


 

  



 

あけみおのまち・名護 

 
 「あけみお」は、夜明けの美しい静かな入り江にニライカナイから豊穣をも

たらす青々とした水の流れであり、また逆に陸より海を眺めると、外海へ広が

りゆく、発展を約束する可能性に向かって突き進む進取の精神を表した言葉で

ある。 

 我が名護のまちは、名護湾、羽地内海、大浦湾と三方に開けた美しい澪があ

り、そして緑深い山に抱かれた山紫水明の地にある。名護・屋部・羽地・屋我

地・久志それぞれが「あけみお」に象徴されるように豊かな自然をもった美し

い地域であり、また様々な可能性、発展を秘めた地域である。「あけみおのま

ち・名護」は開けゆく無限の可能性、未来に向けて発展を秘めた名護のまちを

象徴する言葉として位置づける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「あけみお」とは、美しく豊かに開いた澪のことであり、古謡「おもろさうし」に出

てくる「あきみよ」に由来しています。「あきみよ」とは、深々とした外海から豊か

な海の幸や海外文化をもたらすところであり、また海外へ進出発展していく際の船出

の場所でもあります。この「あけみお」が活き活きと生きていることは、自然が豊か

に生きている証と言えます。こうして「あけみおのまち・名護」は第２次名護市総合

計画・基本構想(昭和 63 年策定)の中で発展を秘めた山紫水明の地である名護を象徴す

る言葉として位置付けられました。 



 

第４次名護市総合計画後期基本計画策定にあたって 

 

 

名護市はここに、今後５年間を見据えたま

ちづくりの計画である「第４次名護市総合計

画後期基本計画」を策定しました。 

第４次名護市総合計画前期基本計画策定

より５年が経過し、我が国では、未曾有の自

然災害が日本を襲い、その後の復興もままな

らない中、原発と経済の連関が強調され、世界の流れと相容れない方

向に向かっているとの危惧を抱くものです。 

我が県においても、普天間飛行場の辺野古移設問題など様々な課

題を抱えており、グローバル化が進展していく中でローカルな視点

も欠かせない現代社会と言えるのではないでしょうか。 

こうした時代潮流のなか、市民のアイディアと行動により地域や

コミュニティの課題解決に取り組み、地域の活力と地域の存在価値

を高めていくことが求められています。 

このことから、この度の計画策定にあたって市民と市職員から構

成される「まちづくり懇話会」を立ち上げ、市民参画の下、計画の原

案を作成しました。そして、それぞれの施策の達成状況を計るために

目標数値を設定しています。施策のめざす方向を明確にし、市民と行

政が協働して達成度を評価することで、本計画が今後５年間のまち

づくりの指針として生かされるものと確信します。 

  



 

 

 

本市は、昭和 45 年の市制施行以来、これまで４次にわたる総合

計画の基本指針に基づき、豊かな自然環境を守りながら、発展してい

くまちづくりを展開してまいりました。 

目標の実現に向け、計画に盛り込まれた施策を着実に推進し、名護

市に住む人々が自らのまちに誇りと希望を持ち、ずっと暮らしてい

たいと思えると同時に、名護市を訪れる人にとっても他にはない魅

力を感じ、何度でも来たいと思ってもらえる世界に誇れる魅力ある

名護市を発信するとともに、明るい未来を創造してまいります。 

結びに、貴重なご意見・ご提言をいただいた市民の皆様をはじめ、

総合計画審議会委員、関係者の皆様に対し、厚く御礼申し上げるとと

もに、計画の達成に向けて今後ともなお一層のご協力をお願い申し

上げます。 

  

 

平成 26 年４月 名護市長 稲嶺 進 
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