け入れ体制の充実 

観光案内標識、公衆トイレ、駐車場など観光基盤の整備を進めるとともに、

島育ち産業館を活用した特産品の販売体制を強化します。 

広域的に観光ボランティアガイドやエコツアーガイドの養成をして、地域全

体で観光客の受け入れ体制を整備します。 

また、各市町村・各産業界と連携し奄美大島全体で観光受け入れ体制を推進

します。 

 

ウ） 観光事業の推進 

ふるさと祭りなど各種イベントを開催するとともに、秋名アラセツ行事や種

おろし等の観光情報を様々なメディアを通して積極的に提供し、観光客の誘致

に努めます。 

姉妹都市との交流と連携による物産展、観光展の開催など地域間交流の展開

を図ります。 

海洋性レクリエーションや奄美自然観察の森を拠点に、希少動植物など自然

とのふれあいを推進する体験型観光を推進します。 

 

            

 【ふるさと祭り】 
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（７）労働環境の整備 

① 現状と課題 

産業構造の変化をはじめとして、若者の減少及び島外流出、女性の社会進出、

さらには企業の内部再構築など、雇用を取り巻く環境は大きく変化しています。 

本町では、雇用機会の拡大に向け、町工場など立地促進条例や町過疎地域産

業開発促進条例を定め、企業の進出しやすい環境整備を図ってきました。 

その結果、本土からの進出企業もあり、また国道沿線には整備工場をはじめ

とした、数社の企業が進出しています。 

しかしながら、近年の燃油価格の高騰や物価の上昇など、離島のハンデを抱

えており、本土企業進出による就業の場の拡大については、依然として厳しい

状況にあります。 

今後、雇用を取り巻く環境は、さらに厳しくなることが予想されます。しか

し、高齢者や障がい者、女性、中高年者等を含め、多様な町民の雇用が望まれ

ることから、勤労者が安心し意欲を持って働きゆとりある生活を営めるよう雇

用の安定に努めるとともに、就業条件の向上など、勤労者福祉の充実を図る必

要があります。 

さらに、本土との交流による情報交換を活発化し、進出企業の動向の把握に

努め、新たな雇用の創設を図る必要があります。 

 

② 施策の体系 

労働環境の整備 

ア）雇用の促進、就業者への支援 

イ）企業誘致の推進 

ウ）職業能力開発等の促進 

 

③ 基本施策 

ア） 雇用の促進、就業者への支援 

高齢者や障がい者、女性、中高年者等を含めた全ての労働者の雇用を促進す

るため、県・関係機関と連携を図り、職業相談や情報提供、啓発活動に努めま

す。 

健康で安全に就労できる職場環境の維持向上に向けて、勤労者や雇用主を対

象に講習会等を開催し、労働安全衛生についての知識の普及や啓発を図ります。 

勤労者が、豊かでゆとりある生活を送ることができるよう勤労者福祉の充実

に努めます。 

関係機関と連携して、雇用における情報収集・提供の充実を図ります。 
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イ） 企業誘致の推進 

Ｕ・Ｉ・Ｊターン者の就労ニーズに努め、若者雇用型企業の誘致を推進しま

す。 

雇用機会の拡大に向けて、企業誘致を促進するとともに、地場産業に対して

雇用の拡大等を促します。 

 

 

 

 

 

ウ） 職業能力開発等の促進 

必要な知識や技術を備えた人材を育成するため、各種の職業能力開発の促進

を図ります。 

 

※Ｕターン（P32 参照） 

※Ｉターン（P32 参照） 

※J ターン（地方で生まれ、都心で生活していた人が、生まれ故郷ではない別の地方に移住して生活すること） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本計画 

 ２ 健やかで安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり 

 （１） 高齢者福祉・介護保険事業の充実 

 （２） 障がい福祉の充実 

 （３） 子育て支援・児童福祉の充実 

 （４） 保健・医療の充実 

【どぅくさ会】 
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２ 健やかで安心して暮らせる健康・福祉のまちづくり 

（１）高齢者福祉・介護保険事業の充実 

① 現状と課題 

本町における高齢者の割合は、全体人口の 29.0パーセント（平成 25年 10月

１日時点）と国・県を大きく上回り、高齢化が進んでいます。 

高齢者の不安要因である介護を、国民の共同と連携の理念に基づき、社会保

険方式により社会全体で支える新たな仕組みとして「介護保険法」が成立し、

平成 12年度から施行されましたが、高齢化の進展により介護サービスの需要は、

年々増え続けている状況です。 

したがって、介護保険の適正な運営はもとより、高齢者が住み慣れた地域に

おいて、健康で生きがいあふれる自立した生活を送れるよう健康づくりと自立

支援を推進するとともに、長年にわたる経験や知識を生かして社会活動に積極

的に参加できる地域環境の整備が必要といえます。 

また、高齢期を豊かなものとするため、就労機会の確保や多様な学習意欲に

対応できる生涯学習体制の整備が求められています。さらに、家族や隣人とい

つまでも暮らしていけるようサービス調整や相談機能の充実を図り、迅速かつ

的確にサービス提供できる地域ケア体制づくりに努めます。 

 

 

           

 

 

② 施策の体系 

高齢者福祉・介護保険事業の充実 

ア）介護保険制度の円滑な運営 

イ）高齢者の生きがい対策と社会参加の促進 

ウ）介護予防・生活支援サービスの充実 

エ）高齢者を見守る地域環境の充実 

オ）介護・医療関連情報の「見える化」の推進 

【どぅくさ会】 
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③ 基本施策 

ア） 介護保険制度の円滑な運営 

介護保険制度の円滑な運営を図るため、介護保険適正化事業を継続的に実施

し、具体的取組と内容の充実を図ります。 

住み慣れた家庭や地域で、可能な限り生活が継続できるよう、在宅サービス

の基盤整備及び質的向上に努めるとともに、必要に応じ介護施設の整備も検討

していきます。 

介護保険制度の普及を図るため、相談窓口体制の更なる充実に努めます。 

 

イ） 高齢者の生きがい対策と社会参加の促進 

高齢者の積極的な社会参加を推進するため、老人クラブ活動の充実を図ると

ともに、高齢者の自主的な活動を支援します。 

高齢者の生きがいを推進するため、趣味と教養を高める講座、消費生活や交

通安全に関する講座等の学習機会の提供に努めます。 

高齢者の心身の健康保持・増進を図るため、高齢者に適したスポーツ・レク

リエーションの普及振興及び施設整備を検討します。 

 

ウ） 介護予防・生活支援サービスの充実 

在宅で自立した生活が送れるよう支援するため、高齢者の実態把握を行い、

支援を必要とする高齢者の早期発見や定期訪問、介護予防事業及び給食サービ

ス等の各種事業の継続を行うとともに、内容の充実を図ります。 

高齢者の交流や心身の健康の保持・増進を図るため、町内各地区で介護予防

教室「どぅくさ会」を実施し、身近な場所での介護予防の充実に努めます。 

 

エ） 高齢者を見守る地域環境の充実 

住み慣れた地域で、家族や隣人といつまでも暮らしていけるようサービス調

整や相談機能の充実を図り、高齢者虐待防止に向けた体制整備の推進と対応の

あり方を検討し、迅速かつ的確にサービス提供できる地域ケア体制づくりに努

めます。 

高齢者等すべての人が安心・安全に生活し、社会参加ができるよう移動しや

すい交通機関やハード・ソフト面におけるバリアフリー環境の整備に努めます。 

民生委員、行政、地域包括支援センター等の一層の連携を強化するとともに、

町内全体におけるネットワークの形成を目指し、安全で安心できるまちづくり

の推進を図ります。 

 

オ） 介護・医療関連情報の「見える化」の推進 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、有益な情報を利活用しやすいように、

介護・医療関連情報の「見える化」を推進します。 
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（２）障がい福祉の充実 

① 現状と課題 

平成 25年３月末現在、本町の身体障害者手帳保持者は 473名、療育手帳保持

者は 71 名、精神障害者保健福祉手帳保持者は 83 名で、ここ数年においては、

知的障害者手帳の交付数はほぼ横ばいの状況にあるものの、身体障害者手帳・

精神障害保健福祉手帳の交付は増加の傾向にあります。 

障がい福祉に関する制度は、平成 15年に従来の措置制度から、本人の選択に

よるサービス利用を基本とする※支援費制度へ移行し、障がい者のあり方が大き

く変わりましたが、サービス提供体制の不備や費用負担の増大等の課題を残し

ました。平成 18年 10月から「障害者自立支援法」が施行され、障がい者別（身

体・知的・精神）によらない共通のサービス体系へと一元化が図られました。

同時に障がい福祉サービスに対する負担は、※応能負担を原則とすることが法律

上も明確にされました。また、平成 25年４月から「障害者総合支援法」が施行

され、障がい者の範囲の見直しやサービスの充実強化等が実施されました。 

障がい者が地域社会で安心して暮らしていくために、関係機関との連携を強

化しながら相談や情報提供体制を充実し、必要なサービスが的確に提供できる

ような援助が求められています。また、在宅福祉サービスについては、障がい

者のニーズが障がいの種類・程度やそれぞれおかれた環境等によって異なるこ

とを踏まえ、きめ細やかなサービスの充実が必要になっています。 

障がい者の中には、就労に強い希望を持っている方も多く、その自立を促進

するために、関係機関と連携した障がい者雇用の促進や※福祉的就労の充実が必

要です。また、※ノーマライゼーションの実施にむけて、障がいと障がい者に対

する正しい理解と認識を深めることも必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 施策の体系 

障がい福祉の充実 

ア）福祉サービスの充実と意識の啓発 

イ）障がい者の自立と社会参加の促進 

ウ）障がいのある幼児・児童・生徒に対する教育の充実 

※支援費制度（障がい者がサービスを選択し、サービスの利用者とサービスを提供する事業者とが対等の

関係に立って、契約に基づきサービスを利用する制度） 

※応能負担（サービスを受けた人の支払い能力に応じて、そのサービスの費用を負担すること） 

※福祉的就労（一般企業への就職が困難な障がい者が、各種就労支援施設等を利用することによって、労

働能力や労働意欲の形成等を目指して取り組む就労形態） 

※ノーマライゼーション（高齢者や障がい者などハンディキャップを持っていても、普通の生活を営むこ

とができ、かつ差別されない社会を作るという福祉や教育のあり方） 
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③ 基本施策 

ア） 福祉サービスの充実と意識の啓発 

障がい者一人ひとりの状況と福祉ニーズを的確に把握しながら、適切な障害

認定区分の判定に努めるとともに、障がい者が家庭や地域において安心して生

活ができるようホームヘルプサービス、短期入所など障がい者の多様なニーズ

に応じたサービスの確保に努めます。 

障がい者の自立した生活に必要な訓練と就労の場の提供を行うため各種障が

い者施設との連携強化を図りながら、就労移行・継続のための訓練等給付サー

ビスの充実に努めます。 

日常生活用具等の給付、相談支援事業の充実など利用者の立場に立った地域

生活支援事業の充実を図ります。 

広報誌等の積極的活用、学校教育における福祉教育の推進、町民のボランテ

ィア活動への参加促進など町民一人ひとりが障がいや障がい者に対する正しい

理解と認識を深められるよう、あらゆる機会を通じて障がい者福祉に関する意

識の啓発に努めます。 

 

イ） 障がい者の自立と社会参加の促進 

障がい者の社会的・経済的自立を支援するため、国立・県営鹿児島障害者職

業能力開発校など、関係機関と連携を図り、職業能力向上に努めます。 

障がい者雇用促進についてハローワーク等の関係機関と連携しながら事業者

の理解と協力を求め、障がい者の就業機会の拡大に努めます。また、各種障が

い者福祉施設と連携しながら福祉的就労の場の確保に努めます。 

障がい者の社会参加促進と生活を豊かにするため、障がい者スポーツ・レク

リエーション及び文化活動の積極的な振興に努めます。 

 

ウ） 障がいのある幼児・児童・生徒に対する教育の充実 

障がいのある幼児・児童・生徒が、障がいのない幼児・児童・生徒や地域社

会と交流する学習機会等の拡充に努め、理解と啓発を深めながら両者が共に育

つ、地域に開かれ支えられた障がい児教育の充実に努めます。 

また、障がいのある児童・生徒の教育における教職員の役割の重要性を考慮

し、教育形態に応じた専門的研修の一層の推進に努め、使命感・職責感の高揚

や指導力の向上等を図ります。 
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（３）子育て支援・児童福祉の充実 

① 現状と課題 

本町には、平成 26年３月末現在、町立保育所５施設、民間保育所１施設の６

施設が設置され、児童の健全育成に努めるとともに、乳児保育や延長保育等に

も段階的に取り組んでいますが、へき地保育所では少子化の影響による入所児

童数の減少により定員に満たない施設も見られます。 

少子化問題は、子ども同士のふれあいの機会が少なくなるとともに、社会全

体にもさまざまな影響が懸念されています。 

今後は、女性の社会進出、就業形態の変化等により多様化する保育ニーズや

児童数の推移等を見据えながら、きめの細かい保育サービスの体制づくりを進

める必要があります。 

また、保育内容の充実はもちろんのこと、保育所の統廃合を含めた施設の整

備、職員研修の充実を図り、地域に密着した児童福祉を推進していく必要があ

ります。 

 

② 施策の体系 

児童福祉の充実 

ア）子育て支援の充実 

イ）健全育成のための環境整備及び支援 

ウ）保育サービス及び施設福祉の充実 

エ）母子・寡婦・父子福祉の充実 
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【保育所における入所人数推移】 

出典：町民税務課 
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③ 基本施策 

ア） 子育て支援の充実 

子ども・子育て支援法に基づき、龍郷町子ども・子育て支援事業計画を策定

するとともに、計画の実践に努めます。 

子育てに対する不安の解消のため、相談体制の充実を図るとともに、地域子

育て支援センターに付随する各種サービスの整備充実、※学童保育の推進を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

イ） 健全育成のための環境整備及び支援 

民生・児童委員や関係行政機関の連携をより深め、社会的擁護を要する児童

等への相談・支援体制の充実を図ります。 

ひとり親家庭等の生活の安定を図るため、児童扶養手当や医療費の支給等の

経済的支援や介護人の派遣等の人的支援を充実します。 

 

ウ） 保育サービス及び福祉施設の充実 

今後予想される保育所児童数の減少に対応するため、保育所の統廃合を検討

し適正な保育所運営に努めます。 

老朽化した町立保育所の建替えや改修を計画的に進めます。 

地域バランス等を考慮して、今後学童保育室の整備を進めます。 

 

エ） 母子・寡婦・父子福祉の充実 

母子・寡婦・父子家庭の経済的自立と生活安定を促進するため、各種資金の

貸付の改善を図ります。 

融資制度の効率的活用を推進するとともに、母子・寡婦福祉社会の育成強化

に努めます。 

民生委員や児童委員との連携を図りながら、母子・寡婦・父子家庭における

学校、就労や育児などの不安に関する相談・指導等の支援体制の充実を図りま

す。 

母子・寡婦・父子家庭が交流できる機会の提供に努め、相互が情報交換でき

るコミュニケーションの形成を図ります。 

 

※学童保育（共働き家庭など留守家庭のおおむね 10 歳未満の児童に対して、放課後に適切な遊びや生活の

場を与えて、その健全育成を図る保育） 
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（４）保健・医療の充実 

① 現状と課題 

町民の健康管理への意識の高まりと併せて、健康活動の充実、医学・医療技

術の高度化、食生活の改善活動等により町民の健康に対する意識は着実に向上

しつつあります。 

本町においても、健康づくりは豊かな町民生活を営むうえで極めて重要な要

素であるとの認識のもとに、予防衛生や健康増進の充実にむけて努めてきまし

た。 

しかし、一方では食生活の欧米化や運動不足やストレスの増大等により、が

んをはじめとする高血圧症や糖尿病など生活習慣病が増える傾向にあります。 

このため、今後も引き続き町民の健康づくり運動を展開していくとともに、

各種保健、衛生事業の充実や生活習慣病予防対策など、町民の※ライフステージ

に応じた健康増進対策を強化していく必要があります。 

本町の医療体制については、民間診療所が５箇所（うち２箇所が歯科診療所）

開設され、町民の健康保持に必要な医療体制の確保及び水準の向上が図られて

います。 

なお、本町における国民健康保険事業は、高齢化の進展等による医療費の増

加が激しく、その運営がきわめて厳しい状況にあるため、青壮年期に対する健

康づくりや疾病予防対策の充実を図り、医療費抑制につなげる必要があります。 

 
※ライフステージ（乳幼児期、少年期、青年期、壮年期など人間の一生をいくつかに分けて考えた段階） 

【母子・寡婦・父子世帯数の推移】 

出典：町民税務課 
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② 施策の体系 

保健、医療の充実 

ア）健康づくりの啓発・指導 

イ）予防衛生の充実 

ウ）健康づくり推進体制の整備 

エ）地域医療体制の整備 

オ）国民健康保険制度の安定的運営 

 

③ 基本施策 

ア） 健康づくりの啓発・指導 

町民の一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という自覚をもって健康づ

くりに取り組めるよう、健康の保持増進について知識の普及・啓発活動を強化

するとともに、各種検診の受診促進、相談・指導の充実を図ります。 

在宅の要介護・要援護老人等に対して福祉・医療との連携を図りながら、保

健師訪問指導を強化し、健康管理や寝たきり予防に努めます。 

 

イ） 予防衛生の充実 

妊婦や乳幼児の健康保持増進を図るため、健康診査や家庭訪問・育児支援教

室など母子保健事業の充実に努め、また心身障がい児に対する療育活動につい

ても充実を図ります。 

青壮年期からの健康の保持増進を図るため、健康教育やがん検診・歯周疾患

検診など健康増進事業の充実に努めます。 

乳幼児、学童の疾病予防のため予防接種を推進するとともに、保護者に対す

る予防接種の意義等の周知や安全対策を強化し、接種率の向上に努めます。 

精神障がい者の社会復帰を促進するため、相談や訪問指導、デイケアなど精

神保健事業の充実に努めます。 

 

ウ） 健康づくり推進体制の整備 

健康診査、保健指導、体力増進等すべての町民の自主的な健康づくりの場と

して「保健福祉センター」の有効活用を促進します。 

保健師、看護師・栄養士等の保健・医療マンパワーを確保し、健康づくり推

進体制の整備に努めます。 

コンピューターにより町民の各種検診データ等を管理し、保健・医療・福祉

が一体となった効率的な健康管理システムの運用を行います。 
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エ） 地域医療体制の整備 

本町内の医療機関と近隣医療機関との連携強化を図り、広域的な観点に立ち

地域医療の充実に努めます。 

地域医療の中核となる総合的な医療機関として、県立大島病院の施設・設備

の更新や高度医療機器の整備など、地域医療水準の向上を国・県に要請します。 

夜間、休日、災害時を問わず緊急医療が受けられるよう、関係機関との連携

を密にしながら緊急医療体制の充実に努めます。 

 

オ） 国民健康保険制度の安定的運営 

国民健康保険制度の安定的運営のため、相互扶助精神の高揚と健康保険制度

についての啓発に努めます。 

医療費の適正化対策を推進するとともに、被保険者の健康管理意識の高揚、

保健事業の充実に努めます。 

保険税の適正賦課と収納率の向上に努めます。 

被保険者の健康管理推進のために、若年層からの疾病予防に努めます。 

40歳から 74歳の被保険者に対して特定健診・特定保健指導を実施し、生活習

慣病の前段階であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防・改

善に努めます。 

 

 

           

 【健康まつり】 
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 基本計画 

 ３ 快適な生活環境でゆとりあるまちづくり 

 （１） 秩序ある土地利用の推進 

 （２） 地域環境整備 

 （３） 道路・交通体系の整備 

 （４） 住宅の整備 

 （５） 自然環境、公園。緑地の保全、整備 

 （６） 環境対策・ごみ処理の充実 

 （７） 簡易水道（上水道）・生活排水施設の整備、し尿処理施設の充実 

 （８） 交通安全・消防・防災体制の充実 

【大島地区消防組合龍郷消防分署】 
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３ 快適な生活環境でゆとりあるまちづくり 

（１）秩序ある土地利用の推進 

① 現状と課題 

本町は、大島本当の北部に位置し、総面積 82.06 平方キロメートルのうち山

林原野 88パーセント、田畑 9パーセント、宅地 2パーセント、雑種地 1パーセ

ントとそのほとんどが山地性の森林に占められています。 

平地の活用を地域的に見ると国道 58号線沿いの赤尾木地区・浦地区・大勝地

区・中勝地区・戸口地区と、埋立地域の瀬留地区は住宅用地・工場用地・商業

地として活用され、東シナ海に面した山間の地区では、小規模な土地が海辺や

山峡に点在し、農地として活用されています。 

昭和 60 年の本茶バイパス開通後は、宅地が周辺農地を侵食しはじめたため、

都市計画区域の指定を行ない、無秩序なまちなみ形成の防止を図るとともに、

中山間地域総合整備事業を導入し、荒廃農地や遊休農地の有効利用に努めてき

ました。 

しかしながら、交通・産業基盤の整備が進むにつれ、住宅・施設建設等が進

み、各種土地利用の混在、各種施設の無秩序な立地が行われつつあります。 

今後は、安心で快適かつ利便性ある地域環境づくりをめざした計画的な土地

利用を図っていく必要があります。 

また、亜熱帯性・海洋性の優れた自然を有する海浜地域、山林地域での無秩

序な開発も一部行われており、自然環境の保全とともに調和のとれた適正な土

地利用の推進も求められています。 

なお、土地の基本的な情報整備を行なう地籍調査の早期事業完了を図り、土

地に関する諸施策の円滑な展開に役立てるとともに、土地の実態把握や管理の

強化に努め、総合的な方針のもと、有効な活用を進めていく必要があります。 

 

 

          

田 1.9% その他 1.3%

山林 75.0%

原野 13.0%
畑 6.9%

宅地 1.8%

6,153ha

1,071ha
570ha

156ha

151ha
106ha

龍郷町総面積：8,207ha
 

 

【地目別土地面積】 

出典：町民税務課 平成 24年 1月 1日現在 
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② 施策の体系 

秩序ある土地利用の推進 

ア）土地利用の基本方針 

イ）土地の現況の把握 

ウ）土地利用の規制・誘導 

エ）総合的・計画的土地利用の推進 

オ）景観形成への取組 

 

③ 基本施策 

ア） 土地利用の基本方針 

（農地用） 

農業振興地域のうち農用地区域及び農用地として利用されている区域につい

は、土地改良による農業生産基盤の整備を進めるとともに、長期的な農地保全

に努めます。 

農地と宅地が混在する地域の農地については、農地保全に基づき、十分な配

慮のもと用途転換を検討します。 

収益性の高い農業への転換を図ることにより農業経営の安定化をめざし、山

間部の生産性の高い農用地、遊休農地等の計画的な有効利用に努めます。 

（森林・緑地） 

町全体における憩いと安らぎの空間として、良好な生活環境の形成に資する

緑地については保全に努めます。 

生産性の高い優良な森林の確保はもとより、多目的効用の源泉としての観点

から森林の確保・保全に努めます。 

森林の開発行為においては、環境への影響及び町土の保全、災害防止に十分

配慮し乱開発の防止に努めます。 

（住宅地） 

人口及び世帯数の増加、まちの進展や生活様式の変化等に伴う住宅需要に対

応するため、潤いのある居住環境の整備を推進するとともに、未利用宅地の有

効利用と必要な住宅用地の確保を図ります。 

新規住宅地開発については、スプロール的開発や無秩序なミニ開発を抑制し

て、農林水産業や自然環境との調和を図りながら、交通施設等の基盤施設、公

園・緑地等の環境整備に十分配慮しつつ適正配置に努めます。 

（工場用地） 

環境の保全等に配慮し、地域資源活用型企業の誘致を促進しつつ、必要な工

業用地の確保に努めます。 

 

 

 

※スプロール的開発（小規模な開発などによりまち並みが無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩序なま

ちが形成されてしまう減少） 
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イ） 土地の現況の把握 

土地の境界紛争の予防、各種土地利用計画の策定、土地に関する諸施策の円

滑かつ効果的な展開を図るため、継続して地籍調査事業を推進します。 

地籍調査事業に対する財政支援の拡充を国・県に要請します。 

 

ウ） 土地利用の規制・誘導 

快適でゆとりある生活環境を形成するため、用途地域指定の検討をおこなう

とともに、よりよい居住環境の整備に努めます。 

必要に応じ都市計画区域の見直し及び農業振興地域の見直しを検討し、適切

な土地利用の規制・誘導に努めます。 

 

エ） 総合的・計画的土地利用の推進 

土地利用に関する基本指針となる土地利用計画を必要に応じ見直しを行なう

とともに、土地利用に関わる各分野計画の見直しなど、総合的、計画的な土地

利用を推進します。 

公共用地の未利用地や公共施設の跡地について、環境に配慮しながら有効活

用を図り、公共用地の先行取得に努めます。 

 

オ） 景観形成への取組 

世界自然遺産登録を視野に入れ、良好な景観の形成を図るため、良好な景観

の形成に関する理念の責務を定めるとともに、景観計画の策定を検討します。 

 

（２）地域環境整備 

① 現状と課題 

国道沿線においては、大型量販店や事業所の進出により、集合住宅の整備が

進み活気を呈していますが、商店街としての形成はみられず、個人商店と住宅

とが混在している状況であるとともに、駐車場が整備されておらず安全面に不

安を抱えています。 

また、居住宅については、緊急車輌の進入が困難な場所もうかがえ、環境・

防災面での改善が課題といえます。 

 

② 施策の体系 

地域環境整備 

ア）美しい地域環境の改善、維持 

イ）快適な生活空間の形成 
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③ 基本施策 

ア） 美しい地域環境の改善、維持 

各集落における道路、公園、排水設備等の計画により、一体的な整備を促進

するとともに、地区計画や建築協定等の導入を検討し、龍郷らしさを醸し出す

街並みの形成を図り、快適な生活環境の形成に努めます。 

まちの活性化のため、人やもの、情報が盛んに交流するような基盤整備を促

進します。 

安全かつ利便性高い商店街の形成をめざすとともに、魅力ある商店街の形成

に努めます。 

集落内の宅地化農地についても、無秩序な開発を抑制し、計画的な土地利用

を図るため、整備の促進を図っていく必要があります。 

 

イ） 快適な生活空間の形成 

龍郷町区域マスタープランに基づき整備を図るとともに、耐震改修促進計画

の策定を行います。 

 

（３）道路・交通体系の整備 

① 現状と課題 

本町の道路交通網は、国道 58号、県道３路線、町道 139路線にて形成されて

います。 

このうち、国道・県道については、計画的に整備が進められ、一部を残しほ

ぼ整備済みの状況にありますが、町道並び生活道路の整備率については、未だ

低い水準にあります。 

今後は、適切な事業により、緊急性・重要性の高い未整備路線から順に整備

を行なうとともに、安全で快適な生活空間の創造、災害に強いまちづくりを推

進するため、安心して通行できる歩道の整備など、歩行空間のバリアフリー化・

交通安全施設の整備を行い、インフラ施設の老朽化対策に努めます。 

港湾施設については、貨物取扱基地港としての機能を有する龍郷港と漁船対

策港として戸口港・円港・芦徳港の計４港が整備済みとなっていますが、今後

は係留施設等の利便性の向上を図ります。 

公共交通については、車社会の進展や過疎化の振興によって、路線バスの利

用は著しく減少しています。 

しかしながら、学生や高齢者には重要な交通手段であることから、運行車両

数、運行時間等の検討を行ない、利便性やサービス確保を関係機関に働きかけ

る必要があります。 
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② 施策の体系 

道路・交通体系の整備 

ア）広域道路網の整備 

イ）地域内交通網の整備 

ウ）廃止代替路線バスの存続 

エ）港湾施設の整備と有効活用 

 

③ 基本施策 

ア） 広域道路網の整備 

広域や近隣市町を結ぶとともに、まちの骨格を形成する国道 58号線及び主要

地方道路名瀬竜郷線の県道の整備促進を図ります。 

国道 58 号線の補助幹線道路及び観光道路として町道浦～赤尾木線を整備し、

既に整備済みの大美～赤尾木線と接続を行い太平洋東回り路線の整備を図ると

ともに、芦良～名瀬市街地トンネル整備については、国・県へ積極的に働きか

けることで、近隣市町への広域道路の整備計画を検討します。 

 

            

 

 

イ） 地域内交通網の整備 

町道及び集落内未整備路線について計画的な整備に努めるとともに、龍郷町

らしい亜熱帯性の沿道景観の形成を図ります。 

街路灯の整備や歩道のバリアフリー化など、歩行者の安全性の確保に努める

とともに、沿道緑化の整備や休憩ベンチの設置など、歩行者の快適空間として

の道路環境形成を図ります。 

また、橋梁等のインフラ施設の老朽化対策を積極的に推進し、町内の交通体

系の安全性の確保を図ります。 

災害時等の消火、非難、救援活動における機能を確保するため、道路の幅員

を十分に配慮した道路整備に努めます。 

【浦の橋立：国道 58 号線】 
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ウ） 廃止代替路線バスの存続 

路線バスの運行体制維持に向けた対策を推進するとともに、町民の利便性の

確保・向上を図る運行体制の働きかけを関係機関に行ないます。 

安全性・快適性を考慮したバス停の改善に努めるとともに、幼児や高齢者等

に配慮した交通利便性の向上を図ります。 

 

エ） 港湾施設の整備と有効利用 

流通拠点として、また水産業振興を支える場として、老朽化した港湾施設の

整備やそれに伴う関連施設の維持と利便性の向上を図ります。 

物流拠点としてだけではなく、親水にふれあう場としての整備、景観形成に

努めます。 

 

 

            

 

 

 

（４）住宅の整備 

① 現状と課題 

本町における住宅施策は、公営住宅の供給を主体としており、町営住宅は 20

集落に 274戸整備（平成 26年度３月末現在）がされています。また、近年にお

いては新たにゆとりある居住性に配慮した住宅の整備も進んでいます。 

しかし、一方では建設年次が古く耐用年数を経過して狭いうえに老朽化した

住宅も多くなりつつあるため、今後は新築住宅も考慮しながら、耐用年数の経

過した住宅については、建替えの必要も生じています。 

住宅マスタープランに基づき、高齢者や障がい者に配慮した住宅や福祉施策

との連携、情報通信技術の進展に対応した住宅設備など、高齢者をはじめとす

る多種多様な住民ニーズに対応した住宅施策の推進が求められています。 

【龍郷漁港瀬留地区】 
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② 施策の体系 

住宅の整備 

ア）住宅用地の確保 

イ）公営住宅の整備及び充実 

ウ）地域の実情に即した町営住宅の検討 

 

③ 基本施策 

ア） 住宅用地の確保 

今後増大が予測される住宅需要に対応するため、龍郷町土地開発基金を運用

し、全町的な視野に立ち土地利用に配慮した計画的な宅地開発に努めます。 

 

イ） 公営住宅の整備及び充実 

町民の居住性に関するニーズの高まりに対応した町営住宅の整備や老朽化住

宅等の年次的建替えを進め、既存公営住宅の予防保全的観点から修繕・維持管

理等の推進を図ります。 

 

ウ） 地域の実情に即した町営住宅の検討 

定住人口の増加をめざし、入居基準のない町営住宅の整備に努めます。 

高齢化の進展にあわせ、高齢者が安心して地域で生活を営めるような高齢者

住宅の整備について調査・検討します。 

 

 

            

 【瀬留団地】 
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（５）自然環境、公園、緑地の保全、整備 

① 現状と課題 

近年、ゆとりや安らぎといった心の豊かさを求め、水辺や緑など自然とのふ

れあいが重要視されています。 

本町においては、陸地は長雲山を中心に広がる山地など緑の環境に恵まれ、

また外周は珊瑚礁に囲まれた海浜等を有し、そこには奄美固有の動植物が生息

しています。 

しかしながら、自然景観の変化や外来種による動植物の生態系への影響が懸

念されています。 

公園・緑地等の整備はまだ十分とはいえず、安心して遊び憩える空間として

の身近な公園整備の期待が高まっています。 

今後、豊かな自然を保全し、安心して自然とふれあう空間を創出するため、

保全及び有効活用の視点に立った計画づくりに努め、自然の大切さを町民一人

ひとりが十分に認識し、官民一体となったまちづくりの推進が求められていま

す。 

また、自然を生かしたエコツーリズムやグリーン・ブルーツーリズムにより、

まちの特性を生かした活性化に努める必要があります。 

 

② 施策の体系 

自然環境、公園・緑地の保全、整備 

ア）自然環境の保全・活用 

イ）良好な景観形成の推進 

ウ）広く町民に親しまれる公園の整備 

エ）緑・水辺の空間の保全・整備 

オ）世界自然遺産登録への取組 

 

③ 基本施策 

ア） 自然環境の保全・活用 

美しい森林・海浜景観づくりを促進するとともに、自然環境保全地区の指定

等を行なうなど、自然環境の保全に努めます。 

奄美固有の動植物や豊富な緑と美しい海浜景観など、優れた自然環境を活用

し、自然とふれあえる空間の整備・充実を図る一方、自然災害を防止し地域固

有の生態系を維持するため、自然環境の保全に努めます。 

優良な自然環境を生かしたエコツーリズムやグリーン・ブルーツーリズムに

より、まちの特性を生かした活性化に努めます。 
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イ） 良好な景観形成の推進 

豊かな自然を生かした景観によるまちづくり事業を積極的に推進し、松並

木・桜並木の景観形成を図ります。 

既存資源を生かした魅力ある景観形成に努めるとともに、景観によるまちづ

くりの町民意識を高め、景観条例の制定を推進します。 

龍郷湾並びに笠利湾における海岸自然景観を保全します。 

奄美クレーター周囲の砂浜については、海洋レジャー拠点として景観の維持

と魅力の向上に努めます。 

 

ウ） 広く町民に親しまれる公園の整備 

既存の公園・緑地の配置状況、町民のレクリエーションニーズ、また人口規

模の構成等を考慮しながら、公園緑地の適正配置に努めます。 

子どもの遊び場やお年寄りのふれあいの場、また異世代がふれあえる身近な

憩いの場として、公園等の整備を推進します。 

 

エ） 緑・水辺の空間の保全・整備 

集落地、平地を取り囲む山岳丘陵地と大美川、中勝川、秋名川など主要な河

川は、野生動植物の生息・生育地であるとともに、まちの骨格を形成する重要

な緑地であることから、緑・水辺の保全を推進します。 

「奄美自然観察の森」を有効利用し、自然学習、森林浴等をとおして自然と

ふれあえる環境づくりを推進します。 

 

オ） 世界自然遺産登録への取組 

奄美・琉球諸島が世界自然遺産の登録基準を満たす可能性が高い地域として

選定されたことから、世界自然遺産登録の早期実現を目指し、気運の醸成など

関係機関と一体となって取り組みます。 

 

              

 【ハートロック】 
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（６）環境対策・ごみ処理の充実 

① 現状と課題 

21 世紀において、人類の活動は科学技術の発展を背景に大きく変化してきま

した。人類はより豊かで便利な生活を手に入れた一方、大量生産・大量消費・

大量破棄の経済活動により、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨など地球規

模の環境問題に直面することになりました。環境問題を解決するためには、私

たち一人ひとりが身近な環境問題に目を向け、環境に配慮した生活を送り資源

を上手に使い「循環型社会形成」を目指した環境の質の向上に取り組むよう行

動を起こすことが求められています。 

本町においても、環境にやさしい新エネルギー等の使用を積極的に行い、地

球環境問題の解決に取り組む必要があります。 

また、近年生活水準の向上や産業経済活動の進展に伴い、各家庭から排出さ

れるごみの量は多種多様で、これまでゴミ処理問題は「いかに適正に処理する

か」に重点を置いてきましたが、地球環境に及ぼす影響、資源の有効利用等の

観点から、「いかにゴミそのものを減らすか」に移ってきています。 

ゴミの減量を行うために今後より一層、ゴミ発生の抑制「リデュース｣・使用

できるものの再利用「リユース」・資源として再利用する「リサイクル」を徹底

して推進していく必要があります。一般廃棄物については、週６回（不燃物１

回、可燃物５回）の収集を行い、名瀬クリンセンターによる処理体制をとって

いますが、ゴミ分別の徹底、減量化を推進していく必要があります。 

産業廃棄物についても、より一層適正な処理方法の推進を行う必要がありま

す。 

 

② 施策の体系 

環境保全対策、ごみ処理の充実 

ア）総合的な環境施策の推進 

イ）環境教育・環境学習の推進 

ウ）ゴミの減量化・資源化の推進 

エ）新エネルギーの導入促進 

 

③ 基本施策 

ア） 総合的な環境施策の推進 

健全で恵み豊かな環境を維持し、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を

図りながら、持続的に発展することができる地域社会の構築をめざし、地域環

境の保全について、基本的な計画の策定により施策を総合的かつ計画的に進め

ます。 
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イ） 環境教育・環境学習の推進 

環境を考慮した学校（エコスクール）づくりに努め、児童や生徒の環境への

意識の高揚を図ります 

奄美自然観察の森等を活用し、自然観察会など自然を学ぶ機会づくりを進め

るとともに、環境学習等に取り組みます。 

 

 

          

 

 

 

ウ） ゴミの減量化・資源化の推進 

大島地区衛生組合に構成している市町村と連携しながら一般廃棄物・資源ゴ

ミ分別の徹底を地域住民と協力して環境保全に努めます。 

産業廃棄物の適正な処理のため、県及び関係業界と連携し、環境保全に努め

ます。 

ゴミの減量化、再利用について町民の意識の啓発に努めるとともに、婦人会

等を中心とした組織づくりに努めます。 

 

エ） 新エネルギーの導入促進 

龍郷町地域新エネルギー導入ビジョン（平成 14年度策定）の短期・長期的計

画に基づいた新エネルギーの導入・活用に努めます。 

太陽光発電、太陽熱利用、ハイブリッド型街灯、クリーンエネルギー自動車、

バイオマス、廃棄物エネルギーを公共施設への導入を図るとともに、民間への

導入を促します。 

 

 

【本茶峠の桜並木】 
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（７）簡易水道（上水道）・生活排水施設の整備、し尿処理施設の充実 

① 現状と課題 

安全で快適な町民生活に欠くことのできない水道施設は、毎年着実な整備を

行ない、現在 99.9パーセントの普及率となっています。 

しかしながら、水道施設の老朽化及び生活水準、様式等の近代化や人口増に

より年々水需要が増大し、既存の施設では給水能力が限界に達します。今後、

平成 29年度までに簡易水道事業から上水道事業に切り換え、安定した水供給を

図るため水源の新設及び水道施設の整備が必要といえます。また、水道事業は、

借入金償還や管理費の高騰により、毎年一般会計から多額の繰入金を行ってい

るため、水道経営の合理化運営に努める必要があります。 

生活排水については、河川及び海域へ生活汚濁水等の流入による水質汚濁が

懸念されています。 

本町においては、家庭からの生活雑排水を処理する施設として合併処理浄化

槽の整備を進めていますが、合併処理浄化槽での処理人口は平成 24年末で全体

の 55.5パーセントで、生活排水のほとんどが集落の排水路を通して河川、海域

に放出されています。今後は、生活排水処理について積極的に合併処理浄化槽

に切り替えるよう推進する必要があります。 

し尿処理については、平成 19年に広域的な汚泥再処理センターが完成したこ

とから、浄化槽等の汚泥や汲み取りし尿の効果的処理と処理過程から発生する

汚泥の資源化に努め円滑的な管理運営に努めます。 

 

② 施策の体系 

簡易水道（上水道）・生活排水の整備、し尿処理施設の充実 

ア）水資源の確保及び水の安定供給 

イ）水道経営の健全性の確保 

ウ）生活排水処理の積極的な推進 

エ）し尿処理施設の充実 

 

③ 基本施策 

ア） 水資源の確保及び水の安定供給 

今後の水需要増大に適切に対応するため、水需要基本計画に基づき安定した

水供給を図るとともに、必要に応じ随時計画を見直します。 

老朽化した施設の増補改良を積極的に進め、施設の強化拡充に努めます。 

町民がいつでも安心して水を利用できるよう、水質の安全性の向上を図り、

水質管理体制の強化に努めます。 
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イ） 水道経営の健全性の確保 

施設の統廃合等による経営規模拡大を積極的に進め、経営の効率化を図り財

政の健全化に努めるとともに、使用料確保体制を強化します。 

 

ウ） 生活排水処理の積極的な推進 

家庭の生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止するため、国・県の補助制

度を導入し、合併処理浄化槽の設置を推進します。 

広報誌等により河川や海域を汚さない広報活動を実施するとともに、町民一

人ひとりが家庭で出来る生活排水対策についての普及啓発に努めます。 

 

エ） し尿処理施設の充実 

完成した汚泥再生処理センターにより、浄化槽等の汚泥や汲み取りし尿の効

果的処理に努めます。 

処理過程から発生する汚泥の資源化に努め、農家、農協など関係機関との連

携を図りながら農地還元の推進体制を整備し、その有効活用を推進します。 
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（８）交通安全・消防・防災体制の充実 

① 現状と課題 

近年の車社会の進展や道路整備の充実に伴い、自動車交通量が年々増加する

なかで、本町においても交通事故発生件数は増加傾向にあります。特に、高齢

化の進展に伴い高齢者が当事者となるケースが増大しているほか、国道や県道

での事故が多いことから、沿線の危険箇所の改善やカーブミラー等の交通安全

施設の整備に努めていきます。今後は、交通事故のない安全で快適なまちづく

りのため、無謀運転や飲酒運転等による悲惨な事故を防止するため、交通安全

に関する普及活動を充実させ、運転手、歩行者双方のマナーの向上を図るとと

もに、交通安全施設の設置や老朽化した施設の整備対策を推進する必要があり

ます。 

町民の生命と財産を災害等から守るには、自助・共助・公助の３つの柱とし

た取組が重要となりますが、本町の過去の災害経験や近年の各地で発生した災

害状況から、「被害ゼロでなく犠牲をゼロに」を目標とし、この目標を実現する

ために、町民一人ひとりが主体となり関係機関と一体となって災害に強いまち

づくりを目指す必要があります。そのためには、消防体制の整備・強化が不可

欠で、現在は１市３町２村により大島地区消防組合が設立され、広域による常

備消防体制が確立されています。本町においても、老朽化した資機材の更新、

消防水利の確保としての防水槽を 67箇所整備し、未整備地区の解消を年次的に

図ってきました。 

今後も施設・設備等の整備計画とあわせながら、消防団を核とした地域防災

力の充実強化を図りつつ、まずは、町民一人ひとりが主体となった防災体制を

構築するため自主防災組織の結成を推進することが不可欠です。また、既に結

成されている防災組織においても活動強化を推進する必要があり、町全体で防

災意識の高揚を図ります。 

なお、災害発生時、災害予兆時においては「龍郷町地域防災計画」に基づき、

行政・町民が一体となって取り組んでいきます。 

また、高齢者や身体の不自由な方、乳幼児や外国人など災害弱者となりやす

い災害時要援護者の避難体制の充実を図る必要があります。 

防犯対策については、これまで警察や関係団体と連携しセミナーや防犯パト

ロール等を実施してきました。近年、県内における犯罪の発生件数は減少傾向

にありますが、本町では、空き巣や車上ねらい、自販機荒らし等の街頭犯罪が

相次いで発生しています。今後も町民の防犯に対する意識の高揚を図るととも

に街路灯など防犯施設の整備を推進する必要があります。 
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② 施策の体系 

交通安全、消防、防災・防犯体制の充実 

ア）交通安全思想の普及徹底 

イ）道路交通環境の整備 

ウ）消防対策の充実 

エ）救急・救助体制の充実 

オ）防災対策の充実 

カ）防犯対策の充実 

 

③ 基本施策 

ア） 交通安全思想の普及徹底 

交通安全協会や交通安全母の会及び警察と連携し、交通安全教育や交通安全

運動を積極的に推進し、交通安全意識の高揚を図り事故防止に努めます。 

 

イ） 道路交通環境の整備 

事故多発地点や通学路その他緊急に交通安全を確保する必要がある道路につ

いて分析検討し、カーブミラーやガードレールなど交通安全施設の設置及び老

朽化対策を推進し、安全で快適な道路環境の確保に努めます。 

 

ウ） 消防対策の充実 

消防自動車や防火水槽等の施設・整備を計画的に整備し、消防機能の充実・

強化を図ります。 

消火活動等に的確に対応できるよう消防団員の教育訓練を充実するとともに、

消防団施設の整備、消防団員の教育を促進し資質の向上に努めます。 

大規模火災の発生時に、消防の広域的な運用を迅速かつ効果的に行うため、

近隣市町村や関係機関との相互応援体制の強化を図ります。 

 

エ） 救急・救助体制の充実 

大島地区消防組合、消防団を中心に救急救助体制の強化に努めるとともに、

救命技術講習会の開催等を通じて、応急救護の知識や技能の普及を図ります。 

救急隊員の教育訓練の充実や救急救命士の養成など、人材育成及び技術の向

上をめざした取組に努めます。 
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オ） 防災対策の充実 

災害時要援護者の避難支援対策の充実を推進します。 

防災行政無線施設の整備を継続して行います。 

雨量計や水位計等の気象観測装置の設置による災害予兆現象の早期覚知を推

進します。 

ＩＣＴ技術の積極的活用による、情報伝達手段の多様化と充実に努めます。 

自主防災組織の結成促進や再編成を行い、地域防災活動を通した地域コミュ

ニティの充実を推進します。 

危険箇所の点検や防災訓練等の実施による防災意識の高揚を図ります。 

防災マップの作成や定期的見直しにより、危険箇所の町民への周知を図りま

す。 

施設整備事業や土木事業等の実施時に積極的に防災での付加価値を取り入れ

ます。 

防災関連技術や知識の習得による人材確保に努めます。 

 

カ） 防犯対策の充実 

警察や関係機関と連携を強化し、地域における防犯活動の充実を図ります。 

地域ボランティアや青色回転灯装着車（青パト）による防犯パトロールや広

報活動等により町民の防犯意識を高揚し、犯罪の発生しにくい環境づくりを推

進します。 

高度情報化、高齢化の進行、取引形態の複雑多様化等に伴い、新たな消費者

問題や高齢者等への悪質商法が発生しています。これらに対応していくために、

啓発や消費者教育の充実、また、関係機関との連携、相談体制の充実など、被

害防止のための積極的な取組を推進します。 

 

 

            

 

 

【出初式：一斉放水】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本計画 

 ４ 豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

 （１） 学校教育の充実 

 （２） 家庭教育・青少年教育の充実 

 （３） 生涯学習の推進 

 （４） 文化の充実 

 （５） スポーツ・レクリエーション活動の振興 

【平瀬マンカイ】 
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４ 豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

（１）学校教育の充実 

① 現状と課題 

本町には、９校の小中学校があり、平成３年度の龍南中学校の建設を皮切り

に平成 18年度まで５校の校舎を建設し、４校の校舎大規模改造事業を実施しま

した。今後は、耐震診断等の結果を踏まえ体育館等の耐震化及び防災機能の強

化を推進するとともに、平成以降建設（龍南中・龍瀬小・龍北中）の校舎等も

年次的な改修も必要となっています。また、屋外運動場の排水対策・照明設備

の老朽化などの改善も必要となっています。 

また、学校教育行政の推進に当たっては生涯学習の観点に立ち郷土を愛した

心身共に健康で豊かな人間性や社会性を備え、国際社会を生き抜く主体性・創

造性・国際性に富む町民の育成を目指して活力と潤いのある教育の振興を図り

ます。このため、学校・家庭・地域社会と連携しながら「郷土の教育的伝統や

風土を生かした全人教育・生涯学習の推進に努める」ことを学校教育の方針と

して、生命や人権を尊重する心、他者への思いやりと社会性、倫理観や正義感、

郷土を愛する心など、時代を超えて変わらない価値あるものを大切にすると共

に科学技術の進展や国際化、高度情報化、少子高齢化、環境問題の顕在化など

社会の変化にも的確かつ柔軟に対応する教育を推進します。その推進に当たっ

ては、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を十分果たしながら、より一層

の協力と連携のもと、体験活動を通じて幼児期からの「心の教育」の充実に努

めるとともに、基礎基本の確かな定着や個性の伸張を図り、自ら学び自ら考え

る力や豊かな人間性、健康や体力等の「生きる力」を備えた児童生徒の育成に

努めます。 
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【小学校の児童数の推移】 

出典：龍郷町教育委員会 
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② 施策の体系 

学校教育の充実 

ア）教育環境の整備 

イ）教育内容の充実 

ウ）職員の資質の向上 

エ）幼児教育の充実 

 

ア） 教育環境の整備 

建設後 20年以上経過した校舎・体育館等の計画的な大規模改修など教育環境

の整備を図ります。 

屋外運動場の整備を図ります。 

教員住宅（新築・改修・補修）の整備を図ります。 

 

           

 

【中学校の生徒数の推移】 

出典：龍郷町教育委員会 

【大勝小学校】 
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イ） 教育内容の充実 

中学校教育圏構想に立った研究実践活動の充実を図ります。 

「教えて考えさせる授業」の積極的展開として、先行学習と宅習「60・90 運

動」との連携と充実を図ります。 

開かれた学校教育を目指した外部評価体制を構築します。 

知識基盤社会の生きる力の基盤・骨格となる各教科の基礎・基本の徹底を図

ります。 

環境教育の一層の充実を図ります。 

特殊教育に対する理解・啓発を促進し、就学指導の適正化を図るとともに、

学校間の連携を密にし、へき地の特性を踏まえた教育方法の改善に努めます。 

 

ウ） 職員の資質の向上 

教職員研修の計画的・効率的な推進に努め、教職員の資質の向上や職責感の

高揚を図ります。 

町教育研究会の計画的・効率的な推進に努め、研究課題を焦点化し実践的・

実証的研究を推進します。 

 

エ） 幼児教育の充実 

小学校教育と連携し、個々に応じた指導の充実を図るとともに、教職員の指

導力を高め、幼児教育の充実を図ります。 

町内幼稚園の休園と廃園に伴い、家庭・地域・保育所等との連携を強化し、

社会情勢の変化に対応した教育環境づくりに努めます。 

 

（２）家庭教育・青少年教育の充実 

① 現状と課題 

核家族化、少子化、地域社会の連帯感の希薄化など、青少年を取り巻く社会

環境の変化は、青少年の心身に大きな影響を与えており、凶悪犯罪の発生や犯

罪の低年齢化等の要因のひとつとなっています。 

このことから、行政をはじめ関係団体等と連携を図りながら、家庭・学校・

職場・地域が一体となって、青少年が健全に育つ環境づくりに取り組む必要が

あるとともに、青少年の積極的な社会参加を促していくことが必要です。 
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② 施策の体系 

家庭教育・青少年教育の充実 

ア）家庭教育の充実 

イ）青少年健全教育の推進 

ウ）青少年を育てる環境づくりの推進 

 

③ 基本施策 

ア） 家庭教育の充実 

保護者を対象に子育て学習講座を開催するなど、家庭教育の抱える課題につ

いて、組織的・継続的に学べる機会と情報提供の拡充を図り、家庭教育の充実

に努めます。 

 

イ） 青少年健全教育の推進 

21 世紀を担う青少年の健全育成のため、青少年の自主的な活動を助長し、そ

の活動を支援するとともに、家庭・学校・地域の連携のもとに青少年の健全育

成に努めます。 

子ども会活動を中心にふれあい活動、文化活動、スポーツ活動等を促進して、

思いやりのある心の育成に努めます。 

青少年の自立の精神や幅広い視野を涵養するため、他地域との交流活動を積

極的に展開し、健全な人材づくりに努めます。 

 

ウ） 青少年を育てる環境づくりの推進 

講演会・シンポジウムの開催、ポスターやパンフレットの作成など様々な広

報活動を行い、青少年の非行防止意識の高揚を図ります。 

「子ども博物学士講座」を通して自然科学・文化に対する探究意欲や学習意

欲の向上をめざし、体験活動を通して子供たちの豊かな心の醸成に努めます。 

いじめや非行など青少年の問題に関する悩み事が気軽に相談できる体制づく

りに努めます。 

学校、警察など関係団体機関の連携を強化し、情報の提供と非行環境の改善

に努めます。 



４ 豊かな心を育む教育と文化が薫るまちづくり 

93 

 

（３）生涯学習の推進 

① 現状と課題 

科学技術の高度化や情報化、国際化、高齢化、少子化、地方分権社会への移

行など社会の進展に伴い、人々の学習ニーズがますます多様化している今日、

生涯学習の果たす役割は大きくなっています。 

本町では、このような状況を捉え、ライフステージごとにおける学習機会の

拡充を図るため、リカレント学習や生きる力の養成、また、地域の連帯性を醸

成するため各種学習指導、青少年の健全育成指導、文化活動、スポーツ活動の

充実に努めています。今後は、身近な場所での生涯学習の拠点として、学校施

設の充実や、特に複合施設の整備を行い有効利用することが必要です。 

また、多様化、高度化する学習ニーズに応えるため、様々な学習活動が活発

に展開されています。これらの活動が龍郷という土壌の中で一層力強く根づき、

ネットワークとなって広がり、その広がりが新たな学びを創り、私たち町民の

暮らしの未来を切り開く力となっていくよう、生涯学習を積極的に推進してい

く必要があります。 

 

② 施策の体系 

生涯学習の充実 

ア）生涯学習の充実 

 

③ 基本施策 

ア） 生涯学習の充実 

生涯学習の総合的、効果的な推進を図るため、関係機関、団体との連携を密

にし、生涯学習推進体制づくりに努めます。 

豊かで明るく住みよいふるさとづくりを目指し、町民の多様な学習ニーズに

対応できるように条件整備に努めます。 

地方分権社会への移行に連動した学習内容を設定するとともに住民の地域づ

くりの資質形成につながる学習の場づくりに努めます。 

「町が教材、町民が教科書」を基調に郷土素材の発掘・活用を促進し、町民

の郷土愛や我が町意識の育成に努めます。 

生涯学習の場として、町民に親しまれ気軽に訪れることができる複合施設の

整備充実を図ります。 
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（４）文化の充実 

① 現状と課題 

文化は心の豊かさや生活に潤いを与えるとともに、地域活力、連帯感の醸成、

郷土意識の高揚など幅広い役割を担っています。 

本町の文化活動は奄美特有の伝統を踏まえ、生活文化遺産として島唄、島口、

八月踊りなど伝承文化が展開されています。また、町民の文化活動発表の場と

して町民フェア、ふるさと祭り、龍郷町島唄大会、公民館学級発表会等を開催

し、文化活動の底辺拡大と意識の高揚に努めています。 

今後は、更に多様化する文化ニーズに対応し、自発的な文化活動を促進して

いくためには、必要な情報の提供や若い世代への普及活動など、だれもが身近

に文化活動を行うことのできる環境づくりが必要です。 

また、文化財については、次世代に引き継いでいく責任があり、それらの保

護・伝承に努める必要があります。 

 

            

 

② 施策の体系 

文化の振興 

ア）文化活動の充実 

イ）文化財等の継承・発展 

ウ）新たな文化の創造 

 

③ 基本施策 

ア） 文化活動の充実 

既存施設の有効活用や空き教室を利用した芸術・文化作品の展示や体験活動

の場の確保等により、町民が日常的に芸術文化と親しめる場の拡充を図ります。 

観光との連携を強化し、「西郷隆盛の謫居地」「秋名アラセツ行事」等の歴史

を活用したイベント開催や各集落にある歴史ルートの整備により、関係団体と

の連携を図り地域の活性化を目指します。 

【ショチョガマ】 
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イ） 文化財等の継承・発展 

指定文化財をはじめ、文化的財産の適正な保存・管理体制を整備するととも

に、方言（島口）、島唄、八月踊り等の郷土伝統文化の継承と積極的な活性化に

努めます。 

町民による自主的な文化・芸術活動を幅広く支援するため、関係団体及び人

材の育成・確保に努めます。 

 

ウ） 新たな文化の創造 

文化財少年団の育成を図りながら、文化財愛護思想の普及とその活用に努め

ます。 

また、「子ども博物学士講座」を通して、文化や文化財に対する学習意欲・探

究意欲の向上に努めます。 

地域の特色を生かした文化創造のための資源の調査・研究を推進するととも

に、総合的・体系的な文化振興の推進を目指します。 

 

 

 

名 称 指定年月日 指定区分 所在地 

南洲流謫跡 昭和 30 年１月 県指定史跡 龍郷 

秋名のアラセツ行事 昭和 60 年１月 国指定重要無形文化財 秋名 

泥染めによる大島紬龍郷柄技法 昭和 46 年２月 町指定無形文化財 嘉渡 

ハヤ 昭和 52 年２月 町指定有形文化財 赤尾木 

奇岩群 昭和54年12月 町指定天然記念物 赤尾木・手広 

サキシマスオウの木 昭和54年12月 町指定天然記念物 久場 

仏像墓 昭和54年12月 町指定有形文化財 龍郷 

西郷松 昭和54年12月 町指定天然記念物 久場 

今井権現石段および石碑 平成 ４年３月 町指定建造物 安木屋場 

奥平元安刀鍛冶跡 平成 ４年３月 町指定建造物 秋名 

 

 

 

名 称 指定年月日 所在地 

瀬留カトリック教会聖堂 平成 20年３月 瀬留 

瀬留カトリック教会司祭館 平成 20年３月 瀬留 

旧岩切家住宅高倉 平成 21年８月 瀬留 

旧大司家住宅高倉 平成 21年８月 瀬留 

旧有村商事高倉 平成 21年８月 瀬留 

 

【指定文化財】 

【登録有形文化財】 
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（５）スポーツ・レクリエーション活動の振興 

① 現状と課題 

本町においては、総合グラウンド（陸上・野球・サッカー等）、テニスコート、

相撲場等の整備を進め、平成 11年５月に体育館と文化ホール施設を兼ね備えた

「りゅうゆう館」を整備し、競技力の向上と底辺拡大及び、誰もが気軽に楽し

むことのできるスポーツ・レクリエーション活動の普及に努めてきました。 

 

② 施策の体系 

スポーツ・レクリエーション活動の振興 

ア）スポーツ・レクリエーション活動の推進 

イ）社会体育施設等の環境整備 

ウ）社会体育関係団体の強化・育成 

 

③ 基本施策 

ア） スポーツ・レクリエーション活動の推進 

地域住民が自主的に運営する「総合型地域スポーツクラブ」の設立を目指し、

地域に密着したスポーツ・レクリエーション活動に努めます。 

町民だれもが気軽に楽しめる生涯スポーツの普及を図るため、ライフステー

ジに応じた各種のスポーツ活動の内容充実を図るとともに、町民の健康・体力

の維持増進のため「マイライフ・マイスポーツ」運動の推進に努めます。 

イベント情報や施設の利用案内など、スポーツ・レクリエーション活動に関

する情報提供の充実に努めます。 

 

イ） 活動施設等の環境整備 

総合グラウンド周辺の整備を行い、町民のスポーツ・レクリエーション活動

の拠点づくりに努めます。 

学校体育施設の利用促進に努めるとともに、地域でのスポーツ活動の環境整

備を図ります。 

 

ウ） 社会体育関係団体の育成 

心身ともに発育期にあるスポーツ少年団や子ども会活動の健全育成を目指し

ます。 

各種競技団体が自主的に運営できるよう、指導、相談事業を充実し、スポー

ツ人口の拡大と競技力の向上を目指します。 

地域に密着したスポーツ活動が推進できるよう指導体制づくりに努めるとと

もに、指導者の養成と資質の向上を図ります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本計画 

 ５ 人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

 （１） 住民参加の推進 

 （２） コミュニティ・交流活動の促進 

 （３） 人権尊重と男女共同参画社会の実現 

 （４） 情報通信社会の整備 

 （５） 広域行政の推進 

【リュウキュウアサギマダラ】 
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５ 人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

（１）住民参加の推進 

① 現状と課題 

地方分権社会が求められる今日、町民一人ひとりがまちづくりの主役である

という共通認識のもと、地域づくりに積極的に参加し、連帯の輪を広げるまち

づくりを展開する必要があります。 

本町では、町民が町政への関心を高め気軽にまちづくりに参加できるよう、

町民への身近な情報提供活動として「広報たつごう」を発行し、行政の取組、

計画等の周知に努めています。 

また、町民と語る会、各種審議会や協議会、ご意見箱の設置など、日常業務

を通じて町民対話など、意見や要望の把握に努めてきました。 

今後も、これらの広報・公聴機能をさらに高め、広範囲にわたる町民の意見・

要望の把握や事業の計画段階におけるワークショップ導入など住民参加型行政

の推進に努めるとともに、町内のみならず町外の郷土出身者を含めた情報の交

流により、「歴史と文化をつむぎ 未来へつなぐまちづくり」の実現を図る必要

があります。 

 

② 施策の体系 

住民参加の推進 

ア）広報・公聴活動の推進 

イ）共生・共同による地域社会づくり 

ウ）コミュニティ・ボランティア活動の促進 

 

③ 基本施策 

ア） 広報・公聴活動の推進 

町民が必要とする情報が適時に収集できるよう、「広報たつごう」を継続して

発行するとともに、内容の充実を図り積極的な情報提供活動を進めます。 

広報活動と連携をとりながら、町民の声を幅広く町政に反映させるため、「町

民と語る会」など、町民が気軽に参加できる町民対話など公聴機会の充実に努

めます。 

多様な情報通信システムを有効に活用し、町政や地域に関する情報を町内外

へ広く積極的に発信し、町政の関心を高めるとともに、町政に対する町民の理

解や信頼が保てるよう努めます。 
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イ） 共生・協働による地域社会づくり 

町民との共生・協働による町政施策の展開を図るため、地域住民のニーズを

的確に把握するとともに、自治会・ボランティア・ＮＰＯ・企業など多様な主

体と連携・協力した地域社会づくりに努めます。 

政策の策定や事業の実施にあたっては、町民や関係組織・団体に対し、アン

ケートやワークショップの実施を行い、町民参画によるまちづくりに努めます。 

 

ウ） コミュニティ・ボランティア活動の促進 

地域におけるまちづくりの核となる人材育成やボランティア、ＮＰＯ団体等

への協力・支援を推進します。 

「地域活力創出事業」による自主的な組織、グループの活動支援を行なうこ

とにより、地域の活性化に努めます。 

地域住民が十分なコミュニティ活動が行えるよう、地域コミュニティ活動の

拠点となる生活館、公民館等の整備・充実に努めます。 

地域活動・社会福祉活動・環境保全活動など町民自らの自治活動の促進に努

めます。 

 

（２）コミュニティ・交流活動の促進 

① 現状と課題 

これまで全国の「竜（＝龍）」の名の付く市町村によるドラゴン・サミット交

流において、特産品や広報誌また児童生徒による体験交流等が盛んに行ってき

ましたが、市町村合併等により全国の「竜（＝龍）」の名の付く市町村の枠組み

が大きく変わったことから、ドラゴン・サミットを解消し、現在は、熊本県菊

池市との児童生徒による体験交流や人的交流そして物産交流により特産品の販

路拡大が図られつつあります。 

町の活性化をめざし、町民の意識改革等を図るためには、民間を含め町外と

の人・物・情報の幅広い交流を促進し、この中から地域経済の浮揚、教育、文

化活動の向上等を図る必要があります。 

このため、今後は国内のみならず、国外との多面的な交流を促進するととも

に、国際時代にふさわしい環境づくり、人づくりを進めていくことが必要です。 

 

② 施策の体系 

コミュニティ・交流活動の促進 

ア）広域交流・連携による地域活力の創出 

イ）国際交流体制の充実 
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③ 基本施策 

ア） 広域交流・連携により地域活力の創出 

地域コミュニティや自治会等の活動を支援するとともに、世代間交流の機会

の充実を促進します。 

友好関係にある熊本県菊池市との交流をさらに進め、学校、各種団体グルー

プレベルでの交流事業を積極的に展開するなど、多面的な交流を目指します。 

本土在住の奄美出身者との交流を深め、人・物・情報の幅広い分野の交流に

より、さらなる町の活性化を図ります。 

特産品の販売やインターネット等を通じた情報提供など、多様な手法による

幅広い連携・交流の促進を図り、産業の活性化を図ります。 

 

イ） 国際交流の充実 

町民の海外研修等による交流を積極的に進め、国際感覚を備えた人材の育成

に努めます。 

姉妹都市提携を視野に入れた友好交流事業の導入を検討します。 

外国人のための情報提供や相談窓口体制の充実を図るとともに、案内資料・

サイン等に外国語を配慮するなど、暮らしやすく訪れやすい環境づくりの整備

を推進します。 

地域づくり団体等による外国語講座等への支援を強化し、国際感覚に優れた

人材の育成に努めます。 

 

（３）人権尊重と男女共同参画社会の実現 

① 現状と課題 

すべての町民の人権を尊重するとともに擁護していくことは、最も基本的な

問題です。 

このようなことから、学校教育や社会教育での人権教育を通じて、性別や国

籍等による差別、虐待等さまざまな差別の撤廃に向けた意識啓発に努める必要

があります。 

また近年は、女性の晩婚化、育児後の人生設計、教育水準の向上、男女の役

割意識の変化等により、様々な分野で女性による活躍がなされています。 

家庭や職場、地域における男女共同参画の意識の高揚を図るとともに、男女

共同参画社会基本法に基づいた実践に努める必要があります。 

本町においても、平成 25年度に女性の地位向上に向けた「龍郷町男女共同参

画基本計画」を策定しており、その実現に向けて計画的・段階的に取り組んで

いく必要があります。 

 



第３章 基本計画 

102 

 

② 施策の体系 

人権尊重と男女共同参画社会の実現  

ア）人権教育の啓発促進 

イ）男女共同参画の促進 

 

③ 基本施策 

ア） 人権教育の啓発促進 

学校や関係団体と連携を図りながら学校教育や社会教育による人権教育を推

進するとともに、人権に関する啓発活動に取り組み、町民の意識の高揚を図り

ます。 

様々な交流や広報活動を通じ、相互理解の機会を深め、外国人、障がい者へ

の差別・偏見の解消に努めます。 

 

イ） 男女共同参画の促進 

龍郷町男女共同参画基本計画に基づいて、理解と環境の改善を計画的・段階

的に行い、平等な社会環境づくりに努めます。 

男女共同参画社会の実現に向けて総合的かつ計画的に推進するとともに、行

政、町民及び事業者の協働により豊かで充実した生活を送ることができる社会

を目指すため、龍郷町男女共同参画推進条例の制定に努めます。 

男女がともに、職業と家庭生活・地域活動を互いに両立させ、一人ひとりが

自分に合った多様な生き方・働き方を選択できる環境づくりを促進します。 

様々な活動や女性が長く働くことができるよう、育児休業制度、子育て支援

制度や介護休業制度の普及促進を図ります。 

 

（４）情報通信社会の整備 

① 現状と課題 

現在、急速な情報通信技術の発達は、地域社会・経済など様々な分野で情報

のネットワーク化を促進し、社会全体の活性化に大きく寄与しています。 

本町においても、学校、公民館、役場公共施設等をブロードバンドによる地

域公共ネットワークを整備したことにより、電子自治体を推進するとともに、

地域情報化の推進として、地域や行政に関する情報を掲載したホームページな

ど町民と行政を結ぶ情報ネットワークを推進します。 

また、災害時における情報及び各種伝達事項など防災行政無線を用い、きめ

細やかな情報提供に努めます。 

今後、地域の活性化を図るためには、町民だれもが、さまざまな情報を自由

に収集できる仕組みを構築する必要があり適切な行政情報の提供が必要となり

ます。 



５ 人がふれあい個性が輝く交流・連携のまちづくり 

103 

 

② 施策の体系 

情報通信社会の整備 

ア）情報通信基盤の整備 

イ）行政サービスの情報化 

 

③ 基本施策 

ア） 情報通信基盤の整備 

防災行政無線を継続して整備し、災害時における迅速かつ的確な情報の提供

と通常時におけるきめ細かい行政情報の提供に努めます。 

情報通信技術等を積極的に活用し、多様な情報関連施策を推進するため、広

域的な連携を視野に入れた情報インフラ整備に努めます。 

様々な情報を収集するとともに、地域へ提供することのできる情報発信拠点

施設の整備を推進します。 

 

イ） 行政サービスの情報化 

地域福祉、学校教育、生涯学習、産業振興、災害対策、行政サービス等の様々

な分野において、情報インフラの活用に努めます。 

 

（５）広域行政の推進 

① 現状と課題 

交通体系の発達、生活圏の拡大等は行政区域を越えて拡大しています。した

がって広域的な視点での行政サービスの均質化と地域の一体的な整備・振興を

図る必要があります。 

本町においては、平成３年に奄美群島 14市町村を対象にした「奄美群島広域

事務組合」を設立し、広域市町村圏事務、救急組合等の業務を行っています。 

また、「奄美ＴＩＤＡネシア基金」を設立し、イベントの開催、奄美のイメー

ジアップ事業、人材ネットワーク事業など広域的な事業を積極的に展開してい

ます。 

ごみ処理・し尿処理、消防についても広域事務組合が組織され、的確な業務

遂行にあたっています。 

今後、市町村の枠にとどまらない、広い視野に立った広域的なまちづくりを

求められることから、広域行政の意義と役割はますます大きくなり、近隣市町

村との連携など広域的かつ総合的な諸施策の推進を図ることが必要です。 
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② 施策の体系 

広域行政の推進 

ア）広域行政の充実 

イ）広域共同事務処理の推進 

ウ）国・県への協力の要請 

 

③ 基本施策 

ア） 広域行政の充実 

奄美群島広域事務組合との連携を深め、圏域の総合的・一体的な発展を図る

ため、「第４次奄美群島広域市町村圏計画」に基づき、広域的視野に立った施策

を推進します。 

圏域市町村との連絡・調整を図りながら、交通体系の整備、観光の振興、環

境衛生・汚染問題など広域的な行政課題に積極的に取り組みます。 

本土在住奄美出身者との交流を広域的に進め、情報の交換、人材ネットワー

クにより圏域の活性化に努めます。 

 

イ） 広域共同事務処理の推進 

ごみ処理・し尿処理、消防組合等の共同処理事務の充実を図るとともに、今

後、広域処理を行うことが妥当な事業については、その共同処理を積極的に推

進します。 

 

ウ） 国・県への協力の要請 

広域的事業を進めるにあたっては、圏域市町村が相互の連携を強化するとと

もに、必要に応じ国・県への協力を要請し、広域事業の円滑な推進に努めます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本計画 

 ６ 効率的な行財政運営で共に創るまちづくり 

 （１） 地方新時代への対応 

 （２） 行政サービスの向上と開かれた町政の推進 

 （３） 事務事業の見直し 

 （４） 定員管理と給与の適正化 

 （５） 効果的な行政運営の推進と職員の資質向上 

【アカショウビン】 
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６ 効率的な行財政運営で共に創るまちづくり 

（１）地方新時代への対応 

地方分権の推進により、国と地方の役割分担が一層明確なものとなり、いわゆ

る地方の時代へ向けた体制整備を図り、多様化する町民ニーズや、少子高齢化、

高度情報化といった新たな行政課題に対応した行政サービスを展開できるよう、

総合調整機能、政策決定機能の充実を図ります。 

また、総合的・機能的な施策の推進を図るため、組織と機構のあり方を検討す

るとともに、組織のスリム化を推進します。 

 

【基本施策】 

ア）行政改革の推進 

イ）町民との共創の実現 

ウ）電子自治体の構築 

エ）高度情報化推進のまちづくり 

 

（２）行政サービスの向上と開かれた町政の推進 

行政運営の効率化や行政サービスの向上を図るため、情報通信技術の整備・活

用をより一層推進します。また、住民サービスの充実を図るため、総合窓口の導

入を推進し、町民が利用しやすい行政サービスの向上をめざします。 

さらに、町民に分かりやすく親しみやすい町政運営を推進するため、町民の意

見を積極的にくみ取る場を設定するなど、公聴活動の充実に取り組みます。なお、

幅広い階層からの意見を町政に反映させるため、各種委員会の委員には若者や女

性を積極的に登用します。 

 

【基本施策】 

ア）行政の透明性の確立と説明責任（アカウンタビリティ）の向上 

イ）総合窓口など行政サービスの向上 

ウ）行政情報の公開の推進 

エ）町内ＩＣＴ基盤整備と通信技術の活用によるスマートタウンの推進 

オ）ソフトウェアやハードウェアのライフサイクルに留意した計画的な情報

機器の導入 

カ）龍郷町ホームページの機能拡張 
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（３）事務事業の見直し 

限られた財源のなかで、新たな行政課題や社会情勢課題に的確に対応するため

には、行政の責任領域を踏まえ、行政が関与する必要性、受益と負担の公平性を

十分に吟味し、緊急性の高いものから優先的に事業実施し、事務事業の合理化を

図ります。 

また、行政の公正性・透明性を確保する観点から、行政手続き制度の適正な運

用を推進するとともに、各事務事業における手続きの簡素化や処理日数の短縮を

図ります。 

さらには、公の施設の指定管理者制度による管理運営など民間活力の導入が妥

当な事務事業の選別を行い、これらの事務事業については、適正な管理監督のも

とに、行政責任の確保、住民サービスの維持・向上が図られることに留意しつつ、

積極的に民間活力の導入を推進します。 

各種団体等への補助金については、行政の責任分野、経費負担のあり方、行政

効果等を精査の上、抜本的な合理化を図り、補助金総額についても抑制に努めま

す。 

なお、事務事業の内容によっては、受益者負担を求めるべきものもあり、的確

な選別に努めるとともに、公平性の原則に立った受益者負担の適正化を図ります。 

 

【基本施策】 

ア）健全な財政運営の確立 

イ）諸税収納率の向上 

ウ）公共事業の抜本的見直し 

エ）費用対効果の分析 

オ）各種助成事業の見直し 

カ）町遊休財産等の整理 

キ）民間活力の活用 

ク）ＧＩＳ等による行政情報財産の積極的活用 

ケ）文書の電子化による行政文書の保存・保管・利用体制の整備 
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（４）定員管理と給与の適正化 

町民ニーズの高度化・多様化に伴い増加する行政需要に対し、弾力的かつ的確

に対応するには適正な定員管理の推進が急務です。そのためには、事務事業の見

直し、組織・機構の合理化、指定管理者制度の導入、ＯＡ化を積極的に進めると

ともに、新たな行政需要に対しても、原則として職員の配置転換によって対応す

るような基本姿勢を確立します。 

また、給与水準や給与制度とその運用の適正化を推進し、常に制度の趣旨に沿

ったものとなるよう随時見直しをします。 

 

【基本施策】 

ア）職員給与の見直し 

イ）各種手当の見直し 

ウ）職員数の適正配置 

 

（５）効果的な行政運営の推進と職員の資質向上 

職員総参加による明確な目標設定と、効果的な進行管理の徹底、提案制度の活

用により行政運営の改善に努め、能率向上を図ります。また、町民ニーズの変化

に即応した政策形成能力や、新たな時代の流れに対応できる創造的な能力を有す

る意欲ある人材を育成するため、効果的な研修を計画的に推進します。 

 

【基本施策】 

ア）地方分権に対応できる人材の育成・確保 

イ）時代に即応した組織・機構の体制整備 

ウ）職員研修機会・内容の充実 
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第４章 資料編 

 １ 町民意識調査の結果 

 ２ 諮問 

 ３ 答申書 

 ４ 龍郷町振興計画審議会委員 
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第４章 資料編 

１ 町民意識調査の結果 

（１）調査概要 

① 調査時期 

平成 25年 12月 

② 調査対象者 

本町に住民登録されている全世帯の方 

③ 調査方法 

郵送による配布・回収により実施 

④ 配布数・回答数 
 

配布数 有効回答数 有効回答率 

2,506 832 33.2％ 

 

（２）調査結果 

① 性別 

         

女
32.1%

男
65.5%

無回答
2.4%

 

② 年齢 

         

６０～６４歳
13.0%

６５～６９歳
9.9%

７０歳以上
37.6%

２０～２９歳
2.0%

２０歳未満
0.1% ３０～３９歳

9.6%
無回答

1.6%
４０～４９歳

10.2%

５０～５９歳
16.0%
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③ 職業 

         

無回答
4.0%

その他
8.2%

工業従業者

3.1%

農林水産業従業者

8.7%

商業従業者

3.1%

無職
34.6%

サービス業従業者

23.6%

観光業従業者

1.1%
パートタイム・アルバイト

7.1%

自由業

2.6%
専業主婦

4.0%

 

④ 世帯構成 

         

無回答
3.0%

その他
3.7%

単身世帯
22.5%

三世代世帯
4.3%

夫婦だけの世帯

30.9%

二世代世帯
35.6%

 

⑤ お住まいの校区 

         

龍瀬小学校区
14.7%

無回答
4.4%

龍郷小学校区
7.7%

戸口小学校区
8.7%

円小学校区
3.2%

秋名小学校区
14.4%

赤徳小学校区
21.6%

大勝小学校区
25.2%
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⑥ 龍郷町の住みごこちについて 

         

大変住みにくい

0.7%
どちらかといえば

住みにくい

3.8%

どちらともいえない

10.5%

大変住みよい

33.5%

まあまあ住みよい

48.0%

無回答
3.5%

 

⑦ 住みよい理由 

   

問　住みよい理由 人数 割合

犯罪が少なく、風紀や治安がよい 307 45.3%

騒音・大気汚染などの公害が少ない 213 31.4%

道路が整備されている 139 20.5%

通勤通学に便利である 174 25.7%

日常の買い物に便利である 279 41.2%

体育館やグラウンドなどのスポーツ施設
が整備されている

83 12.2%

公民館や図書館などの文化施設が整
備されている

27 4.0%

保健・医療・福祉施設が整備されてい
る

102 15.0%

教育環境が整っている 31 4.6%

公園や広場が整備されている 7 1.0%

身近に親しめる自然が多い 252 37.2%

町並みが気に入っている 32 4.7%

コミュニティ活動など住民の交流が盛ん
である

91 13.4%

近所の人とうまくつきあっている 158 23.3%

サンプル数 678

45.3%

31.4%

20.5%

25.7%

41.2%

12.2%

4.0%

15.0%

4.6%

1.0%

37.2%

4.7%

13.4%

23.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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⑧ 各施策の取組の満足度 

    

3.0

3.0

3.4

4.0

4.1

13.0

10.9

7.1

8.8

11.7

2.5

4.0

8.8

8.1

5.4

15.6

12.7

12.0

14.4

10.7

13.6

14.5

14.9

9.4

7.7

6.5

7.8

5.2

29.4

24.3

26.1

23.8

25.0

47.6

43.6

40.3

42.9

41.8

28.2

37.0

44.5

40.1

33.4

48.2

45.4

51.3

48.3

46.9

49.0

47.2

51.4

45.6

45.6

43.0

39.9

38.9

34.1

37.0

38.1

36.3

34.9

16.6

17.5

22.2

21.0

19.7

34.4

29.6

21.5

23.7

28.5

12.7

17.5

14.7

13.0

16.3

13.6

14.4

11.4

19.0

20.2

23.1

24.3

27.3

12.3

11.7

11.7

15.1

13.0

5.5

4.3

4.3

4.3

6.4

12.1

8.5

5.5

7.7

13.2

4.7

5.9

2.9

2.2

2.3

2.2

3.1

2.0

2.6

2.9

4.4

5.6

5.3

21.2

24.0

20.8

20.8

23.1

17.3

23.6

26.1

23.0

20.4

22.7

20.9

19.7

20.4

19.5

18.8

18.4

19.1

22.1

23.8

21.6

20.7

20.2

23.4

23.7

23.0

22.4

23.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

亜熱帯の有利性を生かした農林水産業の振興

亜熱帯の特色ある1.5次産業の振興

活力ある商工業の振興

魅力ある観光の振興

労働環境の整備

高齢者福祉の充実

児童福祉の充実

母子・寡婦・父子福祉の充実

心身障がい者福祉の充実

保健・医療の充実

秩序ある土地利用の推進

地域環境整備

道路・交通体系等の整備

住宅の整備

自然環境、公園・緑地の保全、整備

環境保全対策、ごみ処理の充実

簡易水道・生活排水・し尿処理施設の整備

交通安全、消防、防災・防犯体制の充実

学校教育の充実

青少年教育の充実

生涯学習の推進

文化・芸術の振興

スポーツ・レクリエーション活動の推進

住民参加の推進

交流活動の促進

人権尊重と男女共同参画社会の実現

情報通信社会の整備

広域行政の推進

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答
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⑨ 町政のどの様な分野に最も関心があるか 

         

無回答
10.0%

その他
1.8%

環境・
エネルギー

4.9%

生活環境や
都市基盤

10.9%
産業の振興

25.4%

健康や福祉
29.7%

文化や教育
10.6%

行財政
6.7%

 

⑩ 龍郷町の将来像について 

   

問　龍郷町の将来像 人数 割合

緑や水辺が豊かで、身近なところで自
然とふれあうことができるまち

299 35.9%

道路、公共交通、情報基盤の整備が
進んだ機能的で利便性の高いまち

199 23.9%

農商工業がバランスよく振興し、活力
とにぎわいのあるまち

294 35.3%

下水道の整備や質の高い住宅整備
が進むなど、居住環境が整ったまち

131 15.7%

災害や犯罪がなく、安心して暮らせる
まち

321 38.6%

ごみの減量化、リサイクル、新エネルギーの
活用に推進する環境に配慮したまち

97 11.7%

スポーツに親しみ、健康増進を推進す
る健康づくりのまち

88 10.6%

障がい者や子ども、高齢者などを大切
にする福祉の充実したまち

251 30.2%

生涯学習の機会が充実した学習環
境が整ったまち

56 6.7%

芸術を振興し、文化や伝統を大切に
するまち

105 12.6%

コミュニティや地域の活動が活発で、住
民の自治意識が高いまち

95 11.4%

国内外からの来訪者がある交流の盛
んなまち

107 12.9%

サンプル数 832

35.9%

23.9%

35.3%

15.7%

38.6%

11.7%

10.6%

30.2%

6.7%

12.6%

11.4%

12.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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２ 諮問 

龍総企第１３７‐１号 

平成２６年３月５日 

 

 

龍郷町振興計画審議会 

    会長 重野 寛輝 殿 

 

 

龍郷町長 徳 田 康 光 

 

 

第５次龍郷町総合振興計画基本構想・基本計画（案）について 

（諮問） 

 

 

第５次龍郷町総合振興計画基本構想・基本計画（案）について、貴審議会の 

意見を求めます。 
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３ 答申書 

平成２６年３月２８日 

 

 

龍郷町長 徳 田 康 光 殿 

 

 

龍郷町振興計画審議会 

会長 重 野 寛 輝 

 

 

    平成２６年３月５日付け龍総企第１３７‐１号で諮問のあった第５次龍郷町総合

振興計画（案）について、慎重に審議した結果、当審議会の意見として次のように

答申する。 

    今後の町政運営にあたっては、この答申を尊重するとともに、この構想・計画の

実現に向け、より一層の努力を期待するものである。 

 

答申 

 

１． 第５次龍郷町総合振興計画の基本構想及び基本計画を実現する施策を積極的

に推進すること。 

２． 第５次龍郷町総合振興計画の実施計画については、必要性・緊急性を考えて、

策定すること。 

３． 第５次龍郷町総合振興計画について、定期的な検証を実施しながら各施策を

推進すること。 

４． 第５次龍郷町総合振興計画については、町民との協調や関係団体及び奄美群

島の各市町村と連携をとりながら推進すること。 
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４ 龍郷町振興計画審議会委員 

 

役  職 氏  名 備  考 

商工会の役員 重野 寛輝 龍郷町商工会会長 

漁業協同組合の役員 田畑 浩 
奄美漁業協同組合 

理事 

教育委員会の委員 平 義隆 
龍郷町教育委員会 

委員長 

農業委員会の委員 則岡 博和 
龍郷町農業委員会 

会長 

駐在員の代表 山田 國治 
龍郷町駐在員会 

会長 

奄美農業協同組合の職員 廣 海渡志 
あまみ農業協同組合 

龍郷支所長 

あまみ大島森林組合の職員 赤尾 勝司 
あまみ大島森林組合 

業務課長 

青年団の代表 西田 誉 
龍郷町連合青年団 

連絡協議会会長 

女性団体連絡協議会会長 作田 ゆきの 
龍郷町地域女性団体 

連絡協議会会長 

老人クラブの代表 伊集院 忠三郎 
龍郷町老人クラブ 

連合会会長 

有識者 久保 誠 
龍郷町社会福祉協議会

事務局長 

〃 久倉 勇一郎 
奄美大島観光協会 

事務局次長 

〃 川畑 力 
奄美自然観察の森 

管理員 

〃 辺木 幹男 青年漁業士 

〃 積山 哲行 認定農家 
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