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資料２



「首里城公園基本計画」と首里杜構想

『首里城公園基本計画』（昭和59年6月、沖縄県）
 首里城を中核とする一帯を「首里杜地区」、これをとりまく水系が骨格となる首里のまち一帯を「首里歴史的
風土保全地区」とし、今後の首里のまちづくりの方向性と「首里城公園」の位置づけを示す。
→「首里杜構想」

『首里城公園整備計画調査』（昭和61年6月、沖縄県）
 昭和59年の考え方をふまえ、首里杜構想の具体的な方針を示すと共に「首里杜地区」の範囲を設定。さらに、
首里の歴史的環境を地形・地質・水系・遺跡および文化財の分布、風水、関連公共事業などを分析し、「首里
杜地区環境整備計画」を提案。
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『首里城公園基本計画』（S59・沖縄県）
●「首里杜構想」と首里城公園の位置づけ
●首里杜地区、首里歴史的風土保全地区の概念提示

『首里城公園整備計画調査』（S61・沖縄県）
●首里杜構想の方針
・方針
・首里歴史的風土の保全
・眺望、遠望、景観の保全
・首里周遊歩道のルート化
●首里杜地区の範囲と規模の設定
●「首里杜地区環境整備計画」
・首里杜地区総合計画（方針）
・生活環境施設整備計画/・首里城関連施設整備計画
・歴史的風土の保全/・地区景観形成計画

昭和61年
首里城公園計画区域のうち城郭内部（約
4ha）を国営公園として整備（閣議決定）
国営公園以外の部分については、県営公園
として整備することが決定

首里杜構想の具体的な方針
首里地域の整備構想



「首里城公園基本計画」と首里杜構想
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首里杜構想図
出典：『首里城公園基本計画』（昭和59年６月 沖縄県）

首里杜構想
首里杜構想は、弁ケ嶽御嶽を頂点に、
真嘉比川と金城川の両水系に囲まれ
た範囲、及び流域と分水嶺一帯を古
都首里の歴史的発展を特徴づけた風
土環境としてとらえる。
首里城を中核とする一帯を「首里杜
地区」、これをとりまく２本の水系
が骨格となった首里のまち一帯を
「首里歴史的風土保全地区」とし、
今後のまちづくりに一つの方向性を
示すと同時に、首里城公園の位置づ
けを明らかにするもの。

首里城公園の位置づけ
首里城跡とその周辺を以下の４点に

配慮し、都市公園として位置付ける。
（１）文化的資産の保存と活用
（２）歴史的風土保全の中心
（３）観光レクリエーションの拠点
（４）都市環境の整備



「首里城公園基本計画」と首里杜構想
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首里城公園基本計画

基本方針
(1)首里城一帯については、戦災に
よって失われた文化遺産の再現を図
り、風格ある歴史的環境の創出を目
指す。
(2)沖縄の気候風土から生れた広場
（ナー）を原形とし、可能な限りひ
らかれた公園を目指す。
(3)県立博物館や隣接する県立芸術大
学（計画）と連携した企画運営によ
り、沖縄固有の文化の継承、創造の
場として活用を図り、歴史・文化の
拠点づくりを目指す。
(4)首里城公園は首里杜構想の中心に
あり、周辺の歴史的風土の保全及び
環境整備の方向を示し、かつ観光の
拠点となることを目指す。

首里城公園基本計画図
出典：『首里城公園基本計画』（昭和59年６月 沖縄県）



「首里城公園基本計画」と首里杜構想

「首里杜構想」方針
地形・地質、水系、植生等を基盤に
して形成された首里の歴史的環境を
範囲と捉え、点在する文化財と自然
環境－歴史的風土を一体として保全
する。
歴史的環境の中で進行する各種の都
市開発事業は、首里の歴史的なまち
なみや風土と調和することを原則と
し、可能な限り地形、水系、植生、
景観を保全・回復する。
歴史的都市の骨格を形成する首里城
をとりまく枢要な拠点は、重点的に
保全・整備し、特に首里城からの眺
望を確保する。
点在する文化財やこれをとりまく歴
史的風土を巡る周遊歩道を整備し、
歴史的要素の連続化を図る。
首里城公園の整備に関連して、首里
城と密接な関係を持つ地区について
は、集約的な歴史的、文化的なまち
づくりを推進する。
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首里杜構想図
出典：『首里城公園整備計画調査』（昭和61年6月、沖縄県）に一部加筆

県道82号

首里杜地区

首里歴史的風土保全地区

県道28号

崎山松川線

首里杜地区の具体的な範囲は
『首里城公園整備計画調査』（S61年）で
設定



首里城周辺地域の動向
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整備中又は検討中
首里杜構想以降、整備が
要望されている文化財
近年、新たに国の指定に
なった文化財

文化財（施設）の整備
県営公園区域（中城御殿跡、
円覚寺）をはじめ、伊江殿内
庭園の整備が進捗。
首里杜構想策定以降、御茶屋
御殿の復元整備など、新たな
文化財の整備の提案もあり。
石畳道や御嶽、井戸、石垣・
旧道などの多くの文化財が地
域に点在する。

教育・文化
県立芸術大学や首里高校など、
伝統文化を学ぶ教育環境の整
備。（芸大キャンパス一部移転）

泡盛酒造所、紅型・織物工房
などが地区内に立地。
地域コミュニティの場は、首
里公民館や各町公民館等。

伊江殿内（どぅんち）庭園
国指定名勝。庭園の保存整備
事業を実施中。

伊江御殿（うどぅん）別邸庭園
王家に関わる格式の高い伊江氏の別
邸庭園。H20年に国の名勝に指定。

御茶屋御殿
王家の別荘のひとつ（東苑）。
復元期成会が発足する等、復元
整備が望まれている。

円覚寺跡

中城御殿跡

県立芸大

首里高校

首里公民館

首里城周辺の動向（文化財や教育文化）

虎瀬公園

綾門大道

玉陵

弁之御嶽
国家祭祀の聖域のひとつ。H30
年に国の史跡と名勝（アマミ
クヌムイ）に指定。

中山門跡
首里城への第一の門。綾
門大道とともに門の復元
を望む声もある。

芸大跡地

芸大跡地



首里城周辺地域の動向

周辺の環境整備
首里城周辺の８路線がシン
ボルロードと位置づけられ
整備。
龍潭線沿線や金城町は、
「都市景観形成地域」に指
定され、道路と沿道建物等
との一体感のある街並みを
創出。
モノレールの開通に伴い、
駅からの利用者も増えてい
る。
首里城観光の乗用車やバス
により、公園周辺道路で渋
滞が発生している。

龍潭通り沿線地区
都市景観形成地域

金城町細街路事業

「しんかぬちゃーぬ
まーい」散策歩道

首里金城地区
都市景観形成地域

大中町細部街路
都市モノレール

龍潭線街路整備事業
綾門大道シンボルロード

7首里城周辺の動向（環境整備）

虎瀬公園

金城町石畳道
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玉陵（那覇市）
番屋・ガイダンス施設等含
め整備済。世界遺産。
国宝（建造物）指定

龍潭（県）
・園路や便益施設等整備済
・世持橋欄干が未整備

中城御殿跡（県）
・整備計画等策定（木造復元、コミュニティ、展示室、庭園等）
・発掘調査は今年度で調査を完了し、次年度より報告書とりまとめ。
・発掘と並行し事業化検討中

円覚寺跡（県）
三門復元に向けて実施設計や
土質調査を実施。国指定史跡。

松崎馬場跡（県）
馬場跡としての園路整備
検討中 弁財天堂（那覇市）

天女橋が国指定重要文化
財。整備済。

真珠道（県）
石畳舗装、石碑の設置等済

上の毛（県）
城郭沿いの道等の園路整備済
（国営区域との連続性確保）

首里城公園の動向

銭蔵（国）
建物の輪郭を平面表示し、
休憩施設を整備

国営区域
平成31年２月全園供用

園比屋武御嶽

首里杜館
玉陵

龍潭

中城御殿跡

弁財天堂
円覚寺

上の毛

国営沖縄記念公園首里城地区
（国営区域）

県営区域
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首里城公園の動向

龍潭

松崎馬場跡（龍潭の一部）

真珠道

円覚寺前から久慶門に至る園路

上の毛から城壁沿いの園路（城の下） 美福門（国営・無料区域）

銭蔵（国営・無料区域）

北城郭エリア（国営・無料区域）

※国営区域は、地域や県営区域と連携が図りやすいエリアを掲載
玉陵

円覚寺跡

弁財天堂 中城御殿跡



首里城公園の利用状況（焼失前）

首里城公園での定期行事は、「中秋の宴」「首里城祭」「新春の宴」「百人御物参（ももそおものまいり）」など、
琉球王朝時代の儀式の再現や伝統芸能の公演を中心に実施。
日常的な催事・体験は、「御開門（ウケージョー）」をはじめ、伝統芸能公演、鎖之間呈茶体験、案内ガイドなど。
公園内は、琉装の解説スタッフや警備員を配置し、解説や誘導を実施。
利用区域の拡大に伴い、ナイトツアー、体験、伝統文化・工芸品の紹介など、施設の用途に応じた利用を実施。
県営公園区域では、首里杜館や芝生広場にて、芸大や地域と連携したイベントを実施。
2000年の九州・沖縄サミットでは、首脳社交夕食会が北殿にて行われた。

写真：※1（一財）沖縄美ら島財団提供、※２：『九州・沖縄サミット首脳社交夕食会の記録』（内閣府沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所） 10

新春の宴（正月儀式の再現/御庭）

御開門（開門の演出/奉神門）※1

解説会（有料区域全域・写真は
正殿内）※1

琉球菓子と茶の体験（鎖之間）※1

百人御物参（祭祀再現/下之御庭） 地域の旗頭（首里杜館芝生広場）

伝統芸能公演（世誇殿）

首脳社交夕食会（御庭） ※2



首里城公園の利用状況（焼失前）

正殿等の復元建物を展示物とする他、特別展示室（南殿・黄金御殿など）を設け、琉球王朝時代の美術工芸品
を展示し、城内の行事や王家の秘宝などをテーマに企画展を開催。
展示資料はオリジナルの他に、復元品及び複製品（レプリカ）もある。

写真：（一財）沖縄美ら島財団提供
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黄金御殿特別展示室

南殿特別展示室

建物とともに復元された扁額、国王椅子

国王の玉冠（首里城復元期成会寄贈資料）

複製品（レプリカ）による展示

複製品の展示（再現イベントでも使用）



地域まちづくりの動向
首里振興会、首里自治会長連絡協議会、古都首里のまちづくり期成会、NPO法人首里まちづくり研究会、御茶
屋御殿復元期成会など、首里の歴史や文化を重視し、多様な活動を実践する団体がある。
「琉球王朝祭り首里」（11/3・旧首里文化祭・首里振興会主催）は、首里地域を代表する行事であり、古式行
列、旗頭・祝賀パレードが龍潭通りで開催。「首里城祭」のプログラムのひとつとして、首里城公園と連携し
た行事となっている（平成30年は悪天候による中止、令和元年は火災による自粛）。
各団体は、文化講演会・連続講座、地域散策会、展示会・コンクールなど、首里城や首里地域を学ぶ活動を実
施。最近は「首里城花いっぱいプロジェクト（採蜜体験、首里王朝蜂蜜販売）」や「すいまち塾」など、地域
の歴史や文化、自然との共生を踏まえつつ、地域活性化を考える取組がみられる。
首里城周辺のまちづくりについては、首里城周辺の交通渋滞対策の検討、龍潭周辺整備などの提案活動を実施。
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「琉球王朝祭り首里」
旗頭・祝賀パレード

「琉球王朝祭り首里」古式行列 龍潭を楽しむ会 ※ミツバチの生態の学習会 ※

すいまち塾 ※ 龍潭周辺の清掃活動 ※ 首里城周辺の渋滞状況 ※

写真：首里まちづくり研究会提供
（※印）


