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第１章 みどりの現況と計画の課題 

１．沖縄県のみどりの特徴 

（１）沖縄県のみどりの成り立ち 

・沖縄県は、日本の南西端に位置し、南北 400

㎞、東西 1,000 ㎞に及ぶ海域に弓状に連なる

琉球狐と呼ぶ南西諸島の内の琉球諸島にあ

り、大小約 160 の島しょ（うち有人島 50）か

らなる。 

 

・日本で唯一の亜熱帯圏に位置し、黒潮に包ま

れた亜熱帯海洋性気候下にある。また隆起・

沈降を経て大陸とつながっていた時代に、陸

づたいに渡来し封入されて独自の進化を遂

げた固有性の高い多様な生物相を育んでき

た所で、「東洋のガラパゴス」とも称され、自

然の資質の高い圏域として知られている。 

 

・植物も琉球狐にそって南限域にある温帯の植物種が生育する一方で、生育の北限域にある

南方性の植物種も見られる立地にあり、また隆起サンゴ礁地形が多く（沖縄本島中南部、

宮古島等）石灰岩地域の植生が広く分布するなど、独特の植物景観を見せている。 

 

・自然林は沖縄本島北部山域や西表島、石垣島の山域と島しょの一部を占め、また島しょの

風衝地帯には風衝植生が、海浜には海浜植物群落が、水面には湿性植物群落が沖縄の自然

を形作っている。特に水面は琉球狐にそって渡る渡り鳥の休息地ともなっていて、ラムサ

ール条約登録湿地となった漫湖をはじめ、重要な湿地や干潟が存在する。 

 

 

 

 
  

鮮新世末～更新世初期（約 170 万年～130 万

年前）（陸橋時代）「沖縄県史 図説編 県土の

すがた（沖縄県教育委員会）」より 

八重岳 西表島のマングローブ林 
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・また、自然や祖先を敬う風習や伝統を下にし

て、墓地や泉、御嶽等には植栽が配置され大

切に守られてきた。樹木の配置には風水思想

を拠り所にして風を防ぎ、水場を維持する抱

護の形が重視されている。背後にクサティ

（腰当を意味し集落を取り囲むような形状

のこと）の森など抱護林を配し、防風林、屋

敷林や垣根などを巡らすなど、樹木で包まれ

た集落が点在している。今も各所に残されて

いる集落のみどりや郷土資源のみどりは、こ

のような自然と共生し地域を守る人々の心

に支えられてきたもので、規模は小さくても、

歴史的、民俗的に重要なみどりで、地域の心

の拠り所になっている。 

 
・文化資産と位置づけられる沖縄のみどりに、グスクと呼ぶ城跡がある。琉球王国成立時代

の地方の首長の居城であり、その数は奄美地方も含めて 200～300 あるといわれ、特に沖縄

本島中南部地域に多い。それらはやがて北山、中山、南山の王国にまとまり、これを平定

した中山王により 1429 年に統一王朝琉球王国が誕生した。この時代の代表的な城跡である

首里城跡を始めとするグスクと関連遺産群は、平成 12 年に世界遺産に登録されている。 

 
・琉球王国は 1609 年に薩摩藩の管轄を受けつつも 1879 年まで 450 年間続き、この間の琉球

王国時代に華開いた琉球の文化や伝統が歴史的郷土的環境のみどりに包まれ存在している。 

特にグスクは石炭岩台地の頂部にあって、地形上の要害の地であることから、今日では樹

林に囲まれ、また地域の景観の中心にあると当時に優れた眺望地点でもあり、今も地域の

人々の精神的なシンボルとして維持されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

世界遺産：琉球王国のグスク及び

関連遺産群 

首里城跡：首里城公園 勝連城跡 
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・これらの沖縄らしさを象徴するみどりは、太平洋戦争の苛烈な戦禍により大きな打撃を受

けた。特に本島中南部では森林面積の 77％に相当する約 6,000 ㏊を焼失した。本島北部や

その他の地域においても、戦火により、あるいは軍需物資としての伐採によって森林は減

少した。加えて、戦後は、食料増産のための開墾、薪炭材や建築資材等の確保、軍用地（米

軍基地）の建設等が進み、森林は減少の一途をたどってきた。 

 
・戦後、戦災復興、本土復帰を契機とする社会資本整備の中で、緑化の取り組みが進められ

緑被の回復が図られているが、樹林で被覆されている所でも本来の自然の資質が回復して

いる場所は少ない。特に本島中南部地域には、未だ森に復元していないギンネム等に覆わ

れた荒廃原野が多い。 

 
・特に社会経済活動の中心にある沖縄本島中南部には米軍基地が集中し、土地利用を制約し

てきたことから、残された丘陵部の開発とともに、サンゴ礁や干潟を利用した海岸の埋立

が進んでいて、それは離島にも及んでいる。但し、開発地にも緑地は創出されることから、

重要な公園も多く造られている。特に近年は自然の再生や復元を図った緑地の創出も試み

られているなど、みどりの少ない地域では拠点となる役割も期待されている。 
 

■沖縄県中南部都市圏における軍用地と緑被の分布状況  
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（２）圏域別のみどりの状況 

１）那覇広域都市圏 

a. 地形とみどりの状況＜平坦な石灰岩台地と島尻丘陵の緩傾斜地＞ 

・石灰岩による台地が分布する地域と、その基盤の島尻層郡の丘陵・緩傾斜地が広がる地域

に分けられる。また、河川や海岸の沿岸では沖積低地が広がる部分がある。 

・石灰岩台地は、宜野湾～那覇北側では西海岸から緩やかに東上がりに傾斜し、中城湾沿い

に断層崖となって急斜面をなしている。急斜面下では、海岸沿いに低地が連なっている。

糸満南部では、石灰岩台地が広範に広がり、台地上はほとんどが農地に占められるが、所々

に残る石灰岩堤の丘陵や斜面地に樹林地が残っている。 

・河川が浸食して形成した谷沿いにも樹林地が残っている。主な河川はほとんどが東側の台

地上から西海岸へ流れ出ている。その川沿いにみどりが連続している。 

・国場川、饒波川は、緩やかな島尻丘陵の間を流れ、河口に漫湖の干潟を形成している。 

・中城湾岸は、海岸沿いに平坦な海岸地形が連なっている。これらを取り囲むように急斜面

が連なっている。 

b.土地利用特性とみどりの状況＜市街地を取り巻くみどり＞. 

・県都那覇市を有し、人口や都市機能が県内で最も集積した都市圏である。区域区分が行わ

れている唯一の都市圏であり、市街化区域は都市的土地利用、市街化調整区域においては

自然的土地利用が主体であり、比較的明確に分かれている。 

・骨格的なみどりは、市街地の分布に対して概ね外縁を取りまく形で存在している。これら

は市街地の拡大に地形的な制約のあった丘陵や崖地である。 

・特に、琉球石灰岩の台地上は平坦地が広がり、市街地や米軍の駐留軍用地が広がっている。

その縁は、石灰岩堤や断層崖などそびえ立った崖地である場合が多く、そこにみどりが残

る形となっている。 

・石灰岩の基盤となっている島尻層群泥岩が露出する地域では、地すべりや崩壊地が所々に

みられる。（特に中城湾岸の斜面地） 

・与那原～那覇以南は、島尻層郡泥岩の丘陵が広がり、南風原、八重瀬、豊見城等は都市近

郊型の野菜畑やサトウキビ畑が広がる。 

c. みどりの特性＜歴史・文化を伝えるみどりと荒廃原野の存在＞ 

・開発が進んでいる地域であるが、みどりが残されているのは地形的に制約のあった急傾斜

地や御嶽や拝所など郷土資源として大切にされてきたところである。 

・第二次大戦の戦火によるみどりの焼失で、地すべり地形などの樹林の回復が進まない。 

d.主な施設緑地、地域制緑地の分布＜歴史・文化的交流の拠点＞ 

・首里城公園、浦添城址公園等の城址公園や海軍壕公園や平和祈念公園など、沖縄県の歴史

文化的側面を特徴付けるみどりが整備されている。中城公園が広域公園として都市計画決

定し、整備中である。 

・地域制緑地は、那覇市の漫湖及び末吉の風致地区や南部の沖縄戦跡国定公園特別地域など

である。 
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・糸満市、豊見城市、北中城村、中城村、西原町、南風原町、与那原町、八重瀬町において

農業振興地域が指定されている。 

■那覇広域都市圏のみどりの現況 
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2）南城都市圏 

a.地形とみどりの状況＜那覇広域からつづくハンタ緑地の存在＞ 

・島尻層郡の丘陵地、緩傾斜地及び平地が広がる。また、海

岸の沿岸では沖積低地が広がる部分がある。市域の東南側

に広がる樹林地は、那覇広域からつづくハンタ（断崖）緑

地として貴重なみどりとなっている。 

 
b.土地利用特性とみどりの状況＜自然的土地利用が主体＞ 

・自然の樹林地と農地が広がり、自然的土地利用が大半を占

めている。市街地は佐敷や大里など旧市街化区域のみで、

農村集落・漁村集落が点在する状況である。 

・百名ビーチや新原ビーチをはじめとして、海岸周辺の特色

を生かした観光交流に寄与する土地利用が進んでいる。 

 

c.みどりの特性＜歴史・文化を伝えるみどり＞ 

・世界遺産斎場御嶽があり、それを取り巻くように樹林地が

保全されている。 

・世界遺産以外にも、東御廻り（あがりうまーい）の文化遺

産など貴重な歴史・文化史跡を有している。 

 

d.主な施設緑地・地域制緑地の分布＜広大な風致地区＞ 

・南城市は、４町村の合併により平成 18 年に誕生した。 

旧知念村と旧玉城村は都市計画区域外であったため、 

都市公園は、旧大里村と旧佐敷町のみで整備されている。 

農村公園は、各集落で整備されている。 

・約 1,100ha の風致地区が指定されており、１つの風致地区     

でこれだけの規模を有するものは全国的にも少ない。 

・南城市の広い範囲で、農業振興地域が指定されている。 

  

知念岬と周辺の樹林地 

世界遺産：斎場御嶽 
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■南城都市圏のみどりの現況 
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３）中部広域都市圏 

a.地形とみどりの状況＜本島中南部と北部地域の結節点＞ 

・石灰岩台地が大半を占める西海岸域と、

北部脊梁山地からの流れをくむ石川岳

や嘉手納弾薬庫内の樹林地、うるま市

石川の市街地を区切る断層崖～勝連半

島の石灰岩地形、勝連半島東海域の

島々などにより構成される。 

・うるま市石川から勝連半島に向けての

断層や石灰岩堤などにも連なって樹林

地が残っている。中城湾岸は、島尻層郡

の斜面に囲まれ斜面に沿って樹林地が残っている。 

・中城湾岸は、海岸の沖積低地が連なり前面の海岸には干潟が広がっている。 

b.土地利用特性とみどりの状況＜弾薬庫内の樹林地を水源とする河川沿いと海岸のみ

どり＞ 

・石川岳や米軍の嘉手納弾薬庫内に広い樹林地があり、その森林に端を発する比謝川や

天願川などの河川沿いや、市街地方面に向けて伸びる尾根線沿いなどに残されている。 

・読谷の石灰岩台地の縁に残る斜面緑地や、海岸部は沖縄海岸国定公園にも指定されて

おり、自然海岸や植生が残っている。 

c.みどりの特性＜歴史・文化を伝えるみどりと荒廃原野＞ 

・那覇広域都市計画区域と同様に開発が進む地域であるが、みどりが残されているのは、

地形的に制約のあった急傾斜地や、御嶽や拝所など郷土資源として大切にされてきた

ところである。 

・第二次大戦の戦火による樹林地の焼失で、地すべり地形などの樹林の回復が進まない。 

・駐留軍用地内には、みどりがまとまって残っている。 

d.主な施設緑地・地域制緑地の分布＜スポーツレクリエーションが充実＞ 

・沖縄県総合運動公園をはじめスポーツや海浜レクリエーション施設を備えている公

園が多い。 

・うるま市石川で風致地区が指定されている。 

・比謝川河口部には鳥獣保護区、残波岬公園には沖縄海岸国定公園に指定されている。 

・沖縄市、うるま市、読谷村において農業振興地域が指定されている。 

天願川とともに中部を代表する河川：比謝川 

世界遺産：座喜味城址 沖縄県総合運動公園 
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■中部広域都市圏のみどりの現況 
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4）名護都市圏 

a.地形とみどりの状況＜やんばるの脊梁山系＞ 

・名護市では、沖縄本島北部の脊梁山系を構成し、標高 300～400ｍの多野岳、名護岳、久

志岳が連なり、リュウキュウアオキースダジイ群集の自然性の高い植生が繁茂してい

る。 

・山岳地帯を水源として、東西に河川が流れている。 

・海岸部はサンゴ礁が取りまいており、特に東海岸側では、広い範囲に良好なサンゴ礁が

生育している。 

・名護市の西海岸や羽地内海沿岸は、沖縄海岸国定公園に指定されている。周辺の山々や

静穏な水面、内海に浮かぶ島々など良好な景観を持つ。 

 

b.土地利用特性とみどりの状況＜西海岸のリゾート、農地＞ 

・名護市南部の部瀬名岬には沖縄サミット会場となったブセナリゾートが立地し、観光の

拠点的施設となっている。 

・沖縄本島と本部半島の間は、低地や丘陵となっており、名護の市街地が広がっている。

低地や丘陵中間部には農地が広がっている。 

 

c.みどりの特性＜豊かな山と水面のみどり＞ 

・沖縄本島北部のやんばるの流れを組むところであり、多様な生態系を有する。 

・サンゴ礁に囲まれた西海岸や、大浦湾岸沿いの良好な海岸景観や、源河川沿いや羽地内

海の水面など、多様な水面環境を有する。 

 

d.主な施設緑地・地域制緑地の分布＜山頂の散策、眺望点、海洋性レクリエーション＞ 

・21 世紀の森公園や羽地内海などの散策やレクリエーション、背後の名護岳や多野岳、嵐

山展望台など優れた眺望を持つ地点が多い。 

・東海岸は、丘陵部に民間ゴルフ場などが整備され、風光明媚な海岸線を背景として、滞

在型のスポーツレクリエーション地区としても利用されている。 

・九年又風致地区など、４地区の風致地区が指定されている。 

・西海岸の海岸一帯には、国定公園が指定されている。 

・用途地域指定区域以外では、自然的土地利用が主体で農業振興地域や森林地域が指定さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
21 世紀の森公園（名護浦公園） 
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■名護都市圏のみどりの現況 
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5）本部都市圏 

a.地形とみどりの状況＜やんばるの脊梁山系と本部石灰岩＞ 

・沖縄本島から西側につきだした本部半島は、450ｍを超える嘉津宇岳や八重岳がそびえて

いる。本部半島では、石灰岩が分布し、採石場として利用されているところや石灰岩カ

ルストの特徴的な地形が点在している。 

・本部半島先端部は、広い範囲で良好なサンゴ礁が生育している。 

 

b.土地利用特性とみどりの状況＜西海岸の観光地、採石場＞ 

・本部の国営沖縄記念公園海洋博覧会地区は、多くの観光客が訪れる。 

・本部半島の石灰岩地形は、採石場として広い範囲で地形の改変が行われている。 

・備瀬の集落をはじめとし、本部町の集落地域にはフクギ並木や瓦屋根住宅等の伝統的な

集落要素が残っており、良好な集落の景観を形成している。 

 

c.みどりの特性＜豊かな山と水面のみどり＞ 

・嘉津宇岳、八重岳や本部のカルスト地形など石灰岩地域など特徴的なみどりが多く存在

している。 

・石灰岩の割れ目より塩分を含んだ水が湧き出ている塩川は、国の天然記念物に指定され

ており、その地名を冠したシオカワモッカや種子植物ながら水中で花を咲かせるカワツ

ルなどの珍しい動植物が生息している。 

 

d.主な施設緑地・地域制緑地の分布＜海洋性レクリエーション＞ 

・本部町の西海岸では、国営沖縄記念公園海洋博覧会地区が整備されており、県民や県外

から来訪者が訪れる公園となっている。 

   ・集落以外の土地利用は、自然的土地利用が主体で森林地域や農業振興地域が指定されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国営沖縄記念公園：海洋博公園 
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■本部都市圏のみどりの現況 
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６）宮古都市圏 

a.地形とみどりの状況＜石灰岩台地の平坦な地形と特徴ある海岸部＞ 

・隆起石灰岩の台地で、地形の変化は少なく石灰岩堤と呼ぶ数条の断層崖が南北に台地を分

ける以外は平坦地が広がり、島の中央に位置する標高 108.6ｍの野原岳を最高点にする。 
・全般に東に高く西に下がる地形で、東側と南側の端部は崖や斜面を形成し、西側は低い海

岸段丘や平地を形成しているが、湧水より流れ出る小流を除いて表流河川はない。南北に

は東平安名崎や西平安名崎の岬の張り出しがあり、西側には大浦湾、与那覇湾、入り江湾

や砂山や与那覇前浜などの著名な砂浜を擁し、周囲に池間島や来間島、大神島の島しょと

広大な干出礁として知られる八重干瀬を配して、海岸部は変化に富んでいる。 
・自然的な植生は一部のタブ林や池間島ユニムイの湿地植生などわずかな範囲に止まる。樹

林地は海岸沿いと断層崖の斜面や大野山林等の一部丘陵地に分布し、モクマオウ・ギンネ

ムなどの植林、リュウキュウマツや広葉樹の二次林が過半を占めている。 
・島全体がサンゴ礁に取り囲まれ、陸水の流出が少ないことからサンゴ類の生存状況は良好

で、慶良間諸島や石垣島・石西礁湖などとともに沖縄を代表するサンゴ礁景観域として知

られている。 

b.土地利用特性とみどりの状況＜市街地の周りの樹林地や農地と、集落周辺のみどり＞ 

・石灰岩の平坦な地形はほとんどが農地や集落に利用され、集落周りの小丘には御嶽や墓所、

洞窟井などの郷土資源のみどりが分布している。 
・中心市街地の周辺には公園や墓地、小さな斜面の樹林地が分布するだけで、その周囲を囲

む農地の広がりが重要な存在になっている。 

c.みどりの特性＜石灰岩台地の環境を保全するみどりと重要な自然性のみどり＞ 

・島の樹林地は水源にしている地下水の涵養機能と保水力を高め、また強風に対して防風林

の効用を持つことから、その総てが重要な存在となっている。 
（大野山林・野田山林や石灰岩堤・小丘陵の樹林地、海岸防風林・耕地防風林など） 

・残されている僅かな自然的緑地の存在も重要であり、渡り鳥など野鳥や小動物の重要な生

息域となっている。 
（池間島ユニムイ湿地、狩俣山地、島尻マングローブ、大野山林、与那覇湾、八重干瀬等） 

d.主な施設緑地・地域制緑地の分布＜スポーツアイランドと交流の環境をつくるみどり＞ 

・トライアスロン大会や各種スポーツのキャンプ地として定着するなど、スポーツレクリエーシ

ョンが盛んであり、運動公園やグランド、ゴルフ場、海浜リゾートなどが重要なみどりとなっ

ている。 
・用途地域指定区域以外は、自然的土地利用が主体で、農業振興地域や森林地域が指定されてい

る。 

 

 

  

通り池 農地 
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■宮古都市圏のみどりの現況 

 



１．沖縄県のみどりの特徴 
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７）石垣都市圏 

a.地形とみどりの状況＜沖縄県最高峰の山稜から沖縄を代表するサンゴ礁海域までの大きな

景観構成＞ 

・バンナ岳から南の市街地を囲む一帯、県内の最高峰、標高 526ｍの於茂登岳を中心にした

山稜部と名蔵から川平・崎枝の半島部の一帯、宮良川から北へ平久保半島に至る東海岸の

一帯によって構成される。 
・河川は名蔵川と宮良川が大きく、ともに於茂登岳の山稜より流れ、河口に湿地帯、名蔵ア

ンパルや宮良川マングローブ林を形成している。 
・海域は世界的に有名なサンゴ礁地帯となっており、砂丘海岸や隆起サンゴ礁上には自然性

の高い海岸植生が分布し、特徴的な景観を見せている。 

 
b.土地利用特性とみどりの状況＜山地から牧野、農地、市街地・集落、そしてサンゴ礁へのつ

ながり＞ 

・山地地域は水源涵養地帯で、底原ダムや真栄里

ダムが建設されている。 
・山地の東麓では放牧がおこなわれ、集落地域か

ら海岸部に至る穏やかなスロープが独特の伸び

やかな風景を見せている。 
・市街地の周囲には農地が広がり、バンナ岳一体の稜線

に囲まれている。集落の大半は海岸部に立地し、防風

林や屋敷林などに包まれのどかな田園景観をみせる。 

 
c.みどりの特性＜亜熱帯の生態系を育む森と海＞ 

・於茂登岳を中心に山稜部は亜熱帯の自然林に被われヤエヤマヤシやマングローブなど天然

記念物に指定されている群落を始め南方性の樹種が多い独特の森林景観を呈している。 
・宮良川の河口や名蔵アンパルの湿地は鳥類を中心とする重要な生物圏を構成している。 
・東海岸はアイサンゴなど希少なサンゴ類の生息地でもあり、これに準ずるサンゴ礁が東海

岸を縁取り、また川平湾の湾口部にも存在している。 

 
d.主な施設緑地・地域制緑地の分布＜沖縄県を代表する景勝地域と規模の大きいレクリエーシ

ョン系のみどり＞ 

・バンナ公園、東海岸（白保～玉取崎～平久保崎）、名蔵アンパル、於茂登岳森林、川平湾・底

地ビーチなど景勝地が多い。 
・展望公園としても知られるバンナ公園（広域公園 292.1 ㏊）の一帯や、フサキリゾート、ゴ

ルフ場など大規模なレクリエーション地が存在している。 
・用途地域指定区域以外は、自然的土地利用が主体であり、農業振興地域、森林地域が指定さ

れている。また、名蔵アンパル鳥獣保護区も指定されている。 

 

平久保崎の牧野とサンゴ礁 
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■石垣都市圏のみどりの現況 

 



１．沖縄県のみどりの特徴 
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■計画対象区域のみどりの現況図 
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２．緑地の現況 

（１）施設緑地の状況 

１）-1 都市公園の状況（全国と沖縄県の比較） 

・沖縄県では、本土復帰以前、都市公園については、114 箇所、面積 554.8 ㏊を計画決定し

ていた。本土復帰以降は沖縄振興開発計画等の推進により都市公園整備事業も本格化し、

着実に整備が進んでいった。平成 27（2015）年３月末においては 21 市町村において、783

箇所、1,462.5 ㏊が整備され、都市計画区域内人口一人当たり 10.9 m²となっている。 

     

 

■都市公園の整備水準（全国と沖縄県の比較） 

 

              （資料：都市公園データベース 平成 27 年度 国土交通省） 
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１）-2 都市公園の状況（沖縄県内の都市計画区域） 

・都市公園の望ましい確保水準は都市圏の都市人口 1人当たり 20m²以上とされている。 

・都市圏ごとの都市公園の計画及び供用の状況は、下表（都市公園の計画及び供用状況（そ

の１）（その２）。）に示す通りで、都市公園供用面積の水準（平成 27 年３月末）は、那覇

広域（7.0 m²/人）、南城（5.5 m²/人）、中部広域（9.9 m²/人）、名護（20.0 m²/人）、本

部（54.3m²/人）、宮古（23.2 m²/人）、石垣（51.1 m²/人）となっている。特に都市圏の

人口規模、及び規模の大きい公園の存在による差違が大きい。 

・都市計画公園計画面積に未決定供用公園を加えた既存規定公園の現況人口に対する水準は、

那覇広域 10.5 m²/人、南城 11.7 m²/人、 中部広域 14.2 m²/人、名護 24.4 ㎡/人、本部

82.8 m²/人、宮古 83.7 m²/人、石垣 83.1 m²/人、都市圏全体 17.6 m²/人となっている。

都市公園の望ましい確保水準には、大幅に不足している那覇広域と中部広域都市圏におけ

る水準充足の方策が重要であり、標準を超える都市圏では、公園の維持管理等についての

検討が望まれる。 

  ・都市公園種別ごとの計画及び供用水準は上表のようになる。都市計画中央審議会答申（平

成７年７月）による21世紀初頭の公園整備の望ましい目標水準に比べて、供用水準は10.9 

m²/人と 1/2 程度だが計画水準では 17.6 m²/人と目標に近い。 

 

■都市公園の計画及び供用状況（その１） 

供用 計画 供用 計画 供用 計画 供用 計画

街区 61.6 66.2 2.7 2.8 40.7 44.0 13.3 13.4

近隣 65.9 80.5 0.6 0.6 50.2 75.3 19.3 18.9

地区 53.0 68.3 9.0 11.2 34.3 34.2 0.8 4.1

住区 180.5 214.9 12.4 14.6 125.3 153.5 33.4 36.4

㎡/人 2.27 2.66 2.95 3.65 3.69 4.48 5.41 5.88

総合 139.4 245.7 2.5 23.6 54.9 108.9 23.6 36.1

運動 107.1 115.7 0.0 0.0 74.3 93.1 0.0 0.0

都市 246.5 361.4 2.5 23.6 129.3 202.0 23.6 36.1

㎡/人 3.10 4.47 0.58 5.90 3.81 5.89 3.83 5.83

広域 68.0 165.0 0.0 0.0 47.5 70.4 59.1 71.1

㎡/人 0.85 2.04 0.00 0.00 1.40 2.05 9.57 11.49

特殊 0.1 0.1 0.0 0.0 14.2 39.3 0.0 0.0

墓園 10.5 42.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

緑地 50.0 63.0 8.4 8.4 19.8 21.2 7.4 7.4

その他 60.6 105.3 8.4 8.4 34.0 60.5 7.4 7.4

㎡/人 0.76 1.30 2.00 2.10 1.00 1.77 1.19 1.19

計 555.6 846.6 23.3 46.6 336.1 486.4 123.4 151.0

㎡/人 7.0 10.5 5.5 11.7 9.9 14.2 20.0 24.4

人口 796,145 808,757 42,016 40,008 339,674 342,733 61,674 61,896

種別
那覇広域 南城 中部広域 名護

 

※公園種別欄 住区基幹公園（街区・近隣・地区）都市：都市基幹公園（総合・運動）、広域：広域公園、 

その他：特殊公園（歴史・風致・動植物）・墓園・国営公園・都市緑地。 
計の上段：都市計画決定面積、計の下段：都市計画決定面積＋未決定公園供用面積。 
出典：都市公園データベース（平成 27 年度 国土交通省）より 
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■都市公園の計画及び供用状況（その２） 

供用 計画 供用 計画 供用 計画 供用 計画

街区 0.0 0.0 2.3 2.6 0.4 2.4 121.0 131.3

近隣 1.7 1.8 9.7 15.1 9.5 11.2 156.9 203.4

地区 0.0 0.0 17.7 17.6 0.0 0.0 114.8 135.5

住区 1.7 1.8 29.6 35.3 9.9 13.6 392.7 470.1

㎡/人 1.26 1.54 6.38 8.52 2.08 2.78 2.92 3.47

総合 0.0 0.0 37.5 44.7 0.0 17.0 544.5 476.0

運動 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 21.1 229.9 229.9

都市 0.0 0.0 37.5 44.7 18.1 38.1 774.4 705.9

㎡/人 0.00 0.00 8.08 10.81 3.81 7.79 5.75 5.21

広域 71.8 95.0 0.0 0.0 210.0 292.1 456.4 693.6

㎡/人 53.04 81.26 0.00 0.00 44.15 59.73 3.39 5.12

特殊 0.0 0.0 35.0 260.7 5.2 62.6 362.7 362.7

墓園 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 47.2 47.2

緑地 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 102.1 100.3

その他 0.0 0.0 40.4 266.1 5.2 62.6 512.0 510.2

㎡/人 0.00 0.00 8.71 64.33 1.09 12.80 3.80 3.76

計 73.5 96.8 107.5 346.1 243.2 406.4 1,462.5 2,379.9

㎡/人 54.3 82.8 23.2 83.7 51.1 83.1 10.9 17.6

人口 13,536 11,691 46,417 41,366 47,564 48,906 1,347,026 1,355,357

種別
本部 宮古 石垣 合計

 

※公園種別欄 住区基幹公園（街区・近隣・地区）都市：都市基幹公園（総合・運動）、広域：広域公園、 

その他：特殊公園（歴史・風致・動植物）・墓園・国営公園・都市緑地。 
計の上段：都市計画決定面積、計の下段：都市計画決定面積＋未決定公園供用面積。 
出典：都市公園データベース（平成 27 年度 国土交通省）より 

 

・答申の水準は、下表のとおりである。  

目標

（㎡／人）

住区基幹公園 4.0

街区公園 (1.0)

近隣公園 (2.0)

地区公園 (1.0)

都市基幹公園 4.5

総合公園 (3.0)

運動公園 (1.5)

特殊公園

緩衝緑地

都市緑地 8.5

緑道

都市林

大規模公園 3.0

広域公園 (2.0)

国営公園 (1.0)

20.0

公園種別

基
幹
公
園

そ
の
他
の
公

園

大
規
模

公
園

都市公園等合計
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２）公共施設緑地の状況 

・公共施設緑地は、都市公園以外の「公園・緑地に準ずる機能を持つ緑地」であり、埋立や

港湾事業に伴い整備される緑地や、市町村管理のグラウンド、大学構内緑地等がある。 

・県内にある主要な公共施設緑地は、合計で 245.6 ㏊となっている。 

・都市圏別にみると、その規模は那覇広域（104.9 ㏊）、中部広域（43.9 ㏊）、宮古（41.6

㏊）、名護（21.7ha）本部（10.1 ㏊）、石垣（16.9 ㏊）、南城（－ha）の順になっている。 

■公共施設緑地        （単位：ha） 

都市圏 各種施設緑地 

那覇広域 100.6 

南城 - 

中部広域 43.9 

名護 21.7 

本部 10.1 

宮古 48.1 

石垣 16.9 

合計 241.3 

 

３）民間施設緑地の状況 

・民間施設緑地は、民間が管理するレクリエーション緑地で、ゴルフ場、植物公園など、公

園緑地に準ずる機能を持つ施設で、本県の観光の振興に大きく寄与している。 

・総量では 1,673.2 ㏊と、都市公園の供用面積 1,392.6 ㏊に公共施設緑地（河川・内水面を

除く）245.6 ㏊を加えた規模より多く、ゴルフ場がその主体を成している。 

・交通立地が良く利用者が多く見込まれる沖縄本島中南部の都市圏に多い。 

■４ha 以上の民間施設緑地                （単位：ha） 

都市圏 ゴルフ場 植物園地 合計 

那覇広域 378.7 31.1 409.8 

南城 252.0 - 252.0 

中部広域 273.6 64.7 338.3 

名護 158.0 - 158.0 

本部 132.3 - 132.3 

宮古 251.8 - 251.8 

石垣 131.0 - 131.0 

合計 1,577.4 95.8 1,673.2 
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（２）地域制緑地の指定状況 

・地域制緑地は、優れた自然環境や風致景観、歴史的環境を有する範囲について、区域を定

め、対象の保全に必要な土地利用上の制限や開発行為の規制を行う制度で、土地の所有の

公有・民有に係わらず、現行の土地利用の状態のままで区域の指定を行うことができる。 
 

■本計画で位置づける法による地域制緑地と規制内容（その１） 

名称 根拠法 地域の要件または指定基準 

風致地区 

 

 

 

 

 

都市計画法 

風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画

法に規定する地域地区である。「都市の風致」とは、都市において水

や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であ

り、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地

利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域につ

いて定めるものである。 

風致地区は、10ha 以上は都道府県・政令市が、10ha 未満は市町村が

指定し、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する

基準を定める政令（以下、「風致政令」という。）で定める基準に従

い、地方公共団体が条例（以下、「風致条例」という。）を制定する

こととしている。 

生産緑地 

 

 

都市計画法 

良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市

部に残存する農地の計画的な保全を図る。 

良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供す

る用地として適しているもの、500 ㎡以上の面積で、農林業の継続が

可能な条件を備えている区域について都市計画に生産緑地地区を定め

ることができる。 

緑地保全地域 

 

 

都市緑地法 

都市計画法 

里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩や

かな行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全す

る制度である。 

無秩序な市街化の防止又は郊外若しくは災害の防止のため適正に保全

する必要があるものや、地域住民の健全な生活環境を確保するため適

正に保全する必要があるものを指定する。 

特別緑地保全地区 

都市緑地法 

都市計画法 

都市における良好な自然環境となるみどりにおいて、建築行為など一

定の行為の制限により、現状凍結的に保全する制度。豊かなみどりを

継承することが可能となる。 

自然公園第三種特

別地域以上 

 

 

自然公園法 

自然環境の特徴が特異性、固有性又は希少性を有する地域及び開発が

進み、その地域におけるすぐれた自然の状態が損なわれるおそれのあ

る地域等を保護するため、一定の区域を指定する。 

自然環境保全地域 

 

 

自然環境保全

法 

ほとんど人の手が加わっていない原生の状態が保たれている地域や優

れた自然環境を維持している地域について、自然環境保全法及び都道

府県条例に基づきそれぞれ、原生自然環境保全地域、自然環境保全地

域、または都道府県自然環境保全地域として指定し、自然環境の保全

に努める。（高山・亜高山性植生(1,000ha 以上)、すぐれた天然林

(100ha 以上)や優れた自然環境を維持している湖沼・海岸・湿原・河

川・海域(10ha 以上)など） 

保安林区域 森林法 

 保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環

境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又

は都道府県知事によって指定される森林。保安林では、それぞれの目

的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変

更等が規制される。 
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■本計画で位置づける法による地域制緑地と規制内容（その２） 

名称 根拠法 地域の要件または指定基準 

農用地区域 

農業振興地域

の整備に関す

る法律 

農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土

地。 

当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の

見地から必要な限度において農林水産省令で定める基準に従い区分す

る農業上の用途を指定して、定めるもの。 

鳥獣保護区特別保

護地区 

鳥獣の保護及

び狩猟の適正

化に関する法

律 

鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため

に特に必要があると認める区域。 

河川区域 河川法 

河川の流水が継続して存する土地及び地形草木の生茂の状況その他

その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈してい

る土地（河岸の土地を含み洪水その他異常な天然現象により一時的に

当該状況を呈している土地を除く）区域もしくは、管理を行う必要が

あるものとして河川管理者が指定した区域。 

河川管理施設の敷地である土地の区域。 

史蹟・名勝・天然

記念物指定地 

 

 

 

 

文化財保護法 

〇貝塚，古墳，都城跡，城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上ま

たは学術上価値の高いもの 

〇庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上

または鑑賞上価値の高いもの 

〇動物，植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの 

国は，これらの記念物のうち重要なものをこの種類に従って，「史

跡」，「名勝」，「天然記念物」に指定し，これらの保護を図ってい

る。そのうち特に重要なものについては，それぞれ「特別史跡」，

「特別名勝」，「特別天然記念物」に指定している。 

地区計画 

 

 

 

都市計画法 

都市緑地法 

屋敷林や社寺林等、身近にある小規模な緑地について、地区計画制度

等を活用して現状凍結的に保全する制度。 

条例を定めることにより、緑地の保全のための規制をかけられる区域

は、地区計画等(「地区計画」、「防災街区整備地区計画」、「沿道

地区計画」、「集落地区計画」)において、現に存する樹林地、草地

等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定

められている区域。 

また、地区整備計画で緑化率を定めて、都市緑地法に基づく地区計画

等緑化率条例により緑化を進める制度もある。 

緑化地域 

 

都市緑地法 

緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築

や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制

度。これにより効果的に緑を創出することができる。 

景観計画 

 

景観法 

景観計画で定める景観計画区域における行為の制限で、建築物又は工

作物の高さの最高限度又は最低限度や敷地面積における緑化率など

を、景観行政団体が地域の特性に合わせて定めることが可能。 

 

・計画の対象とする地域制緑地の指定状況は、全体で 6,766 ㏊と都市圏の 6.2%を占めてい

て、都市公園の計画量及び都市計画未決定の供用公園を加えた都市公園確保量、2,288 ㏊

のおよそ３倍の範囲を占めている。 

・都市圏別には、山地が広く海岸の自然も残されている石垣（2,834.3 ㏊）、名護と本部

（2,216.4 ㏊）で全体の３/４を占めている。 

 

・都市の市街地と周辺の環境保全に重要な役割を持つ風致地区については、以下のとおり

指定されている。 
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＜風致地区指定状況＞ ： 全体、８地区、1,258.1 ㏊ 

 那覇市：漫湖風致地区（45.0 ㏊）、末吉風致地区（67.6 ㏊）、計 112.6 ㏊。 

 名護市：大宮風致地区（3.4 ㏊）、陣ケ森風致地区（8.9 ㏊）、 

    九年又風致地区（29.8 ㏊）、東江風致地区（3.3 ㏊）、計 45.4 ㏊ 

 うるま市：前原風致地区（2.1 ㏊） 

南城市：南城東御廻り（1,098.0 ㏊） 

 

・都市計画における緑地保全の制度としては、風致地区の他に都市緑地法に基づく「特別緑

地保全地区」制度があるが沖縄県ではまだ指定例はない。当別緑地保全地区は、都市の自

然や景観、歴史的環境の保全と防災上の緑地確保を図るための制度で、対象の保全のため

に土地の利用方法を規制することができる。また保全の重要性・緊急性が高い範囲につい

ては用地を買い上げることもでき、国の補助制度も用意されている。沖縄県においても緑

地環境の形成を図る上で今後に導入の検討が必要な制度といえる。 

・少子高齢化社会が進行し、人口増加を前提としない安定・成熟した都市においては、農地

は良好な都市環境の形成に資するものと位置づけられる。「生産緑地法」に基づく「生産

緑地地区」は、市街化区域内の農地を計画的に保全することを目的としている。 

・都市農業振興基本法（平成 27 年制定）に基づく「都市農業基本計画」では、農地のもつ

みどりの機能を評価して、都市の農地をこれまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあ

るべきもの」へと位置づけを転換することとしている。そして、「地域のまちづくりと連

携した農地等の保全」「都市住民が農作業を体験できる環境の整備」などの推進が必要と

している。 

・市街化区域・用途地域の外の農地は、農業振興地域・農用地区域として農政上の保全措置

が図られていて、那覇広域（八重瀬町具志頭地区含む）4,309 ㏊、中部広域 2,754 ㏊、名

護 3,649ha、本部 1,155 ㏊、宮古 11,911 ㏊、石垣 11,669 ㏊、南城 1,978ha、都市圏全体

37,213 ㏊の農用地区域が指定されている（平成 28 年土地利用規制現況図）。 
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■地域制緑地の指定状況  

(ha、%)
那覇広域 南城 中部広域 名護 本部 宮古 石垣 合計
21,742.0 4,791.1 19,900.0 21,037.0 5,430.0 16,530.0 22,338.0 111,768.1

112.6 1,098.0 2.1 45.4 0.0 0.0 0.0 1,258.1
484.2 0.0 19.0 849.0 354.0 0.0 6,910.0 8,616.2

0.0 0.0 0.0 156.2 0.0 0.0 0.0 156.2
82.0 29.6 200.0 1,465.0 106.0 852.1 2,895.0 5,629.7

国指定 57.2 0.0 0.0 86.1 0.0 0.0 733.7 877.0
県指定 0.7 0.0 0.0 228.5 46.9 0.0 5.5 281.6

3,791.3 1,978.0 2,754.0 3,649.0 1,155.0 10,162.0 11,669.0 35,158.3
77.0 0.0 8.0 207.0 0.0 0.0 157.0 449.0

128.5 1.7 125.6 105.3 5.5 0.0 194.2 560.7
161.2 381.2 37.1 203.0 0.0 1,362.1 5,824.4 7,969.0

合計 4,572.3 2,726.1 3,071.5 6,588.4 1,667.4 9,652.0 16,740.0 45,017.7
割合 21.0% 56.9% 15.4% 31.3% 30.7% 58.4% 74.9% 40.3%

重複面積

地域制緑地

自然公園特別
自然環境保全地域

保安林区域

天然記念物

農用地区域
特別鳥獣

風致地区

河川

行政面積
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■地域制緑地の指定状況

 

出典：土地利用法規制より  
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（３）緑化推進の状況 

緑化は地域の軸線をつくる緑化、中心になる区域を充実させる緑化、地域に広げる緑化に 
分けて対象を構成し、その傾向はおおよそ次のような状況にある。 

１）軸線をつくる緑化 

●道路の緑化 

・陸上交通の依存が高い沖縄においては、道路整備

は県民生活や産業活動に与える影響がきわめて

大きく、道路の緑化は、景観の向上、緑陰の提供、

歩行者の安全確保、排ガスや騒音等の公害の緩和

にとって大きな意義をもっている。 

・市街地の街路樹、リゾート地等にアクセスする道

路の街路樹など、環境と景観等に配慮した緑化が

積極的に進められている。 

●河川の緑化 

・島しょ県である本県の河川は、流路が短くコンク

リート系の護岸で整備された中小の河川が多い

が、自然を生かした多自然川づくりの事例もみら

れる。 
＜事例：国場川、比謝川など＞ 
 

 

●海岸の緑化 

・海岸の緑化は、海岸保全区域を対象として護岸整

備や海浜造成と一体的に行われている。海岸はサ

ンゴ礁につながる自然の骨格の一つであり、海岸

の緑化は重要な役割を担っている。 

 
 

●港湾の緑化 

・多くの島々からなる沖縄県にとって、港湾の果た

す役割は重要である。物流とともに観光の玄関

口であり、緑化には環境の厳しいところではあ

るが、港湾の質的向上のため、緑地や広場の整備

とともに緑化が進められている。 

  

国場川 

港湾区域内のパークゴルフ場（与那原町） 

那覇市：裁判所通り 

宜野湾マリーナ 
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●空港の緑化 

・県内には那覇空港を拠点に 12 の空港が整備され

ている。空港は観光の玄関口、起点に当たる所で

あることから、ターミナルや駐車場の整備と一体

に緑化の充実が図られている。 

 

 

２）中心となる区域を充実される緑化 

●観光地やリゾートの緑化 

・観光園地や海岸リゾートは来訪者の期待感に応え

る南国イメージの緑化修景が施されている。 
 

 

 

 

●荒廃原野の緑化 

・沖縄本島中南部の中城湾に面した斜面の一帯には、

先の沖縄戦で樹林を焼失したまま樹林が回復せず

ギンネム・ススキの優占する荒廃原野が広がって

いる。私有林が大半を占めているがこれまで200㏊

程が造林補助事業で樹林化され、森づくりのモデ

ル事業も導入されている。 
 

３）地域に広げる緑化 

●学校の緑化 

・学校は地域の中心であり緑化の拠点として重要で、

高い水準の緑化を期待することができる。体験学

習や環境教育の一環としてテーマを持って緑化活

動に取り組んでいる学校も多い。 

  

宮古空港 

北谷町美浜 

中城村の斜面緑地 

那覇市：小学校 



２．みどりの現況 

 

42 

●官公庁施設の緑化 

・沖縄県や市町村の行政施設や文化施設、地域のコミ

ュニティ施設のほとんどで緑化が施され、まちの

中に緑のアクセントや魅力のポイントを提供でき

る所となっている。 
・特に新設の場合は植栽や広場がデザインされた例

が増えている。 

 
●公共住宅の緑化 

・公共住宅は、密度の高い市街地において樹木等の植

栽が行いやすい空間であり、公園同様、近年は外周

に空間を広げ植栽もデザインされた開放的な施設

が増えている。 

 
 

 

●民有地の緑化 

・民有地の緑化としては、地区計画区域における柵の緑

化や植栽の設置、緑化率の設定により、みどりの創出

が図られている地区がみられる。また、景観計画にお

いて、敷地内の緑化を位置づけしている市町村もみ

られる。  
・沖縄の伝統的な集落にみられる屋敷林（本部町備瀬地

区等）は、沖縄の景観を特徴づけるみどりが残ってい

る。 
   ・工場立地法では、一定規模の敷地をもつ工場について

は、緑地を 20％以上設置するという規定がある。法

的な義務付けであり、工場については一定のみどり

が確保されている。 

 
 

 

  

嘉手納町：工場の緑化 

八重瀬町：県営住宅 

那覇市：那覇第二合同庁舎 

本部町備瀬 

与那原町ラ・コスタ 
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３．みどりの系統別評価  

   みどりを環境保全、歴史文化、防災、レクリエーション、景観の５つの系統から、現況の評

価・整理を行い、みどりの配置方針の基礎とする。 

なお、一般的には系統別※評価及び配置方針は、環境保全、防災、レクリエーション、景観の

４系統で行われているが、本計画では、沖縄の特性である歴史文化を加えた５系統で検討する

こととした。 
  （※緑の基本計画ハンドブック及び都市緑化法運用指針において、みどりの主な機能を環境保全系統、防災系統、

レクリエーション系統、景観系統に分類している。） 

 

（１）環境保全系統のみどり 

・市街地内に３割以上のみどりで覆われていることが、潤いある環境を形成するといわれて

いる（緑の政策大綱より）。 

・沖縄は島しょ県であり、海に囲まれた亜熱帯地域の豊かな自然に育まれたみどりを有して

いるのが特質といえる。 

・環境保全系統のみどりの骨格は、サンゴ礁の海岸、干潟、マングローブ、河川や遊水湿地

などの湿潤な水面、地下水の脈絡と湧水環境、石灰岩の台地・崖線や丘陵・斜面(ハンタ地

形)の樹林、照葉樹の森林地域及び農地で構成されており、野鳥やチョウやトンボ、魚や水

生生物などの生きものが生息できる環境を育んでいる。 

・沖縄本島中南部都市圏（那覇広域・中部広域・南城）においては、丘陵や低地、その中を

流れる河川など変化に富んだ地形が特徴である。 

・県都那覇市を中心に琉球王国の歴史と文化を伝承する地域であると同時に、人口が集中し

ている地域であり、まちなかにみどりが少ない地域である。 

・さらに、市街地及び周辺部においては、開発等によりみどりの滅失が進行しつつある。 

 

（２）歴史文化系統のみどり 

・島しょ県である沖縄は、琉球王国の時代や、米軍統治時代を経て昭和 47 年（1972）に日本

に復帰して社会資本の整備が進められた現代など、独自の歴史背景を有する地域であり、

地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりが豊富に存在する。 

・歴史文化系統のみどりの骨格は、世界遺産にも登録されたグスクなどの史跡と一帯の環境

が中心をなし、歴史の道やかつての間切りや集落の領域を構成する御嶽のもりや集落林、

湧水地など沖縄の風土を表すみどりと一体に存在している。 

・特に、沖縄本島中南部都市圏（那覇広域・中部広域・南城）には世界遺産である首里城を

中心としたグスク群が多く存在しており、これらを結ぶ琉球歴史回廊の形成は自然環境の

保全とともに重要といえる。 

・市街地及び周辺部においては、それらグスク群の改廃が見られる。 

（３）防災系統のみどり 

・みどりが防災に果たす役割には、予防、減災・防災、避難があり、災害時の防災活動や避
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難場所としての公園の役割、また水害や地滑りなどの地盤災害に対処する役割を果たすみ

どりの機能がある。 

・那覇広域都市圏の東海岸側の斜面地においては、地滑りや低地における河川の氾濫も見ら

れる。みどりは、水涵養の機能も有しており、その機能の発揮が期待される。 

・また、沖縄では台風に対する防災対策が最も重要であるが、海岸や集落、各戸における防

風林の設置などが行われてきた。 

・大地震の津波や火災時の避難の場、災害対策活動の広域的な拠点等、避難に係るみどりの

重要性が大きくなっている。 

 

（４）レクリエーション系統のみどり 

・レクリエーション系統のみどりの役割として、県民の遊びや運動の場となり人々の交流を

図る場として重要な機能を持っている。また、リゾート地やプロスポーツのキャンプ地と

しても活用されている公園や施設もあり、県民だけでなく観光客にとっても重要な機能と

なっている。 

・今後も観光立県として、レクリエーション系統の骨格のみどりとして、沖縄の気候風土を

生かしたリゾート施設・地区が整備されている。 

・施設緑地ではないが、沖縄県にはレクリエーションに供するみどり（山、海、河川、史跡

等）が多く存在する。 

 

（５）景観系統のみどり 

・みどりの効用として、目に映る景観としてみどりの形成が重要となる。これらは、山林、

河川、海岸、農地など様々な要素がある。安らぎを与えるみどりの空間を、住民生活のな

かで実感して、癒しの空間づくりに寄与するものである。 

・大きな景観構成では、サンゴ礁と緑に縁取られた海岸、石灰岩の丘や島尻の穏やかにゆれ

るみどりとハンタ（断崖）の斜面、ウージ（さとうきび）の畑、ヤシの木立や自然の森に

包まれたリゾートや大規模公園のみどりなど、沖縄らしい景観で骨格を構成している。 

・市街地や集落においては、珊瑚の石垣や赤瓦の民家、緑陰の並木や花木のつながる道路と

白い建物のまちなみ、スージグﾜ―（細い路地）や広場の佇まい、グスクの丘や御嶽のもり

や湧水などの郷土にゆかりのみどりに彩られている。 

 

 



第１章 みどりの現況と計画の課題 

 

45 

４．みどりの保全・整備の課題  

基盤となる沖縄の特徴あるみどりを生かせるよう、それらのみどりや緑地の状況を基礎とし、

社会経済情勢や上位計画などから県民や観光客のニーズを把握したうえで、広域緑地形成の課

題を整理する。 

①沖縄のみどりの特徴の発揮：沖縄の発展の歩みを支えてきた基盤的特性の重視 

・広域緑地形成の基本は、沖縄のみどりが持つ特徴、その成り立ちによる固有な特性を十分に

発揮し、沖縄らしい風土の基盤を形成することにある。 

・それは東アジアの中に成立した琉球弧の島しょ性と亜熱帯海洋性気候の下で育まれてきた多

様で固有性の高い自然の構成にあり、この地勢と立地を土台に築かれてきた琉球の歴史や文

化及び産業の独自性がある。それは日本の中だけでなく東アジアという地球スケールで重要

な位置を占めているみどりであるということができる。 

・これらは県民が感じる沖縄らしさのルーツであり、来訪者が期待し満足していく沖縄の価値

に他ならない。しかもこれらは沖縄を構成する圏域、島々ごとに異なる特性・個性がある。

しかし、これらは近年の発展の歩みの中で失われた部分も多いことから、その将来の存続に

対する不安がある。 

・重要なことは、これらのみどりの基盤が台風などの災害から県民を守り、生産や生活の環境

となり、風土の景色をつくってきたことにある。この基盤的特性は、これからの沖縄の発展

やその柱となる観光振興のためにも重視し維持していく必要がある。 

 

②都市圏におけるみどり量の確保：不足し消失していく実態の認識、急がれる対策 

・沖縄の特徴あるみどりの象徴となる地域は、都市計画圏域の外となる、やんばる山地や西表

島の自然地域と慶良間諸島や石西礁湖のサンゴ礁地帯にあるが、都市圏におけるみどりも、

沖縄県の歴史文化を象徴する地域資源としての一翼を担っている。 

・しかし、都市圏における自然や農地、史跡等のみどりについては滅失が進んでおり、対策を

急がないとその効用は失われていくこととなる。 

・那覇広域は施設緑地の確保量は大きいものの、自然系のみどりの量は少なく、人口の集積地

であることから今後に必要な水準の充足にはまだ相当な努力を必要とする。南城都市圏は、

広域的なみどりが連なり、さらには農地が広く存在しており、これらを保全しつつ、これら

との調和のとれた活用が課題である。中部広域都市圏は、駐留軍用地に広大なみどりが存在

しているものの、緑地の確保量や供用水準は低い。名護及び本部都市圏は最もバランスのと

れたみどりの都市圏であり、これらを生かした緑地の充実がなお可能な地域となっている。

宮古都市圏はみどりの量は少ないが公園の確保・供用に努力してきた所で、少ない未担保の

みどりの中から今後に必要な緑地の充足を目指す地域といえる。石垣都市圏はみどりの量が

多いだけではなく、沖縄の自然の特性をもったみどりの地域として重要である。 

・広域緑地計画は、これら都市圏ごとの課題に応えつつ、必要なみどり量の確保に努める必要

がある。 
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③多様なみどりの質の確保：みどりの効用やニーズへの対処 

・広域緑地計画は、県土の基盤であるみどりの計画であることから、時代や社会の要請に応え

た上位関連計画が示す県土形成の方向を受け、また、県民や来訪者のニーズに応えたみどり

の形成方向を検討していく必要がある。 

・21 世紀は多様な自然と共生し循環的で負荷の少ない社会を形成して地球環境を維持する環

境の時代である。特に我が国では、地方が持つ独自性を発揮して情報化と共に交流による発

展を促進し、安心できる安全な国土と生活の基盤を快適に整え、高齢化や少子化の中で生き

生きとして人に優しい社会を健康や癒しの環境を確保しながら築いていくことが求められ

ている。 

・沖縄県におけるみどりの上位関連計画では、これらの時代や社会のニーズに対処して、沖縄

の大切な自然の保全と、琉球の歴史文化の独自性の発揮、中南部都市圏を中心にした都市の

防災性の確保、生き生きとした交流都市と快適環境の整備、健康や保養の場の整備、沖縄ら

しい景観の形成と緑化の推進などのあり方などが示されている。 

・県民や来訪者のみどりに対する意識や意向も、自然志向、健康スポーツ志向、沖縄らしさの

体験・探訪、環境問題や安全性への改善、まちの緑化や形成などを求めている。 

・広域緑地計画は、これらのニーズに応え、県土の全体と広域な都市圏において多様なみどり

の質の確保を図っていくことが必要である。 

 

④圏域ごとのみどりの都市圏の形成：みどりのつながり・拠点の確保、県民参加のみどり形成 

・広域緑地計画は、各都市圏において、県民への良好な生活環境の提供、観光産業など経済活

動にも資するみどりの持つ効用と魅力の具体化を目指す計画である。 

・計画の枠組みは、都市圏の状況に対処した緑地確保の水準、沖縄のみどりの特性を生かした

みどり配置の形と姿、みどりの拠点を形成する根幹的緑地の確保と、広い範囲のみどりの担

保を図る保全緑地方策の展開、県民参加を進めて具体化を促進する体制と仕組みづくりにあ

り、これらによるみどりの形成の方向を明らかにする必要がある。 

・根幹となる緑地は都市公園として確保を図り、量としての水準の充足を目指すだけではなく、

都市圏の緑の特性を生かしてみどりの形成を進めることが重要になる。 

・地域制緑地制度は、地域住民にみどりの効用を周知するとともに、緑地保全の施策として活

用を促進することが望まれる。 

・県民参加の方策は、実際のみどりの体験を楽しみ大切さを知る仕組みが重要になる。特に、

これまでも行われてきた緑化の推進やみどりの保全・整備に係わる市民参加のワークショッ

プ手法の普及と実践が重要で、これを広域緑地のスケールで展開できるような都市圏毎の仕

組みの検討が必要になる。 

 


