
都市計画の案の理由書 

 

１. 都市計画の名称 

 那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

 

２. 範囲 

 那覇市、浦添市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、北中城村、中城村、西原町、

与那原町、南風原町の全域及び八重瀬町（具志頭地域を除く） 

 

３. 決定の理由 

 那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、平成 16

年に当初の計画を策定し、平成 22 年には、都市計画区域の再編（旧大里村と

旧佐敷町が那覇広域都市計画区域から離脱）に伴い見直しを行いました。 

 今回、上位計画である沖縄 21世紀ビジョン基本計画の策定（平成 24年）に

より、循環型・低炭素型社会づくり、MICEや鉄軌道を含む新たな公共交通シ

ステムの検討、防災・減災の取組み、福祉のまちづくりのあり方等についての

記述を追加、充実することが必要となりました。また、立地適正化計画制度の

新設など国の方針も反映することが必要と判断しました。 

 さらに、都市計画基礎調査（平成 22 年度）の結果等を踏まえて、人口フレ

ームや都市施設の整備水準の更新、事業の進捗状況の反映など時点修正を行い

ます。 

 以上を受けて、那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針」を見直すものです。 
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ⅠⅠ  ははじじめめにに  

１．目的 

我が国の都市をめぐる社会経済状況は、人口減少・超高齢社会の到来、産業構造の転換、

地球環境問題の高まり、厳しい財政的制約、交通・情報通信ネットワークや車社会の進展等

に伴う生活圏の広域化など大きく変化しています。 

また、国民意識は、社会資本の量的充足に伴って変化し、地球環境問題や行政コストの削

減等への対応の必要性が高まるとともに、安心・安全な地域コミュニティの確保、質の高い

住まい方、自然的環境や景観の保全・創出といった、ゆとりや潤いを重視するようになりま

した。  

 都市計画においても、近年のまちづくり及び街並み・景観に対する関心の高まりに応じ、

まちづくり三法（都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地の活性化に関する法律）

の改正、景観法の制定など、見直し、景観法及び地域における歴史的風致の維持及び向上に

関する法律（以下、歴史まちづくり法）の制定や都市再生特別措置法に基づく立地適正化計

画の制度の創設など、様々な動きがみられます。 

 

このように、我が国は、都市へ人口や機能が集積する都市化社会の時代から、国民の大部

分が都市で生活する安定・成熟した都市型社会の時代へ移行しつつあります。 

  一方、全国的に人口の伸びが鈍化するなか、本県は平成 37 年頃まで 20 年程度人口増加が

期待されるとともに、世帯分離の傾向が今後も続くと見込まれることから、既成市街地の再

整備等の都市型社会の課題だけでなく、無秩序な市街化抑制等の都市化社会の課題にも引き

続き対応する必要があります。 

  また、本県では、昭和 47 年の本土復帰以降、本土との格差是正を基調として社会資本の整

備を進め、一定の成果を上げてきた反面、このような整備の過程で沖縄の個性や魅力を失っ

てきたという指摘もあります。本県の自立的かつ持続的可能な発展のためには、これまでの

キャッチアップ型から、沖縄の特性を十分に発揮したフロンティア創造型への政策転換を進

めなければなりませんフロンティア創造型の振興策と、民間主導の自立型経済の構築を継承

発展させ、万国津梁の精神を受け継ぎ、日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経

済の構築に邁進する必要があります。 

 

 したがって、それぞれの都市圏において長い歴史に培われた伝統や文化など地域固有の資

源を見つめ直し、住民と一体となって品格のある個性的な都市づくりを進めるとともに、各

都市圏が相互に連携して適切に役割を分担し、本県の将来像「平和で安らぎと活力のある沖

縄県」を効率的に“時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支えあう平和で豊かな「美ら

島」おきなわ”を基本理念とし、めざすべき５つの将来像である「沖縄らしい自然と歴史、

伝統、文化を大切にする島」、「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」、「希望と活力にあ

ふれる豊かな島」、「世界に開かれた交流と共生の島」、「多様な能力を発揮し、未来を拓

く島」を実現することが重要と考えられます。 

 

 

 

I. はじめに 

１．目的 

 我が国の都市をめぐる社会経済状況は、人口減少・超高齢社会の到来、産業構造の転換、

地球環境問題の高まり、厳しい財政的制約、交通・情報通信ネットワークや車社会の進展等

に伴う生活圏の広域化など大きく変化しています。 

また、国民意識は、社会資本の量的充足に伴って変化し、地球環境問題や行政コストの削

減等への対応の必要性が高まるとともに、安心・安全な地域コミュニティの確保、質の高い

住まい方、自然的環境や景観の保全・創出といった、ゆとりや潤いを重視するようになりま

した。  

 都市計画においても、近年のまちづくり及び街並み・景観に対する関心の高まりに応じ、

まちづくり三法（都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地の活性化に関する法律）

の改正、景観法の制定など、様々な動きがみられます。 

 

 

 

このように、我が国は、都市へ人口や機能が集積する都市化社会の時代から、国民の大部

分が都市で生活する安定・成熟した都市型社会の時代へ移行しつつあります。 

  一方、全国的に人口の伸びが鈍化するなか、本県はこの先 20 年程度人口増加が期待される

とともに、世帯分離の傾向が今後も続くと見込まれることから、既成市街地の再整備等の都

市型社会の課題だけでなく、無秩序な市街化抑制等の都市化社会の課題にも引き続き対応す

る必要があります。 

  また、本県では、昭和 47 年の本土復帰以降、本土との格差是正を基調として社会資本の整

備を進め、一定の成果を上げてきた反面、このような整備の過程で沖縄の個性や魅力を失っ

てきたという指摘もあります。本県の自立的かつ持続的な発展のためには、これまでのキャ

ッチアップ型から、沖縄の特性を十分に発揮したフロンティア創造型への政策転換を進めな

ければなりません。 

 

 したがって、それぞれの都市圏において、長い歴史に培われた伝統や文化など地域固有の

資源を見つめ直し、住民と一体となって品格のある個性的な都市づくりを進めるとともに、

各都市圏が相互に連携して、適切に役割を分担し、本県の将来像「平和で安らぎと活力のあ

る沖縄県」を効率的に実現することが重要と考えられます。 
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これら５つの将来像の実現に向けた施策を展開するために、「自然、歴史、伝統、文化な

どの固有の特性を活かした個性豊かな地域づくり」、「多様な主体間の連携と交流、協働に

より安心して住み続けることができる地域づくり」、「主体性・自主性を基軸とする地域づ

くり」という基本的な考えを示します。 

 以上のことから、本県においては、次の共通理念と基本姿勢と、基本的な考えにもとづい

た共通目標を柱として都市づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、このような共通

理念と基本姿勢と共通目標に基づき、都市機能及び歴史・文化の集積、沖縄の玄関口として

の交流機能、多様な地域性及び大規模駐留軍用地跡地の活用など、その特性を最大限に発揮

するおおむね 20 年後の目指すべき姿を住民と共有した上で、将来像実現のための方向性を

明確にするものです。 

 なお、市町村合併を契機とした南城都市計画区域の新設により、本区域の都市計画区域が

変更されたことから、新たな区域における、より一体的・総合的な都市計画の展開を図る必

要があります。 

 さらに、本県とりわけ中南部都市圏の都市づくりにおいて重要な課題である返還予定駐留

軍用地の跡地利用については、都市構造の再編、経済への影響等様々な分野に大きく影響す

るものであり、総合的、計画的な取組みが急務であります際しては、良好な生活環境の確保、

新たな産業の振興、交通体系の整備、自然環境の保全・再生など、沖縄振興のための貴重な

空間として、都市構造の歪みを是正し、県土構造の再編を視野に入れた総合的かつ効率的な

有効利用を図る必要があります。

 

 

 

 

 

 以上のことから、本県においては、次の共通理念と基本姿勢を柱として都市づくりを進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

この那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、このような共通

理念と基本姿勢に基づき、都市機能及び歴史・文化の集積、沖縄の玄関口としての交流機能、

多様な地域性及び大規模駐留軍用地跡地の活用など、その特性を最大限に発揮するおおむね

20 年後の目指すべき姿を住民と共有した上で、将来像実現のための方向性を明確にするも

のです。 

 なお、市町村合併を契機とした南城都市計画区域の新設により、本区域の都市計画区域が

変更されたことから、新たな区域における、より一体的・総合的な都市計画の展開を図る必

要があります。 

 さらに、本県とりわけ中南部都市圏の都市づくりにおいて重要な課題である返還予定駐留

軍用地の跡地利用については、都市構造の再編、経済への影響等様々な分野に大きく影響す

るものであり、総合的、計画的な取組みが急務であります。 

 

  ●共通理念 

    「我した島沖縄の特色あるまちづくり」 

 

 

  ●基本姿勢 

  「参画と責任」～地域の歴史・自然・文化をいかし、住民主体の都市づくり 

  「選択と集中」～重点的・戦略的な施策を推進し、快適で潤いのある都市づくり 

  「連携と交流」～都市機能相互の連携を重視し、交流を促進する都市づくり 

 

●共通理念 

    「我した島沖縄の特色あるまちづくり」 

 

  ●基本姿勢 

  「参画と責任」～地域の歴史・自然・文化をいかし、住民主体の都市づくり 

  「選択と集中」～重点的・戦略的な施策を推進し、快適で潤いのある都市づくり 

  「連携と交流」～都市機能相互の連携を重視し、交流を促進する都市づくり 

 

●共通目標 

・地域の歴史・自然・文化を活かした、個性豊かな都市 

・地域自ら考えつくる、快適で潤いのある都市 

・都市機能相互の連携を重視し、交流を促進する都市 
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共通理念と将来像の実現に向けた基本的な考え方（概要） 

■沖縄県の基本理念とめざすべき５つの将来像 

“時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支えあう平和で豊かな「美ら島」おきなわ” 

１）沖縄らしい自然

と歴史、伝統、文

化を大切にする島 

２）心豊かで、 

安全・安心に

暮らせる島 

３）希望と活力に 

あふれる豊かな

島 

４）世界に開かれ

た交流と共生の

島 

５）多様な能力を

発揮し、未来

を拓く島 

 

■将来像の実現に向けた基本的な考え 

自然、歴史、伝統、文化などの固

有の特性を生かした 

個性豊かな地域づくり 

主体性・自立性を基軸とする 

地域づくり 

多様な主体間の連携と交流、協働

により安心して住み続けることが

できる地域づくり 

 

■共通課題 

       

  【県レベル】    

・住民参加を促す枠組みづくり 

・地域を支える人材の育成 

・アジア・太平洋地域との交流拠

点国際貢献拠点の形成 

  

・適切な役割・機能分担をした 

都市づくり 

・災害に強く、人にやさしい、安

心で安全な都市づくり 

  

・地域特性を生かした個性豊かな 

都市づくり 

・産業を育む都市基盤・情報基盤 

づくり 

       

 【圏域レベル】       

 都市構造・土地利用 

・長い歴史に培われた伝統や文化を

継承する既成市街地の活力向上 

 

都市交通・都市環境 

・個性あふれる自然環境や品格のあ

る都市景観の保全・創出 

・既存の社会資本の適切な維持・管

理と有効利用 

 都市構造・土地利用 

・都市経営効率化を図るための市街

地拡散の抑制 

 

都市交通・都市環境 

・駐留軍用地跡地の有効利用の推進 

 

都市計画の体制 

・住民や民間企業、ＮＰＯとの連

携協力体制の構築 

 都市構造・土地利用 

・災害に強い市街地の形成 

・都市機能の偏在を解消する都市構

造の再編 

・地域連携や地域づくりが促進され

る社会基盤整備 

・駐留軍用地跡地整備と既成市街

地環境改善の一体的推進 

 

都市交通・都市環境 

・道路網の体系的整備と公共交通機

関への転換促進 

 

 

       

 

■共通目標 

○地域の歴史・自然・文化を 

活かした、個性豊かな都市 

「我した島沖縄の」 

 ○地域自らが考えつくる、 

快適で潤いのある都市 

「特色ある」 

 ○都市機能相互の連携を重視し、 

交流を促進する都市 

「ゆいまーるのまちづくり」 

■共通理念 

 

共通理念と基本姿勢の考え方（概要） 
 
■沖縄県の将来像 

「平和で安らぎと活力のある沖縄県」 

 

■基本姿勢 

「参画と責任」  「選択と集中」  「連携と交流」 

 

■共通課題 

       

  【県レベル】    

・ 既存の社会資本の蓄積を有

効活用した持続可能な都市

づくり 

  

・ 適切な役割・機能分担をし

た都市づくり 

  

・ 地域特性を生かした個性豊

かな都市づくり 

・ 住民参加を促す枠組づくり 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【圏域レベル】    

都市構造・土地利用 

・ 災害に強い市街地の形成 

・ 都市経営効率化を図るため

の市街地拡散の抑制 

都市交通・都市環境 

・ 既存の社会資本の適切な維

持・管理と有効利用 

・ 駐留軍用地跡地整備と既成

市街地環境改善の一体的推

進 

  

都市構造・土地利用 

・ 都市機能の偏在を解消する

都市構造の再編 

 

都市交通・都市環境 

・ 道路網の体系的整備と公共

交通機関への転換促進 

・ 地域連携や地域づくりが促

進される社会基盤整備 

 

 

都市構造・土地利用 

・ 長い歴史に培われた伝統や

文化を継承する既成市街地

の活力向上 

都市交通・都市環境 

・ 個性あふれる自然環境や品

格のある都市景観の保全・

創出 

 

都市計画の体制 

・ 住民や民間企業、ＮＰＯと

の連携、協力体制の構築 

       

  

 

■共通目標 

○地域の歴史・自然・文化をい

 かし、住民主体で創る都市 

「我した島沖縄の」 

 ○重点的・戦略的な施策を推進 

 し、快適で潤いのある都市 

「特色ある」 

 ○都市機能相互の連携を重視し

 交流を促進する都市 

「ゆいまーるのまちづくり」 

 

■共通理念 

我した島沖縄の特色あるまちづくり 

  
我した島沖縄の特色あるまちづくり 
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<新> <旧> 

２．都市計画区域の範囲及び規模 

  那覇広域都市計画区域（以下、「本区域」という。）の範囲は、那覇市、浦添市、宜野湾

市、糸満市、豊見城市、西原町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村の全域及び八重瀬

町の一部（東風平地域）とし、その規模は次のとおりです。 

 

区  分 市町村名 範   囲 面   積 

 
那覇広域都市計画 
区域の範囲 

那 覇 市     行政区域の全域 約 3,924 ha 

浦 添 市     〃 1,909 

宜野湾市 〃 1,970 

糸 満 市     〃 4,663 

豊見城市 〃 1,945 

西 原 町     〃 1,584 

与那原町 〃 508 

南風原町 〃 1,072 

八重瀬町 東風平地域 1,479 

北中城村 行政区域の全域 1,154 

中 城 村     〃 1,546 

計 
（５市４町２村）  21,754 

都市計画区域指定 

を検討する区域 
八重瀬町 具志頭地域 1,211 

 
資料：平成 22 年 国勢調査  

 

 なお、八重瀬町具志頭地域については、今後の動向を踏まえ、関係する自治体と調整を図

った上で、那覇広域都市計画区域への編入等、都市の一体性を勘案して適切に対処すること

とします。 

 また、駐留軍用地跡地の整備等によって中部都市圏との一体性がさらに高まるものと予想

されることから、都市計画区域の再編についても併せて検討していきます。 

 

２．都市計画区域の範囲及び規模 

  那覇広域都市計画区域（以下、「本区域」という。）の範囲は、那覇市、浦添市、宜野湾

市、糸満市、豊見城市、西原町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村の全域及び八重瀬

町の一部（東風平地域）とし、その規模は次のとおりです。 

 

区  分 市町村名 範   囲 面   積 

 
那覇広域都市計画 
区域の範囲 

那 覇 市     行政区域の全域 約 3,904 ha 

浦 添 市     〃 1,909 

宜野湾市 〃 1,969 

糸 満 市     〃 4,663 

豊見城市 〃 1,945 

西 原 町     〃 1,584 

与那原町 〃 487 

南風原町 〃 1,072 

八重瀬町 東風平地域 1,479 

北中城村 行政区域の全域 1,153 

中 城 村     〃 1,546 

計 
（５市４町２村）  21,711 

都市計画区域指定 

を検討する区域 
八重瀬町 具志頭地域 1,211 

 
資料：平成 17年 国勢調査  

 

 なお、八重瀬町具志頭地域については、今後の動向を踏まえ、関係する自治体と調整を図

った上で、那覇広域都市計画区域への編入等、都市の一体性を勘案して適切に対処すること

とします。 

 また、駐留軍用地跡地の整備等によって中部都市圏との一体性がさらに高まるものと予想

されることから、都市計画区域の再編についても併せて検討していきます。 
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<新> <旧> 
■策定区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．目標年次 

  平成 22 年を基準年とし、都市の将来像、都市づくりの理念及び将来の都市構造は、平成

42 年を想定して方針を策定します。 

 区域区分、主要な都市施設の整備等は、上記方針のもとに平成 32 年の姿として策定しま

す。 

■策定区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．目標年次 

  平成 17 年を基準年とし、都市の将来像、都市づくりの理念及び将来の都市構造は、平成

37 年を想定して方針を策定します。 

 区域区分、主要な都市施設の整備等は、上記方針のもとに平成 27 年の姿として策定しま

す。 
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<新> <旧> 

ⅡⅡ  都都市市計計画画のの目目標標  

 

１．都市の将来像 

 県都那覇市を中心とする本区域は、平成 22 年現在、人口約 77 万人で県人口の約６割が居

住し、国内外を結ぶ広域交通施設や各種都市機能が高度に集積するとともに、世界遺産をは

じめ多くの歴史文化遺産や豊かな田園環境など、多様な地域性を有する本県の行政・経済・

教育・歴史・文化の中心となる都市圏です。 

 今後、本区域は、そのような地域の多様性をいかし、貴重な自然環境の保全と再生、水と

緑の潤い空間の創出、魅力ある景観の保全・育成創出及び少子高齢社会に対応するユニバー

サルデザインの浸透に積極的に取り組むとともに、恵まれた資源を学習の場や地域共同体育

成の場など、地域の誇りと愛着をより深める地域に密着したまちづくりの展開が重要と考え

られます。 

 

 このことを踏まえ、おおむね 20 年後は次のような都市圏の実現を目指すこととします。 

 

①誰もが安心して暮らせるにぎわいのある都市圏 

 まちの顔である中心市街地の再整備に伴いまちなか居住が可能になって、庶民の台所とし

ての「マチグヮァー（マチ小）」など、地域ににぎわいが戻っています。 

 既成市街地では、交通弱者であっても都市的なサービスが享受できる居住環境が整備され

るとともに、緑とオープンスペース、緑陰のある歩道やポケットパークなど、ゆとりや潤い

のある空間が創出され、人にやさしい交通手段の確保、公共空間におけるユニバーサルデザ

インなど歩いて暮らせる環境が確保され、様々な年代の人々が交流する地域共同体の活動の

場が生まれています。 

 また、その“まち”にみなぎる活気や都市空間の充実は、観光資源としても活性化に寄与

しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅡⅡ  都都市市計計画画のの目目標標  

 

１．都市の将来像 

 県都那覇市を中心とする本区域は、平成 17 年現在、人口約 75 万人で県人口の約６割が居

住し、国内外を結ぶ広域交通施設や各種都市機能が高度に集積するとともに、世界遺産をは

じめ多くの歴史文化遺産や豊かな田園環境など、多様な地域性を有する本県の行政・経済・

教育・歴史・文化の中心となる都市圏です。 

 今後、本区域は、そのような地域の多様性をいかし、貴重な自然環境の保全と再生、水と

緑の潤い空間の創出、魅力ある景観の保全・育成及び少子高齢社会に対応するユニバーサル

デザインの浸透に積極的に取り組むとともに、恵まれた資源を学習の場や地域共同体育成の

場など、地域の誇りと愛着をより深める地域に密着したまちづくりの展開が重要と考えられ

ます。 

 

 このことを踏まえ、おおむね 20 年後は次のような都市圏の実現を目指すこととします。 

 

①誰もが安心して暮らせるにぎわいのある都市圏 

 まちの顔である中心市街地の再整備に伴いまちなか居住が可能になって、庶民の台所とし

ての「マチグァー（マチ小）」など、地域ににぎわいが戻っています。 

 既成市街地では、交通弱者であっても都市的なサービスが享受できる居住環境が整備され

るとともに、緑とオープンスペース、緑陰のある歩道やポケットパークなど、ゆとりや潤い

のある空間が創出され、様々な年代の人々が交流する地域共同体の活動の場が生まれていま

す。 

 

 また、その“まち”にみなぎる活気や都市空間の充実は、観光資源としても活性化に寄与

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼那覇市公設市場 

▼国際通りトランジットマイル 

▼那覇市公設市場（出典：ガーブ川周辺地区地区再生計画リーフレット） 

国際通りトランジットマイル ▶  
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<新> <旧> 
②地域独自のものに誇りをもち、その心が

発信できる都市圏 

  首里城跡一帯や中城城跡をはじめとした世

界遺産を核とし、各地の歴史文化遺産は、歴

史を理解し、平和を学習する場として地域に

潤いと活力を与え、県民が誇れる空間として

充実が図られています。そのような歴史・文

化資源は、沖縄独自の歴史・文化や平和を願

う沖縄の心を世界に向けて発信する場である

とともに、国内外から訪れる多くの人々が交

流する場であり、豊かな自然環境と一体とな

って個性豊かな都市空間を創出しています。

魅力的な沖縄らしい景観が形成され、価値創造型のまちが実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③多様な生活様式が可能な都市圏 

  多様な地域性が維持されている本区域では、人々は、各々の生活様式や生活設計にあわせ

て、身近な空間に多様な都市機能が集積するまちなかでの居住や、自然的環境を身近に感じ

る田園居住など、まちなかや郊外での多様な住まい方を選択することが可能です。 

 

▼豊崎地区（出典：沖縄県土地開発公社 HP）         ▼田園都市の風景 

②地域独自のものに誇りをもち、その心が

発信できる都市圏 

  首里城跡一帯や中城城跡をはじめとした世

界遺産を核とし、各地の歴史文化遺産は、歴

史を理解し、平和を学習する場として地域に

潤いと活力を与え、県民が誇れる空間として

充実が図られています。そのような歴史・文

化資源は、沖縄独自の歴史・文化や平和を願

う沖縄の心を世界に向けて発信する場である

とともに、国内外から訪れる多くの人々が交

流する場であり、豊かな自然環境と一体とな

って個性豊かな都市空間を創出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③多様な生活様式が可能な都市圏 

  多様な地域性が維持されている本区域では、人々は、各々の生活様式や生活設計にあわせ

て、身近な空間に多様な都市機能が集積するまちなかでの居住や、自然的環境を身近に感じ

る田園居住など、まちなかや郊外での多様な住まい方を選択することが可能です。 

 

▼豊崎地区（出典：沖縄県土地開発公社 HP）         ▼田園都市の風景 

 

▲中城城跡（出典：ＯＣＶＢ公式ＨＰ） ▲平和の礎（出典：沖縄県ＨＰ） 

▲首里城正殿 

▲中城城跡（出典：ＯＣＶＢ公式ＨＰ） ▲平和の礎（出典：沖縄県ＨＰ） 

▲首里城正殿 
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<新> <旧> 
④世界に開く広域交流都市圏 

 空港や港湾など広域交通施設が集積している本区域は、東アジアの中央に位置する地理的

優位性を存分に発揮し、アジアをはじめ世界各国の人々が交流する都市に成長しており、我

が国がアジアと世界の架け橋となることを目指す「アジア・ゲートウェイ構想」における主

要拠点としてなり、世界水準の観光地の玄関口としての役割も果たしています。さらに臨空

・臨港型産業のが集積により、那覇空港及び那覇港を基軸とする国際物流拠点が形成され、

本県の自立型経済構築に向けて重要な役割も果たしています。 

 

▼那覇港将来イメージ（那覇港管理組合資料） 

那覇空港（出典：那覇港湾・空港整備事務所 HP）▲ 

 

⑤連携と交流が盛んな活気あふれる都市圏 

 本区域は、駐留軍用地跡地において教育、

医療、情報等高次都市機能の導入や南北・東

西方向の幹線道路の整備及び鉄軌道を含む新

たな公共交通システムの導入等によって、各

地に個性豊かで多様な都市拠点が形成される

とともに、ています。これとともに広域的な

連携と交流促進による“集積の利点”と“選

択の多様性”の享受が可能となり、活気あふ

れる中南部一体の広域連携都市圏に生まれ変

わりつつあります。                             ▲活気ある商業地のイメージ  

（アワセゴルフ場跡地利用基本計画策定業務報告書） 
▼牧志安里再開発地区                     ▼住宅地のイメージ 

（アワセゴルフ場跡地利用基本計画策定業務報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④世界に開く広域交流都市圏 

 空港や港湾など広域交通施設が集積している本区域は、東アジアの中央に位置する地理的

優位性を存分に発揮し、アジアをはじめ世界各国の人々が交流する都市に成長しており、我

が国がアジアと世界の架け橋となることを目指す「アジア・ゲートウェイ構想」における主

要拠点として、本県の自立型経済構築に向けて重要な役割を果たしています。 

 

 

▼那覇港将来イメージ（那覇港管理組合資料） 

那覇空港（出典：那覇港湾・空港整備事務所 HP）▲ 

 

 

⑤連携と交流が盛んな活気あふれる都市圏 

 本区域は、駐留軍用地跡地における高次都

市機能の導入や南北・東西方向の幹線道路の

整備等によって、各地に個性豊かで多様な都

市拠点が形成されるとともに、広域的な連携

と交流促進による“集積の利点”と“選択の

多様性”の享受が可能となり、活気あふれる

中南部一体の広域連携都市圏に生まれ変わり

つつあります。 
▲

▲活気ある商業地のイメージ 

（アワセゴルフ場跡地利用基本計画策定業務報告書） 
▼都心のイメージ（牧志安里再開発事業ＨＰ）        ▼住宅地のイメージ 

（アワセゴルフ場跡地利用基本計画策定業務報告書） 
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<新> <旧> 
⑥環境にやさしい循環型・低炭素型都市圏 

 都市圏全体で廃棄物ゼロを目指し、環境教育が奨励された本区域では、住民一人一人の環

境問題に対する意識が向上しており、また、省資源化、再資源化及び環境美化に積極的に取

り組んできた結果、使用済み自動車、家電製品等の不法投棄や廃棄物排出量の減少が図られ、

循環型で美しい都市圏が形成されています。 

 さらに、コンパクトな都市構造が形成され骨格的な公共交通軸としての沖縄都市モノレー

ルの延長や基幹バスシステムの導入等の新たな公共交通システム、鉄軌道を含む新たな公共

交通システムの導入及び道路網の体系的整備が推進されるとともに、されています。あわせ

て、自動車から公共交通への転換、低公害車の普及促進、パーク・アンド・ライドや時差出

勤、自転車利用や歩いて暮らせるまちづくりなど、総合的な交通施策が功を奏して、慢性化

していた交通渋滞は緩和されており、太陽光や風力をはじめとしたクリーンエネルギーの活

用も相まって、環境にやさしい循環型・低炭素低炭素島しょ都市圏の実現に向けて着実に歩

を進めています。 

⑦知的交流が盛んな情報先進都市圏 

 ユビキタス・ネットワーク環境の充実情報通信技術の高度化によって、島しょ性がもたら

す時間的・空間的不利性地理的に不利な条件は克服されつつあります。 

 これら高速通信網は、情報通信関連産業の集積アジアにおける国際情報通信拠点“ITブ

リッジ”として国内外からの企業立地、県内立地企業の高度化・多様化など活発な産業活動

や日常生活はもとより、産学官の連携によって高度な技術を身につける人材育成にも活用さ

れています。また、亜熱帯や健康長寿など沖縄の特性をいかした研究開発機能が強化されて、

沖縄科学技術大学院大学を核とし、既存の大学やコンベンション施設と連携した知的ネット

ワークが形成されています。キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）では高度な医療機能を備

えた、国際的な医療拠点が形成されています。 

さらに、災害等に備えた重要データのバックアップ拠点・クラウド・データセンター等が

形成されています。 

 

⑧観光・コンベンションMICE・ショッピングで魅力ある都市圏 

 個性豊かな琉球の歴史文化と自然の多様性を有する本区域は、空港や港などの交通施設が

隣接する地の利やコンベンション機能、コースタル・リゾート機能、都市型リゾート機能等

の集積・拡充の効果がいかんなく発揮されて、観光、コンベンション MICE、海洋レクリエ

ーション、スポーツツーリズム、ヘルスツーリズム、ショッピング等、多様な選択が可能に

なり、国内外から年間 1,000 万人の観光客が訪れる本県の玄関口として、多くの人々が訪れ

交流する魅力ある都市圏に成長・発展しています。また、首里城公園を中心とした古都首里

の自然や風土を満喫できる空間や那覇港周辺のウォーターフロントなど、各地域において魅

力ある景観が形成されており、質の高い沖縄観光世界に誇れる「沖縄観光ブランド」の形成

に寄与しています。

⑥環境にやさしい循環型・低炭素型都市圏 

 都市圏全体で廃棄物ゼロを目指し、環境教育が奨励された本区域では、住民一人一人の環

境問題に対する意識が向上しており、また、省資源化、再資源化及び環境美化に積極的に取

り組んできた結果、使用済み自動車、家電製品等の不法投棄や廃棄物排出量の減少が図られ、

美しい都市圏が形成されています。 

 さらに、都市モノレールの延長や基幹バスシステムの導入等の新たな公共交通システム及

び道路網の体系的整備が推進されるとともに、自動車から公共交通への転換、低公害車の普

及促進、パーク・アンド・ライドや時差出勤など、総合的な交通施策が功を奏して、慢性化

していた交通渋滞は緩和されており、太陽光や風力をはじめとした自然エネルギーの活用も

相まって、環境にやさしい循環型・低炭素社会の実現に向けて着実に歩を進めています。 

 

 

 

⑦知的交流が盛んな情報先進都市圏 

 ユビキタス・ネットワーク環境の充実によって、島しょ性がもたらす時間的・空間的不利

性は克服されつつあります。 

 これら高速通信網は、情報通信関連産業の集積など活発な産業活動や日常生活はもとより、

産学官の連携によって高度な技術を身につける人材育成にも活用されています。また、亜熱

帯や健康長寿など沖縄の特性をいかした研究開発機能が強化されて、沖縄科学技術大学院大

学を核とし、既存の大学やコンベンション施設と連携した知的ネットワークが形成されてい

ます。 

 

 

 

 

 

⑧観光・コンベンション・ショッピングで魅力ある都市圏 

 個性豊かな琉球の歴史文化と自然の多様性を有する本区域は、空港や港などの交通施設が

隣接する地の利やコンベンション機能、コースタル・リゾート機能、都市型リゾート機能等

の集積・拡充の効果がいかんなく発揮されて、観光、コンベンション、海洋レクリエーショ

ンやショッピング等、多様な選択が可能になり、国内外から年間 1,000 万人の観光客が訪れ

る本県の玄関口として、多くの人々が訪れ交流する魅力ある都市圏に成長・発展しています。

また、首里城公園を中心とした古都首里の自然や風土を満喫できる空間や那覇港周辺のウォ

ーターフロントなど、各地域において魅力ある景観が形成されており、質の高い沖縄観光に

寄与しています。 
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<新> <旧> 

２．現状と課題 

●秩序ある土地利用 

 本区域は、昭和 49 年に都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、効率的に

都市をつくり上げる区域区分が行われ、その後、5 回の定期見直しを経て現在に至り、土地

利用の整序をはじめ、計画的な市街地形成、公共施設等の効率的な整備、農地や自然緑地等

の保全等の観点において、区域区分は一定の成果を上げてきました。 

 また、昨今の厳しい財政環境と投資余力低下の中にあっては、新市街地の形成を中心とす

るはやり廃りのまちづくりから脱却して、今ある資源を有効に活用する既成市街地の質的向

上を図り、持続的発展が可能な都市構造に転換させていくことが求められています。 

 本区域は、県内で最も人口が集中し、都市機能が集積しており、さらに、今後も人口増加

が見込まれることから、効率的な行政運営とともに郊外に残される緑地や農地等の自然環境

との共生・調和を図っていくことが重要であり、区域区分を継続して計画的な土地利用を推

進する必要があります。 

 また、近年、良好な樹林地や集落周辺において墓地の建設が散見され、自然環境の保全や

景観の面からも課題となっています。 

 

●世界遺産等の活用 

 平成 12 年には、首里城跡や中城城跡など本県の歴史文化遺産が「琉球王国のグスク及び

関連遺産群」として世界遺産に登録されました。 

 琉球の歴史文化が世界的な評価を得たことは大きな意義があり、これら誇りある遺産及び

その他のグスクやようどれ等の歴史資源は、都市計画としても保全に努めるとともに、学習、

交流及び情報発信の場として、まちづくりに積極的に活用し、将来に継承していくことが求

められます。 

 

●中心市街地の再生  

 「マチグヮァー（マチ小）」など伝統的な商業空間が集積し、「まちの顔」である中心市

街地では、車社会の進展、市街地の土地価格の相対的高止まり、道路等基盤整備の遅れ、大

型店舗や各種公共公益施設の郊外進出などが相まって、空き店舗が増加し、空洞化が進むと

ともに、夜間人口が減少して地域の繋がりが希薄になってきており、長い歴史に培われた伝

統や文化の継承が困難になりつつあります。 

 そのため、魅力ある都市空間を創出し、また、歩いて暮らせる環境づくりやまちなか居住

を推進して及び定住化の促進、タウンモビリティの充実などによる人にやさしい交通手段の

確保などにより、中心市街地に活気を取り戻し、文化・産業を継承するまちづくりを行うす

必要があります。 

 

●様々なライフステージスタイルへの対応 

 人々の生活様式は、車社会の進展による都市生活の広域化や価値観の多様化等により変化

しており、そのため、利便性の高いまちなか居住やゆとりある自然環境のもとで暮らす田園

居住など、様々な住まいの要求に対応できる都市づくりを進めていく必要があります。 

２．現状と課題 

●秩序ある土地利用 

 本区域は、昭和 49 年に都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、効率的に

都市をつくり上げる区域区分が行われ、その後、４回の定期見直しを経て現在に至り、土地

利用の整序をはじめ、計画的な市街地形成、公共施設等の効率的な整備、農地や自然緑地等

の保全等の観点において、区域区分は一定の成果を上げてきました。 

 また、昨今の厳しい財政環境と投資余力低下の中にあっては、新市街地の形成を中心とす

るはやり廃りのまちづくりから脱却して、今ある資源を有効に活用する既成市街地の質的向

上を図り、持続的発展が可能な都市構造に転換させていくことが求められています。 

 本区域は、県内で最も人口が集中し、都市機能が集積しており、さらに、今後も人口増加

が見込まれることから、効率的な行政運営とともに郊外に残される緑地や農地等の自然環境

との共生・調和を図っていくことが重要であり、区域区分を継続して計画的な土地利用を推

進する必要があります。 

 また、近年、良好な樹林地や集落周辺において墓地の建設が散見され、自然環境の保全や

景観の面からも課題となっています。 

 

●世界遺産等の活用 

 平成 12 年には、首里城跡や中城城跡など本県の歴史文化遺産が「琉球王国のグスク及び

関連遺産群」として世界遺産に登録されました。 

 琉球の歴史文化が世界的な評価を得たことは大きな意義があり、これら誇りある遺産及び

その他のグスクやようどれ等の歴史資源は、都市計画としても保全に努めるとともに、学習、

交流及び情報発信の場として、まちづくりに積極的に活用し、将来に継承していくことが求

められます。 

 

●中心市街地の再生  

 「マチグァー（マチ小）」など伝統的な商業空間が集積し、「まちの顔」である中心市街

地では、車社会の進展、市街地の土地価格の相対的高止まり、道路等基盤整備の遅れ、大型

店舗や各種公共公益施設の郊外進出などが相まって、空き店舗が増加し、空洞化が進むとと

もに、夜間人口が減少して地域の繋がりが希薄になってきており、長い歴史に培われた伝統

や文化の継承が困難になりつつあります。 

 そのため、魅力ある都市空間を創出し、また、まちなか居住を推進して、中心市街地に活

気を取り戻す必要があります。 

 

 

●様々なライフステージへの対応 

 人々の生活様式は、車社会の進展による都市生活の広域化や価値観の多様化等により変化

しており、そのため、利便性の高いまちなか居住やゆとりある自然環境のもとで暮らす田園

居住など、様々な住まいの要求に対応できる都市づくりを進めていく必要があります。 
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<新> <旧> 
●国際交流・協力貢献拠点としての機能強化 

 沖縄県は、我が国がアジアと世界の架け橋となることを目指す「アジア・ゲートウェイ構

想」の推進にあたって、国際物流や人材交流などの主要な拠点としての役割が期待されてい

ます。本区域においては、「太平洋･平和の交流拠点(パシフィック・クロスロード）」の中

枢として人、物及び情報の結節機能の強化が必要であり、アジアをはじめ世界に開けた交流

拠点都市の形成が求められていますが、将来の国際交流・協力貢献拠点及び物流の拠点とし

て、那覇空港や那覇港の現在の機能は十分ではありません。 

 東アジアの中央に位置する本県の地理的な優位性を最大限発揮するためには、那覇空港に

おける空港施設の沖合いへの展開滑走路の増設、旅客ターミナルの拡充等の必要な整備、那

覇港における国際海上コンテナターミナルや国内外貨物の物流拠点施設となる総合物流セン

ター等の整備、大型クルーズ船に対応する国際旅客ターミナルの整備及び那覇空港やふ頭間

を結ぶ道路等の整備が、重要課題と考えられます。また、航空機整備（MRO）や、物流機

能を活かした臨空・臨港型産業の集積が求められます。 

 アジア・太平洋地域で大規模災害が発生した際に、迅速に対応できる災害援助拠点の形成

や東アジアに頻発する地震、津波、台風等の自然災害に対する安心安全なまちづくりに関す

る技術研究など、国際協力・貢献に向けた取り組みを進める必要があります。 

 

●慢性的な交通渋滞の解消 

 本区域は、人口や都市機能の集中、軌道系交通や道路整備の遅れがあることから、交通渋

滞が慢性化しており、交通移動における定時性が確保できない状況にあります。平成元年と

平成 24 年を比較すると路線バスの輸送人員数が約 64％減少する一方、自動車保有台数が

1.8 倍に増加しています。また、平成 21 年と比較して、平成 25 年にはレンタカー事業者数

が 1.5 倍、許可車両数が 1.2 倍となっています。 

 そのため、骨格道路網の重点整備や基幹バスシステムの導入、沖縄都市モノレールの延長

を含めた新たな公共交通システムの整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入を進

めるとともに、公共交通の利用促進、時差出勤、モビリティマネジメントなどの総合的な施

策が必要です。併せて、地球温暖化等の地球規模の課題に対応するため、温室効果ガスの排

出削減に向けた必要な施策を展開することが重要です。 

●国際交流・協力拠点としての機能強化 

 沖縄県は、我が国がアジアと世界の架け橋となることを目指す「アジア・ゲートウェイ構

想」の推進にあたって、国際物流や人材交流などの主要な拠点としての役割が期待されてい

ます。本区域においては、「太平洋･平和の交流拠点(パシフィック・クロスロード）」の中

枢として人、物及び情報の結節機能の強化が必要であり、アジアをはじめ世界に開けた交流

拠点都市の形成が求められていますが、将来の国際交流・協力拠点及び物流の拠点として、

那覇空港や那覇港の現在の機能は十分ではありません。 

 東アジアの中央に位置する本県の地理的な優位性を最大限発揮するためには、那覇空港に

おける空港施設の沖合いへの展開等必要な整備と、那覇港における国際海上コンテナターミ

ナルの整備等が、重要課題と考えられます。 

 

 

 

 

 

●慢性的な交通渋滞の解消 

 本区域は、人口や都市機能の集中、軌道系交通や道路整備の遅れがあることから、交通渋

滞が慢性化しており、交通移動における定時性が確保できない状況にあります。平成元年と

平成 18 年を比較すると路線バスの利用が約 60％減少する一方、自家用自動車による移動が

1.6 倍に増加しています。 

 そのため、骨格道路網の重点整備や都市モノレールの延長を含めた新たな公共交通システ

ムの整備とともに、公共交通の利用促進、時差出勤、モビリティマネジメントなどの総合的

な施策が必要です。併せて、地球温暖化等の地球規模の課題に対応するため、温室効果ガス

の排出削減に向けた必要な施策を展開することが重要です。 
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<新> <旧> 
●駐留軍用地跡地の計画的利用・密集市街地の改善 

 本県の米軍施設・区域は、土地利用や交通体系に大きな影響を及ぼしてきました。 

 本区域では、平成 27 年 3 月にキャンプ瑞慶覧・西普天間住宅地区が返還され、今後、普天

間飛行場、や那覇港湾施設及び牧港補給地区及び那覇港湾施設等全部並びにアワセゴルフ場を

含むキャンプ瑞慶覧の一部がが返還予定となっています。であり、特に、中南部都市圏のほぼ

中央に位置し、約 481ha という広大な面積を有する普天間飛行場の跡地利用は、都市圏構造に

大きな影響を与えるものと考えられます。 

  一方、既成市街地には、基地周辺に都市基盤が未整備のまま形成された密集市街地が多く存

在し、道路幅員が狭く緊急車両の進入が困難、公園等のオープンスペースが少ない、採光・通

風が不十分で居住環境が健全でないなど、様々な問題が発生しており、その改善に積極的に取

り組む必要があります。 

 そのため、駐留軍用地の跡地利用に際しては、中南部の都市圏構造再編を視野に入れるとと

もに、既成市街地の居住環境の改善や質的向上についても一体的に検討していかなければなり

ません。また、少子高齢化の進展及び人口減少時代へ突入する現状、さらに現在進められてい

る埋立事業等の新たな開発との土地需要バランスを見据えて、段階的・計画的な都市整備を進

めていくことや、必要があります。産業振興、国際交流・貢献拠点の形成を図る必要がありま

す。 

 

●効率的・効果的な公共投資（都市空間の質の向上） 

  効率的かつ効果的な公共投資の観点は不可欠であり、少子化による生産年齢人口の減少や経

済の長期低迷等、今後も厳しい社会経済状況が予想されるなか、何を選択し、何に集中するか

が極めて重要と考えられます。 

 本区域は、個性ある地域の形成とともに、とりわけ、既成市街地における身の回りの生活の

質的向上や郊外部の自然環境の保全等、市街地内に点在する低・未利用地を有効活用したゆと

りや潤いのある都市空間の創出が重要であり、です。また、国際交流都市としてのさらなる機

能強化が求められていることから、県土の均衡ある発展という視点も踏まえつつ、公共施設の

長寿命化など、既存の社会資本の蓄積を活用した効率的・効果的な都市整備を進めていく必要

があります。 

●災害に強い都市づくり（防災・減災） 

島しょ県であると同時に台風の常襲地であること、さらには東日本大震災や熊本地震の教訓

を踏まえ、県民の生命・財産を守るため、地震・津波対策、治水・土砂災害・高潮対策等の防

災・減災対策に取り組んでいく必要があります。 

 

●福祉のまちづくり 

少子高齢化が進行しており、それに対応して高齢者対応住宅の整備や、公共施設及び公共空

間などにおけるバリアフリー化の促進が望まれます。また、身近な場所で充実した活動ができ

るよう、コンパクトな都市づくりや、歩いて暮らせる環境づくり、人にやさしい交通手段の確

保などを進めていく必要があります。 

●駐留軍用地跡地の計画的利用・密集市街地の改善 

 本県の米軍施設・区域は、土地利用や交通体系に大きな影響を及ぼしてきました。 

 本区域では、今後、普天間飛行場、那覇港湾施設及び牧港補給地区の全部並びにアワセゴ

ルフ場を含むキャンプ瑞慶覧の一部が返還予定であり、特に、中南部都市圏のほぼ中央に位

置し、約 481ha という広大な面積を有する普天間飛行場の跡地利用は、都市圏構造に大きな

影響を与えるものと考えられます。 

  一方、既成市街地には、基地周辺に都市基盤が未整備のまま形成された密集市街地が多く

存在し、道路幅員が狭く緊急車両の進入が困難、公園等のオープンスペースが少ない、採光

・通風が不十分で居住環境が健全でないなど、様々な問題が発生しており、その改善に積極

的に取り組む必要があります。 

 そのため、駐留軍用地の跡地利用に際しては、中南部の都市圏構造再編を視野に入れると

ともに、既成市街地の居住環境の改善や質的向上についても一体的に検討していかなければ

なりません。また、少子高齢化の進展及び人口減少時代へ突入する現状、さらに現在進めら

れている埋立事業等の新たな開発との土地需要バランスを見据えて、段階的・計画的な都市

整備を進めていく必要があります。 

 

 

 

●効率的・効果的な公共投資（都市空間の質の向上） 

  効率的かつ効果的な公共投資の観点は不可欠であり、少子化による生産年齢人口の減少や

経済の長期低迷等、今後も厳しい社会経済状況が予想されるなか、何を選択し、何に集中す

るかが極めて重要と考えられます。 

 本区域は、個性ある地域の形成とともに、とりわけ、既成市街地における身の回りの生活

の質的向上や郊外部の自然環境の保全等、市街地内に点在する低・未利用地を有効活用した

ゆとりや潤いのある都市空間の創出が重要であり、また、国際交流都市としてのさらなる機

能強化が求められていることから、県土の均衡ある発展という視点も踏まえつつ、既存の社

会資本の蓄積を活用した効率的・効果的な都市整備を進めていく必要があります。 
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<新> <旧> 
● 豊かな自然環境の保全・良好な都市景観の形成 

21 世紀となった今日、市街地の急速な拡大に伴って自然環境が失われていった反省を踏

まえ、少子高齢化の進行への対応とともに環境にやさしい都市の実現が求められており、環

境負荷を最小限に抑えるよう常に配慮するとともに、新たな開発にあたっては、人と自然と

の調和についての配慮が望まれます。 

  一方、人々に潤いと安らぎを与える良好な都市景観は、そこに暮らす人々に誇りと心の豊

かさを与えるものであり、かつ、観光資源としての価値をも高めるものです。 

 しかし、都市には、まちなかの緑の不足、老朽化した建築物や斜面を被うコンクリートの

り面等、景観を阻害する要素も多く見受けられることから、その改善を進めつつ、世界遺産

をはじめとする歴史的景観、潤いを与える緑地景観、島の周囲を取り囲む海洋景観やにぎわ

いを感じる都市景観など、様々な場面における良好な景観形成に取り組む必要があります。 

 

●循環型・低炭素社会の構築 

  近年の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会の仕組みは、廃棄物排出量の増大や多様化

をもたらしており、とりわけ、環境容量が小さい島しょ県の本県においては、廃棄物処理問

題への対応が急務です。 

 さらに、本区域は、人口や都市機能の集中、道路整備の遅れ交通容量の不足、路線バスの

利用率の低下などにより、交通渋滞が慢性化しており、今後、温室効果ガスの排出削減など

の地球規模の課題への対応も必要です。また、省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用

及び天然ガスの活用も促進する必要があります。 

 豊かで美しい自然環境を次世代に受け継いでいくためにも、循環型・低炭素社会の構築に

官民一体となって取り組む必要があります。 

 

●情報技術（IT）社会の構築と学術研究機能の育成強化 

  島しょ地域がもたらす時間的・空間的不利性地理的に不利な条件を克服するには、情報関

連基盤の充実が不可欠です。 

 そのため、ユビキタス・ネットワークを実現するブロードバンド通信基盤の整備情報通信

基盤の高度化と情報通信関連産業の集積、県内立地企業の高度化・多様化をさらに推進する

とともに、次代の沖縄を担う人材育成のための学術研究機能の強化を図る必要があります。 

●自立型経済の構築に寄与する都市基盤整備 

 基地依存型及び公共投資依存型の脆弱な経済構造から転換を図り、自立型経済構造を構築

することは、本県の最重要課題であり、様々な産業振興に寄与する基盤整備の推進が求めら

れています。 

 特に、観光立県を進める上では多様性と可能性を高めることが重要であり、青い空、紺碧

の海や白い砂浜など恵まれた自然をいかした海洋性レクリエーション施設等の整備、世界遺

産や関連遺産群周辺の整備及びそれらをつなぐ琉球歴史回廊の形成、平和学習拠点の形成、

大型 MICE 施設の整備、都市における環境教育及び自然観察の拠点形成をはじめ、各拠点を

円滑かつ効果的に連結する都市基盤整備が重要です。近年では、大型クルーズ船の寄港など

により増加している国内外からの観光客などへの対応も必要となっています。 

また、地域の伝統や文化を育む伝統工芸等の産業を守り育てるための制度の活用なども必

要です。 

●豊かな自然環境の保全・良好な都市景観の形成 

  21 世紀となった今日、市街地の急速な拡大に伴って自然環境が失われていった反省を 

踏まえ、少子高齢化の進行への対応とともに環境にやさしい都市の実現が求められており、

環境負荷を最小限に抑えるよう常に配慮するとともに、新たな開発にあたっては、人と自然

との調和についての配慮が望まれます。 

  一方、人々に潤いと安らぎを与える良好な都市景観は、そこに暮らす人々に誇りと心の豊

かさを与えるものであり、かつ、観光資源としての価値をも高めるものです。 

 しかし、都市には、まちなかの緑の不足、老朽化した建築物や斜面を被うコンクリートの

り面等、景観を阻害する要素も多く見受けられることから、その改善を進めつつ、世界遺産

をはじめとする歴史的景観、潤いを与える緑地景観、島の周囲を取り囲む海洋景観やにぎわ

いを感じる都市景観など、様々な場面における良好な景観形成に取り組む必要があります。 

 

●循環型・低炭素社会の構築 

  近年の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会の仕組みは、廃棄物排出量の増大や多様化

をもたらしており、とりわけ、環境容量が小さい島しょ県の本県においては、廃棄物処理問

題への対応が急務です。 

 さらに、本区域は、人口や都市機能の集中、道路整備の遅れ、路線バスの利用率の低下な

どにより、交通渋滞が慢性化しており、今後、温室効果ガスの排出削減などの地球規模の課

題への対応も必要です。 

 豊かで美しい自然環境を次世代に受け継いでいくためにも、循環型・低炭素社会の構築に

官民一体となって取り組む必要があります。 

 

 

●情報技術（IT）社会の構築と学術研究機能の育成強化 

  島しょ地域がもたらす時間的・空間的不利性を克服するには、情報関連基盤の充実が不可

欠です。 

 そのため、ユビキタス・ネットワークを実現するブロードバンド通信基盤の整備と情報通

信関連産業の集積をさらに推進するとともに、次代の沖縄を担う人材育成のための学術研究

機能の強化を図る必要があります。 

 

●自立経済の構築に寄与する都市基盤整備 

 基地依存型及び公共投資依存型の脆弱な経済構造から転換を図り、自立型の経済構造を構

築することは、本県の最重要課題であり、様々な産業振興に寄与する基盤整備の推進が求め

られています。 

 特に、観光立県を進める上では多様性と可能性を高めることが重要であり、青い空、紺碧

の海や白い砂浜など恵まれた自然をいかした海洋性レクリエーション施設等の整備、世界遺

産や関連遺産群周辺の整備及びそれらをつなぐ琉球歴史回廊の形成、平和学習拠点の形成、

都市における環境教育及び自然観察の拠点形成をはじめ、各拠点を円滑かつ効果的に連結す

る都市基盤整備が重要です。 

また、地域の伝統や文化を育む伝統工芸等の産業を守り育てるための制度の活用なども必

要です。 
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<新> <旧> 

３．都市づくりについて 

１）基本理念 

 都市は、長期間にわたり機能を維持し、持続的可能な方法で成長・発展することにより、歴史

的・文化的な価値が高まるものであることから、かつての琉球の歴史文化の中心であり、かつ

多様な都市機能が集積する本区域においては、歴史や文化、自然環境の保全・再生・適正利

用と活用に積極的に取り組むとともに、地理的・自然的特性を生かした産業の振興を図りつ

つ、本県の中枢管理機能をはじめ国際交流及び国際協力・貢献機能、物流機能を強化した拠

点を形成し、国際的規模の観光・保養地域にふさわしい高次の都市機能を備えた広域都市圏

の形成を目標とします。 

 そのため、市街地では、計画的な土地利用に基づく住宅地、業務地、商業地、工業地、流

通業務地の適正配置のもとで、円滑な交通網の形成を推進するとともに、高齢化、国際化、

情報化等の進展への対応、優れた景観の保全及び育成・創出並びに身近な生活環境の改善、

質的向上等、自然環境と調和のとれた総合的な整備を促進します。 

さらに、郊外部においては、良好な自然環境、営農環境と調和を図りながら、地域コミュ

ニティの活力維持、集落景観の保全など、魅力的な田園農住地域の形成を目指します。 

 また、本県独自の歴史、文化、自然等に育まれたおおらかな精神や相互扶助の習わし等、

やさしく暖かい人間性をいかして、ユニバーサルデザインの考えを積極的に取り入れたすべ

ての人が自らの意思で自由に行動し、社会参加のできる「すべての人にやさしいまちづく

り」を進めるとともに、より実効性の高い都市計画を展開するための住民参画による地域か

らのまちづくりを促進します。 

 

２）広域的な位置付け 

 中国や東南アジア諸地域との交易を通じて形成された琉球文化の中心である那覇市には、

泡盛や紅型、焼き物などのものづくり空間とともに「マチグヮァー（マチ小）」と呼ばれる

伝統的商業空間があり、地域の人々やアジア各地の人々が商取引を行うなど活況を呈し、国

際的な商業都市として栄えていました。近年、商業の近代化が進むとともに、郊外型店舗の

増加や車社会の進展等によって、まちなかの商業空間は空洞化が進んでいますが、「マチグ

ヮァー（マチ小）」は、今なお根強い人気があります。それは、売る側と買う側のコミュニ

ケーション等、近代的な商業施設ではみられない魅力が、利便性・効率性だけでなく心の豊

かさを求める今の時代に受け入れられたことによると考えられます。 

 さらに、生活に密着した「マチグヮァー（マチ小）」等、まちなかの商業空間の充実とと

もに、行政、教育、医療、福祉、娯楽等多様な都市機能の集積と職住の近接化を図り、個性

的でコンパクト（日常の生活活動が身近な所で可能）な市街地の形成を進めて、それぞれの

地域の拠点性を高め、総体として緊密に連携する魅力的な「ウフマチ（大マチ）」をつくり

上げていくことが重要です。 

 以上のことから、本区域における広域的位置付けを次のとおり設定します。 

 

 

 

３．都市づくりについて 

１）基本理念 

 都市は、長期間にわたり機能を維持し、持続的に成長・発展することにより、歴史的・文化的

な価値が高まるものであることから、かつての琉球の歴史文化の中心であり、かつ多様な都

市機能が集積する本区域においては、歴史や文化、自然環境の保全と活用に積極的に取り組

むとともに、地理的・自然的特性を生かした産業の振興を図りつつ、本県の中枢管理機能を

はじめ国際交流及び物流機能を強化した拠点を形成し、国際的規模の観光・保養地域にふさ

わしい高次の都市機能を備えた広域都市圏の形成を目標とします。 

 そのため、市街地では、計画的な土地利用に基づく住宅地、業務地、商業地、工業地、流

通業務地の適正配置のもとで、円滑な交通網の形成を推進するとともに、高齢化、国際化、

情報化等の進展への対応、優れた景観の保全及び育成並びに身近な生活環境の改善、質的向

上等、自然環境と調和のとれた総合的な整備を促進します。 

さらに、郊外部においては、良好な自然環境、営農環境と調和を図りながら、地域コミュ

ニティの活力維持、集落景観の保全など、魅力的な田園農住地域の形成を目指します。 

 また、本県独自の歴史、文化、自然等に育まれたおおらかな精神や相互扶助の習わし等、

やさしく暖かい人間性をいかして、ユニバーサルデザインの考えを積極的に取り入れたすべ

ての人が自らの意思で自由に行動し、社会参加のできる「すべての人にやさしいまちづく

り」を進めるとともに、より実効性の高い都市計画を展開するための住民参画による地域か

らのまちづくりを促進します。 

 

２）広域的な位置付け 

 中国や東南アジア諸地域との交易を通じて形成された琉球文化の中心である那覇市には、

泡盛や紅型、焼き物などのものづくり空間とともに「マチグァー（マチ小）」と呼ばれる伝

統的商業空間があり、地域の人々やアジア各地の人々が商取引を行うなど活況を呈し、国際

的な商業都市として栄えていました。近年、商業の近代化が進むとともに、郊外型店舗の増

加や車社会の進展等によって、まちなかの商業空間は空洞化が進んでいますが、「マチグァ

ー（マチ小）」は、今なお根強い人気があります。それは、売る側と買う側のコミュニケー

ション等、近代的な商業施設ではみられない魅力が、利便性・効率性だけでなく心の豊かさ

を求める今の時代に受け入れられたことによると考えられます。 

 さらに、生活に密着した「マチグァー（マチ小）」等、まちなかの商業空間の充実ととも

に、行政、教育、医療、福祉、娯楽等多様な都市機能の集積と職住の近接化を図り、個性的

でコンパクト（日常の生活活動が身近な所で可能）な市街地の形成を進めて、それぞれの地

域の拠点性を高め、総体として緊密に連携する魅力的な「ウフマチ（大マチ）」をつくり上

げていくことが重要です。 

 以上のことから、本区域における広域的位置付けを次のとおり設定します。 

 

 
歴史交流都市圏・「ウフマチ」（連携し、大きく発展する街） 

歴史交流都市圏・「ウフマチ」（連携し、大きく発展する街） 
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<新> <旧> 
３）基本方針 

①地域の歴史・自然・文化をいかし、住民主体の都市づくり 

○伝統や文化を大切にする都市圏づくり 

点として存在する歴史資源や文化資源な

ど、拠点の核となる歴史文化遺産及びその

周辺環境とともに、伝統的な街並みなどの

集落環境を整備し、また、そのような拠点

や集落をつないで「琉球歴史回廊」の形成

を図るとともに、独自の歴史、文化や平和

を願う心を次世代に伝え、国内外に発信す

る文化の薫りが高く、風格のある都市圏を

構築します。 

 

 

 

 

○自然環境や生活環境に配慮した循環型

・低炭素型都市圏づくり 

 郊外部に広がる農地、鳥類等の生息地である干潟域、東海岸の骨格的な緑地など、豊かな

自然環境を守るとともに、自然的環境の再生、廃棄物の減量化と再資源化、クリーンエネル

ギー等の導入、コンパクトな都市構造の形成、省エネルギー建物への転換、交通騒音等の低

減による生活環境の改善を図って、可能な限り環境への負荷を回避、軽減する循環型・低炭

素型都市づくりを進めます。そして、まちなかにおいても街路樹の充実や住宅の緑化を促進

し、緑地、河川等の豊かな自然環境とともに様々な動植物にも触れ合うことができる、人々

の憩いの空間がある安らぎの都市の形成を図ります。 

 

○地域主体の都市圏づくり 

 都市づくりへの積極的な住民参加を実現するため、行政は住民提案制度をはじめとした都

市計画制度の普及・啓発に努めるとともに、地域住民が主体となった地域固有の資源を生か

した個性豊かな都市づくりを積極的に支援します。特に、景観に関しては地域の歴史や文化、

自然など独自性を活かすことが重要であることから、地域住民の参画、協働を促進します。 
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し、緑地、河川等の豊かな自然環境とともに様々な動植物にも触れ合うことができる、人々
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 都市づくりへの積極的な住民参加を実現するため、行政は住民提案制度をはじめとした都

市計画制度の普及・啓発に努めるとともに、地域住民が主体となった地域固有の資源を生か

した個性豊かな都市づくりを積極的に支援します。特に、景観に関しては地域の歴史や文化、

自然など独自性を活かすことが重要であることから、地域住民の参画、協働を促進します。 
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<新> <旧> 
②重点的・戦略的な施策を推進し、快適で潤いのある都市づくり 

○質の向上を図る都市圏づくり 

 駐留軍用地跡地を除き、新市街地の開発は基本的に抑制

し、これまでに蓄積された社会資本を効率的に活用して、

既成市街地の質の向上を図るとともに、コンパクトな市街

地（集約型都市構造）の形成を目指します。 

 これに連携して公共交通ネットワークを構築することに

より、高齢者等にとっても生活しやすく、子育て世代など

の若年層にも魅力的なまちづくりに加え、効率的な都市経

営の実現を目指します。 

 併せて、市街地再開発事業や中心市街地活性化関連事業、

トランジットモールの導入などハード・ソフト双方の施策

の展開により、にぎわいのある中心市街地の再整備を推進し、その際、民間の技術力や資金

等を効果的に活用し、民間主体、住民主体のまちづくりを支援していきます。 

 

○駐留軍用地跡地の活用による中南部の一体的な都市圏づくり 

  普天間飛行場をはじめとした駐留軍用地の返還跡地については、魅力的な生活環境の確保

や新たな産業振興、骨格道路網の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入による

交通ネットワークの構築、緑化推進など魅力ある都市空間の形成に努めます。あわせて、中

南部都市圏の一体的な再編を視野に入れつつ、周辺地域の土地利用と調整を図り、環境への

影響も配慮しながら都市機能の計画的な配置や都市施設の整備を進めるとともに、良好な自

然環境の保全に努め、個性を持つ多様な都市拠点を形成していきます。 

 

○次世代ネットワークの活用高度情報通信技術の活用と知的交流を促進する都市圏づくり 

  情報化の進展は、地球的な規模で時間と距離の制約をなくし、グローバルな情報資源への

アクセスを可能にしました。情報化は、島しょ地域である本県にとって大きな利点になりえ、

今後はブロードバンド通信基盤を活用し、アジアにおける国際情報通信拠点“ITブリッジ

”として情報通信基盤を整備し、情報通信関連産業の集積を図り、次世代ネットワークであ

るユビキタス・ネットワーク等の整備推進とともに、国内外における学術研究の交流や産学

官の交流、国際的な人材育成等を促進する都市基盤の整備を推進します。 

 

③都市機能相互の連携を重視し、交流を促進する都市づくり 

○多様な住まい方が実現する都市圏づくり 

  本区域では、都市の利便性、効率性を享受するまちなか居住や、豊見城市や西原町などに

おける市街地郊外部の閑静な住宅地、糸満市や八重瀬町、中城村における豊かな自然環境を

もつ農村地域で暮らす田園居住等、多様な住まいの空間を提供しするとともに、地域を結ぶ

公共交通ネットワークの充実を図り、それぞれの交流が促進される都市圏づくりを推進しま

す。 

②重点的・戦略的な施策を推進し、快適で潤いのある都市づくり 

○質の向上を図る都市圏づくり 

 駐留軍用地跡地を除き、新市街地の開発は基本的に抑制

し、これまでに蓄積された社会資本を効率的に活用して、

既成市街地の質の向上を図るとともに、コンパクトな市街

地（集約型都市構造）の形成を目指します。 
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の計画的な配置や都市施設の整備を進めるとともに、良好な自然環境の保全に努め、個性を

持つ多様な都市拠点を形成していきます。 
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  情報化の進展は、地球的な規模で時間と距離の制約をなくし、グローバルな情報資源への

アクセスを可能にしました。情報化は、島しょ地域である本県にとって大きな利点になりえ、

今後はブロードバンド通信基盤を活用し、情報通信関連産業の集積を図り、次世代ネットワ

ークであるユビキタス・ネットワーク等の整備推進とともに、国内外における学術研究の交

流や産学官の交流、国際的な人材育成等を促進する都市基盤の整備を推進します。 

 

 

③都市機能相互の連携を重視し、交流を促進する都市づくり 

○多様な住まい方が実現する都市圏づくり 

  本区域では、都市の利便性、効率性を享受するまちなか居住や、豊見城市や西原町などに

おける市街地郊外部の閑静な住宅地、糸満市や八重瀬町、中城村における豊かな自然環境を

もつ農村地域で暮らす田園居住等、多様な住まいの空間を提供し、それぞれの交流が促進さ

れる都市圏づくりを推進します。 
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<新> <旧> 
○国内外に開かれた交流都市圏づくり 

 島しょ県である沖縄において、海上交通や航空交通等の広域交通施設は、国内及び海外の

玄関口として重要であり、今後、アジア・太平洋地域の交流拠点形成に向けて、那覇空港は、

「アジア・ゲートウェイ構想」を推進する上からも、沖合いへの空港施設の展開等那覇空港

における滑走路の増設、旅客ターミナル拡充等必要な整備を進め、貨物ターミナル機能の拡

充・強化や国際物流関連企業の集積促進航空機整備（MRO）などの機能強化を図るととも

に、に努めます。さらに那覇港は、沖縄の地理的な優位性を生かし、国際物流拠点の形成に

向けて、中継コンテナ貨物の戦略的な取り扱いを目指した大規模コンテナターミナルの整備

や物流を総合的に管理する国際的なロジスティクスセンターの立地を図り、広域物流交通拠

点の機能東アジアの中継拠点（サブハブ）としての機能強化や総合物流センター整備、大型

クルーズ船に対応する国際旅客ターミナルの整備など、物流拠点・国際交流の形成に必要な

港湾機能の強化に努めます。 

 

 そして、これらの広域交通と連結する幹線道路や沖縄都市モノレールなどの充実、鉄軌道

を含む新たな公共交通機関システムの充実導入による利便性の高い公共交通ネットワークの

構築等により、マルチモーダル施策を推進し活力ある都市圏の形成を図ります。 

 

○それぞれの産業が連携した都市圏づくり 

 自立型経済の構築に向けて、琉球の歴史文化を体験できる観光業、那覇空港・那覇港に隣

接する特性をいかした物流・倉庫・運輸業臨空・臨港型産業の集積、都市近郊型農業の促進

や国内外からの情報通信関連産業の立地集積促進などを展開するとともに、産業活動を支え

る道路、空港、港湾等都市基盤整備を推進し、産業間の連携を深めて相乗効果による産業活

動の展開を図ります。 

 

○魅力あふれる都市圏づくり 

 観光振興に資する多様性と可能性を高めるために関しては、環境共生型観光、文化資源型

観光、スポーツツーリズム、ヘルスツーリズム、MICE の推進など沖縄の多様で魅力ある資

源を活かした世界に誇れる沖縄観光ブランドの形成を図ります。 

浦添市から糸満市にかけての西海岸地域は、那覇空港や那覇港等の施設と連携したショッ

ピング施設や海洋性レクリエーション施設等が整備されたコースタル・リゾートの形成を図

ります。 

 また、沖縄コンベンションセンターを中心に、マリーナ、人工海浜、リゾートホテル等、

コンベンション機能とレクリエーション機能が集積する宜野湾市一帯の西海岸地域一帯は、

これら既存施設の効果的な連携を図るとともに、コンベンション支援機能と都市型リゾート

機能の拡充・強化維持および他の MICE 施設等との連携強化を図ります。 

 東海岸地域においては、大型 MICE 施設整備をはじめ、海洋レジャー施設等の整備による

海洋性レクリエーション機能の充実を図り、さらに観光振興地域においては、マリーナ、リ

ゾートホテル、ショッピング施設などの集積を図り、観光・リゾート拠点として整備を促進

します。 

 

○国内外に開かれた交流都市圏づくり 

 島しょ県である沖縄において、海上交通や航空交通等の広域交通施設は、国内及び海外の
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もに、那覇港は、沖縄の地理的な優位性を生かし、国際物流拠点の形成に向けて、中継コン

テナ貨物の戦略的な取り扱いを目指した大規模コンテナターミナルの整備や物流を総合的に

管理する国際的なロジスティクスセンターの立地を図り、広域物流交通拠点の機能強化に努

めます。 
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 自立経済の構築に向けて、琉球の歴史文化を体験できる観光業、那覇空港・那覇港に隣接

する特性をいかした物流・倉庫・運輸業の集積、都市型近郊農業や情報通信関連産業の立地

促進などを展開するとともに、産業活動を支える道路、空港、港湾等都市基盤整備を推進し、

産業間の連携を深めて相乗効果による産業活動の展開を図ります。 

 

 

○魅力あふれる都市圏づくり 

 観光振興に資する多様性と可能性を高めるため、浦添市から糸満市にかけての西海岸地域

は、那覇空港や那覇港等の施設と連携したショッピング施設や海洋性レクリエーション施設
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 また、沖縄コンベンションセンターを中心に、マリーナ、人工海浜、リゾートホテル等、

コンベンション機能とレクリエーション機能が集積する宜野湾市一帯の西海岸地域は、これ

ら既存施設の効果的な連携を図るとともに、コンベンション支援機能と都市型リゾート機能

の拡充・強化を図ります。 

 東海岸地域においては、海洋レジャー施設等の整備による海洋性レクリエーション機能の

充実を図り、さらに観光振興地域においては、マリーナ、リゾートホテル、ショッピング施
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<新> <旧> 
４）将来都市構造 

 本区域は現在、那覇市を中心とし、糸満市から豊見城市、浦添市を経由し、宜野湾市まで

の西海岸の国道 58 号沿いとそれを補完する国道 330 号沿いに、空港や港湾など広域交通拠点

や高次の都市機能が集積し、また、国道 58 号沿いに隣接する中部都市圏の北谷町まで市街地

が連たんするなど、軸状の都市圏構造を有しています。 

中南部都市圏においては、西海岸側を都市的土地利用が主体の高次都市機能集積ゾーン、

東海岸側を緑地等の自然的土地利用が主体の自然環境共生ゾーンと位置づけ、将来において

も、その都市構造を基本としつつ交通軸の強化等により、都市圏全体での連携と交流を深め

ていくことが重要といえます。さらに今後は、嘉手納基地より南の駐留軍用地の大規模返還

を機に本島中南部においては、那覇市と沖縄市を中心とした２つの都市圏域が一体となった、

長大な都市圏軸が形成されていくと予想されます。 

そのため、この軸状に集積する現在の社会資本の蓄積を有効活用し、広域交通拠点の拡張

整備を推進するとともに、普天間飛行場をはじめとした等駐留軍用地の返還跡地に新たな都

市機能を配置するなど都市機能の偏在を是正しつつ、軸状都市圏構造のさらなる強化を図り、

中南部都市圏の一体性を高めていくことが重要と考えられます。また、優良農地が広がる糸

満市、八重瀬町、南風原町は、農林業と調和する田園空間を創出し、与那原町、西原町、中

城村及び北中城村を経て中部都市圏に至る東海岸は、大型 MICE 施設及びそれに関連する機

能を配置するとともに豊かな骨格の緑を保全しつつリゾート性を高めた自然環境と共生する

空間の形成を促進するものとします。 

 一方、都市圏内の市町村は、歴史や文化を見つめ直し、独自性の発掘と守るべきものの積

極的な保全に努めて、それぞれが個性的で魅力的な空間を創出するとともに、市街地レベル

においても地域に固有の資源をいかしたまちづくりに積極的に取り組み、歴史を感じ、文化

が薫るまちの創出に努めます。 

また、沖縄自動車道、那覇空港自動車道、沖縄西海岸道路、国道 58 号、国道 329 号、国

道 330 号を基軸に、国道 507 号、国道 331 号、中部縦貫道路等の南北交通軸ととも並びに、

南部東道路、那覇インターアクセス道路、浦添西原線、宜野湾横断道路等の東西交通軸を強

化して、します。さらに、沖縄都市モノレールの充実及び基幹バスシステムや鉄軌道を含む

新たな公共交通システム等の導入により、各拠点間の円滑な交流・連携と活発な都市活動を

支える広域交通網を充実させていきます。 

 そして、都市圏軸と東海岸の交流連携軸を中心として、にぎわいのある商業地、活気あふ

れる工業地や閑静な住宅地、風格のある都市景観及び潤いをもたらす都市環境など多様性に

富み、都市の品格を兼ね備えた魅力的な広域都市圏を創り上げることとします。 

 

４）将来都市構造 

 本区域は現在、那覇市を中心とし、糸満市から豊見城市、浦添市を経由し、宜野湾市まで

の西海岸の国道 58 号沿いとそれを補完する国道 330 号沿いに、空港や港湾など広域交通拠点

や高次の都市機能が集積し、また、国道 58 号沿いに隣接する中部都市圏の北谷町まで市街地

が連たんするなど、軸状の都市圏構造を有しています。 

中南部都市圏においては、西海岸側を都市的土地利用が主体の高次都市機能集積ゾーン、

東海岸側を緑地等の自然的土地利用が主体の自然環境共生ゾーンと位置づけ、将来において

も、その都市構造を基本としつつ交通軸の強化等により、都市圏全体での連携と交流を深め

ていくことが重要といえます。さらに今後は、嘉手納基地より南の駐留軍用地の大規模返還

を機に本島中南部においては、那覇市と沖縄市を中心とした２つの都市圏域が一体となった、

長大な都市圏軸が形成されていくと予想されます。 

そのため、この軸状に集積する現在の社会資本の蓄積を有効活用し、広域交通拠点の拡張

整備を推進するとともに、普天間飛行場等駐留軍用地の跡地に新たな都市機能を配置するな

ど都市機能の偏在を是正しつつ、軸状都市圏構造のさらなる強化を図り、中南部都市圏の一

体性を高めていくことが重要と考えられます。また、優良農地が広がる糸満市、八重瀬町、

南風原町は、農林業と調和する田園空間を創出し、与那原町、西原町、中城村及び北中城村

を経て中部都市圏に至る東海岸は、豊かな骨格の緑を保全しつつリゾート性を高めた自然環

境と共生する空間の形成を促進するものとします。 

 

 一方、都市圏内の市町村は、歴史や文化を見つめ直し、独自性の発掘と守るべきものの積

極的な保全に努めて、それぞれが個性的で魅力的な空間を創出するとともに、市街地レベル

においても地域に固有の資源をいかしたまちづくりに積極的に取り組み、歴史を感じ、文化

が薫るまちの創出に努めます。 

また、沖縄自動車道、那覇空港自動車道、沖縄西海岸道路、国道 58 号、国道 330 号を基

軸に、国道 331 号、中部縦貫道路等の南北交通軸とともに、南部東道路、那覇インターアク

セス道路、浦添西原線、宜野湾横断道路等の東西交通軸を強化して、各拠点間の円滑な交流

・連携と活発な都市活動を支える広域交通網を充実させていきます。 

 そして、都市圏軸と東海岸の交流連携軸を中心として、にぎわいのある商業地、活気あふ

れる工業地や閑静な住宅地、風格のある都市景観及び潤いをもたらす都市環境など多様性に

富み、都市の品格を兼ね備えた魅力的な広域都市圏を創り上げることとします。 
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ⅢⅢ  区区域域区区分分のの方方針針  

 

１．区域区分の有無 

 本都市計画に区域区分を定めます。 

 

 なお、区域区分を定めるとした根拠は、次のとおりです。 

 本区域では、市街地の計画的な誘導と農地、自然地等の保全を一体的に行うため、昭和

49 年に区域区分が指定され、土地利用の整序とともに公共施設等の効率的な整備が行われ

てきました。 

 人口や都市機能が県内で最も集積する本区域では、おおむね 2015 年程度は人口が増加す

ると予想されることから、都市の骨格的緑地など郊外の優れた自然環境を積極的に保全し、

既成市街地の質的向上に取り組むとともに、開発圧力を駐留軍用地跡地に適切に誘導して、

円滑に跡地開発な跡地利用を進める推進するため、本区域は区域区分を継続することとしま

す。あわせて、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の必要性について検討します。 

 

 

２．市街化区域及び市街化調整区域における人ロ、産業の規模 

（１）人口 

 本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定します。（平成 22 年時点） 

            年次 
区分 平成22年 平成32年 平成42年 

都市計画区域 771.4 千人 797.7 千人 798.5 千人 

市街化区域 690.0 千人 716.7 千人 717.5 千人 

市街化調整区域 81.4 千人 81.0 千人 81.0 千人 

(注)市街化区域内人口は、保留された人口を含む。また、那覇市の市街化区域内人口には自衛隊基地内人口を含む。 
注）国勢調査をベースに推計 

（２）産業 
 本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定します。 

                年次 
区分 平成22年 平成32年 平成42年 

生規 
 

産模 

工 業 出 荷 額        3,535 億円 3,763 億円 4,006 億円 

卸小売業販売額 20,351 億円 21,665 億円 22,972 億円 

就 
業 
構 
造 

第一次産業 6.8千人( 2.1%) 5.0千人( 1.5%) 3.9千人( 1.2%) 

第二次産業 45.0千人(14.0%) 43.2千人(12.8%) 38.8千人(11.5%) 

第三次産業 270.5千人(83.9%) 287.9千人(85.7%) 295.6千人(87.4%) 

計 322.3千人(100%) 336.1千人(100%) 338.3千人(100%) 

注）沖縄県の工業、沖縄県の商業をベースに推計 

ⅢⅢ  区区域域区区分分のの方方針針  

 

１．区域区分の有無 

 本都市計画に区域区分を定めます。 

 

 なお、区域区分を定めるとした根拠は、次のとおりです。 

 本区域では、市街地の計画的な誘導と農地、自然地等の保全を一体的に行うため、昭和

49 年に区域区分が指定され、土地利用の整序とともに公共施設等の効率的な整備が行われ

てきました。 

 人口や都市機能が県内で最も集積する本区域では、おおむね 20年程度は人口が増加する

と予想されることから、都市の骨格的緑地など郊外の優れた自然環境を積極的に保全し、既

成市街地の質的向上に取り組むとともに、開発圧力を駐留軍用地跡地に適切に誘導して、円

滑に跡地開発を進めるため、本区域は区域区分を継続することとします。 

 

 

２．市街化区域及び市街化調整区域における人ロ、産業の規模 

（１）人口 

 本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定します。（平成 17 年時点） 

            年次 
区分 平成17年 平成27年 平成37年 

都市計画区域 748 千人 784 千人 796 千人 

市街化区域 661 千人 694 千人 706 千人 

市街化調整区域 87 千人 90 千人 90 千人 

(注)市街化区域内人口は、保留された人口を含む。また、那覇市の市街化区域内人口には自衛隊基地内人口を含む。 
注）国勢調査をベースに推計 

（２）産業 

 本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定します。 

                年次 
区分 平成17年 平成27年 平成37年 

生規 
 

産模 

工 業 出 荷 額        3,260 億円 3,682 億円 4,084 億円 

卸小売業販売額 18,971 億円 21,081 億円 21,454 億円 

就 
業 
構 
造 

第一次産業 7.2千人( 2.2%) 5.6千人( 1.6%) 5.1千人( 1.4%) 

第二次産業 48.8千人(15.0%) 52.1千人(14.9%) 53.6千人(14.7%) 

第三次産業 268.6千人(82.7%) 292.0千人(83.5%) 306.0千人(83.9%) 

計 324.6千人(100%) 349.7千人(100%) 364.8千人(100%) 

注）沖縄県の工業、沖縄県の商業をベースに推計  
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３．市街化区域のおおむねの規模 

 本区域における人口や産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を勘案して、平

成 2732年時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し、今後おおむね 10 年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化区域のおおむね

の規模を次のとおり想定します。 

 

年次 平成32年 

市街化区域面積 おおむね9,402 ha 

(注)市街化区域面積は、平成 27 年における人口の保留フレームに対応する市街化区域面積を含まないものとする。 

 

（参考） 

市町村名 市街化区域面積 

那 覇 市 3,246 ha 

浦 添 市 1,471 ha 

宜野湾市 1,347 ha 

糸 満 市 811 ha 

豊見城市 698 ha 

西 原 町 638 ha 

与那原町 272 ha 

南風原町 442 ha 

八重瀬町（東風平地域） 135 ha 

北中城村 216 ha 

中 城 村 126 ha 

合  計 9,402 ha 

(注)端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない。            
庁内資料に基づき想定 

 

３．市街化区域のおおむねの規模  

 本区域における人口や産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を勘案して、平

成 27 年時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し、今後おおむね 10 年以内に優先的

かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化区域のおおむねの

規模を次のとおり想定します。 

 

年次 平成27年 

市街化区域面積 おおむね9,234 ha 

(注)市街化区域面積は、平成 27 年における人口の保留フレームに対応する市街化区域面積を含まないものとする。 

 

（参考） 

市町村名 市街化区域面積 

那 覇 市 3,239ha 

浦 添 市 1,471 ha 

宜野湾市 1,346 ha 

糸 満 市 811 ha 

豊見城市 589 ha 

西 原 町 638 ha 

与那原町 266 ha 

南風原町 397 ha 

八重瀬町（東風平地域） 135 ha 

北中城村 216 ha 

中 城 村 126 ha 

合  計 9,234 ha 

(注)端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない。            
庁内資料に基づき想定 
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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、都市生活を享受できるよう配置し

て、都市基盤等の計画的な整備により快適な居住環境を形成する必要があります。 

 そのため、中心市街地やその周辺部に住宅地を配置してまちなか居住を推進するとともに、

既成市街地には、居住環境を改善しつつ地域商業拠点としての機能を併せ持つ良好な住宅市

街地の形成を図ります。 

 さらに、既成市街地周縁部における住宅地も引き続きその維持に努めます。 

 

②業務地 

  業務機能は、社会経済活動の中枢であり、業務地はその核となる機能を有しています。 

 そのため、官公庁施設、銀行、商社等が集中しており、本県の業務機能の中枢をなす国道

58 号沿道及び県庁周辺部、那覇市おもろまちにおいては、今後ともその機能の充実を図る

ものとします。 

 また、那覇市おもろまちには、都市機能の分担を図る観点から、業務地を計画的に配置す

るものとします。 

 

③商業地 

  商業地は、物品サービスの場であるとともに、住民をはじめ観光客等多くの人々が交流

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。 

 そのため、本区域の商業機能の中心である国際通り、平和通り及び沖映通り一帯は、今後

とも商業活動の中心地として、また、那覇市おもろまち、浦添市屋富祖一帯、宜野湾市普天

間一帯、及び糸満市の既存商業地区、及びアワセゴルフ場地区跡地については、中心商業地

に準ずる商業地として位置付け、機能維持に努めるとともに、ます。宜野湾市宇地泊一帯に

は、計画的に商業地を配置するものとします。浦添市牧港補給地区西側の商業地については、

長期的な視点から適切な土地利用を促進します。てだこ浦西駅周辺については、沖縄自動車

道、県道浦添西原線、沖縄都市モノレールが結節する立地特性を活かしたまちづくりを進め

ていきます。 

 また、駐留軍用地跡地等を含め計画的な土地利用によるにおける新たな商業地の形成につ

おいては、広域的な都市構造を踏まえた上で適正に配置します。 

 その他、中心業務地及び中心商業地の周辺部並びに住宅地の中心部においても、近隣の日

常購買需要をまかなう地域に密着した商業地を配置します。 

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、都市生活を享受できるよう配置し

て、都市基盤等の計画的な整備により快適な居住環境を形成する必要があります。 

 そのため、中心市街地やその周辺部に住宅地を配置してまちなか居住を推進するとともに、

既成市街地には、居住環境を改善しつつ地域商業拠点としての機能を併せ持つ良好な住宅市

街地の形成を図ります。 

 さらに、既成市街地周縁部における住宅地も引き続きその維持に努めます。 

 

②業務地 

  業務機能は、社会経済活動の中枢であり、業務地はその核となる機能を有しています。 

 そのため、官公庁施設、銀行、商社等が集中しており、本県の業務機能の中枢をなす国道

58 号沿道及び県庁周辺部は、今後ともその機能の充実を図るものとします。 

 また、那覇市おもろまちには、都市機能の分担を図る観点から、業務地を計画的に配置す

るものとします。 

 

 

③商業地 

  商業地は、物品サービスの場であるとともに、住民をはじめ観光客等多くの人々が交流

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。 

 そのため、本区域の商業機能の中心である国際通り、平和通り及び沖映通り一帯は、今後

とも商業活動の中心地として、また、那覇市おもろまち、浦添市屋富祖一帯、宜野湾市普天

間一帯及び糸満市の既存商業地区は、中心商業地に準ずる商業地として位置付け、機能維持

に努めるとともに、宜野湾市宇地泊一帯には、計画的に商業地を配置するものとします。 

 また、駐留軍用地跡地等における新たな商業地の形成においては、広域的な都市構造を踏

まえた上で適正に配置します。 

 その他、中心業務地及び中心商業地の周辺部並びに住宅地の中心部においても、近隣の日

常購買需要をまかなう地域に密着した商業地を配置します。 

 

地域と自然と風土を受け継ぎ伝えるバランスのとれた土地利用 地域と自然と風土を受け継ぎ伝えるバランスのとれた土地利用 
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④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、既存の工場の集積度の高い浦添市勢理客及び牧港発電所一帯、南風原町印刷団

地一帯並びに宜野湾市大山地区は、環境の保全に努めながら、今後とも工業地として工業生

産の維持増進を図るものとします。 

 また、西原町の臨海部の石油関連施設及び糸満市西崎の工業地は、公害の防止に留意しつ

つ、今後とも機能を維持していくとともに、豊見城市豊崎には、工業地として臨空港型産業

を配置するものとします。 

さらに、工場適地である中城村泊伊舎堂地区は、新たな工業地として、火力発電所並びに

関連企業等を配置するものとします。 

  なお、工場等、住環境への影響があると考えられる施設の立地の際には、緩衝緑地を設

けるなど、周辺環境や景観との調和に努めます。 

 

⑤流通業務地 

  生産と消費を結ぶ機能を有する流通業務地は、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ます。 

 そのため、本県の生鮮食料品の供給基地である沖縄県中央卸売市場をはじめ、流通関連施

設が集積してきた那覇港の新港ふ頭地区背後地は、那覇港の物流機能の強化に伴う流通業務

地としてのさらなる機能配置に努めます。 

 また、浦添ふ頭地区背後地は、の県卸商業団地周辺は、として卸売機能の集中立地に伴う

物流機能の充実を図るものとします。豊見城市の西海岸についても、新たな流通業務地の配

置について検討します。 

 

２）市街地における建築物の密度構成に関する方針 

 那覇市の中心商業地区背後周辺一帯、浦添市の国道 58 号背後の勢理客、宮城、屋富祖一

帯等の既成市街地は高密度の住宅地として、那覇市の三原、長田、与儀一帯、浦添市の内間

から伊祖一帯、宜野湾市の喜友名、志真志一帯、糸満市字糸満一帯等の既成市街地は中密度

の住宅地として、その利用を図ります。 

 また、那覇市の首里一帯、宜野湾市の嘉数一帯、北中城村、西原町、南風原町、八重瀬町

等の既成市街地は、低密度住宅地として居住環境の維持改善に努めます。 

 既存の商業地や業務地は高密度利用を促進するとともに、糸満市の西崎地区、豊見城市の

豊崎地区、浦添市の牧港地区、西原町の小那覇地区、那覇市の港町地区等の工業地や流通業

務地は低密度利用を維持するものとします。 

 一方、既成市街地内には、指定された容積率が十分活用されておらず、良好な市街地環境、

都市景観の形成や通景の確保に影響を及ぼしている地区が多く存在することから、用途地域

及びそれに伴う容積率等の見直しを行うとともに、街並み誘導型地区計画等地区計画の活用

や高度地区、高度利用地区等の活用などの検討を行い、適正な密度構成に努めます。 

 

④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、既存の工場の集積度の高い浦添市勢理客及び牧港発電所一帯、南風原町印刷団

地一帯並びに宜野湾市大山地区は、環境の保全に努めながら、今後とも工業地として工業生

産の維持増進を図るものとします。 

 また、西原町の臨海部の石油関連施設及び糸満市西崎の工業地は、公害の防止に留意しつ

つ、今後とも機能を維持していくとともに、豊見城市豊崎には、工業地として臨空港型産業

を配置するものとします。 

さらに、工場適地である中城村泊伊舎堂地区は、新たな工業地として、火力発電所並びに

関連企業等を配置するものとします。 

  なお、工場等、住環境への影響があると考えられる施設の立地の際には、緩衝緑地を設

けるなど、周辺環境や景観との調和に努めます。 

 

⑤流通業務地 

  生産と消費を結ぶ機能を有する流通業務地は、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ます。 

 そのため、本県の生鮮食料品の供給基地である沖縄県中央卸売市場をはじめ、流通関連施

設が集積してきた那覇港の新港ふ頭地区背後地は、那覇港の物流機能の強化に伴う流通業務

地としてのさらなる機能配置に努めます。 

 また、浦添ふ頭地区背後地は、県卸商業団地として卸売機能の集中立地に伴う物流機能の

充実を図るものとします。 

 

 

２）市街地における建築物の密度構成に関する方針 

 那覇市の中心商業地区背後周辺一帯、浦添市の国道 58 号背後の勢理客、宮城、屋富祖一

帯等の既成市街地は高密度の住宅地として、那覇市の三原、長田、与儀一帯、浦添市の内間

から伊祖一帯、宜野湾市の喜友名、志真志一帯、糸満市字糸満一帯等の既成市街地は中密度

の住宅地として、その利用を図ります。 

 また、那覇市の首里一帯、宜野湾市の嘉数一帯、北中城村、西原町、南風原町、八重瀬町

等の既成市街地は、低密度住宅地として居住環境の維持改善に努めます。 

 既存の商業地や業務地は高密度利用を促進するとともに、糸満市の西崎地区、豊見城市の

豊崎地区、浦添市の牧港地区、西原町の小那覇地区、那覇市の港町地区等の工業地や流通業

務地は低密度利用を維持するものとします。 

 一方、既成市街地内には、指定された容積率が十分活用されておらず、良好な市街地環境、

都市景観の形成や通景の確保に影響を及ぼしている地区が多く存在することから、用途地域

及びそれに伴う容積率等の見直しを行うとともに、街並み誘導型地区計画等地区計画の活用

や高度地区、高度利用地区等の活用などの検討を行い、適正な密度構成に努めます。 
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<新> <旧> 
３）市街地における住宅建設の方針  

住宅の安全性、耐久性、耐震性、快適性はもとより、ユニバーサルデザイン化、高齢者へ

の配慮、省エネルギー対策等を備えた良質な住宅ストックの形成を促進します。 

また、居住環境については、災害等に対する安全・安心を基本に、市街地空間のゆとり、

良好な景観やコミュニティ、日常生活を支えるサービスへのアクセス等、良好な居住環境の

形成を目指します。併せて、本区域の水資源は専ら北部のダムや河川に頼っていることから、

水資源の有効利用を図るため、雨水利用施設の整備に努めます。 

さらに、高齢者世帯、子育て世帯やファミリー世帯等の様々な世帯がそれぞれのライフス

テージやライフスタイル、世帯人数等に応じた住まいを確保できる環境づくりや、沖縄の風

土や自然と調和した建築形態や集落景観を継承しながら、新しい技術や工法、資材等を活用

した環境負荷の少ない環境共生型住宅、省エネ住宅、スマートハウスなど環境負荷の少ない

沖縄らしい住まいづくり・まちづくりを目指します。 

 

４）市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

①土地の高度利用に関する方針 

 那覇市の国道 58 号沿道及び県庁周辺部は商社等が集中し、建物の高層化が進んでおり、

引き続き高度利用を図るものとします。 

 また、国際通り、平和通りや沖映通り一帯は、百貨店、専門店等が立地する中心的商業地

でありながら、機能的な商業活動が行われていないことから、道路等公共施設の整備を推進

し市街地再開発事業などを促進し、土地の高度利用に努めます。 

 さらに、旭橋駅周辺地区、牧志・安里地区、農連市場地区及び牧志 1 丁目 3 番地区等は、

活力あるまちの拠点を創出するため、都市機能の更新を促進して土地の高度利用を図るもの

とします。 

また、モノレール駅周辺においても、公共交通の利便性を活かした土地利用を図るため、

周辺土地利用に配慮しつつ、土地の高度利用を促進します。 

 

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

 商業地域である那覇港の新港ふ頭地区は、臨港地区が指定され倉庫業倉庫等の用途建物が

立地していることから、流通業務地として土地利用の転換を図るものとします。 

 低層住宅地、工業地においては、土地利用の純化を推進するものとし、特別用途地区、地

区計画等を活用して各地区にふさわしい土地利用を図ります。 

 また、市街地に点在する工場等については、計画的に開発された地区への集約化を促進し、

用途の純化を図ります。 

  中心市街地においては、利便性を確保した用途の複合化を図って、まちなか居住を促進

します。また、中心市街地の活性化を図る観点から必要であると認められる場合は、準工業

地域において特別用途地区等の活用により大規模集客施設の立地規制を検討します。 

 

３）市街地における住宅建設の方針  

住宅の安全性、耐久性、耐震性、快適性はもとより、ユニバーサルデザイン化、高齢者へ

の配慮、省エネルギー対策等を備えた良質な住宅ストックの形成を促進します。 

また、居住環境については、災害等に対する安全・安心を基本に、市街地空間のゆとり、

良好な景観やコミュニティ、日常生活を支えるサービスへのアクセス等、良好な居住環境の

形成を目指します。併せて、本区域の水資源は専ら北部のダムや河川に頼っていることから、

水資源の有効利用を図るため、雨水利用施設の整備に努めます。 

さらに、高齢者世帯、子育て世帯やファミリー世帯等の様々な世帯がそれぞれのライフス

テージやライフスタイル、世帯人数等に応じた住まいを確保できる環境づくりや、沖縄の風

土や自然と調和した建築形態や集落景観を継承しながら、新しい技術や工法、資材等を活用

した環境負荷の少ない沖縄らしい住まいづくり・まちづくりを目指します。 

 

 

４）市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

①土地の高度利用に関する方針 

 那覇市の国道 58 号沿道及び県庁周辺部は商社等が集中し、建物の高層化が進んでおり、

引き続き高度利用を図るものとします。 

 また、国際通り、平和通りや沖映通り一帯は、百貨店、専門店等が立地する中心的商業地

でありながら、機能的な商業活動が行われていないことから、道路等公共施設の整備を推進

し、土地の高度利用に努めます。 

 さらに、旭橋駅周辺地区、牧志・安里地区、農連市場地区及び牧志 1 丁目 3 番地区等は、

活力あるまちの拠点を創出するため、都市機能の更新を促進して土地の高度利用を図るもの

とします。 

また、モノレール駅周辺においても、公共交通の利便性を活かした土地利用を図るため、

周辺土地利用に配慮しつつ、土地の高度利用を促進します。 

 

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

 商業地域である那覇港の新港ふ頭地区は、臨港地区が指定され倉庫業倉庫等の用途建物が

立地していることから、流通業務地として土地利用の転換を図るものとします。 

 低層住宅地、工業地においては、土地利用の純化を推進するものとし、特別用途地区、地

区計画等を活用して各地区にふさわしい土地利用を図ります。 

 また、市街地に点在する工場等については、計画的に開発された地区への集約化を促進し、

用途の純化を図ります。 

  中心市街地においては、利便性を確保した用途の複合化を図って、まちなか居住を促進

します。また、中心市街地の活性化を図る観点から必要であると認められる場合は、準工業

地域において特別用途地区等の活用により大規模集客施設の立地規制を検討します。 
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<新> <旧> 
③居住環境の改善又は維持に関する方針 

 無秩序に開発され、居住環境の改善が必要な地区については、土地利用状況や建築形態の

実態を把握し、適切な用途地域及び建築形態規制の指定を行うとともに、地区計画や特別用

途地区等を活用します。また、良好な緑地を保全し、緑豊かで潤いのある住宅地の創出など、

地域主体での居住環境の改善を促進します。 

  また、土地区画整理事業等の面的かつ計画的に整備された市街地については、今後とも

ゆとりと潤いのある居住環境を保全するため、地区計画や各種協定等の導入を促進し、安全

で快適な市街地の形成を図ります。 

 さらに、戦後の基地建設に伴い自然発生的に形成された密集市街地では、敷地が小規模で

老朽家屋が密集し、公共施設が未整備であるため、特に防災上の改善が必要である。このた

め、住民主体の防災まちづくりを推進する住民、ＮＰＯ、専門家等が一体となった体制づく

りを促進するとともに、道路、公園の重点整備と沿道不燃化の促進による防災環境軸の形成

や、遊休地等を積極的に活用した防災性の向上、敷地の細分化防止策等を講じ、総合的な居

住環境の改善に努めます。 

  本区域内の該当地区は、以下のとおりです。 

 ・那覇市：松尾、牧志、壺屋や樋川、松川、三原等の中心部の一部 等 

・浦添市：城間、屋富祖、宮城、勢理客  等 

 ・宜野湾市：普天間、大謝名、大山 等 

  

④市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

  市街化区域内の緑地は、都市生活に安らぎや潤いを与える貴重な存在です。 

 そのため、末吉風致地区及び漫湖風致地区における風致の維持を推進するとともに、市街

化区域内に残る斜面緑地等は積極的な保全に努めます。 

  なお、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、秩序ある土地利用を促進します。また、駐留軍用地跡地に残る良好

な緑地については、保全・創出を図る各種制度等の指定を含め、風致の維持・創出に努めま

す。 

 

５）市街化調整区域の土地利用の方針 

①優良な農地との健全な調和に関する方針 

 さとうきびや野菜等が栽培され、農業投資が盛んに行われている本区域内の農地は、沖縄

本島における特に優れた農地とされています。そのため、その多くは今後とも優良農地とし

て農業上の土地利用が継続されるものと想定し、都市計画としてその環境の保全に努めます。 

 

②災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

 市街地周辺部の斜面地で、宅地造成後もなお危険が予想される急傾斜地等については、森

林のもつ土砂流出防止機能、水源かん養機能等の観点から、極力林地として保全を図ります。

 ③居住環境の改善又は維持に関する方針 

 無秩序に開発され、居住環境の改善が必要な地区については、土地利用状況や建築形態の

実態を把握し、適切な用途地域及び建築形態規制の指定を行うとともに、地区計画や特別用

途地区等を活用し、緑豊かで潤いのある住宅地の創出など、地域主体での居住環境の改善を

促進します。 

  また、土地区画整理事業等の面的かつ計画的に整備された市街地については、今後とも

ゆとりと潤いのある居住環境を保全するため、地区計画や各種協定等の導入を促進し、安全

で快適な市街地の形成を図ります。 

 さらに、戦後の基地建設に伴い自然発生的に形成された密集市街地では、敷地が小規模で

老朽家屋が密集し、公共施設が未整備であるため、特に防災上の改善が必要である。このた

め、住民主体の防災まちづくりを推進する住民、ＮＰＯ、専門家等が一体となった体制づく

りを促進するとともに、道路、公園の重点整備と沿道不燃化の促進による防災環境軸の形成

や、遊休地等を積極的に活用した防災性の向上、敷地の細分化防止策等を講じ、総合的な居

住環境の改善に努めます。 

  本区域内の該当地区は、以下のとおりです。 

 ・那覇市：松尾、牧志、壺屋や樋川、松川、三原等の中心部 等 

 ・宜野湾市：普天間、大謝名、大山 等 

 ・浦添市：城間、屋富祖、宮城、勢理客  等 

 

④市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

  市街化区域内の緑地は、都市生活に安らぎや潤いを与える貴重な存在です。 

 そのため、末吉風致地区及び漫湖風致地区における風致の維持を推進するとともに、市街

化区域内に残る斜面緑地等は積極的な保全に努めます。 

  なお、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、秩序ある土地利用を促進します。 

 

 

 

５）市街化調整区域の土地利用の方針 

①優良な農地との健全な調和に関する方針 

 さとうきびや野菜等が栽培され、農業投資が盛んに行われている本区域内の農地は、沖縄

本島における特に優れた農地とされています。そのため、その多くは今後とも優良農地とし

て農業上の土地利用が継続されるものと想定し、都市計画としてその環境の保全に努めます。 

 

②災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

 市街地周辺部の斜面地で、宅地造成後もなお危険が予想される急傾斜地等については、森

林のもつ土砂流出防止機能、水源かん養機能等の観点から、極力林地として保全を図ります。 
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<新> <旧> 
③自然環境形成の観点から必要な保全・再生・適正利用に関する方針 

 糸満市真栄里から摩文仁、八重瀬岳にわたる沖縄戦跡国定公園として指定された地域につ

いては、良好な自然環境の保全を図り、特に海岸線については、その保全とともに、必要に

応じた再生や適正利用に努めます。また、その他の地域であっても、森林、河川等の良好な

自然環境は積極的にな保全と、必要に応じた再生や適正利用を図ります。 

 

④秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

 市街化調整区域における都市的土地利用にあたっては、農業振興計画等と整合を図るとと

もに、農業生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう地域の実状に応じた市街化調整区

域における地区計画制度等の活用により既存集落の地域コミュニティを維持し、計画的かつ

適正な土地利用に努めます。併せて、土地利用の動向等を踏まえて建築物の建ぺい率、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、良好な環境形成に努めます。 

 特に、郊外部における豊かな自然を活かした快適な居住環境の確保と活力ある地域づくり

の推進、都市機能の享受を可能にする連携、交流の強化が求められており、既存集落内にお

いては、自然環境と調和し、地域活力の維持に資する都市的土地利用の集約化を推進します。 

また、市街化調整区域における産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持又は増

進に著しく寄与する開発についても、市街化調整区域が市街化を抑制する区域であることか

ら、地区計画等の活用により、いたずらに開発や市街化を促進することのないよう十分に配

慮します。 

 

③自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

 糸満市真栄里から摩文仁、八重瀬岳にわたる沖縄戦跡国定公園として指定された地域につ

いては、良好な自然環境の保全を図り、特に海岸線については、その保全と適正利用に努め

ます。また、その他の地域であっても、森林、河川等の良好な自然環境は積極的に保全を図

ります。 

 

④秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

 市街化調整区域における都市的土地利用にあたっては、農業振興計画等と整合を図るとと

もに、農業生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう地域の実状に応じた市街化調整区

域における地区計画制度等の活用により既存集落の地域コミュニティを維持し、計画的かつ

適正な土地利用に努めます。併せて、土地利用の動向等を踏まえて建築物の建ぺい率、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、良好な環境形成に努めます。 

 特に、郊外部における豊かな自然を活かした快適な居住環境の確保と活力ある地域づくり

の推進、都市機能の享受を可能にする連携、交流の強化が求められており、既存集落内にお

いては、自然環境と調和し、地域活力の維持に資する都市的土地利用の集約化を推進します。 

また、市街化調整区域における産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持又は増

進に著しく寄与する開発についても、市街化調整区域が市街化を抑制する区域であることか

ら、地区計画等の活用により、いたずらに開発や市街化を促進することのないよう十分に配

慮します。 
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<新> <旧> 
６）駐留軍用地の土地利用に関する方針 

 広大な普天間飛行場など今後返還が予定されている駐留軍用地については、人口や産業が

集積する中南部都市圏の枢要な位置に存していることから、その跡地利用は本区域に限らず、

本県全体の振興に影響するものと考えられます。 

 そのため、跡地利用に際しては中南部都市圏における位置付けや周辺市街地との関係、既

成市街地に及ぼす影響を考慮しつつ、土地区画整理事業等による計画的な面整備並びに地区

計画等による良好な住環境の形成を図るとともに跡地利用を先導する中核的施設の導入や基

幹道路の適正な配置などを総合的かつ計画的に推進します。 

 さらに、駐留軍用地跡地の再開発を契機として良好な生活環境の確保、産業の振興、健全

な都市形成、交通体系の整備、自然環境の保全・再生などの観点から都市機能の再編・再整

備を行い、活力と潤いのある連担した一体的都市圏形成の推進を図ります。 

普天間飛行場の跡地利用については、約 481ha という大規模な土地利用転換がなされるこ

とから、中部縦貫道路、宜野湾横断道路等の骨格道路や大規模な広域公園の整備を進めます。

また、土地利用に関しては沖縄の振興の拠点として高次都市機能の導入を図ります。 

  また、那覇港湾施設の跡地利用については、那覇空港、那覇港と隣接した特性をいかし、

国際交流拠点の形成等複合的土地利用を目指します。 

次に、牧港補給地区においては、都市的課題の解決に寄与し、都市構造の転換を促す貴重

な種地としての役割を担う必要があり、沖縄県及び浦添市の発展に寄与する都市機能の導入

を図ります。 

宜野湾市のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区（宜野湾市）においては、住居系を中心とし

た土地利用を図ります。国際医療拠点の核となる高度医療機能等を中心とし、教育・人材育

成機能、居住機能、生活サービス機能の導入を図ります。 

また、アワセゴルフ場地区ロウワープラザ地区等のその他の駐留軍用地跡地についても、

地権者との合意形成を図りながら、各跡地利用における都市機能との連携・分担を重視した

土地利用を図ります。駐留軍用地跡地に残る貴重な緑地等の自然環境については、各種制度

を活用し、水・緑・生態系の保全・創出・回復を図ります。さらに、戦争により失われた各

地域の文化財や美しい風景・景観の復元、水・緑・生態系の再生を図り、世界に誇れる沖縄

らしい風景づくりや新たな風景の創出に取組みます。 

 なお、駐留軍用地跡地については、跡地利用が確定し市街地整備が確実となった段階で土

地利用に応じて市街化区域へ編入するとともに、市街化区域編入に先立って必要な都市施設

の位置付けも併せて検討します。 

 

６）駐留軍用地の土地利用に関する方針 

 広大な普天間飛行場など今後返還が予定されている駐留軍用地については、人口や産業が

集積する中南部都市圏の枢要な位置に存していることから、その跡地利用は本区域に限らず、

本県全体の振興に影響するものと考えられます。 

 そのため、跡地利用に際しては中南部都市圏における位置付けや周辺市街地との関係、既

成市街地に及ぼす影響を考慮しつつ、土地区画整理事業等による計画的な面整備を図るとと

もに跡地利用を先導する中核的施設の導入や基幹道路の適正な配置などを総合的かつ計画的

に推進します。 

 さらに、駐留軍用地跡地の再開発を契機として良好な生活環境の確保、産業の振興、健全

な都市形成、交通体系の整備、自然環境の保全・再生などの観点から都市機能の再編・再整

備を行い、活力と潤いのある連担した一体的都市圏形成の推進を図ります。 

普天間飛行場の跡地利用については、約 481ha という大規模な土地利用転換がなされるこ

とから、中部縦貫道路、宜野湾横断道路等の骨格道路や大規模な広域公園の整備を進めます。

また、土地利用に関しては沖縄の振興の拠点として高次都市機能の導入を図ります。 

  また、那覇港湾施設の跡地利用については、那覇空港、那覇港と隣接した特性をいかし、

国際交流拠点の形成等複合的土地利用を目指します。 

次に、牧港補給地区においては、都市的課題の解決に寄与し、都市構造の転換を促す貴重

な種地としての役割を担う必要があり、沖縄県及び浦添市の発展に寄与する都市機能の導入

を図ります。 

キャンプ瑞慶覧地区（宜野湾市）においては、住居系を中心とした土地利用を図ります。 

また、アワセゴルフ場地区、ロウワープラザ地区等のその他の駐留軍用地跡地についても、

地権者との合意形成を図りながら、各跡地利用における都市機能との連携・分担を重視した

土地利用を図ります。 

 

 

 

 

 

 なお、駐留軍用地跡地については、跡地利用が確定し市街地整備が確実となった段階で土

地利用に応じて市街化区域へ編入するとともに、市街化区域編入に先立って必要な都市施設

の位置付けも併せて検討します。 
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<新> <旧> 

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 

 

 

 

 本県における陸上交通は、専ら自動車交通に依存していることから、道路整備が極めて重

要です。特に、本県の社会・経済活動の中心で自動車交通が輻輳する本区域は、道路の絶対

量の不足や未成熟な骨格的道路網、さらには既存道路の改善の遅れが慢性的な交通渋滞を誘

発しており、県民生活及び産業活動に支障を来しています。その結果、公共輸送を担うバス

の定時性・速達性の確保が困難となり、公共交通への転換が一向に進まない状況にあります。

となっています。 

 そのような都市交通の現状と都心部への人口の集中や産業の集積に伴う交通需要の増大に

対応し、社会的・経済的諸活動を円滑、安全、快適かつ効率よく維持・推進していくととも

に、低炭素型都市の実現に資する「環境・振興・安心」の３つが調和・持続する都市圏交通

の構築」を目指し、以下の基本理念に基づいて施策の展開を図ります。 

①環境 

a.公共交通利用促進による環境改善 

b.道路交通円滑化による環境改善 

②振興 

a.公共交通、道路交通のモビリティを高めることによる振興 

b.都市圏の拠点性の育成や強化を支える交通システムの展開による振興 

c.観光交通の魅力を高めることによる振興 

③安心 

a.公共交通の利便性を高めることで通院、買物、通学などの安全、安心の実現 

b.道路整備の推進による交通事故の削減 

 

本区域では、中南部都市圏全体を視野に入れ、高次都市機能が集積する拠点都市、新たな

活力を生み出す産業拠点や主要な観光拠点間での物及び人の流れを効率的に支援するため、

骨格的道路の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システム等の導入により、多様な交通手段

の確保と適正な交通機関分担の実現に向けた総合的な交通施策を推進します。 

 さらに、道路交通施設の整備に際しては、沖縄の気候風土に配慮したユニバーサルデザイ

ンや透水性・低騒音舗装等による交通弱者や環境に配慮した優しい都市空間の形成及び無電

柱化や道路緑化などによる都市景観の向上に努めます。また、多様な移動手段の確保、レク

リエーション活動及び交通安全対策を推進するため、自転車道の整備を推進し、ポケットパ

ークなど溜まりの空間やペデストリアンデッキ等により安心して快適で安心してに歩ける歩

行者空間をの確保しなどにより道路空間全体の質的向上を図ります。 

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 

 

 

 

 本県における陸上交通は、専ら自動車交通に依存していることから、道路整備が極めて重

要です。特に、本県の社会・経済活動の中心で自動車交通が輻輳する本区域は、道路の絶対

量の不足や未成熟な骨格的道路網、さらには既存道路の改善の遅れが慢性的な交通渋滞を誘

発しており、県民生活及び産業活動に支障を来しています。その結果、公共輪送を担うバス

の定時性・速達性の確保が困難となり、公共交通への転換が一向に進まない状況にあります。 

 そのような都市交通の現状と都心部への人口の集中や産業の集積に伴う交通需要の増大に

対応し、社会的・経済的諸活動を円滑、安全、快適かつ効率よく維持・推進していくととも

に、低炭素型都市の実現に資する「環境・振興・安心の３つが調和・持続する都市圏交通の

構築」を目指し、以下の基本理念に基づいて施策の展開を図ります。 

①環境 

a.公共交通利用促進による環境改善 

b.道路交通円滑化による環境改善 

②振興 

a.公共交通、道路交通のモビリティを高めることによる振興 

b.都市圏の拠点性の育成や強化を支える交通システムの展開による振興 

c.観光交通の魅力を高めることによる振興 

③安心 

a.公共交通の利便性を高めることで通院、買物、通学などの安全、安心の実現 

b.道路整備の推進による交通事故の削減 

 

 

 

 

 

 

 さらに、道路交通施設の整備に際しては、ユニバーサルデザインや透水性・低騒音舗装等

による交通弱者や環境に配慮した優しい都市空間の形成及び電線類地中化や道路緑化などに

よる都市景観の向上に努めます。また、多様な移動手段の確保、レクリエーション活動及び

交通安全対策を推進するため、自転車道の整備を推進し、ポケットパークなど溜まりの空間

や安心して快適に歩ける歩行者空間の確保などにより道路空間全体の質的向上を図ります。

快適で安心して移動でき、交通手段の多様性を確保した交通施設 快適で安心して移動でき、交通手段の多様性を確保した交通施設 
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<新> <旧> 
２）整備水準の目標 

 おおむね 20 年後の主要幹線、幹線及び補助幹線道路の整備目標は 3.5km/km2（平成 25 年

度末現在 3.2km/km2）とし、基本方針に基づく着実な整備を推進するとともに、すべての路

線において混雑度 1.0 未満 1.5 以下を目標にして、ハード・ソフト施策の連携による渋滞交

差点の渋滞緩和解消に努めます。 

また、都市交通に関しては、公共交通利用率を 10％（平成 18 年現在、約 4.4％）まで増

加させ、自動車利用率を１割削減（平成 18 年現在、約 69％）することを目標とします。 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

 本区域における地域間交通は、那覇市を中心とした南北方向の交通が主流であり、今後の

西海岸地域における物流、情報、都市型リゾート等の拠点形成や中城湾港の開発等による交

通量増加とともに、さらなる人口の集中、産業の集積に伴う各市街地を中心とする地域内交

通の増加が予想されます。 

 このような交通需要に適正に対処するため、都市の骨格となる都市圏軸上において、都心

部の通過交通を排除する環状道路、都市圏を縦断する放射道路（２環状７放射道路）、さら

には、都市圏に対して東西に横断するように配置し放射道路を連結する横軸道路（ハシゴ道

路）の整備を推進するとともに、します。あわせて、海岸沿線の景観に優れた地域において

は、ビューロードやビューポイントなど観光交通の魅力向上に努め、今後は以下の方針に沿

った道路整備を推進します。 

 

a.自動車専用道路.高規格幹線道路 

沖縄自動車道及び那覇空港自動車道は、沖縄本島の南部都市圏と北部都市圏を結ぶ高速道

路高規格道路として機能しており、更なる機能強化を図る上からも今後とも那覇空港自動車

道の整備を促進し、各都市圏の連携強化に努めます。さらに、スマート IC のインターチェ

ンジの整備を促進し、沖縄自動車道の利用促進を図ります。 

 併せて、沖縄自動車道と沖縄都市モノレールとの効果的な結節点を整備します。 

 

ｂ.主要幹線道路 

 沖縄本島の南北軸を結ぶ国道 58 号、国道 329 号及び国道 330 号に加え、沖縄西海岸道路、

中部縦貫道路及び国道 329 号バイパスの整備を進めるとともに、那覇インターアクセス道

路、南部東道路等の整備を推進し、骨格道路網の機能強化を図ります。 

さらに、中部横断道路、宜野湾北中城線、宜野湾横断道路、浦添西原線については、放射

道路を連結する横軸の道路として整備を推進します。 

また、那覇糸満線、臨港道路、国道 329号は、那覇都心部の周囲に環状道路を形成し、都

市部の通過交通を分散する機能を担います。 

 

２）整備水準の目標 

 おおむね 20 年後の主要幹線、幹線及び補助幹線道路の整備目標は 3.5km/km2（平成 17 年

度末現在 2.7km/km2）とし、基本方針に基づく着実な整備を推進するとともに、すべての路

線において混雑度 1.0 未満を目標にして、ハード・ソフト施策の連携による渋滞交差点の解

消に努めます。 

また、都市交通に関しては、公共交通利用率を 10％（平成 18年現在、約 4.4％）まで増

加させ、自動車利用率を１割削減（平成 18年現在、約 69％）することを目標とします。 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

 本区域における地域間交通は、那覇市を中心とした南北方向の交通が主流であり、今後の

西海岸地域における物流、情報、都市型リゾート等の拠点形成や中城湾港の開発等による交

通量増加とともに、さらなる人口の集中、産業の集積に伴う各市街地を中心とする地域内交

通の増加が予想されます。 

 このような交通需要に適正に対処するため、都市の骨格となる都市圏軸上において、都心

部の通過交通を排除する環状道路、都市圏を縦断する放射道路（２環状７放射道路）、さら

には、都市圏に対して東西に横断するように配置し放射道路を連結する横軸道路（ハシゴ道

路）の整備を推進するとともに、海岸沿線の景観に優れた地域においては、ビューロードや

ビューポイントなど観光交通の魅力向上に努め、今後は以下の方針に沿った道路整備を推進

します。 

 

a.自動車専用道路 

  沖縄自動車道及び那覇空港自動車道は、沖縄本島の南部都市圏と北部都市圏を結ぶ高速

道路として機能しており、更なる機能強化を図る上からも今後とも那覇空港自動車道の整備

を促進し、各都市圏の連携強化に努めます。さらに、スマート IC の整備を促進し、沖縄自

動車道の利用促進を図ります。 

 併せて、沖縄自動車道と都市モノレールとの効果的な結節点を整備します。 

 

ｂ.主要幹線道路 

  沖縄本島の南北軸を結ぶ国道 58 号、国道 329 号及び国道 330 号に加え、沖縄西海岸道路、

中部縦貫道路及び国道 329 号バイパスの整備を進めるとともに、那覇インターアクセス道

路、南部東道路等の整備を推進し、骨格道路網の機能強化を図ります。 

さらに、中部横断道路、宜野湾北中城線、宜野湾横断道路、浦添西原線については、放射

道路を連結する横軸の道路として整備を推進します。 

また、那覇糸満線、臨港道路、国道 329号は、那覇都心部の周囲に環状道路を形成し、都

市部の通過交通を分散する機能を担います。 
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c.幹線道路 

 国道 331 号の整備を促進するとともに、国道 507 号、国道 331 号（旧道部）、真地久茂

地線、南風原中央線、豊見城中央線、糸満与那原線、那覇北中城線、宜野湾北中城線等の幹

線道路整備を推進し、都市内交通の円滑化を図ります。 

 

d.補助幹線道路 

 那覇市に流出入する交通の円滑化が重要であることから、中心市街地や周辺部、隣接する

市町村において重点整備を促進します。 

 

e.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。 

 

②公共交通機関 

 本区域内の集中的な交通需要に対処し、交通混雑を緩和するため、既存の蓄積された社会

資本を最大限活用した新たな公共交通体系として、主要幹線を定時で運行する「基幹バスシ

ステム」の導入や地域コミュニティバス等の整備を促進します。さらに、沖縄都市モノレー

ルとバスとの連携をはじめ、タクシー乗降場、一般車乗降場、駐輪場等を備えた駅周辺の交

通広場や駅へのアクセス道路の整備、パーク・アンド・ライドシステムの構築など、他の交

通機関とのスムーズな乗り継ぎを可能とするような結節機能を充実させるとともに、IC カ

ードの導入普及・促進等により、公共交通の利便性の向上を図り交通手段を自動車から公共

交通機関への転換を促進します。 

さらに、今後の市街地の状況や需要動向等を勘案して沖縄都市モノレールの高速西原 IC

付近への延長整備を推進し、延長整備や（仮称）幸地 IC の新設整備を行い、高速バスとの

連携連結することによる中北部への移動時間の短縮や那覇都市圏内の渋滞緩和を図ります。

併せて、軌道系鉄軌道を含む新たな公共交通システム等の導入については、基地駐留軍用地

跡地利用を含めた市街地展開や需要動向等も勘案しつつ総合的に検討していきます。 

 

③駐車場 

 交通の安全と円滑化を図り、都市機能の維持及び増進に寄与するとともに、本区域の商業、

業務の中心地における駐車需要に対処するため、駐車施設整備基本計画策定を促進を策定し、

フリンジパーキングや公共駐車場の適正な配置と案内・誘導システムを構築します。 

 また、大規模な建築物に対しては自動二輪車も含めた駐車場の設置を義務付ける条例の制

定等を促進します。 

  

 c.幹線道路 

 国道 331 号の整備を促進するとともに、国道 507 号、真地久茂地線、南風原中央線、豊

見城中央線、糸満与那原線等の幹線道路整備を推進し、都市内交通の円滑化を図ります。 

 

d.補助幹線道路 

 那覇市に流出入する交通の円滑化が重要であることから、中心市街地や周辺部、隣接する

市町村において重点整備を促進します。 

 

e.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。 

 

②公共交通機関 

 本区域内の集中的な交通需要に対処し、交通混雑を緩和するため、既存の蓄積された社会

資本を最大限活用した新たな公共交通体系として、主要幹線を定時で運行する「基幹バスシ

ステム」や地域コミュニティバス等の整備を促進します。さらに、沖縄都市モノレールとバ

スとの連携をはじめ、タクシー乗降場、一般車乗降場、駐輪場等を備えた駅周辺の交通広場

や駅へのアクセス道路の整備、パーク・アンド・ライドシステムの構築など、他の交通機関

とのスムーズな乗り継ぎを可能とするような結節機能を充実させるとともに、IC カードの

導入等により、公共交通の利便性の向上を図り交通手段を自動車から公共交通機関への転換

を促進します。 

さらに、今後の市街地の状況や需要動向等を勘案して沖縄都市モノレールの高速西原 IC

付近への延長整備を推進し、高速バスと連結することによる中北部への移動時間の短縮や那

覇都市圏内の渋滞緩和を図ります。併せて、軌道系を含む新たな公共交通システムの導入に

ついては、基地跡地利用を含めた市街地展開や需要動向等も勘案しつつ総合的に検討してい

きます。 

 

③駐車場 

 交通の安全と円滑化を図り、都市機能の維持及び増進に寄与するとともに、本区域の商業、

業務の中心地における駐車需要に対処するため、駐車施設整備基本計画を策定し、フリンジ

パーキングや公共駐車場の適正な配置と案内・誘導システムを構築します。 

 また、大規模な建築物に対しては自動二輪車も含めた駐車場の設置を義務付ける条例の制

定等を促進します。 
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④ターミナル 

本区域内の多種多様な交通需要を整理し、交通機関相互の円滑な結節を図るため、新たに

バスターミナル等についての調査検討を行います。 

 都市拠点における様々な交流の中心となる地域や新たな公共交通システム、各種バス交通

網、自動車交通など多様な交通が連結する地域においては、公共交通の乗継やパーク・アン

ド・ライド等の機能を確保した交通結節点の整備を推進します。 

 

⑤空港・港湾 

  那覇空港は、「アジア・ゲートウェイ構想」の推進にあたって、沖合いへの空港施設の

展開等滑走路増設や貨物ターミナル旅客ターミナルなどの空港機能の拡充・強化、国際物流

関連企業の集積促進など航空機整備基地(MRO)、国際物流ハブ機能強化について必要な整備

を図ります。 

 那覇港は、沖縄の地理的条件に起因する輸送コストの問題を克服し、戦略的な中継コンテ

ナ貨物の取り扱いを促進するため、貨物の増大・集積に迅速かつ効果的に対応できる大規模

コンテナ・ターミナル等の整備を推進するとともに、物流を総合的に管理する国際的なロジ

スティックセンター東アジアの中継拠点（サブハブ）としての機能強化や総合物流センター

の整備及び立地を図り、国際航路ネットワークの拡充に向けたて港湾利用コストの低減化等、

効率的なターミナル運営を目指します。 

 併せて、幹線道路や那覇空港と結ぶ臨港道路を整備するとともに、大型クルーズ旅客船バ

ースやマリーナ等大型クルーズ船に対応する国際旅客ターミナルの整備やコースタルリゾー

ト地区の展開等、国際交流拠点にふさわしい施設整備を推進するとともに、那覇空港等周辺

地域と結ぶ幹線道路や臨港道路を整備するなど臨空・臨港型産業の集積促進を図りします。 

 

⑥交通管理 

 国道 58 号をはじめとする 6 路線においては、混雑時の那覇市への流出入交通処理対策と

してバス専用レーンを実施し、一定の効果を上げつつも未だに慢性的な混雑解消には至って

ないことから、今後も需要度の高いバス専用レーン等をの拡充して等により路線バス運行の

効率化を図るものとします。 

 また、交通の円滑化、安全性の確保及び生活環境の保全を図るため、高度道路情報化、自

動車から沖縄都市モノレールや路線バスへの乗換えを促すパーク・アンド・ライドシステム、

時差出勤、モビリティ・マネジメント施策等の交通需要マネジメント（TDM）を推進しま

す。 

  さらに、トランジット・モールの活用など歩行者空間のあり方についても検討し、総合

的な視点から交通体系の整備を推進します。 

 

 

④ターミナル 

 本区域内の多種多様な交通需要を整理し、交通機関相互の円滑な結節を図るため、新たに

バスターミナル等についての調査検討を行います。 

都市拠点における様々な交流の中心となる地域や新たな公共交通システム、各種バス交通

網、自動車交通など多様な交通が連結する地域においては、公共交通の乗継やパーク・アン

ド・ライド等の機能を確保した交通結節点の整備を推進します。 

 

⑤空港・港湾 

  那覇空港は、「アジア・ゲートウェイ構想」の推進にあたって、沖合いへの空港施設の

展開等や貨物ターミナル機能の拡充・強化、国際物流関連企業の集積促進など必要な整備を

図ります。 

 

 那覇港は、沖縄の地理的条件に起因する輸送コストの問題を克服し、戦略的な中継コンテ

ナ貨物の取扱いを促進するため、貨物の増大・集積に迅速かつ効果的に対応できる大規模コ

ンテナ・ターミナル等の整備を推進するとともに、物流を総合的に管理する国際的なロジス

ティックセンターの立地を図り、国際航路ネットワークの拡充に向けて港湾利用コストの低

減化、効率的なターミナル運営を目指します。 

 併せて、幹線道路や那覇空港と結ぶ臨港道路を整備するとともに、大型クルーズ旅客船バ

ースやマリーナ等国際交流拠点にふさわしい施設整備を推進します。 

 

 

 

 

⑥交通管理 

 国道 58 号をはじめとする 6 路線においては、混雑時の那覇市への流出入交通処理対策と

してバス専用レーンを実施し、一定の効果を上げつつも未だに慢性的な混雑解消には至って

ないことから、今後も需要度の高いバス専用レーン等を拡充して路線バス運行の効率化を図

るものとします。 

 また、交通の円滑化、安全性の確保及び生活環境の保全を図るため、高度道路情報化、自

動車から沖縄都市モノレールや路線バスへの乗換えを促すパーク・アンド・ライドシステム、

時差出勤、モビリティ・マネジメント施策等の交通需要マネジメント（ＴＤＭ）を推進しま

す。 

  さらに、トランジット・モールの活用など歩行者空間のあり方についても検討し、総合

的な視点から交通体系の整備を推進します。 
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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 

那覇空港自動車道（豊見城東道路、小禄道路）、沖縄西海岸道路（

国道58号浦添北道路、国道58号那覇北道路、国道58号那覇西道路

国道331号豊見城道路、国道331号糸満道路）、国道329号バイパ

ス（南風原・与那原）、国道331号（現道拡幅・摩文仁改良） 

国道507号（津嘉山バイパス、八重瀬道路）、南部東道路、 

那覇インターアクセス道路、真地久茂地線、宜野湾南風原線（南

風原中央線、松川石嶺線）、豊見城中央線、那覇北中城線、浦添

西原線、宜野湾北中城線、東風平豊見城線、奥武山米須線、糸満

与那原線（平和の道）、糸満具志頭線、松山線、ガーブ川線、石

嶺線、真和志線、那覇宜野湾線、中部縦貫道路（仮称）等駐留軍

用地跡地内計画道路、浦西停車場線、幸地インター線、ひめゆり

三原線、真和志中央線、上之屋道路、真地泉崎線、与勝半島南側

道路 

公共交通機関 沖縄都市モノレールの延長 

ターミナル 交通結節点（モノレール・基幹バスシステム関連） 

空港・港湾 

那覇空港（沖合展開滑走路増設） 

那覇港（新港ふ頭地区、那覇ふ頭地区、泊ふ頭地区、浦添ふ頭地

区） 

臨港道路（浦添線・空港線若狭港町線） 

（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 

 本区域内においては、下水道の普及により、河川、海域等の水質は改善されつつあるもの

の、依然として環境基準に達していない水域があるため、今後とも下水道の整備を推進しま

す。 

 また、高度処理された下水道処理水を雑用水として利用する等、循環型社会の形成に資す

る事業を推進します。 

 

②河川 

 流域における市街化の進展等に伴う流出量の増大、保水能力の低下など河川に係る諸条件

の悪化によって水害が多発しており、また生活排水や畜舎排水等による河川水質の悪化も懸

念されます。 

 そのため、都市河川の整備と総合的な雨水対策の推進とともに、河川の上流から下流にい

たる流域市町村の広域的・総合的な河川浄化対策を促進し、河川の浄化を図ります。 

  併せて、河川整備にあたっては、地域住民の意見を反映した親水性のある多自然川づく

りに努めます。 

 

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 

那覇空港自動車道（豊見城東道路、小禄道路）、沖縄西海岸道路（

国道58号浦添北道路、国道58号那覇北道路、国道58号那覇西道路

、国道331号豊見城道路、国道331号糸満道路）、国道329号バイ

パス（南風原・与那原）、国道331号（現道拡幅・摩文仁改良）

、国道507号（津嘉山バイパス、八重瀬道路）、南部東道路、那

覇インターアクセス道路、真地久茂地線、宜野湾南風原線（南風

原中央線、松川石嶺線）、豊見城中央線、那覇北中城線、浦添西

原線、宜野湾北中城線、東風平豊見城線、奥武山米須線、糸満与

那原線（平和の道）、糸満具志頭線、松山線、ガーブ川線、石嶺

線、真和志線、那覇宜野湾線、中部縦貫道路（仮称）等駐留軍用

地跡地内計画道路 

公共交通機関 沖縄都市モノレールの延長 

ターミナル 交通結節点（モノレール・基幹バスシステム関連） 

空港・港湾 

那覇空港（沖合展開） 

那覇港（新港ふ頭地区、那覇ふ頭地区、浦添ふ頭地区） 

臨港道路（浦添線、若狭港町線空港線） 

（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 

 本区域内においては、下水道の普及により、河川、海域等の水質は改善されつつあるもの

の、依然として環境基準に達していない水域があるため、今後とも下水道の整備を推進しま

す。 

 また、高度処理された下水道処理水を雑用水として利用する等、循環型社会の形成に資す

る事業を推進します。 

 

②河川 

 流域における市街化の進展等に伴う流出量の増大、保水能力の低下など河川に係る諸条件

の悪化によって水害が多発しており、また生活排水や畜舎排水等による河川水質の悪化も懸

念されます。 

 そのため、都市河川の整備と総合的な雨水対策の推進とともに、河川の上流から下流にい

たる流域市町村の広域的・総合的な河川浄化対策を促進し、河川の浄化を図ります。 

  併せて、河川整備にあたっては、地域住民の意見を反映した親水性のある多自然川づく

りに努めます。 
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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。 

目標年次 
平成22年 

（現況） 

平成40年 

（目標） 

処理対象人口（千人） 603 775 

普及率 （％） 77 97 

※処理対象人口とは利用可能人口を表す。  資料：庁内資料 

②河川 

 本区域内の二級河川（14 河川、整備に必要な延長約 64km）について、積極的な整

備を推進します。 

年次 
平成22年 

（現況） 

平成42年 

（目標） 

河川整備率（％） 68 71 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①下水道 

 中部第一流域下水道は那覇市、浦添市、豊見城市及び南風原町において、中部第二流域下

水道は宜野湾市、浦添市、北中城村において、また、中城湾流域下水道は北中城村において、

さらに中城湾南部流域下水道は西原町、与那原町、中城村において、今後も市街化の状況に

対応して整備を推進します。 

 併せて、糸満市の単独公共下水道における処理施設と管渠の整備を促進するとともに、八

重瀬町における公共下水道整備の検討を進めます。 

 

②河川 

 流域開発が著しく、浸水被害が多発している安里川や国場川等の河川流域は、総合的な雨

水対策を推進し、重点整備を進めるとともに、多自然川づくりを積極的に推進し、地域に親

しまれる河川環境の保全に努めます。 

 また、安里川、国場川及び安謝川の流域内においては、浸水被害を最小限にくい止める河

川情報システムの確立を図ります。 

 

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 

下水道 
宜野湾浄化センター第３系の増設 

ポンプ場及び管渠の改築 

河 川 安里川、国場川、饒波川、安謝川、小波津川、報得川 

 

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。 

目標年次 
平成17年 

（現況） 

平成37年 

（目標） 

処理対象人口（千人） 555 776 

普及率 （％） 74 99 

※処理対象人口とは利用可能人口を表す。  

②河川 

 本区域内の二級河川（13 河川、整備に必要な延長約 29km）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（％） 65 85 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①下水道 

 中部第一流域下水道は那覇市、浦添市、豊見城市及び南風原町において、中部第二流域下

水道は宜野湾市、浦添市、北中城村において、また、中城湾流域下水道は北中城村において、

さらに中城湾南部流域下水道は西原町、与那原町、中城村において、今後も市街化の状況に

対応して整備を推進します。 

 併せて、糸満市の単独公共下水道における処理施設と管渠の整備を促進するとともに、八

重瀬町における公共下水道整備の検討を進めます。 

 

②河川 

 流域開発が著しく、浸水被害が多発している安里川や国場川等の河川流域は、総合的な雨

水対策を推進し、重点整備を進めるとともに、多自然川づくりを積極的に推進し、地域に親

しまれる河川環境の保全に努めます。 

 また、安里川、国場川及び安謝川の流域内においては、浸水被害を最小限にくい止める河

川情報システムの確立を図ります。 

 

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 

下水道 宜野湾浄化センター第３系の増設 

河 川 安里川、国場川、饒波川、安謝川、小波津川 
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（３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保し、その向上を図るため、本区域の

人口動態に対応し、かつ長期的展望に立ってそれぞれの施設整備を進めるものとします。 

 特に、廃棄物処理施設については、廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進やダイオキシン

類削減対策を推進するとともに処理の広域化に努め、また、立地に際しては、住民の合意形

成や周辺環境との調和に配慮することとします。 

 

 

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 

 

 

 

 

 本区域には、人口・産業の急激な集中と道路・公園等都市基盤整備の遅れにより多くの不

良市街地が存在します。そのため、地域の緊急度に応じて市街地開発事業や住宅地区改良事

業等の導入を進め、都市基盤の整備と都市機能の更新を図るとともに、電線類地中化無電柱

化等により良好な景観形成に努めます。 

  なお、市街地の整備にあたっては、地域共同体の維持と醸成を重視し、地域の特色がいか

されるよう努め、以下のとおり方針を設定します。 

● 今後は新市街地開発の抑制を基本とし、ハード面とソフト面の連携による中心市街地

の再整備をはじめ過密化が進んだ既成市街地の整備を推進し、交通混雑や環境問題等の

様々な都市問題についての対応を優先します。その際、既存の社会資本の蓄積を有効に

活用するとともに、まちなか居住の推進とコンパクトな都市の形成を目指し、併せて既

成市街地内の低・未利用地は、必要に応じ防災拠点や公園・緑地としての活用を図り、

居住環境の向上を図るものとします。 

● 既成市街地内の農地及び遊休農地については、土地区画整理事業の導入、公的機関に

よる住宅建設等、土地の有効利用を促進するとともに、市街化が進行している地域にお

いては、生活環境の向上に資する質の高い宅地供給を促進し、市街地の拡大が進む那覇

市周辺地域については、地域商業拠点としての機能を併せ持つ良好な住宅市街地の形成

を促進します。併せて、健全な市街地の形成に資するよう、民間開発の適切な誘導に努

めます。 

● 駐留軍用地の跡地利用については、地権者等の意向もふまえに配慮しながら土地利用

の需要・供給のバランスに配慮した段階的な開発に努め、新市街地開発抑制方針の例外

として整備を促進します。また、既成市街地の環境改善と一体的な駐留軍用地の跡地利

用についても検討することとします。 

（３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保し、その向上を図るため、本区域の

人口動態に対応し、かつ長期的展望に立ってそれぞれの施設整備を進めるものとします。 

 特に、廃棄物処理施設については、廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進やダイオキシン

類削減対策を推進するとともに処理の広域化に努め、また、立地に際しては、住民の合意形

成や周辺環境との調和に配慮することとします。 

 

 

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 

 

 

 

 

 本区域には、人口・産業の急激な集中と道路・公園等都市基盤整備の遅れにより多くの不

良市街地が存在します。そのため、地域の緊急度に応じて市街地開発事業や住宅地区改良事

業等の導入を進め、都市基盤の整備と都市機能の更新を図るとともに、電線類地中化等によ

り良好な景観形成に努めます。 

  なお、市街地の整備にあたっては、地域共同体の維持と醸成を重視し、地域の特色がいか

されるよう努め、以下のとおり方針を設定します。 

● 今後は新市街地開発の抑制を基本とし、ハード面とソフト面の連携による中心市街地

の再整備をはじめ過密化が進んだ既成市街地の整備を推進し、交通混雑や環境問題等の

様々な都市問題についての対応を優先します。その際、既存の社会資本の蓄積を有効に

活用するとともに、まちなか居住の推進とコンパクトな都市の形成を目指し、併せて既

成市街地内の低・未利用地は、必要に応じ防災拠点や公園・緑地としての活用を図り、

居住環境の向上を図るものとします。 

● 既成市街地内の農地及び遊休農地については、土地区画整理事業の導入、公的機関に

よる住宅建設等、土地の有効利用を促進するとともに、市街化が進行している地域にお

いては、生活環境の向上に資する質の高い宅地供給を促進し、市街地の拡大が進む那覇

市周辺地域については、地域商業拠点としての機能を併せ持つ良好な住宅市街地の形成

を促進します。併せて、健全な市街地の形成に資するよう、民間開発の適切な誘導に努

めます。 

● 駐留軍用地の跡地利用については、地権者等の意向に配慮しながら土地利用の需要・

供給のバランスに配慮した段階的な開発に努め、新市街地開発抑制方針の例外として整

備を促進します。また、既成市街地の環境改善と一体的な駐留軍用地の跡地利用につい

ても検討することとします。 

 

便利で安全で快適な、地域コミュニティが息づく市街地 便利で安全で快適な、地域コミュニティが息づく市街地 
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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 

那覇市 
 

土地区画整理事業 真嘉比古島第二 51.4 那覇市 施行中 

市街地再開発事業 

旭橋駅周辺 4.5 民間会社 施行中 
牧志一丁目3番地区 0.45 組合 計画 

栄町 2.8 民間 構想 
ｶﾞｰﾌﾞ川周辺 新栄通り 1.2 〃 〃 

防災街区整備事業 農連市場 3.1 組合 施行中 

未定 那覇港湾施設 57 未定 
返還予定 
駐留軍用地 

浦添市 
土地区画整理事業 

浦添南第一 82.4 浦添市 施行中 

浦添南第二 60.4 〃 〃 

てだこ浦西駅周辺 18.7 組合 施行中 
浦添前田駅周辺 2.0 浦添市 計画 

未定 牧港補給地区 273 未定 
返還予定 
駐留軍用地 

宜野湾市 

土地区画整理事業 

宇地泊第二 36.2 宜野湾市 施行中 

佐真下第二 16.8 〃 〃 

大山 49.0 未定 計画 

土地区画整理事業 西普天間住宅地区（ｷｬﾝﾌﾟ瑞慶覧） 50.7 宜野湾市 計画 

未定 
インダストリアル・コリドー 

（キャンプ瑞慶覧） 
25.0 未定 〃 

未定 普天間飛行場 480.6 未定 〃 

糸満市 土地区画整理事業 

糸満南 35.1 糸満市 施行中 

武富 16.9 組合 〃 

豊見城市 
土地区画整理事業 宜保 28.6 豊見城市 〃 

〃 中心市街地 1.8 〃 施行中 

北中城村 

土地区画整理事業
〃 

島袋野比灘原 13.7 組合 計画 

アワセ 47.9 〃 施行中 

未定 
ﾛｳﾜｰﾌﾟﾗｻﾞ住宅地区 
（ｷｬﾝﾌﾟ瑞慶覧） 7.0 未定 返還予定 

駐留軍用地 

中城村 土地区画整理事業 南上原 90.4 中城村 施行中 

西原町 〃 上原棚原 40.4 西原町 〃 

西原町 〃 西原西 23.7 西原町 〃 

南風原町 〃 津嘉山北 71.4 南風原町 〃 

八重瀬町 
〃 伊覇 42.5 八重瀬町 〃 

〃 屋宜原 28.3 〃 〃 

与那原町 〃 上与那原 10.0 組合 計画 

 

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 

那覇市 

 

 

 

 

 

 

土地区画整理事業 真嘉比古島第二 51.4 那覇市 施行中 

市街地再開発事業 

旭橋駅周辺 4.5 民間会社 施行中 

牧志・安里 2.5 組合 〃 

栄町 2.8 民間 計画 

ｶﾞｰﾌﾞ川周辺 

新栄通り 

1.2 〃 〃 

牧志一丁目3番地区 0.45 〃 〃 

防災街区整備事業 農連市場 4.5 組合 〃 

未定 那覇港湾施設 57 未定 
返還予定 
駐留軍用地 

浦添市 
土地区画整理事業 

浦添南第一 82.4 浦添市 施行中 

浦添南第二 66.1 〃 〃 

未定 牧港補給地区 274 未定 
返還予定 
駐留軍用地 

宜野湾市 

土地区画整理事業 

宇地泊第二 36.2 宜野湾市 施行中 

佐真下第二 16.8 〃 〃 

大山 49.0 未定 計画 

未定 
ｷｬﾝﾌﾟ瑞慶覧 55.0 未定 

返還予定 
駐留軍用地 

普天間飛行場 481 〃 〃 

糸満市 土地区画整理事業 
糸満南 35.1 糸満市 施行中 

武富 17.1 組合 〃 

豊見城市 〃 
宜保 28.6 豊見城市 〃 

中心市街地 未定 〃 計画 

北中城村 

〃 

島袋野比灘原 13.7 組合 〃 

泡瀬ｺﾞﾙﾌ場地区 

（ｷｬﾝﾌﾟ瑞慶覧） 
47.8 〃 

返還予定 
駐留軍用地 

未定 
ﾛｳﾜｰﾌﾟﾗｻﾞ地区 

（ｷｬﾝﾌﾟ瑞慶覧） 
7.0 未定 〃 

中城村 土地区画整理事業 南上原 90.4 中城村 施行中 

西原町 〃 
上原棚原 40.4 西原町 〃 

西原西 23.7 〃 〃 

南風原町 〃 津嘉山北 71.4 南風原町 〃 

八重瀬町 〃 
伊覇 42.5 八重瀬町 〃 

屋宜原 28.3 〃 〃 

与那原町 〃 上与那原 10.0 組合 計画 

 



 

38 

 

<新> <旧> 

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 

 

 

 

  沖縄本島中南部に位置する本区域は、カルスト台地や丘陵・低地・河川、サンゴ礁の広が

り、入江など変化に富んだ地形が特徴です。 

 また、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、県人口

の６割近くが居住する人口集中地域で、かつての戦禍や本土復帰以降の急速な市街化の進展

によりまちなかに緑が少ない地域でもあります。さらに、近年は、道路網の整備や公有水面

埋立の進展によって残された市街地周辺の自然環境までその影響が及びつつあります。 

 そのため、本区域においては圏域の特性を活かした琉球の歴史文化と都の風格を表すまち

の創造、交流とふれあいを育む海辺の緑の充実・緑の丘の創出、中城湾を囲む緑の帯の再生、

島尻の魅力を伝える緑の里野の回復を図り、将来の発展的な都市整備と潤いのある住み良い

まちづくりを推進します。緑地の創造にあたっては、在来の植物を多用するよう配慮し、そ

こに生息する鳥類や昆虫類の生息環境の確保にも貢献するよう努めます。 

 また、ラムサール条約に登録された漫湖については、水鳥等が生育する良好な湿地環境を

保全するとともに、都市における環境教育や自然観察の拠点地域としてその整備を図るもの

とします。 

 さらに、国営沖縄記念公園首里城地区の整備充実を図り、識名園、玉陵等の関連遺産群と

その周辺地域の整備を促進するとともに、園比屋武御嶽を起点として玉城グスクに至る「東

御廻い（アガリウマーイ）」の史跡や景勝地を経由する沖縄のみち自転車道を整備し、グス

ク群を結ぶ観光ルートの整備を促進します。また、首里城一帯は、沖縄の歴史的景観を残す

重要な地区であり、「首里杜構想」の実現に向けて、歴史的まちづくりを推進します。 

また、都市において健全な水循環を確保するためには、流域全体における貯留浸透・涵養

機能の増進が重要であり、このため、市街地周辺部等における地下水涵養機能の保全や市街

地における雨水貯留浸透機能の確保、雨水や下水処理水の再生水としての利用等を図ります。 

 併せて、普天間飛行場の返還跡地には、交流文化による発展を目指す県土の中心かつ返還

記念においては、自然・歴史特性を活かした緑豊かなまちづくりや持続可能な環境づくりを

目指すとともに、交流文化による発展を目指す県土の中心として、平和希求のシンボル及び

広域防災拠点機能となるを備えた大規模公園の創造を推進します。 なお、公園の整備にあ

たっては自然の地形等に配慮しつつ、人にやさしい空間の創出に努めます。 

また、墓地の集約化を図り、良好な自然地等への墓地の拡散を防ぐため、広域的な観点か

ら墓園の整備について検討します。 

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 

 

 

 

  沖縄本島中南部に位置する本区域は、カルスト台地や丘陵・低地・河川、サンゴ礁の広が

り、入江など変化に富んだ地形が特徴です。 

 また、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、県人口

の６割近くが居住する人口集中地域で、かつての戦禍や本土復帰以降の急速な市街化の進展

によりまちなかに緑が少ない地域でもあります。さらに、近年は、道路網の整備や公有水面

埋立の進展によって残された市街地周辺の自然環境までその影響が及びつつあります。 

 そのため、本区域においては圏域の特性を活かした琉球の歴史文化と都の風格を表すまち

の創造、交流とふれあいを育む海辺の緑の充実・緑の丘の創出、中城湾を囲む緑の帯の再生、

島尻の魅力を伝える緑の里野の回復を図り、将来の発展的な都市整備と潤いのある住み良い

まちづくりを推進します。緑地の創造にあたっては、在来の植物を多用するよう配慮し、そ

こに生息する鳥類や昆虫類の生息環境の確保にも貢献するよう努めます。 

 また、ラムサール条約に登録された漫湖については、水鳥等が生育する良好な湿地環境を

保全するとともに、都市における環境教育や自然観察の拠点地域としてその整備を図るもの

とします。 

 さらに、国営沖縄記念公園首里城地区の整備充実を図り、識名園、玉陵等の関連遺産群と

その周辺地域の整備を促進するとともに、園比屋武御嶽を起点として玉城グスクに至る「東

御廻い（アガリウマーイ）」の史跡や景勝地を経由する沖縄のみち自転車道を整備し、グス

ク群を結ぶ観光ルートの整備を促進します。また、首里城一帯は、沖縄の歴史的景観を残す

重要な地区であり、「首里杜構想」の実現に向けて、歴史的まちづくりを推進します。 

また、都市において健全な水循環を確保するためには、流域全体における貯留浸透・涵養

機能の増進が重要であり、このため、市街地周辺部等における地下水涵養機能の保全や市街

地における雨水貯留浸透機能の確保、雨水や下水処理水の再生水としての利用等を図ります。 

  併せて、普天間飛行場の返還跡地には、交流文化による発展を目指す県土の中心かつ返還

記念のシンボル及び広域防災拠点となる大規模公園の創造を推進します。 

  なお、公園の整備にあたっては自然の地形等に配慮しつつ、人にやさしい空間の創出に努

めます。 

また、墓地の集約化を図り、良好な自然地等への墓地の拡散を防ぐため、広域的な観点か

ら墓園の整備について検討します。 

 

自然とうまんちゅの心の財産を継承する快適で健康的な都市環境 自然とうまんちゅの心の財産を継承する快適で健康的な都市環境 
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<新> <旧> 
２）緑地の確保水準 

①緑地の確保の目標水準 

市街地一帯における

緑地確保目標量 
市街地一帯に対する割合 

4,016 ha 30％ 

 
 

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22年（現況） 平成42年（目標） 

都市公園等の整備面積 508 ha 1,595 ha 

都市計画区域人口1人当た

りの整備面積 
6.60㎡／人 20.00㎡／人 

平成 22 年（現況）：「平成 23 年 都市計画年報」 

平成 42 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 

 

３）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統 

 末吉、浦添城跡大公園及び中城公園の緑地環境は、自然共生の森の拠点として維持し、島

尻の水系流域に森の公園を配置します。また、世界遺産や点在するグスク、御嶽や歴史の道

などの緑地的環境の保全に努めます。 

 斜面地などに残る市街地内緑地は保全に努め、良好な市街地の緑地環境を維持します。 

 

②レクリエーション系統 

 圏域住民と来訪者双方の多様な余暇需要に応えるため、スポーツ・レクリエーション活動

に加え、探訪や交流・保養の魅力も備えた多彩な公園の充足を図ります。 

 また、海岸部の公園は、親水性の向上を図り、埋立地においては渚や干潟の海岸利用がで

きる緑地を配置するとともに、内陸部には地域の探索公園や市町村の中央公園を補う公園を

配置します。 

 

③防災系統 

 大震災時の広域防災公園として、10ha 以上の都市公園の供用を進めます。 

 また、海岸部の既設公園及び埋立地等に整備する公園には、津波対策緑地帯防風防潮林の

整備を推進するとともに、市街地に接する斜面や崖線は、地滑りや崩壊防止の緑地帯として

保全を図ります。 

 

２）緑地の確保水準 

①緑地の確保の目標水準 

市街地一帯における

緑地確保目標量 
市街地一帯に対する割合 

4,016 ha 30％ 

 
 

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 385 ha 1,592 ha 

都市計画区域人口1人当た

りの整備面積 
5.15㎡／人 20.0㎡／人 

平成 17 年（現況）：「沖縄の都市公園」 

平成 37 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 

 

３）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統 

 末吉、浦添城跡公園及び中城公園の緑地環境は、自然共生の森の拠点として維持し、島尻

の水系流域に森の公園を配置します。また、世界遺産や点在するグスク、御嶽や歴史の道な

どの緑地的環境の保全に努めます。 

 斜面地などに残る市街地内緑地は保全に努め、良好な市街地の緑地環境を維持します。 

 

②レクリエーション系統 

 圏域住民と来訪者双方の多様な余暇需要に応えるため、スポーツ・レクリエーション活動

に加え、探訪や交流・保養の魅力も備えた多彩な公園の充足を図ります。 

 また、海岸部の公園は、親水性の向上を図り、埋立地においては渚や干潟の海岸利用がで

きる緑地を配置するとともに、内陸部には地域の探索公園や市町村の中央公園を補う公園を

配置します。 

 

③防災系統 

 大震災時の広域防災公園として、10ha 以上の都市公園の供用を進めます。 

 また、海岸部の既設公園及び埋立地等に整備する公園には、津波対策緑地帯の整備を推進

するとともに、市街地に接する斜面や崖線は、地滑りや崩壊防止の緑地帯として保全を図り

ます。 
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<新> <旧> 
④景観形成系統 

 ハンタ（高所の端、断崖絶壁）の丘や石灰岩の斜面と河川、入江や湿地やサンゴ礁など地

形の骨格上にある緑地は保全を図ります。 

 また、これらを見渡せる台地上部や海岸先端部の緑地は、展望公園として整備を図るとと

もに、首里、浦添、中城等の城跡緑地や平和祈念公園等の台地端部の公園は、機能維持に努

め、豊見城城跡跡地及びその周辺の斜面緑地について保全を図るとともに、観光資源として

の活用を検討します。 

また、八重瀬岳一帯等は、その公園化を検討します。 

 さらに、返還が予定されている駐留軍用地の跡利用においても、既存の自然緑地等を保全

するとともに、有機的に活用した公園整備を検討します。 

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22年 平成32年 

住区基幹公園 
住民一人当たり１㎡以上の街区公園、２

㎡以上の近隣公園の配置に努めます。 
1.85㎡／人 4.00㎡／人 

都市基幹公園 
住民一人当たり３㎡以上の総合公園、1.5

㎡以上の運動公園の配置に努めます。 
3.19㎡／人 4.50㎡／人 

広域公園 
国営沖縄記念公園首里城地区、中城公園

等の整備を推進します。 
0.84㎡／人 3.47㎡／人 

その他の公園緑地 

（特殊公園、都市緑地等） 

緑地回廊の形成に資する公園等の配置を

検討します。 
0.72㎡／人 8.07㎡／人 

合 計  6.60 ㎡／人 20.00㎡／人 

平成 22 年（現況）：「平成 23 年 都市計画年報」 

平成 32 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 
■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22年 平成32年 

風致地区 

末吉・漫湖の２地区に加えて、中城湾一

帯、島尻丘陵一帯等、数地区に指定を検

討します。 

111.5ha 943.1ha 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 
市街地内において保全が必要な緑地につ

いて指定を検討します。 
0ha 26.1ha 

生産緑地 
宜野湾市大山の田芋畑を重要な生産緑地

としての保全を検討します。 
0ha 15.0ha 

その他の 

地域制緑地 

鳥獣保護区や国定公園、保安林について

は、指定の継続と維持管理の充実に努め

ます。 

473.7ha 473.7ha 

市街地内緑地のなかで、地域において枢

要な部分については、市町村条例制定に

よる確保を検討します。 

0ha 52.4ha 

合 計  599.2ha 1,510.3ha 

※端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない。     平成 22 年（現況）：「平成 23 年 都市計画年報」 

平成 32 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 

④景観形成系統 

 ハンタ（高所の端、断崖絶壁）の丘や石灰岩の斜面と河川、入江や湿地やサンゴ礁など地

形の骨格上にある緑地は保全を図ります。 

 また、これらを見渡せる台地上部や海岸先端部の緑地は、展望公園として整備を図るとと

もに、首里、浦添、中城等の城跡緑地や平和祈念公園等の台地端部の公園は、機能維持に努

め、豊見城城跡、八重瀬岳一帯等は、その公園化を検討します。 

 さらに、返還が予定されている駐留軍用地の跡利用においても、既存の自然緑地等を保全

するとともに、有機的に活用した公園整備を検討します。 

 

 

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 
住民一人当たり１㎡以上の街区公園、２

㎡以上の近隣公園の配置に努めます。 
1.61㎡／人 3.21㎡／人 

都市基幹公園 
住民一人当たり３㎡以上の総合公園、1.5

㎡以上の運動公園の配置に努めます。 
2.41㎡／人 3.80㎡／人 

広域公園 
国営沖縄記念公園首里城地区、中城公園

等の整備を推進します。 
0.60㎡／人 2.50㎡／人 

その他の公園緑地 

（特殊公園、都市緑地等） 

緑地回廊の形成に資する公園等の配置を

検討します。 
0.52㎡／人 5.61㎡／人 

合 計  5.15 ㎡／人 15.12㎡／人 

平成 17 年（現況）：「沖縄の都市公園」 

平成 27 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 
■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 

末吉・漫湖の２地区に加えて、中城湾一

帯、島尻丘陵一帯等、数地区に指定を検

討します。 

111.5ha 665.9ha 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 
市街地内において保全が必要な緑地につ

いて指定を検討します。 
0ha 17.5 ha 

生産緑地 
宜野湾市大山の田芋畑を重要な生産緑地

としての保全を検討します。 
0ha 15.0ha 

その他の 

地域制緑地 

鳥獣保護区や国定公園、保安林について

は、指定の継続と維持管理の充実に努め

ます。 

473.7ha 473.7ha 

市街地内緑地のなかで、地域において枢

要な部分については、市町村条例制定に

よる確保を検討します。 

0ha 34.9 ha 

合 計  585.2ha 1,207.0 ha 

 ※端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない。   平成 17 年（現況）：「沖縄の都市公園」 

 平成 27 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 
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<新> <旧> 
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年以内に整備を行うべき主要な公園緑地等 

 国営沖縄記念公園首里城地区をはじめ、中城公園、平和祈念公園、及び浦添大公園及びキ

ャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区内の緑地の整備を図ります。 

 また、奥武山公園、新都心公園、末吉公園、識名公園等は、災害時の防災公園として整備

を図ります。 

 

 

②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 

 西原～中城斜面地、与那原～佐敷斜面地、島尻丘陵地などの圏域の骨格を形成する緑地及

び市街地内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）都市景観形成に関する方針 

１）基本方針 

 活力とにぎわいのある都市景観と、歴史的、文化的に価値のある史跡空間、亜熱帯海洋性

気候の貴重な自然景観、くさてぃ森、御嶽林等に囲まれた集落景観など、良好で多様な景観

を有する本区域では、景観法や歴史まちづくり法の活用等により、そのような自然、歴史、

文化等の景観要素を保全・活用するとともに、空港、港湾、道路、モノレール等の空間演出

や環境と調和した景観形成、海岸線への眺望と稜線に配慮した建築形態等、景観形成施策を

総合的・一体的に推進し、自然、歴史、伝統文化に育まれた沖縄らしい景観・風景を次世代

に守り継ぎます。 

 また、市街地内外の緑地を積極的に保全・整備するとともに、建築物の壁面緑化や屋上緑

化、公共施設の緑化、街路植栽等による緑豊かで潤いのある都市空間の創出と都市景観の形

成を促進します。併せて、無電柱化や、それぞれの地域にふさわしいタウンカラー等の検討

を進め、地区計画、景観地区等の活用により個性豊かで良好な地域景観の創出を図ります。 

 特に、首里城一帯、壺屋やちむん通り一帯、宜野湾海浜公園一帯、浦添城跡一帯、浦添西

海岸など景観上優れた地区においては、歴史的街並みの保全や自然景観との調和を図ります。 

  

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年以内に整備を行うべき主要な公園緑地等 

 国営沖縄記念公園首里城地区をはじめ、中城公園、平和祈念公園及び浦添大公園の整備を

図ります。 

 また、奥武山公園、新都心公園、末吉公園、識名公園等は、災害時の防災公園として整備

を図ります。 

 

 

②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 

 西原～中城斜面地、与那原～佐敷斜面地、島尻丘陵地などの圏域の骨格を形成する緑地及

び市街地内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）都市景観形成に関する方針 

１）基本方針 

 活力とにぎわいのある都市景観と、歴史的、文化的に価値のある史跡空間、亜熱帯海洋性

気候の貴重な自然景観、くさてぃ森、御嶽林等に囲まれた集落景観など、良好で多様な景観

を有する本区域では、景観法や歴史まちづくり法の活用等により、そのような自然、歴史、

文化等の景観要素を保全・活用するとともに、空港、港湾、道路、モノレール等の空間演出

や環境と調和した景観形成、海岸線への眺望と稜線に配慮した建築形態等、景観形成施策を

総合的・一体的に推進します。 

 

 また、市街地内外の緑地を積極的に保全・整備するとともに、建築物の壁面緑化や屋上緑

化、公共施設の緑化、街路植栽等による緑豊かで潤いのある都市空間の創出と都市景観の形

成を促進します。併せて、無電柱化や、それぞれの地域にふさわしいタウンカラー等の検討

を進め、地区計画、景観地区等の活用により個性豊かで良好な地域景観の創出を図ります。 

 特に、首里城一帯、壺屋やちむん通り一帯、宜野湾海浜公園一帯、浦添城跡一帯、浦添西

海岸など景観上優れた地区においては、歴史的街並みの保全や自然景観との調和を図ります。 
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（３）福祉のまちづくりに関する方針 

１）基本方針 

本県には、亜熱帯・海洋性の豊かな自然環境や中国、東南アジア諸国の人々との長い交流

を通して培われたやさしくおおらかな精神、人々が共に助け合っていく相互扶助の習わし等、

高齢者や障害者にやさしい、温かい風土があります。 

このすばらしい風土の中で、すべての人が個人として尊重され、様々な交流やふれあいを

通して、生きがいを持って自由に行動し、社会参加できる地域社会を実現するため、ノーマ

ライゼーションの理念を実現するまちづくりを目指し、「どこでも、だれでも、自由に、使

いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた各種施設整備・改善を進めます。 

道路においては、高齢者が歩きやすいよう、あるいは車いす等の通行が容易になるようゆ

とりある歩道の確保や段差の解消を推進します。また、公園においても、高齢者や障害者が

利用しやすいようバリアフリー化を推進します。 

さらに、官公庁舎、医療施設、商業施設等、生活のために不特定多数の住民が利用する施

設においても、福祉のまちづくり条例に基づきバリアフリー化の一層の促進を図ります。 

また、公共交通の充実を図り、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑

化を促進します。 

（福祉のまちづくりに関しては、項目６へ移動・加筆） 

 

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が欠かせません。 

そのため、災害時の被害の最小化を図る「減災」の考え方を踏まえつつ、河川や海岸、急

傾斜地等における防災対策を積極的に推進し、また、平成 23 年 3 月の東日本大震災及び平

成 28 年 4 月の熊本地震の教訓を踏まえ、既成市街地における面的基盤整備や沿道不燃化を

促進するとともに、道路・公園の整備等避難経路の多重性や避難場所の確保、緊急輸送道路

における無電柱化、防災情報システムの強化・拡充、密集市街地における防災機能の改善、

さらには、災害時の主要ネットワークの迂回路としてのリダンダンシー（多重性）の確保に

努めます。 

 また、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

機能をもった遊水池の整備等を推進するとともに、地域社会の防災対応力の向上を図るため、

自主防災組織の普及拡大、ハザードマップの作成、防災訓練・防災教育の実施など住民の防

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や情報提供インフラ整備に努めます。 

 

（３）福祉のまちづくりに関する方針 

１）基本方針 

本県には、亜熱帯・海洋性の豊かな自然環境や中国、東南アジア諸国の人々との長い交流

を通して培われたやさしくおおらかな精神、人々が共に助け合っていく相互扶助の習わし等、

高齢者や障害者にやさしい、温かい風土があります。 

このすばらしい風土の中で、すべての人が個人として尊重され、様々な交流やふれあいを

通して、生きがいを持って自由に行動し、社会参加できる地域社会を実現するため、ノーマ

ライゼーションの理念を実現するまちづくりを目指し、「どこでも、だれでも、自由に、使

いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた各種施設整備・改善を進めます。 

道路においては、高齢者が歩きやすいよう、あるいは車いす等の通行が容易になるようゆ

とりある歩道の確保や段差の解消を推進します。また、公園においても、高齢者や障害者が

利用しやすいようバリアフリー化を推進します。 

さらに、官公庁舎、医療施設、商業施設等、生活のために不特定多数の住民が利用する施

設においても、福祉のまちづくり条例に基づきバリアフリー化の一層の促進を図ります。 

また、公共交通の充実を図り、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑

化を促進します。 

 

 

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が欠かせません。 

そのため、災害時の被害の最小化を図る「減災」の考え方を踏まえつつ、河川や海岸、急

傾斜地等における防災対策を積極的に推進し、また、既成市街地における面的基盤整備や沿

道不燃化を促進するとともに、道路・公園の整備等避難経路の多重性や避難場所の確保、さ

らには、災害時の主要ネットワークの迂回路としてのリダンダンシーの確保に努めます。 

 

 

 

 また、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

機能をもった遊水池の整備等を推進するとともに、地域社会の防災対応力の向上を図るため、

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や情報提供インフラ整備に努めます。 
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２）都市防災に関する施策の概要 

①火災対策 

 火災を防止するため、または火災が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、道路、そ

の他の公共施設の維持管理を強化します。 

 また、避難経路、避難場所、公園、公共施設等の防災上重要な地区及び商業・業務施設等

の集積を図る地区においては、防火地域や準防火地域を指定し、計画的に建築物の不燃化を

図るとともに、道路、公園の整備や沿道不燃化を推進して防災環境軸の形成に努めます。 

 

②震災対策地震・津波対策 

 本区域の既成市街地の多くは自然発生的に形成されたことから、道路が狭くオープンスペ

ースが少ないなど都市基盤の未整備の区域が多く、緊急車両が進入できないなどの問題も見

られます。 

 そのため、都市内の主要な道路や公園等において災害時の避難、救援、消防活動の骨格と

なる防災ネットワークの整備を図るとともに、公共施設、公園等の施設整備にあたっては、

防災拠点としてのオープンスペース確保、津波避難ビルの指定、建築物耐震化・不燃化、港

湾における耐震強化岸壁の整備等の地域防災機能強化に努め、歴史的見地等から想定される

最大クラスの地震・津波の発生に対して人的・物的被害の最小化に取り組みます。 

また、津波が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点整備の観点から、一

団地の津波防災拠点市街地形成施設の必要性について検討を行います。 

 

 

③浸水対策 

  本区域においては、台風や集中豪雨などの風水害対策とともに、流域における市街化の進

展等に伴う流出量の増大などにより、低地帯を中心に浸水常襲区域があることから、今後も

浸水対策が必要です。 

  したがって、水害を防止し、または風水害が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、

海岸、下水道、道路、その他の施設の整備及び維持管理を強化します。 

  さらに、緑地の保全、透水性舗装、浸透桝等の浸透施設の整備及び遊水池や防災調整池等

の貯留施設を通して、水循環システムを改善することにより水害に強い都市づくりを進めて

いきます。 

 

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。 

 

⑤石油備蓄基地防災対策 

  災害時の安全性確保のため、防災緩衝地帯として緑地等の設置及び周辺市街地の耐震不燃

化を促進します。 

２）都市防災に関する施策の概要 

①火災対策 

 火災を防止するため、または火災が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、道路、そ

の他の公共施設の維持管理を強化します。 

 また、避難経路、避難場所、公園、公共施設等の防災上重要な地区及び商業・業務施設等

の集積を図る地区においては、防火地域や準防火地域を指定し、計画的に建築物の不燃化を

図るとともに、道路、公園の整備や沿道不燃化を推進して防災環境軸の形成に努めます。 

 

②震災対策 

 本区域の既成市街地の多くは自然発生的に形成されたことから、道路が狭くオープンスペ

ースが少ないなど都市基盤の未整備の区域が多く、緊急車両が進入できないなどの問題も見

られます。 

 そのため、都市内の主要な道路や公園等において災害時の避難、救援、消防活動の骨格と

なる防災ネットワークの整備を図るとともに、公共施設、公園等の施設整備にあたっては、

防災拠点としてのオープンスペース確保、建築物耐震化、港湾における耐震強化岸壁の整備

等の地域防災機能強化に努めます。 

 

 

 

 

 

③浸水対策 

  本区域においては、台風による風水害対策とともに、流域における市街化の進展等に伴う

流出量の増大などにより、低地帯を中心に浸水常襲区域があることから、今後も浸水対策が

必要です。 

  したがって、水害を防止し、または風水害が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、

海岸、下水道、道路、その他の施設の整備及び維持管理を強化します。 

  さらに、緑地の保全、透水性舗装、浸透桝等の浸透施設の整備及び遊水池や防災調整池等

の貯留施設を通して、水循環システムを改善することにより水害に強い都市づくりを進めて

いきます。 

 

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。 

 

⑤石油備蓄基地防災対策 

  災害時の安全性確保のため、防災緩衝地帯として緑地等の設置及び周辺市街地の耐震不燃

化を促進します。 
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６．福祉のまちづくりに関する主要な都市計画の決定の方針 

１） 基本方針 

本県には、亜熱帯・海洋性の豊かな自然環境や中国、東南アジア諸国の人々との長い交流

を通して培われたやさしくおおらかな精神、人々が共に助け合っていく相互扶助の習わし

等、高齢者や障害者にやさしい、温かい風土があります。 

このすばらしい風土の中で、すべての人が個人として尊重され、様々な交流やふれあいを

通して、生きがいを持って自由に行動し、社会参加できる地域社会を実現するため、ノーマ

ライゼーションの理念を実現するまちづくりを目指し、「どこでも、だれでも、自由に、使

いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた各種施設整備・改善を進めま

す。 

 

２） 福祉のまちづくりに関する施策の概要 

①ゆとりある公共空間 

ユニバーサルデザインの理念に基づく地域形成に向け、社会福祉施設、医療施設、官公庁

舎、教育文化施設、商業施設、公共交通機関の施設等、生活のために多数の住民が利用する

施設において、バリアフリー化の一層の促進を図ります. 

また、道路等においては、高齢者が歩きやすいよう、あるいは車いす等の通行が容易にな

るようゆとりある歩道の確保や段差の解消を推進するなど、歩行者空間及び公共交通施設等

の公共空間におけるバリアフリー化を図ります。 

 

②人にやさしい交通手段 

コミュニティバスや福祉交通などの交通手段の導入を図り、高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化を促進します。 

また、歩いて暮らせる環境づくりとして、身近な場所で充実した活動ができる生活環境や、

歩行空間での日陰の確保、緑化推進により、歩行環境の整った歩行者ネットワーク形成を促

進します。 

 

③健康福祉セーフティネットの充実 

医療・福祉・子育て支援等の都市機能を都市の拠点や生活拠点に誘導すること等により、

住民だれもが健やかに暮らしていけるまちづくりを促進します。 
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方針附図 
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ⅤⅤ  将将来来像像のの実実現現にに向向けけてて  

●将来像の実現に向けての枠組み 

将来像の実現 

  ●都市の質的向上                                         社会基盤の量的供給 

・歴史・伝統・文化・自然など地域の個性を重視 

・交差点の改良等、既存の社会資本の蓄積を積極的に活用 

・緑地、公園、広場などゆとりや潤いのある空間の整備 

・生活道路の充実など身近な生活環境の改善 

・良好な都市景観の創出 など 

 整備の観点 

・地域社会・経済の活性化 

・県土の均衡ある発展 

・代替性の確保 など 

 

 

歴史交流都市圏・ウフマチ 

 ■地域の歴史・自然・文化を活

かした、個性豊かな都市づく

り 

 ■地域自らが考えつくる、快適

で潤いのある都市づくり 

 ■都市機能相互の連携を重視し、 

 交流を促進する都市づくり 

 

   

 

 

 

   

  ●詳細計画の充実 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 

     市町村マスタープラン 

 

    市街地レベルの計画 

 

地区レベルの計画（地区計画等） 

 

 

 

  

 

●住民主体の都市づくり 

住 民 

企 業 

ＮＰＯ等 

●行政の連携  

 

 

              専門家等 

    

                  行政     県 

              

       国 

                           市 

                  町          村 

ⅤⅤ  将将来来像像のの実実現現にに向向けけてて  

●将来像の実現に向けての枠組み 

将来像の実現 

  ●都市の質的向上                                         社会基盤の量的供給 

・歴史・伝統・文化・自然など地域の個性を重視 

・交差点の改良等、既存の社会資本の蓄積を積極的に活用 

・緑地、公園、広場などゆとりや潤いのある空間の整備 

・生活道路の充実など身近な生活環境の改善 

・良好な都市景観の創出 など 

 整備の観点 

・地域社会・経済の活性化 

・県土の均衡ある発展 

・代替性の確保 など 

 

 

歴史交流都市圏・ウフマチ 

 ■地域の歴史・自然・文化をい

かし、住民主体の都市づくり 

 ■重点的・戦略的な施策を推進

し、快適で潤いのある都市づ

くり 

 ■都市機能相互の連携を重視し 

 交流を促進する都市づくり 

 

   

 

 

 

   

  ●詳細計画の充実 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

 

     市町村マスタープラン 

 

    市街地レベルの計画 

 

地区レベルの計画（地区計画等） 

 

 

 

  

 

●住民主体の都市づくり 

住 民 

企 業 

ＮＰＯ等 

●行政の連携  

 

 

              専門家等 

    

                  行政     県 

              

       国 

                           市 

                  町          村 

 

浦添ふ頭埋立

地型の変更 

今回市街化区域編

入区域を追加 

那覇空港埋立

区域の表示 

アワセゴルフ

場土地利用 

道路未整備箇

所の更新 

南城市地域制

緑地（風致地

区）更新 

景観地区指定

検討箇所表記 
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<新> <旧> 
●は各区域共通、◎は区域ごとの特徴や住民意見を反映 

◎都市の質的向上と区域区分の必要性 

 都市は、住民の日常的な生活や活動の場であり、行政による公共施設の整備や民間の建築

行為等により長期間にわたりその機能を維持し、持続的可能な方法で成長・発展することによっ

て、歴史的・文化的な価値とともに品格や風格が備わっていくものと考えられます。 

 一方、これまでは、人口の増加に対応した新市街地の形成を中心に都市づくりを進めてき

たことから、既成市街地においては、人口減少地区がみられるなど、地域共同体の維持が難

しく、地域の伝統や文化の継承が困難な状況にあります。 

 したがって、今後の都市づくりは、既に形成された市街地をどうするか、既存ストックを

活用した市街地形成を考えていく必要があります。つまり、新市街地の形成から既成市街地

における身の回りの生活空間の質的向上に視点を移す必要があり、そのためには、道路や公

園、公共公益施設等の生活に密着した社会資本の蓄積を有効活用し、これらと連携した公共

交通ネットワークを構築し、また緑の充実によるゆとりや潤いの空間やポケットパーク等の

整備による憩いの空間の創出、自然環境資源の魅力向上などへの重点投資が特に重要です。 

本区域は、人口や産業が集積し、今後も伸びていくことが予想されることから、区域区分

を継続することにより、無秩序な市街化を抑制し、秩序ある土地利用を図ることにより、コ

ンパクトな市街地（集約型都市構造）の形成を促進していくことが必要です。また、本区域

においては大規模な駐留軍用地の返還が予定され、その跡地利用において都市的土地利用が

図られることが想定されることからも、今後、さらに区域区分の役割は重要となります。な

お、市街化調整区域については、都市に残された貴重な緑の資源である森林や農地を保全し、

それらと調和した都市を形成する上で重要な役割を担っています。 

 

●は各区域共通、◎は区域ごとの特徴や住民意見を反映 

◎都市の質的向上と区域区分の必要性 

 都市は、住民の日常的な生活や活動の場であり、行政による公共施設の整備や民間の建築

行為等により長期間にわたりその機能を維持し、持続的に成長・発展することによって、歴史的

・文化的な価値とともに品格や風格が備わっていくものと考えられます。 

 一方、これまでは、人口の増加に対応した新市街地の形成を中心に都市づくりを進めてき

たことから、既成市街地においては、人口減少地区がみられるなど、地域共同体の維持が難

しく、地域の伝統や文化の継承が困難な状況にあります。 

 したがって、今後の都市づくりは、既に形成された市街地をどうするか、つまり、新市街

地の形成から既成市街地における身の回りの生活空間の質的向上に視点を移す必要があり、

そのためには、道路や公園、公共公益施設等の生活に密着した社会資本の蓄積を有効活用し、

緑の充実によるゆとりや潤いの空間やポケットパーク等の整備による憩いの空間の創出、自

然環境資源の魅力向上などへの重点投資が特に重要です。 

本区域は、人口や産業が集積し、今後も伸びていくことが予想されることから、区域区分

を継続することにより、無秩序な市街化を抑制し、秩序ある土地利用を図ることにより、コ

ンパクトな市街地（集約型都市構造）の形成を促進していくことが必要です。また、本区域

においては大規模な駐留軍用地の返還が予定され、その跡地利用において都市的土地利用が

図られることが想定されることからも、今後、さらに区域区分の役割は重要となります。な

お、市街化調整区域については、都市に残された貴重な緑の資源である森林や農地を保全し、

それらと調和した都市を形成する上で重要な役割を担っています。 
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<新> <旧> 
●詳細計画の充実 

 他方、この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、一の市町村を越えた広域的

な観点から都市計画のおおまかな方向性を示すものであることから、身の回りの生活空間の

質的向上には詳細計画の充実が求められます。すなわち、「市町村の都市計画に関する基本

的な方針（以下、市町村マスタープラン）」において、住民に対し、市町村ごとの都市計画

の方針を明確に示すとともに、住民にとってより身近でわかりやすい都市づくりを進めるた

め、市町村マスタープランで定める市町村の全体構想や地域ごとの地域別構想を「中心市街

地戦略」などの市街地整備や地区計画などの詳細計画の積み重ねによって実現していくこと

が重要です。 

 都市の質を図る上で重要な都市環境についても同様に、「沖縄県広域緑地計画」を基本と

する広域的な緑地等の整備方針を市町村ごとに「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計

画（緑の基本計画）」を定め、補完するなどの住民に身近な詳細計画によって充実が図られ、

さらに、都市づくりへの住民の関心を高めるとともに、参加を促すことにつながるものと考

えられます。 

 さらに、県内の各地域には、それぞれ特有の自然、歴史、風土があります。市町村は、地

域らしさを活かした「景観計画」の策定により、魅力ある街並みや自然景観等の地域特性に

応じた景観形成を促進するとともに、風景づくりに貢献する人材の育成や風景づくりを支援

する制度等の活用を推進することで、総合的な景観施策を展開することが重要です。各市町

村が景観行政団体に移行し、地域らしさを活かした市町村独自の「景観計画」を策定し、魅

力ある街並みや自然景観、田園景観等の地域特性に応じた景観形成を促進することも都市づ

くりにおいて重要です。 

 このような住民合意のもとに策定される詳細計画は、生活道路などの身近な生活環境の改

善や良好な住環境の形成、統一感のある街並み景観の創出などを可能にするものであるとと

もに、その作成過程で市街地像を共有することが地域共同体の醸成にも役立つものと期待さ

れ、その地域共同体の存在は都市の質を図る一つの指標になるものとも考えられます。 

  今後は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と市町村マスタープランの整合は

もとより、地区計画などのより詳細な計画を整合させて、都市の質的向上を図るとともに、

広域連携による一体的な都市づくりを進め、魅力的で良好な都市空間を実現させていくこと

が重要です。 

 

●住民主体の都市づくりへ 

 個性的で魅力ある都市を実現するためには、都市づくりの情報を共有する場を積極的に設

け、住民の都市づくりに対する意識を高めるとともに、地域主体の都市づくりを浸透させて

いく必要があります。すなわち、地域住民や都市計画の専門家、ＮＰＯ法人、民間企業、大

学、ボランティアなど、行政とあらゆる主体が手を取り合う都市づくりの展開とともに、都

市計画の提案制度などを活用し、地域で合意形成し、提案する地域提案型の都市づくりへ転

換を図ることが求められます。 

 行政は、都市計画に対する理解と協力を促す普及・啓発・支援と併せ、都市づくりの構想

・計画策定の各段階をはじめ、あらゆる場面で住民説明会や公聴会の開催などにより、住民

に積極的に情報を開示・提供し、説明責任を果たして都市づくりの意識を醸成していくと同

時に、住民ワークショップやアンケートの実施など住民が常に都市づくりを身近に感じる環 

●詳細計画の充実 

 他方、この「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、一の市町村を越えた広域的

な観点から都市計画のおおまかな方向性を示すものであることから、身の回りの生活空間の

質的向上には詳細計画の充実が求められます。すなわち、「市町村の都市計画に関する基本

的な方針（以下、市町村マスタープラン）」において、住民に対し、市町村ごとの都市計画

の方針を明確に示すとともに、住民にとってより身近でわかりやすい都市づくりを進めるた

め、市町村マスタープランで定める市町村の全体構想や地域ごとの地域別構想を「中心市街

地戦略」などの市街地整備や地区計画などの詳細計画の積み重ねによって実現していくこと

が重要です。 

 都市の質を図る上で重要な都市環境についても同様に、「沖縄県広域緑地計画」を基本と

する広域的な緑地等の整備方針を市町村ごとに「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計

画（緑の基本計画）」を定め、補完するなどの住民に身近な詳細計画によって充実が図られ、

さらに、都市づくりへの住民の関心を高めるとともに、参加を促すことにつながるものと考

えられます。 

 さらに、県内の各地域には、それぞれ特有の自然、歴史、風土があります。各市町村が景

観行政団体に移行し、地域らしさを活かした市町村独自の「景観計画」を策定し、魅力ある

街並みや自然景観、田園景観等の地域特性に応じた景観形成を促進することも都市づくりに

おいて重要です。 

 このような住民合意のもとに策定される詳細計画は、生活道路などの身近な生活環境の改

善や良好な住環境の形成、統一感のある街並み景観の創出などを可能にするものであるとと

もに、その作成過程で市街地像を共有することが地域共同体の醸成にも役立つものと期待さ

れ、その地域共同体の存在は都市の質を図る一つの指標になるものとも考えられます。 

  今後は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と市町村マスタープランの整合は

もとより、地区計画などのより詳細な計画を整合させて、都市の質的向上を図るとともに、

広域連携による一体的な都市づくりを進め、魅力的で良好な都市空間を実現させていくこと

が重要です。 

 

 

 

 

●住民主体の都市づくりへ 

 個性的で魅力ある都市を実現するためには、都市づくりの情報を共有する場を積極的に設

け、住民の都市づくりに対する意識を高めるとともに、地域主体の都市づくりを浸透させて

いく必要があります。すなわち、地域住民や都市計画の専門家、ＮＰＯ法人、民間企業、大

学、ボランティアなど、行政とあらゆる主体が手を取り合う都市づくりの展開とともに、都

市計画の提案制度等を活用した地域で合意形成し、提案する地域提案型の都市づくりへ転換

を図ることが求められます。 
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<新> <旧> 
境を整えていく必要があります。 

 

 ●市町村相互の連携、県と市町村の連携の強化 

 さらに、行政は都市計画に対する理解と協力を促す普及・啓発・支援と併せ、都市づくり

の構想・計画策定の各段階をはじめ、あらゆる場面で住民に積極的に情報を開示・提供し、

説明責任を果たして都市づくりの意識を醸成していくと同時に、住民が常に都市づくりに関

われる環境を整備していかなければなりません。 

 特に、地方分権の中での都市づくりは市町村が主体であることから、住民に一番近い行政であ

る市町村は、効率的な都市運営や多様な住民の要求に的確に対応していくために、次世代に残す

べき貴重な自然環境の保全・活用再生・適正利用や公共施設等の設置・運営などで広域連携や市町

村合併を視野に入れた取り組みを強化する必要があります。 

 また、県は、将来像に寄与するよりよい都市の実現のために、市町村の主体的な取り組みを尊

重し、支援しつつ、広域的な課題に対応した都市づくりを「選択と集中」によって進める役割を

担います。 

 このように、地域住民は地域の創意工夫の下で都市づくりに積極的に関わるとともに、行政は

都市づくりの情報を積極的に発信してこれまでの行政主導の都市づくりから転換を図り、多様な

主体による自主的な取り組みを支援し、協働する体制を確立することが重要と考えられます。 

 我が国ひいてはアジア・太平洋地域において、文化的かつ経済的に光り輝く特色ある地域を築

き上げるためには、それぞれが役割を認識し、方向性を共有した上で、一体となって都市づくり

を進めていかなければなりません。 

 

 

 

 ●市町村相互の連携、県と市町村の連携の強化 

 さらに、行政は都市計画に対する理解と協力を促す普及・啓発・支援と併せ、都市づくり

の構想・計画策定の各段階をはじめ、あらゆる場面で住民に積極的に情報を開示・提供し、

説明責任を果たして都市づくりの意識を醸成していくと同時に、住民が常に都市づくりに関

われる環境を整備していかなければなりません。 

 特に、地方分権の中での都市づくりは市町村が主体であることから、市町村は、効率的な都市

運営や多様な住民の要求に的確に対応していくために、次世代に残すべき貴重な自然環境の保全

・活用や公共施設等の設置・運営などで広域連携や市町村合併を視野に入れた取り組みを強化す

る必要があります。 

 また、県は、将来像に寄与するよりよい都市の実現のために、市町村の主体的な取り組みを尊

重し、支援しつつ、広域的な課題に対応した都市づくりを「選択と集中」によって進める役割を

担います。 

 このように、地域住民は地域の創意工夫の下で都市づくりに積極的に関わるとともに、行政は

都市づくりの情報を積極的に発信してこれまでの行政主導の都市づくりから転換を図り、多様な

主体による自主的な取り組みを支援し、協働する体制を確立することが重要と考えられます。 

 我が国ひいてはアジア・太平洋地域において、文化的かつ経済的に光り輝く特色ある地域を築

き上げるためには、それぞれが役割を認識し、方向性を共有した上で、一体となって都市づくり

を進めていかなければなりません。 

 

 



用語集 

 
A～Z 

MICE（マイス） 
多くの集客交流が見込まれるビジネス

イベントなどの総称。企業等の会議

（Meeting）、企業等が行う報奨・研修旅

行（Incentive travel）、国際機関・団体、

学会等が行う国際会議（Convention） 、

イベント・展示会・見本市（Event、

Exhibition）の頭文字をとっている。 

 

MRO（エム・アール・オー） 
整備、修理、分解点検の頭文字。 

Maintenance, Repair & Overhaul の

略。航空機受託整備産業など。 

 

NPO（エヌ・ピー・オー） 
Non-Profit Organization. 民間非営利

団体のこと。営利を目的とせず、公益の

ために活動する民間団体の総称。 

 

 
あ行 

ウォーターフロント［water front］ 
過密化した都市部における新たな開発

区域としての港湾や臨海部を指す。沖縄

県では、那覇港の那覇ふ頭から新港ふ頭

までの水際地区をウォーターフロントと

して位置付け、親水性の高い海洋レクリ

エーション施設や遊歩道、緑地等の整備

を一体的に進めることとしている。 

 

 

 

オープンスペース [open space] 
公園・広場・河川・農地など、建物に

よって覆われていない土地あるいは空地

を総称していう。 

 

沖縄科学技術大学院大学 
国際的に卓越した科学技術に関する教

育及び研究を実施することを目的に設立

された５年一貫制の博士課程のみを置く

大学院大学。沖縄の自立的発展と世界の

科学技術の向上に寄与することを目指す。

教員と学生の半数以上を外国人とし、教

育と研究は全て英語で行われる。英語表

記（Okinawa Institute of Science and 

Technology Graduate University）を略

してＯＩＳＴ（オイスト）とも呼ばれる。 

 

沖縄振興開発計画 
沖縄振興開発特別措置法に基づいて内

閣総理大臣が決定する総合的な計画で、

これからの沖縄の振興会初の向かうべき

方向と基本施策を明らかにしたもの。第

三次沖縄振興開発計画は、平成４年９月

２８日に決定され、平成４年度から１３

年度までの１０か年が計画期間であった。 

 

沖縄振興計画 
沖縄振興特別措置法に基づいて内閣総

理大臣が決定する総合的な計画で、これ

からの沖縄の振興の向かうべき方向と基

本施策を明らかにしたもの。平成１４年

度から平成２３年度までの１０か年が計

画期間であった。 



沖縄都市モノレール 
平成 15 年に開業した那覇市字鏡水

（那覇空港駅）－那覇市首里汀良町（首

里駅）を 15 駅で結ぶ営業区間 12.9ｋｍ

の路線。愛称は「ゆいレール」。 

 

沖縄西海岸道路 
読谷村から糸満市に至る約 50 ㎞の広

域幹線道路。那覇空港自動車道、那覇空

港、那覇港と西海岸地域の各拠点を連結

させることで国道 58 号、国道 331 号な

どにおける交通混雑の緩和や地域の活性

化等が期待される。 

 

沖縄２１世紀ビジョン 
県民の参画と協働のもとに、将来（概

ね 2030年）のあるべき沖縄の姿を描き、

その実現に向けた取り組みの方向性と、

県民や行政の役割などを明らかにするた

めに平成２２年３月に作成された基本構

想。沖縄県として初めて策定した長期構

想で、沖縄の将来像の実現を図る県民一

体となった取り組みや、これからの県政

運営の基本的な指針となるものである。

この基本構想を元に、平成２４年度から

平成３３年度までの２０か年を計画期間

とする基本計画（２１世紀ビジョン基本

計画）と、平成２４年度から平成２８年

度までの５か年を計画期間とする実施計

画（２１世紀ビジョン実施計画）が作成

された。 
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河川整備率 
５年から１０年に一度程度発生する規

模の降雨について、河川における洪水の

氾濫の防御が必要な区域に対し、防御さ

れている区域の割合。 

 

環境共生型観光 
沖縄が持つ観光資源（自然・歴史・文

化）を活用するとともに、適切な保全に

も配慮した観光のこと。 

 

幹線道路 
全国、地域または都市内において、骨

格的な道路網を形成する道路。通過交通

のワイ愛が高く、重交通、広幅員、高規

格の道路であることが多い。 

 

基幹バスシステム 
バス専用レーンの導入や乗降性に優れ

た車両の導入等により、高い輸送力、走

行性、快適性を備えた新たな交通システ

ム。主要拠点を結ぶ定時速達性が高く多

頻度運行の基幹バスと、その他の地域へ

のアクセスを担う支線バスによってネッ

トワークを構築する。 

 

既成市街地 
一般には、都市において、道路が整

備され建物が連担するなど、すでに市街

地が形成されている地域。都市計画法に

おいて、明確に定義されている。（→参

考：人口集中地区） 

 

緊急輸送道路 
地震防災対策特別措置法に基づく、災



害直後から必要となる緊急輸送を円滑か

つ確実に行うために必要な道路であり、

高速自動車国道、一般国道及びこれらを

連絡する幹線道路で、知事が指定する防

災拠点等を相互に連絡する道路のこと。 

 

区域区分制度 
無秩序な市街化を防止し、計画的に市

街化を進めるために、都市計画区域を市

街化区域と市街化調整区域とに区分して

定めること。これを「区域区分」といい、

いわゆる「線引き」と呼ばれる。これま

では都市計画の前提としてすべての都市

計画区域において行う必要があったが、

法改正により制度メニューのひとつとし

て区域区分の有無を沖縄県が選択可能と

なった。 

 

クリーンエネルギー [clean energy] 
電気、熱、動力への利用に際して、温

室効果ガスや環境有害物質の排出量が少

ないエネルギーのこと。再生可能エネル

ギーや天然ガスのほか、発電時の排熱利

用などの化石燃料の高度利用が含まれる。 

 

グリーン・ツーリズム [green tourism]  
みどり豊かな農山漁村地域において農

漁業体験や生活体験を行うことによって、

その自然、文化、人々との交流を楽しむ

滞在型の余暇活動のこと。 

 

クルーズ船 
乗客に船旅（クルーズ）を提供する旅

客船のこと。平成 23 年度にクルーズ船

を利用して来沖した外国人観光客数は

118,900 人 で 、 全 外 国 人 観 光 客 数

301,400 人の約４割を占めている。また、

平成 23 年度に寄港したクルーズ船のう

ち約９割が台湾からの定期クルーズとな

っているが、今後は中国などからの寄港

増加が期待される。 

 

景観行政団体 
景観法に基づく景観施策を実施する地

方公共団体のこと。平成 24 年５月１日

現在、県内では沖縄県及び 19 市町村が

位置付けられている。 

 

 

景観計画 
地域の良好な景観の形成に向け、景観

行政団体が策定する計画。景観形成に関

する基本方針や区域等が記載されている。

平成２４年５月１日現在、県内９市町村

で策定されている。 

 

ゲートウェイ空港 
国際及び国内の航空路線網の拠点とな

り、広域的な地域間を結ぶ玄関口となる

空港。成田国際空港や関西国際空港は日

本のゲートウェイ空港であり、サンフラ

ンシスコ国際空港は太平洋へのゲートウ

ェイ空港といわれている。 

 

下水道 
主に市街地において下水を処理する施

設。排水管、排水渠その他の排水施設、

処理施設及びポンプ施設等の補完施設の

総体をいう。集落排水施設や合併処理浄

化槽等の生活排水事業と連携し、地域に

あった処理方式により整備が進められる。 

 



広域都市計画区域 
複数の市町村でひとつの都市計画区域

を構成している区域。平成２８年４月現

在、県内７都市計画区域のうち、那覇市

を中心とする那覇広域都市計画区域（１

１市町村）、沖縄市を中心とする中部広域

都市計画区域（５市町村）が広域都市計

画区域である。 

 

高次都市機能 
都市機能のうち、日常生活圏域を超え

た広域圏を対象とする施設などにより、

多くの人々に教育、文化、医療、行政、

産業、交通、情報等について質の高いサ

ービスを提供できる機能のこと。 

 

コースタルリゾート［coastal resort］ 
多様なレクリエーションニーズに応え

るとともに、地域振興に資するマリーナ

等を中心とした海洋性レクリエーション

の拠点となる沿岸域のこと。 

 

国際交流・貢献拠点 
アジア·太平洋地域の平和と持続的発

展への貢献を目指し、学術、文化、平和、

人材育成などの幅広い分野における国際

交流や貢献活動の拠点。 

 

国際物流ハブ 
拠点（ハブ）となる空港や湾港を中心

に路線ネットワーク（スポーク）を展開

させて貨物を中継することにより、従来

の拠点間相互輸送よりも輸送効率を向上

させた輸送方式をハブ・アンド・スポー

ク［hub-and-spoke］と呼ぶ。国際物流

ハブとは、そのハブとしての輸送機能を

活用して、物の輸送・保管・荷役・包装・

流通加工などの国際間の物流を効率的に

行う機能を指す。 

 

コミュニティバス [community bus] 
公共交通が不便な地域などで、高齢者

や体の不自由な方にも安全で利用しやす

く、地域住民の多様なニーズにきめ細か

く対応する地域密着型のバスのこと。市

町村が運行する一般路線がコミュニティ

バス路線となることもある。 

 

混雑度（道路混雑度） 
 道路の混雑の程度を表す指標。道路

の交通量を交通容量で除した値で示し、

混雑度 1.0 を快適な旅行速度が維持でき

る限界とみなす。 
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再生可能エネルギー 
化石燃料以外のエネルギー源のうち永

続的に利用することができるものを活用

したエネルギーであり、太陽エネルギー、

風力エネルギー、バイオマスエネルギー、

水力エネルギー、海洋エネルギー等のこ

と。化石燃料（石油、石炭、天然ガスな

ど）やウランなどの鉱物資源を利用する

ものは「枯渇性エネルギー」という。 

 

市街化区域・市街化調整区域 
都市計画区域内で、すでに市街地を形

成している区域及びおおむね１０年以内

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき

区域を「市街化区域」といい、一方、市

街化を抑制すべき区域を「市街化調整区

域」という。 



 

市町村の都市計画に関する基本的な方

針（マスタープラン） 
市町村が創意工夫のもと、住民意見を

反映させ将来ビジョンを確立し、地域ご

との将来像など、都市計画法第１８条の

２に基づき定める方針。市町村が定める

都市計画は、この方針に即しなければな

らない。 

 

社会資本 
道路や公園、下水道、教育施設等の公

的基盤施設。 

 

住区基幹公園 
住民の生活行動圏域によって配置され

る比較的小規模な公園で、都市計画で位

置づけられた、街区公園、近隣公園及び

地区公園が含まれる。 

 

住民参加 
 都市計画・まちづくりにおける住民

参加とは、目標設定・計画策定・事業実

施の各プロセスにおいて、地域住民が意

思を反映させ、また計画の作成・決定・

実施へ参画していく状態・プロセスをい

う。これらの過程において住民の主導権

が高いものは住民主体のまちづくりとい

う言い方もある。 

 

循環型社会 
生産から流通、消費、廃棄に至るまで

の物質の効率的な利用やリサイクルを進

めることにより、資源の消費が抑制され、

環境への負荷が少ない社会のこと。 

 

省エネ住宅 
省エネルギー住宅の略称。室内環境を

一定に保ちながら、使用するエネルギー

量を少なくできる住宅のこと。 

 

人口集中地区 
市区町村の境域内において，人口密度

の高い基本単位区（原則として人口密度

が 1 平方キロメートル当たり 4,000 人以

上）が隣接し，かつ，その隣接した基本

単位区内の人口が 5,000 人以上となる地

域のこと。英語の "Densely Inhabited 

District"を略して「DID」及び「DID 地

区」と呼ばれることもある。 

スマートハウス 
 １９８０年のアメリカ住宅建築業者

組合研究機関（the National Research 

Center of the National Association of 

Home Builders）により提唱されはじめ

たコンセプトである。居住者のニーズに

応じて照明や室温などを情報技術により

最適化・コントロールする住宅。近年で

は太陽光発電システムなどを活用しエネ

ルギーマネジメントを行うことでCO2の

削減を実現する住宅のことを指すことも

多い。 

 

ス ポ ー ツ ・ ツ ー リ ズム  ［ sports 
tourism］ 

スポーツを「観る（観戦）」、「する（楽

しむ）」だけでなく、スポーツそのものを

観光資源として捉え、他の地域資源や観

光資源とも組み合わせることで、スポー

ツを通じた新たな旅行の魅力を創り出す

観光スタイルのこと。 
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多自然川づくり 
河川全体の自然の営みを視野に入れ、

地域の暮らし等との調和にも配慮し、河

川が本来有している生物の生息環境や多

様な河川景観を保全・創出するために河

川整備や維持管理を行うこと。全ての河

川における基本的な方針であり、国場川、

比謝川をはじめ県内各地で多自然川づく

りが進められている。 

 

地域地区 
 都市計画区域内の土地をその利用目

的によって区分し、建築物などについて

の必要な制限を課すことにより、一体的

かつ合理的な土地利用を実現しようとし

て定める都市計画法に基づく都市計画の

種類の一つ。用途地域をはじめとして、

特別用途地区、風致地区、臨港地区など

がある。 

 

地区計画 
 建築物の建築形態、公共施設その他

の施設の配置からみて、一体としてそれ

ぞれの区域の特性にふさわしい態様を備

えた良好な環境の各街区を整備し、及び

保全するための詳細な計画。住民意識の

高まりに対応し、昭和５５年に創設され

た制度。 

 

長寿命化対策 
一般的な建物・建造物の延命化に加え、

点検・整備の効率化・高度化、コスト縮

減施策、新たな設計の考え方等を含めた

対策のこと。 

 

低・未利用地 
 本来、建築物などが建てられその土

地にふさわしい利用がなされるべきと考

えられる土地において、そのような利用

がなされていない場合、これを一般に

低・未利用地と呼ぶ。 

 

鉄軌道を含む新たな公共交通システム 
県民及び観光客の移動利便性の向上、

中南部都市圏の交通渋滞緩和、低炭素社

会の実現、県土の均衡ある発展を支える

「骨格性」、「速達性」、「定時性」等の機

能を備えた大量輸送が可能な公共交通シ

ステムのこと。沖縄県では、既存の道路

空間やバス機能を活用した基幹バスシス

テムの導入等により、公共交通の利用環

境の改善を図りつつ、鉄軌道等の導入に

向けた取組を推進することとしている。 

 

透水性舗装 
 雨水を地下に浸透させ、流出を防ぐ、

水を通す舗装。 

 

道路密度 
 都市計画施設として改良が行われた

主要幹線道路、幹線道路及び補助幹線道

路を市街地面積（用途地域面積）で除し

た値で、市街地内道路網の整備水準を示

す指標。 

 

特定用途制限地域 
用途地域が定められていない土地の区

域（市街化調整区域を除く）内において、

その良好な環境の形成または保持のため

当該地域の特性に応じて合理的な土地利

用が行われるよう、制限すべき特定の建



築物等の用途の概要を定める地域。 

 

特別用途地区 
用途地域内において、一定の区域を定

め当該地区の土地利用にふさわしい土地

利用の増進、環境の保護など特別の目的

の実現を図るため、当該用途地域の指定

を補完するもの。 

 

都市化社会 
都市への人口や産業等初機能が集中し、

それに伴い市街地が拡大していく社会。 

 

都市機能 
文化、教育、保健・医療・福祉、商業、

工業などのサービスを提供する機能や住

居機能のこと。 

 

都市計画区域 
都市計画法その他関係法令の適用を受

けるべき土地の区域で、市町村の中心市

街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、

人口・土地利用・交通量などの現状・推

移を勘案し、一体の都市として総合的に

整備、開発及び保全する必要がある区域。 

 

都市計画マスタープラン（都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針） 
県や市町村による都市計画の基本方針

の総称。県が策定する都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針を「都市計画区

域マスタープラン」といい、市町村が策

定する都市計画の基本方針を「市町村マ

スタープラン」という。 

都市公園等 
都市公園法に基づいて供用する公園。

都市計画決定された公園以外の公園も含

む。 

 

都市構造 
人や産業が集中する拠点の位置と、主

要な人や物の流れによって形成されるネ

ットワーク等から捉えた都市の骨格のこ

と。 

 

都市的土地利用 
都市生活または都市活動を営む都市的

な土地の使いみちのこと。 

 

トランジットモール [transit mall] 
一般の自動車交通を排除し、バス・路

面電車等の公共交通機関のみを配するモ

ール（歩行者用に造られた道路）。歩行者

の快適性、安全性と交通手段の双方を確

保することができる。 
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那覇空港自動車道 
那覇空港と沖縄自動道を結ぶ那覇市か

ら西原町に至る約 18km の高規格幹線

道路。当該道路の完成供用により、本島

中南部及び北部圏域における観光、産業

の振興や様々な地域振興プロジェクトに

資することが期待される。 

 

那覇空港の滑走路増設 
那覇空港の年間乗降客数は、2010 年に

約 1400 万人となり、10 年前の約 1100

万人と比べ大きく増加しているほか、貨

物取扱量も国際貨物ハブ事業を契機に大

きく増加している。加えて、自衛隊機等



が離発着のために使用するなど、滑走路

１本の空港としては国内で２番目に利用

度が高く、年間離発着回数は処理能力の

９割を超えており、2015 年度頃には需要

に対応できなくなることが懸念されてい

る。また、不測の事態により滑走路が閉

鎖された場合の社会経済全般への影響を

回避することも重要な課題となっている。

このため、那覇空港の沖合を埋め立て、

現在の滑走路（3,000m）から 1,310m 離

れた位置に２本目の滑走路（2,700m）を

増設するための取組が進められている。 

 

南部東道路 
那覇空港自動車道（南風原南 IC）から

南城市の大里、玉城、佐敷を経由して、

知念に至る延長約 12km の地域高規格道

路のこと。 

 

ネットワーク [Network] 
具体的な交通路線網の中から、細部

路線を省いて抽象化した路線網を描いた

ものを指す。一般にネットワークは交点

と路線区間の集合として表現でき、交点

をノード、線をリンクを呼んでいる。ノ

ードはいくつかのリンクに結びついてお

り、リンクは必ず両端でノードに繋がる。 

 

ノーマライゼーション 
[normalization] 

障害を持っている人も、家庭や地域で

一緒に生活ができるようにする社会づく

りのこと。 

 

は行 

パークアンドライド［park and ride］ 

都心部等での道路交通混雑を避けるた

め、都市の郊外部において自動車を駐車

し、鉄道・バス等の公共交通機関へ乗り

換える手法。また、バスへ乗り換える場

合は、パークアンドバスライド、自転車

を利用したものをサイクルアンドライド

ともいう。 

 

バス専用レーン 
一般道路において、特定の時間帯ある

いは終日を対象として、一部の車線をバ

ス専用とする手法である。 

 

バリアフリー 
障害者や高齢者等が生活する上で妨げ

になる物理的、精神的な障壁を取り去っ

た障害者や高齢者等にやさしい空間のあ

り方。 

 

万国津梁 
「世界の架け橋」のこと。1458 年に

尚泰久(しょうたいきゅう)王の命で鋳造

され、首里城正殿にかけられたと伝えら

れる「旧首里城正殿鐘」の銘文に「万国

津梁」の文字がある。 

 

風致地区 
都市の自然的景観を維持するため、都

市計画法によって定められる地域地区

の一つ。指定された地区内では、建造

物の高さや建ぺい率の制限などの規制

を受ける。県内では、那覇市（２地区）、

名護市（４地区）、うるま市及び南城市

において指定されている。



ポケットパーク [pocket park] 
「ベストポケットパーク: vest pocket 

park」の略で、チョッキのポケットほど

の公園という意味である。わずかなスペ

ースを利用して都市環境を改善しようと

するものである。最近では、密集した住

宅地の中に設けられた小公園をポケット

パークをいうことも多い。 

 

文化産業 
琉球舞踊、沖縄音楽、エイサー、空手、

食文化、工芸、デザイン、コンテンツな

ど沖縄の文化的資源を活用した商品・サ

ービス等を提供する産業分野。沖縄県で

は、伝統工芸産業や文化コンテンツ産業

を含む文化産業の振興を図ることとして

いる。 

 

平和の礎 
糸満市摩文仁の平和祈念公園にある記

念碑。沖縄の歴史と風土の中で培われた

「平和のこころ」を広く内外に伝え、世

界の恒久平和を願い、国籍や軍人、民間

人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられ

た人々の氏名を刻んでいる。 

 

ま行 

 

マルチモーダル [multi-modal] 
 効率的な輸送体系の確立と、良好な

都市環境の想像を目指した、道路・航空・

海運・水運・鉄道など複数交通機関の連

携交通施策のこと。 

 

無電柱化 
安全で快適な通行空間の確保、市街地

や観光地の景観の向上、安定したライフ

ラインの実現、情報通信ネットワークの

信頼性向上を目的に道路上から電柱をな

くすこと。地中の共同溝に電線類を収容

する手法や裏通りから電線を引き込み表

通りの電柱をなくす手法などがある。 

 

モビリティ [mobility] 
個人の空間的移動の自由度を表し、交

通計画・政策の指標となる。モビリティ

指標の例としては、交通手段選択の制約

や移動における速達性や快適性や安全性、

所要時間の信頼性等がある。 

 

モビリティ・マネジメント 
［mobility management］ 

一人ひとりのモビリティ（移動）が、

社会にも個人にも望ましい方向に自発的

に変化することを促す交通政策。過度な

自動車利用を抑制し、公共交通機関の適

切な利用を促す。 

 

や行 

 

ユニバーサルデザイン 
[universal design] 

障がいの有無、年齢、性別、人種等に

かかわらず多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をデザインする考え方

のこと。 



用途地域 
都市における住居、商業、工業などの

適切な配置による機能的な都市活動の確

保を目的として、建築物の用途、容積率、

建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都

市計画・建築規制制度のこと。 

 

ら行 

 
ライフスタイル [life style] 

生活の仕方。生活様式。 

 

ライフステージ [life stage] 
人の一生を少年期・青年期・壮年期・

老年期などと分けた，それぞれの段階。 

ラムサール条約 
水鳥の生息地として重要な湿地と湿地

に生息する動植物の保護を目的とした条

約。１９７１年にイランのラムサール

（Ramsar）で採択された。沖縄県では

慶良間諸島地域、久米島の渓流・湿地、

名蔵アンバル、与那覇湾、そして漫湖が

登録湿地となっている。 

 
琉球王国のグスク及び関連遺産群 

平成 12 年に登録された沖縄の世界遺

産。今帰仁城跡、座喜味城跡、勝連城跡、

中城城跡、首里城跡、園比屋武御嶽石門、

玉陵、識名園、斎場御嶽で構成される。 

 

臨空・臨港型産業 
那覇空港や那覇港等の物流機能を活用

した、ものづくり産業、流通加工等を行

う配送業、倉庫業、機械等修理業、こん

包業、その他サービス業などのこと。沖

縄県では、臨空・臨港型産業を新たなリ

ーディング産業として位置付け、国内外

から関連企業の誘致に取り組むこととし

ている。 

 

ロジスティクスセンター 
［logistics center］ 

生産に必要な資材調達から生産、流通、

消費地までの物の流れを最適化するため

の施設。多品種・大量の商品の在庫保管、

仕分け、配送、流通加工など、物流管理

に関する施設機能を一体として備える。 


	nahakouiki_yougosyuu.pdfから挿入したしおり
	A～Z
	MICE（マイス）
	MRO（エム・アール・オー）
	NPO（エヌ・ピー・オー）

	あ行
	ウォーターフロント［water front］
	オープンスペース [open space]
	沖縄科学技術大学院大学
	沖縄振興開発計画
	沖縄振興計画
	沖縄都市モノレール
	沖縄西海岸道路
	沖縄２１世紀ビジョン

	か行
	河川整備率
	環境共生型観光
	幹線道路
	基幹バスシステム
	既成市街地
	緊急輸送道路
	区域区分制度
	クリーンエネルギー [clean energy]
	グリーン・ツーリズム [green tourism]
	クルーズ船
	景観行政団体
	景観計画
	ゲートウェイ空港
	下水道
	広域都市計画区域
	高次都市機能
	コースタルリゾート［coastal resort］
	国際交流・貢献拠点
	国際物流ハブ
	コミュニティバス [community bus]
	混雑度（道路混雑度）

	さ行
	再生可能エネルギー
	市街化区域・市街化調整区域
	市町村の都市計画に関する基本的な方針（マスタープラン）
	社会資本
	住区基幹公園
	住民参加
	循環型社会
	省エネ住宅
	人口集中地区
	スマートハウス
	スポーツ・ツーリズム ［sports tourism］

	た行
	多自然川づくり
	地域地区
	地区計画
	長寿命化対策
	低・未利用地
	鉄軌道を含む新たな公共交通システム
	透水性舗装
	道路密度
	特定用途制限地域
	特別用途地区
	都市化社会
	都市機能
	都市計画区域
	都市計画マスタープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）
	都市公園等
	都市構造
	都市的土地利用
	トランジットモール [transit mall]

	な行
	那覇空港自動車道
	那覇空港の滑走路増設
	南部東道路
	ネットワーク [Network]
	ノーマライゼーション [normalization]

	は行
	パークアンドライド［park and ride］
	バス専用レーン
	バリアフリー
	万国津梁
	風致地区
	都市の自然的景観を維持するため、都市計画法によって定められる地域地区の一つ。指定された地区内では、建造物の高さや建ぺい率の制限などの規制を受ける。県内では、那覇市（２地区）、名護市（４地区）、うるま市及び南城市において指定されている。 ポケットパーク [pocket park]
	文化産業
	平和の礎

	ま行
	マルチモーダル [multi-modal]
	無電柱化
	モビリティ [mobility]
	モビリティ・マネジメント
	［mobility management］

	や行
	ユニバーサルデザイン [universal design]
	用途地域

	ら行
	ライフスタイル [life style]
	ライフステージ [life stage]
	ラムサール条約
	琉球王国のグスク及び関連遺産群
	臨空・臨港型産業
	ロジスティクスセンター ［logistics center］



