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ⅣⅣ  主主要要なな都都市市計計画画のの決決定定のの方方針針  

 

１．土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

 

 

 

１）主要用途の配置の方針   

①住宅地 

住宅地は人々の日常生活の基本となるところであり、とりわけ本区域では、恵まれた自

然環境と共生する職住近接環境の実現が重要と考えられます。 
そのため、中心市街地や既成市街地における住宅地の維持とともに、誰もが安心して快

適に暮らせる居住環境の創出に努めます。 
 
②商業地 

商業地は物品サービスの場であるとともに、多くの人々が交流する「にぎわいの場」で

あり、いわゆる都市らしさを形づくる重要な機能を有しています。 
商業機能が集積する中心市街地は、活性化支援事業の推進や国道 58 号沿道の為又周辺の

新商業地と差別化を図った商業機能の拡充によって、個性的で快適な商業空間を形成する

とともに、居住機能、娯楽機能、文化機能などを強化させた用途の複合化を促進し、今後

も職・住・遊の多様な機能を併せ持ち、活力のある中心商業地として充実を図ります。 
 
③工業地 

 工業地は、都市における生産活動の場であり、就業機会の拡大など地域経済への発展に

重要な役割を有しています。 
 そのため、既成市街地周辺に立地するビール工場や、国道 449 号沿道の石灰岩採石場、

セメント工場等は、工業地として位置付けながら、環境の保全・回復と景観形成に努めま

す。 
また、農産品加工や健康産業等の地場産業の誘致を促進します。 

 
④流通業務地 

 流通業務地は、生産と消費を結ぶ機能を有し、地域産業及び経済の流通活動において重

要な役割を担っていることから、名護漁港の背後地を中心に適宜配置を検討します。 
 
２）土地利用の方針  

①土地の高度利用に関する方針 

 中心市街地においては、各種都市機能の集積を進めるとともに基盤整備等による土地の

高度利用を検討します。 
 

機能が集約し、自然と調和した土地利用 
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②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

用途白地地域の市街化が確実である区域においては、市街地像を明確にして、基盤整備

と併せて用途地域の指定を促進し、用途の純化を図ります。 
また、久辺三区においては、基盤整備の計画の熟度や、金融・情報通信関連産業の集積

等の動向を踏まえ、農林漁業との健全な調和を図りながら、用途地域の指定等により魅力

的な都市機能の集積を検討します。 
 
③居住環境の改善又は維持に関する方針 

幸地川の河口の港や名護湾に面する城、東江などの既成市街地は、地域のつながりを重

視したコミュニティ道路やポケットパーク等の身近な居住環境の質的向上を図るととも

に、市街地が拡大しつつある既成市街地の北西部については、用途地域の指定や区画整理

事業等の導入により、良好な市街地環境の形成に努めます。 
また、老朽住宅地の改善やオープンスペースの確保等により、良質でゆとりある居住環

境の形成を図ります。 
 

④都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

市街地周縁部の斜面緑地等は、環境保全や景観上極めて重要な役割を果たしていること

から、風致地区や緑地保全地域の指定等により積極的な保全に努めます。 
また、市街地では、都市内の貴重な緑地空間の確保のため、湧水や墓地周辺の緑地、御

嶽林など市街地内に残る身近な緑地の確保を図るとともに、道路の緑化や屋敷内緑化等に

よる緑の総量の確保と緑化軸の形成を推進し、自然と調和する都市空間の形成に努めます。 
 
⑤優良な農地との健全な調和に関する方針 

 市街地近郊の豊かな農住環境を維持していくため、優良農地は、土地利用調整等により

保全に努めます。 
 
⑥災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

 災害に強いまちを形成するため、既成市街地の防災機能の向上を進めつつ、市街地周辺

の斜面緑地やオープンスペースへの無秩序な開発を抑制します。 
 

⑦自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

 やんばるの水循環を基軸とした山、川、海の自然環境や市街地を取り巻く斜面緑地につ

いては、緑地保全地域や風致地区等の指定により保全に努めます。 
 

⑧計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

用途白地地域については、土地利用の動向並びに人口動態や経済動向等を見据え、建築

物の建ぺい率、容積率等の建築形態規制の見直しを必要に応じて検討します。併せて、地

区計画の活用による自然環境との調和、共生する集落環境整備、特定用途制限地域の指定

及び開発許可対象面積の引き下げなど適切な対応に努めます。 
また、久辺三区においては、金融業務特別地区及び情報通信産業特別地区の指定、国立
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沖縄工業高等専門学校の開校やマルチメディア館をはじめとする特区関連施設の整備に

より、金融・情報通信関連産業を核とする様々な都市機能が集積した新市街地の形成が想

定されることから、地元主体で市街地像を明確にするとともに、地域地区制度や地区計画

等を活用し、自然環境等に十分配慮した適正な土地利用の実現を図ります。 
さらに西海岸のリゾート地については、景観法の活用等により自然環境に十分配慮した

土地利用を図ります。 
 
 

２．都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

（１）交通施設に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 

 

 

本区域では、透水性・低騒音舗装等による環境負荷の低減を図るとともに、やんばるの

貴重な自然や原風景と調和して連携・交流の促進に資する交通施設整備を推進します。 
また、道路交通施設の整備に際しては、高齢者や障害者等、誰もが歩きやすく、歩行者

や自転車がそれぞれ安心・安全に通行できる都市空間づくりのためユニバーサルデザイン

の導入を促進します。 
 
①自然環境と調和し、地域づくりと一体となった道路網の整備 
豊かな自然環境と調和し、沿道の動植物や景観に配慮した道づくり（エコロード）を進

めるとともに、物流や人々の交流の活性化に資する幹線道路網の形成を図ります。 
併せて、自然環境や伝統文化等、地域資源をいかした地域づくりと一体となった道路整

備を推進します。 
また、市街地周辺においては、道路整備に伴う交通量の変化を把握したうえで、交差点

改良による交通渋滞の緩和を図ります。 
 
②公共交通の充実と歩行者優先道路網の形成 
市街地では、港や公園緑地、学校等の公共施設と河川沿いや海岸線等の市街地内の各所

を相互に連結させ、歩行者や自転車利用者が安全で快適に利用可能な道路網を形成します。 
また、高齢化の進行により想定される交通弱者の増加への対応や、今後の東海岸におけ

る新たな都市機能の集積による地域間の交通流動の変化に対応する公共交通網の充実を図

ります。 
 
③観光リゾートを支えるやんばる路の保全 
国道等の幹線道路をはじめ、補助幹線道路、生活道路等の既存の交通施設は、周辺の自

然や歴史文化と調和したやんばる路として、その維持管理とともに道の個性の確保に努め

自然と人にやさしく、誰もが利用しやすい交通施設 
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ます。 
 
２）整備水準の目標 

おおむね 20 年後の主要幹線道路、幹線及び補助幹線道路の整備目標を 5.0km/km2（平成

17 年度現在 4.7km/km2）とし、基本方針に基づく着実な整備を推進します。 
 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

a.主要幹線道路 

北部圏域の中心であり観光・リゾートの拠点であることから、その拠点性と広域交流機

能を高めるために、沖縄自動車道の許田から名護市街地北側に至る名護東道路の整備を推

進します。 
 

b.幹線道路 

国道 331 号（二見バイパス）や国道 505 号（呉我地区）は、円滑な交通処理や将来交通

量に対応した道路整備を推進します。 
また、市街地と郊外を結ぶ県道名護宜野座線や今帰仁村と連結する県道 110 号線バイパ

ス及び屋我地仲宗根線の整備を推進し、日常生活及び産業活動の円滑化を促進します。 
 
c.補助幹線道路 

名護十字路から城十字路、港に向かうルートと名護大通りにおいては、中心市街地の活

性化に資する歩行者空間の充実を図ります。 
 
d.生活道路 

 道路網を整序しつつ利便性を高めるため、生活道路は、区域内で発生又は集中する交通

を円滑に集散し、さらに通過交通を誘発しないよう配置します。 
 市街地周辺の用途白地地域や久辺三区については、住民の生活環境を保全する安全で快

適な生活道路の整備を図ります。 
 
４）主要な施設の整備目標 

 おおむね 10 年以内の主要事業を次のとおり想定します。 
種 別 名     称 
道 路 名護東道路、国道 331 号（二見バイパス）、国道 505 号（呉我地区）屋我地

仲宗根線（ワルミ大橋）、県道 110 号線バイパス、県道名護宜野座線 
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（２）下水道及び河川に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

①下水道 

人口増加や市街地の拡大に伴う汚水量の増大及び浸水の防除に対処し、衛生的で快適な

都市環境の創出と公共用水域の水質保全を図るため、引き続き下水道の整備を推進します。 
また、市街地以外の密集した集落やリゾート地域では、特定環境保全公共下水道や農業

集落排水施設、合併処理浄化槽等の併用等による汚水処理施設の整備を推進し、集落環境

や自然環境の保全に努めます。 
 
②河川 

市街地や集落の多くは、幸地川、屋部川及び羽地大川に沿った河口に形成されており、

川や緑地等、自然環境の再生によって、それぞれの個性を高める必要があります。また、

市街化による保水機能の低下などによる豪雨時の流出量の増大など河川に係る諸条件が悪

化しています。 
そのため、緑地や遊水地の適切な確保、雨水貯留施設の整備、透水性舗装等による環境

負荷の軽減等とともに、河岸緑地の保全や地域住民の参加の下、生物の生息環境に配慮し

併せて美しい景観を保全・創出する多自然川づくりを推進します。 
 

２）整備水準の目標      

①下水道 

おおむね 20 年後の公共下水道の整備目標は、次のとおりです。 

年 次 
平成 17 年 
（現況） 

平成 37 年 
（目標） 

処理対象人口（千人） 34.4 64.6 
普及率（％） 58.5 96.6 

資料：庁内資料 

②河川 

本区域内の二級河川（11 河川、整備に必要な延長約 24km）について、積極的な整備を

推進します。 

年 次 
平成 17 年 
（現況） 

平成 37 年 
（目標） 

河川整備率（％） 67.5 84 

資料：庁内資料 
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３）主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内の主要事業を次のとおり想定します。 
種 別 名 称 
下水道 名護下水処理場の増設及び改築 
河 川 我部祖河川、西屋部川、屋部川 

 

３．市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 

 

 

港を中心に発展してきた本区域では、為又周辺に新たな市街地が進展する一方、中心市

街地である名護十字路付近で空洞化が進行しています。 
そのため、市街地の無秩序な拡散を抑えて中心市街地の活気を取り戻し、既成市街地の

居住環境の改善や市街地外縁部等における田園環境と調和の取れた良好な住宅地の確保に

努めるとともに、次の方針によって市街地の整備を推進します。 
 

①地域の歴史をつなぐ中心市街地の再構築 
 交通の要衝として歴史が積み重ねられ、形成された中心市街地では、名護城跡（名護グ

シク）や幸地川、ひんぷんガジュマル等、その土地に刻まれた歴史・風土や市街地のたた

ずまいをいかしながら、アクセシビリティの向上を図り、歩いて暮らせる市街地の形成な

ど、市街地の再構築を図ります。 
 
②職・住・遊・福祉機能が共存した市街地の実現 

空き店舗の有効活用、大型店舗との差別化、産業支援センターにおける雇用促進や人材

育成等、ソフト施策を展開するとともに、駐車場の適正配置、名護漁港施設用地の水産振

興を核とした有効活用、交通利便性の向上、シンボルロード事業の導入、高齢者用福祉住

宅の整備等のハード施策を一体的に図りながら、職・住・遊・福祉機能が集積し、安全、

快適でにぎわいのある市街地整備を進めます。 
 
③自然環境や文化財等をいかした面整備の推進 

既成市街地においては、川や樹林地、小起伏の斜面緑地、昔ながらの旧道、カー（井戸）、

御嶽、文化財等、その土地の風景や特性を保全・活用しながら、都市機能の連携を高める

面整備を推進します。 
 
 
 
 

職・住・遊・福祉機能が充実した安全で快適な市街地 
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２）市街地整備の目標     

 おおむね 10 年以内の主要事業を次のとおり想定します。 
市町村名 事業名 地区名 面積(ha) 施行者 備考 

宇茂佐第二地区 80.2 組合 施行中 名護市 土地区画整理事業 
名護第三地区 63.2 市 施行中 

 

 

４．都市環境に関する主要な都市計画の決定の方針 

（１）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 

 

 

 本区域は、自然性の高い森林、海岸域に広がる良好な珊瑚礁、本部半島の石灰岩特有の

自然地形と植生等、周辺町村につながる雄大で良好な自然環境を有することから、自然環

境との調和、身近な緑地環境の保全と整備を図るとともに、コンパクトな市街地を中心と

した良好な都市環境形成、拠点となる公園緑地の整備、回廊となる緑地の保全・形成を進

め、地域特性をいかし自然を感じる次のような緑の都市の形成を図ります。 
・市街地を包む名護湾のグリーンベルトの形成 
・海と川と山の魅力を高める拠点の形成 
・やんばるの森と海を再生する緑地環境の充実 
・森や海の恵みを伝える水辺環境の充実 
 

２）緑地の確保水準 

①緑地確保の目標水準 

市街地一帯における緑地

確保の目標量 
市街地一帯に対する割合

1,725 ha 70.1 ％ 
 

②都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

年次 平成17年（現況） 平成37年（目標） 

都市公園等の整備面積 42.0 ha 257.4ha 

都市計画区域人口1人当

たりの整備面積 
7.1 ㎡/人 38.5 ㎡/人 

資料：沖縄の都市公園 

 

 

自然 ―ふるさとやんばるの心― を感じる都市環境 
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３）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統 

水源涵養機能を有するスンジャーガー流域等の名護市を囲む山頂部や名護岳及び多野岳

の頂部緑地は、自然共生回廊の拠点として維持し、自然の保全・活用拠点を形成します。 
また、関連する地域制緑地を生かし、北部脊梁山系に続く名護岳・多野岳山稜及び羽地

ダム一帯のやんばるの森の保全、部瀬名海域や大浦湾の良好な海域の保全及び名護城跡と

これに連なる緑地等の保全に努めます。 
 
②レクリエーション系統 

21 世紀の森（名護浦公園）は、その文化的機能にスポーツ機能を加えて、広く来訪者が

集うスポーツコンベンションの拠点となる公園として整備を・拡充を進めます。 
また、羽地内海、東海岸での緑地整備を促進します。 

 
③防災系統 

市街地周辺には、津波避難に対応する広域防災公園の確保を検討するとともに、21 世紀

の森（名護浦公園）の海岸緑地の充実・21 世紀の森づくりを進めます。 
また、市街地に接する斜面や幸地川などの水辺空間は、防災環境軸として保全・整備し、

安心・安全で快適な市街地形成に努めます。 
 

④景観形成系統 

 市街地を囲む名護岳や嘉津宇岳は、空に描く輪郭線や斜面の緑等の景観を保全し、嵐山

や多野岳等については、眺望確保に努めます。 
 また、名護湾や羽地内海、大浦湾は、赤土流出防止対策等により水辺景観の保全を図り、

21 世紀の森（名護浦公園）から安和にかけた採石場や採石跡地一帯については、緑化など

景観の修復に努めます。 
 
４）主要な緑地の確保目標 

■公園緑地等の整備目標及び配置の方針 

種別 配置方針 平成 17 年 平成 27 年 
住区基幹公園 街区公園１㎡以上を満たすよう、特に

市街化進展範囲での配置に努めます。
2.41 ㎡/人 4.56 ㎡/人 

都市基幹公園 
 

住民１人当たり 1.5 ㎡以上の運動公園

の配置に努めます。 
3.55 ㎡/人 4.84 ㎡/人 

広域公園 名護城公園（名護中央公園）の供用促

進と整備を図ります。 
0.80 ㎡/人 7.42 ㎡/人 

その他の公園緑地 
(都市基幹公園、特殊公園等) 

北部都市圏の中核的都市として、スポ

ーツや海をテーマとした整備を図り

ます。 

0.30 ㎡/人 11.91 ㎡/人 

合 計  7.1 ㎡/人 28.7 ㎡/人 
資料：沖縄の都市公園 
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■風致地区・緑地保全地域等の指定の方針 

種別 配置方針 平成 17 年 平成 27 年 
風致地区 

(緑地保全地域 

特別緑地保全地区) 

名護市街地の東側を囲む九年又等

既指定４地区に加えて北から西への

丘陵地帯の保全を図り、市街地周辺の

環境緑地帯・緑地回廊を形成する新規

の指定と重要範囲の緑地保全地域指

定を検討します。 

45.4 ha 78.7 ha 

 現行の国定公園、鳥獣保護区、自然

環境保全地域、天然記念物、保安林等

の郊外の緑地については、指定の継

続・拡充、維持管理の充実に努めます。

2,130.6 ha 2,130.6 ha 

その他の地域制 
緑地 

 市街地内残存緑地は条例緑地とし

て確保を図り、重要対象地は緑地保全

地域指定による保護を検討します。 

0 ha 5.3 ha 

合 計  2,176 ha 2,215 ha 
※端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない。 

 

５）重点的に整備又は保全すべき主要な緑地等 

①おおむね 10 年以内に指定を行うべき主要な緑地保全地域等 

名護市街地北部丘陵の緑地の保全を図るため、段階的に地域制緑地を導入します。 
 

（２）景観形成に関する方針 

１）基本方針 

ゆとりと潤いのある市街地を形成するためには、良好な都市景観の創出が重要であり、

今後、景観計画の策定を促進し、計画的な景観形成・保全に努めます。そして、良好な都

市景観は観光資源としても重要な役割を担うものであります。 
そのため、貴重な水源を涵養する山地部や羽地内海の沖縄海岸国定公園一帯、良好なサ

ンゴ礁海域や貴重生物種の保全などやんばるの原風景である自然景観を保全するととも

に、山並みに囲まれ集約された市街地の形成、良好な建築形態の誘導など、自然と調和す

る良好な都市景観の創出に努めます。 
また、地域固有の優れた景観を形成する屋部、稲嶺、屋我地等においては、住民の日常

生活に配慮しつつ、景観法の活用や地区計画等によって、屋敷林や石垣等伝統的な集落景

観の保全と修復を促進します。 
さらに、サンゴ礁の発達したブセナ岬一帯の海中公園地区や県内でも有数の景勝地として知

られ国定公園である羽地内海などについては、その周辺も含め自然景観と調和した上質な景観

形成を促進します。 
 併せて、墓地の整備にあたっては、周辺地域の土地利用や自然環境との調和に配慮しつ

つ可能な限り集約化を図り、良好な景観形成に努めます。 
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５．都市防災に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 住民の生命と財産を守り、安全な都市づくりを進めることは、都市政策の基本であり、

災害の未然防止とともに、災害時の適切な対策、迅速な災害復旧など被害を 小限に抑え、

壊滅的な被害を回避するという考えが重要です。特に、台風の常襲地域に位置する本県に

おいては、河川改修による治水機能の向上、防災機能を持った遊水池の整備等を推進する

とともに、海岸や急傾斜地等における防災対策を積極的に推進します。 
 また、既成市街地においては、不燃化を促進するとともに避難路や避難場所の確保や伝

統的な屋敷林の保全を図るとともに、住民の防災意識の啓発や防災ボランティアの育成等

を促進して、住民相互及び住民と行政間の連携が充実した防災体制の強化に努め、災害に

強い都市づくりを推進します。 
 
２）都市防災のための施策の概要 

①火災対策 

火災を防止、または火災が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、河川、道路、

その他の公共施設の維持管理を強化し、災害時の避難、救援、消防活動の骨格となる道路

や小広場、公園緑地等の防災軸を強化します。 
また、避難路や延焼遮断帯として機能する道路整備を推進するとともに、避難経路、避

難場所、公園、公共施設等の防災上重要な地区においては、防火地域や準防火地域の指定

を促進し、建築物の不燃化を促進します。 
 

②震災対策 

建築物・構造物の耐震化・不燃化の促進とともに、広域避難場所の確保と整備や電気及

び上下水道等のライフラインの構造強化を進め、震災に強い都市構造の形成に努めます。 
併せて、地震発生時における応急対策や住民の行動規範を早急に確立し、住民や事業所

等による自主防災体制づくりを支援します。 
 

③浸水対策 

水害を防止し、又は風水害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため、河川、海岸、

道路、下水道その他の公共施設の早期改修や維持管理を強化します。 
さらに、緑地の保全、浸透桝等浸透施設の整備、透水性舗装により水循環システムを改

善し、水害に強い都市づくりを進めます。 
 
④土砂災害対策 

  土砂災害から住民の生命と財産を守るため、砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策を推進

します。 
 また、土砂災害のおそれのある区域については、危険の周知、警戒避難体制の整備、住

宅等の新規立地の抑制、一定の要件に合致する既存住宅の移転促進等を推進します。 


