
市町村の景観条例担当課一覧　（令和４年９月１日時点）

No. 地域 市町村名 市町村担当課 電話番号

1 名護市 平成23年1月29日 平成25年4月1日 平成25年7月1日 建築住宅課 0980-53-1285

2 国頭村 平成29年5月1日 平 成 30 年 3 月 令和元年10月1日 企画政策課 0980-41-2622

3 大宜味村 平成24年5月8日 未 未 企画観光課　※ 0980-44-3007

4 東村 未 未 未 企画観光課　※ 0980-43-2265

5 今帰仁村 平成24年5月1日 平成25年4月23日 平成25年9月30日 建設課 0980-56-2255

6 本部町 平成22年9月1日 平成23年3月31日 平成23年9月1日 建設課 0980-47-2111

7 恩納村 平成26年1月27日 平成26年3月31日 平成26年10月1日 企画課 098-966-1201

8 宜野座村 平成23年4月11日 平成23年4月19日 平成23年10月1日 企画課 098-968-5100

9 金武町 未 未 未 企画課　※ 098-968-6262

10 伊江村 平成28年4月25日 平成29年3月24日 平成29年6月19日 企画課 0980-49-5812

11 伊平屋村 平成24年2月1日 平成24年4月2日 平成24年9月1日 建設課 0980-46-2176

12 伊是名村 平成25年3月4日 平成26年12月1日 平成26年12月26日 企画政策課 0980-45-2001

13 宜野湾市 平成25年5月15日 平成27年12月1日 平成28年6月21日 建設部　都市計画課 098-893-4161

14 浦添市 平成18年10月4日
平成19年7月1日
平成20年4月1日

平成19年7月1日 都市建設部　美らまち推進課 098-876-1243

15 沖縄市 平成24年1月1日 平成25年12月1日 平成25年12月1日
建設部　都市整備室
都市計画担当

098-939-1212

16 うるま市 平成21年10月1日 平成23年3月28日 平成23年7月1日 都市建設部　公園整備課 098-923-7122

17 読谷村 平成21年1月1日 平成21年6月1日 平成21年6月1日 建設整備部　都市計画課 098-982-9220

18 嘉手納町 未 未 未 都市建設課　※ 098-956-1111

19 北谷町 平成24年5月1日 平成25年8月1日 平成26年6月1日 建設経済部　都市計画課 098-982-7703

20 北中城村 平成26年6月1日 平成29年7月1日 平成29年3月28日 建設課 098-935-2268

21 中城村 平成27年6月1日 平成27年6月8日 平成27年7月1日 都市建設課 098-895-1736

22 西原町 平成26年6月9日 平成28年3月17日 平成28年9月1日 建設部　都市整備課 098-945-4496

23 那覇市 平成20年1月22日 平成23年5月26日 平成24年4月1日
都市みらい部　都市計画課
都市デザイン室

 098-951-3246

24 糸満市 平成25年5月10日 平成26年3月31日 平成26年7月1日 建設部　都市計画課 098-840-8141

25 豊見城市 平成27年4月21日 平成29年9月1日 平成30年4月1日 都市計画部　都市計画課 098-850-5332

26 南城市 平成21年4月1日 平成24年3月30日 平成26年4月1日 土木建築部　都市計画課 098-917-5350

27 与那原町 平成27年3月30日 平成29年3月31日 平成29年9月1日 まちづくり課 098-945-7244

28 南風原町 平成30年6月7日 平 成 31 年 3 月 令和 2 年 4 月 1日 経済建設部　まちづくり振興課 098-889-4412

29 渡嘉敷村 令和 2年 3 月 5日 令和 2年 4 月 1日 令和2年10月1日 観光産業課 098-987-2323

30 座間味村 平成31年3月5日 令和 2年 3 月 9日 令和2年10月1日 産業振興課 098-987-2312

31 粟国村 令和2年4月16日 令和2年4月16日 令和2年3月27日 経済課 098-988-2033

32 渡名喜村 平成22年3月1日 平成25年3月8日 平成25年4月1日 経済課 098-989-2066

33 南大東村 未 未 未 土木課　※ 09802-2-2038

34 北大東村 平成26年1月27日 平成27年4月1日 平成27年4月1日 建設課 098-023-4463

35 久米島町 平成22年4月1日 平成24年10月3日 平成25年4月1日 建設課 098-985-7125

36 八重瀬町 平成25年6月1日 平成26年10月1日 平成26年10月1日 経済建設部　都市整備課 098-998-6989

37 宮古島市 平成20年9月1日 平成23年3月25日 平成24年4月1日 建設部　都市計画課 0980-73-4585

38 多良間村 未 未 未 土木建設課　※ 0980-79-2127

39 石垣市 平成18年1月20日 平成19年4月25日 平成19年6月1日 建設部　都市建設課 0980-83-4207

40 竹富町 平成24年5月10日 平成25年7月1日 平成25年7月1日 まちづくり課 0980-82-1107

41 与那国町 平成24年3月6日 平成24年3月13日 平成24年6月8日 企画財政課 0980-87-3577

※ 景観条例未施行の町村については、沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課が窓口となります。

お問合せ先：沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課　TEL０９８－８６６－２４０８

八重山

景観行政団体移行 景観計画策定 景観条例施行

北部

中部

南部

宮古


