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序章 はじめに－沖縄県広域緑地計画とは－ 

１．本計画の概要と対象 

（１）概要 

◆本計画は、平成14年３月に策定された「沖縄県広域緑地計画」を、その後の社会経済情勢の

変化、関連法改正、上位・関連計画の策定・改定等に応じて改定するものである。 

◆「沖縄21世紀ビジョン基本計画【改定計画】（平成29年５月）」の「みどり」に関する施策の

実現を目指す推進計画である。 

◆広域的観点からみたみどりの確保目標や配置計画及びみどりの形成の方策などを示し、今後

の沖縄県におけるみどりの形成の推進施策の方向を明らかにするものである。 

◆都市計画法に基づく都市計画区域マスタープランに反映し、都市緑地法に基づく市町村が策

定する「緑の基本計画」の指針として活用するものである。 

 （２）みどりの定義 

本計画で対象とするみどりは、「周辺山系の森林、都市の樹林･樹木･草花、河川・港などの水面、

公園、農地に加え、公共施設などの植栽地・グラウンド、広場、民有地の植栽地など」とする。 

樹木や草花などの植物だけでなく、公園などのオープンスペース、河川・港などの水面、農地な

ど、より広い範囲を対象とすることをイメージしやすくするため、本計画では「みどり」を用いるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□みどりの区分と定義 

・みどり：周辺山系の森林、都市の樹林･樹木･草花、河川・港などの水面、公園、農地に加え、公
共施設などの植栽地・グラウンド、広場、民有地の植栽地など 

・緑 地：上記のみどりのうち、将来にわたって残される可能性の高い担保性のあるもの 

緑地は、施設緑地と地域制緑地に分類する。 

施設緑地：都市公園やこれに準じる機能を持つ公共・民間の緑地 

地域制緑地：農地や水面などのオープンスペース。土地所有の状況（公共用地、民有地）に
かかわらず、法や条例などにより、国、県、市町村が土地利用を規制、誘導し
て確保する緑地 

・緑 被：樹林地、農地、街路樹、庭木、草地、施設など樹林や樹木、草地など、みどりで被覆
された土地及び水面（裸地含まず） 

・緑 化：市街地に草木などを植えてみどりを増やす行為 
 

 ＊「みどり」と「緑」について：「みどり」の定義については、本文に記載した通りであるが、従来の「緑」は樹林

地、植栽、緑化、緑被等多岐な概念で使用されている。本計画では、「緑の基本計画」などの法的用語、計画名称

においては、そのままの「緑」とするが、「みどり」との混乱を避けるため「緑」の単独用語は、樹林地などに置

き換え単独使用は極力避けるものとした。 

＊「緑地」と「緑被」について：従来は「緑地」と「緑被」は同義語として扱われることが多く見られたが、本計

画では定義に示すように明確に区分して計画するものとする。「緑被」は、あくまで植栽地や水面等の「みど

り」で被覆された土地を示す。「緑化」は植栽等を増やす行為を指す。「緑化」された土地は「緑被」となる。 
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（３）みどりの効果 

みどりの効果は、大きく３つの効果がある。 

○存在効果…都市環境の保全や都市景観の形成、生物多様性の確保や都市防災機能の向上な

ど、みどりがあることによりもたらす効果。 

○利用効果…スポーツの場やレクリエーションの場として利用し、健康の維持増進やストレ

ス緩和を図るなど、みどりを利用することでもたらす効果。 

○媒体効果…交流、安心、商業・観光、福祉、教育・文化など多様な分野の活動が活性化

し、地域コミュニティの育成や地域の魅力を高めるきっかけとなる効果。 

本計画では、それらを総合的に勘案して計画づくりを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□みどりの効果 

①存在効果（みどりが存在することによる効果） 

・都市環境の保全：ヒートアイランド現象の緩和、大

気の浄化 など 

・都市景観の形成：潤いのある美しい景観の形成 な

ど 

・生物多様性の確保：生物の生息・生育の場や環境の

確保 など 

・都市防災機能の向上：火災時の緩衝帯、避難地や避

難路の確保 など 

 

②利用効果（みどりを利用することにより直接的に得

られる効果） 

・スポーツの場の提供：スポーツや運動を行う場の提

供 など 

・レクリエーションの場の提供：憩いとやすらぎの場

の提供 など 

 

③媒体効果（みどりをきっかけとして人の活動が活発

化し、地域の魅力が高まる効果） 

・交流：みどりを介した交流イベントによる地域コミ

ュニティの育成 など 

・安心：緑化活動を通じた地域コミュニティの強化や

育成 など 

・商業・観光：施設周辺のにぎわい創出、イベント開

催による地域の活性化 など 

・福祉：健康増進や生きがいづくりへの寄与など 

・教育･文化：自然体験や遊びを通じた環境教育、地域

の歴史文化を活かした活動 など 
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（４）緑地の定義と本計画の対象 

広域緑地計画の対象は、都市計画区域の「みどり」とし、具体的な施策として位置づける

のは将来にわたって担保性の高い「緑地」とする。 

本計画における「緑地」の定義と区分は、次の通りとする。 

■緑地の区分と定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「緑の基本計画ハンドブック」（平成 19年、社団法人日本公園緑地協会編）より、本計画に合わせ改変 

注）なお、本計画で対象とする具体的な緑地については、現況及び計画において、詳述する。 

  また、駐留軍用地内の森林・樹林地は「みどり」と位置づけ、緑地量としては原則としてカウントしない。 

■対象とするみどりと緑地のイメージ図（図範囲は都市計画区域） 

 

  

施設緑地（様々な利活用に役立つよう配置、整備された公園、広場などの緑地） 

都市公園（都市公園法に基づいて配置、整備された公園） 

都市公園以外 

公共施設緑地（港湾緑地、農村公園、国・県・市町村管理の公園・広場等） 

民間施設緑地（ゴルフ場、工場緑地、植物園等） 

地域制緑地（緑地の効用が重視され、保全地指定等により存続が担保された緑地） 

法に基づく地域制緑地（都市計画法、森林法、農振法、自然公園法、文化財保護法等） 

条例等に基づく地域制緑地（地区計画、景観地区、市町村条例緑地等） 

協定（緑地協定） 

     施設緑地        地域制緑地 

ゴルフ場 

道路緑化 

農振 

御嶽 

史跡・名勝・天然記念物 

港湾区域 
海岸保全区域 

河川区域 

駐留軍用地 

＊図中で緑色をしているもの及び樹木のすべてが「みどり」です。 

風致地区 
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■代表的な緑地 

□施設緑地（都市公園） 

 

 

 

 

 

 

 

□施設緑地（公共施設緑地）                         □施設緑地（民間施設緑地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□地域制緑地 

  

風致地区：知念（南城市） 農振農用地：小城（八重瀬町） 自然公園：平久保半島（石垣） 

首里城公園（那覇市） 海洋博記念公園（本部町） 県総合運動公園 

知念岬公園（南城市） 

 

東南植物楽園（沖縄市） 港湾区域内のパークゴルフ場（与那原町） 
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２．計画の目的と位置づけ 

（１）見直しの背景と改定の視点 

計画策定から約15年が経過し、この間に景観緑三法の改正等をはじめとした法制度の変更

や少子高齢化・人口減少社会の到来等の社会情勢の変化、沖縄県の大きな課題である駐留軍

用地跡地の利用計画の進展と沖縄県及び各市町村の将来都市像の変化等、みどりを取り巻く

環境や位置付けについて再検討する必要が生じている。 

そのため、近年の法制度の改正状況や社会情勢の変化、みどりの現状等を踏まえ、沖縄県

広域緑地計画を改定する。また、改定にあたっては、現行計画を改善する視点として下記の

点に留意する。 

○基本理念・基本方針において、より沖縄県のみどりの特徴の発揮を図ること 

○みどりの目標水準において、各圏域別の特性に応じて具体化を図ること 

○社会経済情勢の変化等に対応できるように、みどりの質に着目して計画を進めること 

○具体的な施策の方向付けと役割の明確化を図ること 

○みどりの持つ多様な機能性の向上を図り、量的確保とともに質的な充実を目指すこと 

 

（２）目的 

沖縄県は日本最南端の亜熱帯島しょ県であり、沖縄本島と宮古島、石垣島の都市圏を中心

に、広い範囲にわたる県土を構成している。 

この広い県土のそれぞれに存在する特徴あるみどりは、県民の日常生活において重要であ

るばかりでなく、観光業や農林漁業、工芸など沖縄の産業を支えている。 

また、みどりを享受する対象は、外国人を含む観光客の増加や県民の移動の広域化の進展

等市町村の枠を超えた広がりを見せている。 

このように、県民及び観光客の活動、行動が広域化している今日、沖縄県の都市圏におけ

るみどりのあり方を定める場合、一の市町村の範囲を超えた広域の見地から検討を行う事が

必要である。 

以上を踏まえ、沖縄県広域緑地計画は、県民の暮らしや活動の場となる都市の環境の向上

を図り、県土の発展を推進するため、広域的な都市圏を対象にみどりの望ましい姿と実現の

ための方針を定めるものとする。 

なお、本計画は、都市計画法に基づく都市計画区域マスタープランに反映するとともに、

都市緑地法に基づく市町村が策定する「緑の基本計画」の指針として活用するものである。 

 

 

 

  

＊「広域緑地計画」の位置づけ：都市住民の活動、行動が広域化している今日、都市における緑のあり方を定める

場合、一の市町村の範囲を超えた広域の見地から検討を行う事も必要である。この場合、都道府県は地域の実情

に応じて必要な緑地の保全及び緑化の推進に関する計画を都道府県の広域緑地計画として定めることも考えられ

る。「都市緑地法運用指針より」 

＊緑の基本計画：「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」のことであり、都市緑地法第４条の規定

に基づき定めるもので、市町村が地域の実情を十分に考慮し、緑地の適正な保全や緑化の推進に関する施策、取

り組みを総合的かつ計画的に推進することを目的として策定されるものである。 

＊都市計画区域マスタープラン：県が都市計画区域についての基本的な方針を定めるもので、正式名称は。「都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針」という。沖縄県では「那覇広域」「南城」「中部広域」「名護」「本部」「宮

古」「石垣」の７つの都市計画区域で定められている。 
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（３）広域緑地計画の位置づけ 

広域緑地計画は、沖縄 21 世紀ビジョン基本計画、各都市計画区域の都市計画区域マスタ

ープランと整合し、市町村が定める緑の基本計画の指針として活用できるよう位置づけ

る。 

 

■計画の位置づけ 

 

（４）見直しに係る社会経済情勢の変化 

沖縄県広域緑地計画が策定された平成 14年以降、みどりの保全や創出などに対し、全国

的には主に次のような動きがある。 

1）人口減少・少子高齢化の進行と持続的なみどりの計画の必要性 

我が国では、少子高齢化や人口減少が進んでおり、平成 47 年（2035 年）には人口の約

30％が高齢者になると推計されている。沖縄県においては、現在のところ人口増加を維持し

ているものの、近い将来には人口減少と少子高齢化が予測されており、沖縄県のみどりの主

要部分を占めている森林や農地のみどりの担い手の高齢化や人手不足の深刻化が予想され

る。 

また、人口減少社会では、これまでの市街地の拡大を前提とした都市構造の転換を踏まえ

たみどりの形成についても検討していく必要がある。 

国においては、平成 29年６月の都市緑地法・都市公園法などの一部改正で、法律上の緑

地の定義に農地を位置づけるとともに、都市公園の目標面積に、市民緑地を含めてよいと

されました。また、都市再生特別措置法の改正(平成 28年２月一部改正)によって、各地域

が人口減少・少子高齢化社会の中で、自律的で持続的な社会を創生できるよう「コンパク

トシティプラスネットワーク」の形成による持続的な都市運営の実施条件を拡充してきて

いる。 

このような社会情勢下においては、多様な主体が連携して新たなみどりの担い手の育成や

みどりに関わる機会を創出するなど、持続的な社会を継続できるようなみどりの計画が求め

られている。 
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2）地球環境問題の顕在化への対応 

エネルギーの多消費などが原因となって、砂漠化や海面上昇など気候の温暖化による影響、

これらを背景とした局地的集中豪雨の発生など、環境に関わる問題は地球規模にまで広がり、

世界共通の課題となっている。 

都市環境という面では、ヒートアイランド現象の深刻化が、環境問題や健康問題に影響を

与えている。みどりは、都市の熱環境緩和や二酸化炭素吸収の機能を持ち、ヒートアイラン

ド現象の緩和に役立っている。 

このようなことから、沖縄県においても、環境面においてまとまりのあるみどりの保全

やまちなかのみどりの創出が重要となっている。 

3）生物多様性の確保や自然環境保全の必要性の高まり 

平成20年６月に、「生物多様性基本法」が制定され、都市における緑地の保全・再生・

創出・管理など生物多様性確保に向けた取り組みが重要であるとされた。 

生物多様性からみた沖縄県の生態系は、日本で唯一の亜熱帯性地帯としての特徴ある生

息・生育環境として有機的につながっており、生物多様性の確保と保全に向けた取り組み

が求められている。 

このようなことから、沖縄県においては、今ある多様な自然環境を保全しつつ、これら

をみどりのネットワークでつなぎ、生物多様性に配慮したみどりの質を高めていくことが

重要となっている。 

4）自然災害の激甚化・広域化 

近年、巨大地震の発生や度重なる集中豪雨等による大規模な災害の発生が頻発している。 

とりわけ、平成 23年３月に発生した東日本大震災の被害は甚大で、かつ、きわめて広範

囲となり、自然災害の脅威とそれに対する備えの大切さが認識させられた。 

これを受けて、国では予防対策の充実等を柱とした災害対策基本法の改正(平成25年６月）

を行い、沖縄県では、島しょ県であることから、津波災害が憂慮され、避難所・避難路の整

備やハザードマップの作成等の防災対策の進行、住民の防災意識の高まりによる防災・減災

対策の促進に取り組んでいる。そのような中、平成 28 年４月に熊本地震が発生し、多大な

被害を出したことで予防及び避難対策の重要性が再認識されることとなった。 

このようなことから、みどりが有する保水機能や災害時の避難地、延焼防止などの防災 

機能を評価し、効果的にみどりを配置することにより、防災力を高めていくことが重要と

なっている。 

5）地域主体のまちづくりの高まり 

少子高齢化や人口減少が進む中で、限りある財源により「みどりにふれあう場」を県民

に提供していくためには、より効果的・効率的なみどりの整備と管理を進めていくことが

求められている。 

それを受けて、まちづくりに対する住民意識の高まり、ＮＰＯや民間企業等のみどりの

まちづくりへの参画の増加なども盛んになってきており、住民と行政で創り上げるみどり

の活動への住民の参加・参画機会の充実が必要である。 
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■みどりにかかる社会経済情勢及び上位・関連計画の動向 

年次 国の動向 沖縄県の動向 

平成 14年 
 

(３月)沖縄県広域緑地計画策定 

平成 16年 景観緑三法の制定と改正 

・都市緑地保全法から都市緑地法へ改正 

⇒緑化地域における緑化率規制の導入、

立体都市公園制度の創設など 

・景観法制定 

⇒景観計画区域、景観地区などにおける

良好な景観の形成のための規制等、初

めて景観についての総合的な法律が制

定される 

(４月） 

・都市計画区域マスタープラン策定（那

覇広域、中部広域、名護、本部、宮

古、石垣） 

⇒うるま市（４市町合併）の誕生により

中部広域都市計画区域に再編。平良都

市計画区域は宮古都市計画区域に名称

変更 

平成 20年 (６月) 

生物多様性基本法の制定 

 

平成 22年 
 

(３月） 

・沖縄 21世紀ビジョン策定 

(８月） 

・南城市が単独都市計画区域として指定

される（南城都市計画区域マスタープ

ラン策定） 

・那覇広域都市計画区域の再編 

平成 23年 (３月) 

・東日本大震災の発生 

(10月) 

・生物多様性地域連携促進法の施行 

 

平成 24年 
 

(３月) 

・緑の美ら島づくり行動計画 

(５月) 

・沖縄 21世紀ビジョン基本計画策定 

平成 25年 (６月) 

・災害対策基本法の一部改正 

(１月) 

・中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域

構想 

平成 28年 (２月) 

・都市再生特別措置法の改正 

⇒立地適性化計画の作成が市町村ででき

ることとなる 

(４月) 

・熊本地震の発生 

 

平成 29年 

 

 

(６月) 

・都市緑地法・都市公園法などの一部改   

 正 

⇒法律上の緑地の定義に農地が位置づけ

られる 

⇒都市公園の目標面積に、市民緑地を含

めてよいとする 

(５月)  

・沖縄 21世紀ビジョン基本計画改定 
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2）本計画改定に係る上位・関連計画 

・本計画の上位計画は、沖縄県の総合計画・振興計画である「沖縄 21 世紀ビジョン基本

計画【改定計画】」である。 

・沖縄 21 世紀ビジョン基本計画は平成 24 年５月 15 日の策定から５年が過ぎ、社会経済

情勢の変化等により、重要性が増した課題が顕在化してきたことから、これら課題に対

応するため平成 29年５月 15日に計画を改定した。この改定計画において、将来の県勢

の振興と県土の整備、環境の形成、社会の発展について、次のような方向を示している。 

■沖縄 21世紀ビジョン基本計画【改定計画】の基本方向 

 

●将来像の実現と固有課題の克服に向けた施策展開の枠組み 

○豊かな自然環境の保全と薫り高い文化の継承 

○穏やかで安全な社会の構築と快適で質の高い生活空間の創造 

○駐留軍用地跡地の活用等による県土構造の再編 

 

●沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して 

○自然環境の保全・再生・適正利用 

○持続可能な循環型社会の構築 

○低炭素島しょ社会の実現 

○伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 

○文化産業の戦略的な創出・育成 

○価値創造のまちづくり 

○人間優先のまちづくり 

 

 

・その基本施策の展開において、「みどり」に係る計画では「沖縄らしい自然と歴史、伝

統、文化を大切にする島」を目指し、その一つとして公園・緑地や緑地的環境の整備・

保全を位置づけている。 

・「価値創造のまちづくり」の基本施策の展開方向では「沖縄らしい景観・風景を次世代に

守り継ぎ、風土に高める礎にするとともに、花と緑にあふれる潤いある県土の形成に継

続的に取り組めるよう、県民意識の高揚と官民協働体制の構築を図り、時間と共にその

価値が高まる地域づくりを推進」を、今後の方針として示している。 

・また、今後の公園・緑地整備、環境保全、都市緑化、景観形成等に関連して、以下の計

画が策定されており、各計画において今後の方向が示されている。 

 

■主な関連計画等 

●第４次沖縄県国土利用計画（平成 20年度） ●緑の美ら島づくり行動計画～緑の美ら島
の創生を目指して～（平成 23年度） 

●”美ら島沖縄”風景づくり計画（沖縄県景
観形成基本計画）（平成 22年度） 

●平成 27 年度沿道景観の向上に係る技術
研究開発業務（平成 27年度） 

●第２次沖縄県環境基本計画（平成 25年度） ●第５次沖縄県観光振興基本計画（平成 24
年度） 

●沖縄県地域防災計画（平成 26年度） ●国際都市形成基本計画（平成９年度） 

●生物多様性おきなわ戦略（平成 24年度） ●琉球歴史回廊（平成 11・12年度） 

基本方向 

基本施策 
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３．計画の策定内容と構成 

（１）対象区域 

県内の都市計画区域（７区域）を対象区域とする。但し、都市計画区域に隣接する範囲に

あって沖縄県の特性を活かす上で重要なみどりについてはこれを含めて検討する。 

 

 

■本計画の対象区域 

 
 

（２）計画の期間 

計画の期間は、長期ビジョンであることから概ね 20 年間とし、関連する都市計画事業

等と連携した緑地の配置・整備、緑化の推進を図るため、上位・関連計画等に整合を図り、

計画期間を 2015年（平成 27年度）～2035年（平成 47年度※）とする。 

※元号については、変更予定  
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（３）計画の構成 

 

本計画は以下のように構成している。 

 

序章 はじめにー広域緑地計画とはー 

１．本計画の概要と対象 

（１）概要 

（２）みどりの定義 

 

（３）みどりの効果 

（４）緑地の定義と本計画の対象 

２．計画の目的と位置付け 

（１）見直しの背景 

（２）目的 

 

（３）広域緑地計画の位置づけ 

（４）見直しに係る社社会経済情勢及び上位・関連計画の変化 

３．計画の策定内容と構成 

（１）対象区域 

（２）計画の期間 

 

（３）計画の構成 

 

第１章 みどりの現況と課題 

１．沖縄県のみどりの特徴 

（１）沖縄県のみどりの成り立ち 

（２）圏域別のみどりの状況 

２．みどりの現況 

（１）施設緑地の状況 

（２）地域制緑地の指定状況 

（３）緑化推進の状況 

３．みどりの系統別評価 

４．みどりの保全・整備の課題 

 

第２章 広域緑地計画の方針 
 
 １．基本理念と基本方針 

（１）計画の基本理念 

（２）基本方針 

 

     

 ２．みどりの将来像  ３． 計画フレームと目標水準 

（１）計画フレーム 

（２）目標水準設定 

 

 

     

 ４．みどりの配置方針  
     

 

第３章 実現のための施策の方針 

１．施策の体系 ２．施策の方針 

 

第４章 圏域別の施策の推進方針 

１．那覇広域 

２．南城 

３．中部広域 

４．名護 

５．本部 

６．宮古 

７．石垣 

 

 

第５章 今後に向けた展開 

 


