
都市計画の案の理由書 

 

１. 都市計画の名称 

 石垣都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

 

２. 範囲 

 石垣島全域 

 

３. 決定の理由 

 石垣都市計画「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、都市計画法等の改正、人口フレーム

や整備水準目標等の更新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、石垣都市計画「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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平成 21年 3月 

沖 縄 県 

※文章中、赤文字は改定に向けて修正したもの。 
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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。こ

れまでの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。 

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、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
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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を、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  石垣都市計画「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共通目標

基本姿勢に基づき、自然の中で島々の歌と踊り、多彩な交流が繰り広げられる島しょ地域という特

性を最大限活用して、おおむね 20 年後の将来の姿を住民と共有し、その将来像実現のための方向性

を明確にするものです。

 

 

 

 

 

 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。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  石垣都市計画「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、自然の中で島々の歌と踊り、多彩な交流が繰り広げられる島しょ地域という特性を最大

限活用して、おおむね 20 年後の将来の姿を住民と共有し、その将来像実現のための方向性を明確に

するものです。 

●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 

 

 

 

●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 
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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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２．都市計画区域の範囲及び規模 

 石垣都市計画区域（以下、本区域という）の範囲は、石垣島の全域（地先公有水面を含む）とし

ます。 

区分 市町村名 範囲 面積 

石垣都市計画区域 石垣市 石垣島全域 約 22,344ha 

（平成 22 年国勢調査および離島関係資料）  

 

 

 

■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、20 年後の平

成 42 年を想定して方針を策定します。 

 区域区分の有無、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。 

２．都市計画区域の範囲及び規模 

 石垣都市計画区域（以下、本区域という）の範囲は、石垣島の全域（地先公有水面を含む）とし

ます。 

区分 市町村名 範囲 面積 

石垣都市計画区域 石垣市 石垣島全域 約 22,285ha 

（平成 18 年都市計画年報）  

 

 

 

■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、20 年後の平

成 37 年を想定して方針を策定します。 

 区域区分の有無、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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ⅡⅡ  都都市市計計画画のの目目標標  

 

１．都市の将来像 

 平成 22 年現在、人口約４万 7 千人で、県人口（約 139 万人）の 3.4％、八重山圏域人口（約５万

2 千人）の約 90％が居住する本区域は、広域交通施設や都市機能が集積する国内最南端の都市です。 

 県外からの移住者が多い反面、近年は若年層の流出や高齢化の進行が見られることから、恵まれ

た自然環境をいかすとともに、新石垣空港等社会資本整備を進めて、個性的でかつ雇用創出や定住

条件整備に資する都市づくりを進める必要があります。 

 

 このことを踏まえて、おおむね 20 年後は次のような都市の実現を目指します。 

  

① 持続可能な循環型環境共生型島しょ都市 

 本区域においては、廃棄物処理関連施設の整備や環境美化条例等の制定、生ゴミの堆肥化やマイ

バッグの徹底等による廃棄物の減量化、リサイクル化等資源循環型社会の構築に、行政、事業者、

市民がそれぞれの立場で積極的に取り組み、美しい自然や街並みが維持されています。 

 また、自然エネルギー環境保全型農業、風力発電、バイオマスなどの再生可能エネルギー活用、

マイクログリッド実証事業や、自転車利用が増加し、環境負荷の軽減が図られるなど持続可能な循

環型低炭素島しょ都市の構築に向けた市民の環境意識は着実に高まっています取り組みが行われて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲（出典：Bio-City NO.5） 

 

②八重の緑や水系に守られた自然豊かな都市 

 於茂登岳の雄大な景観をはじめ八重の連山、自然の宝庫である湿地・名蔵アンパル（ラムサール

条約登録湿地）、石西礁湖や海岸域のサンゴ礁、河川、半島、岬等、貴重な動植物が生息する地形

は、その姿形を変えることなく保全されており、都市生活に潤いを与えています。 

 そのような自然環境は地域の人々の誇りであるだけでなく、エコツーリズム、ブルーツーリズム、

グリーンツーリズムや市街地と連携したタウンツーリズム等体験・滞在型観光の魅力ある資源とし

て産業活性化に寄与し、持続可能で環境共生型の観光地が形成されています。 

ⅡⅡ  都都市市計計画画のの目目標標  

 

１．都市の将来像 

 平成 1７年現在、人口約４万５千人で、八重山圏域人口（約５万１千人）の約９割が居住する本

区域は、広域交通施設や都市機能が集積する国内最南端の都市です。 

 

 県外からの移住者が多い反面、近年は若年層の流出や高齢化の進行が見られることから、恵まれ

た自然環境をいかすとともに、新石垣空港等社会資本整備を進めて、個性的でかつ雇用創出や定住

条件整備に資する都市づくりを進める必要があります。 

 

 このことを踏まえて、おおむね 20 年後は次のような都市の実現を目指します。 

  

 

①持続可能な循環型島しょ都市 

 本区域においては、廃棄物処理関連施設の整備や環境美化条例等の制定、生ゴミの堆肥化やマイ

バッグの徹底等による廃棄物の減量化、リサイクル化等資源循環型社会の構築に、行政、事業者、

市民がそれぞれの立場で積極的に取り組み、美しい自然や街並みが維持されています。 

 また、自然エネルギー活用や自転車利用が増加し、環境負荷の軽減が図られるなど持続可能な循

環型島しょ都市の構築に向けた市民の環境意識は着実に高まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲（出典：Bio-City NO.5） 

②八重の緑や水系に守られた自然豊かな都市 

 於茂登岳の雄大な景観をはじめ八重の連山、自然の宝庫である湿地・名蔵アンパル（ラムサール

条約登録湿地）、石西礁湖や海岸域のサンゴ礁、河川、半島、岬等、貴重な動植物が生息する地形

は、その姿形を変えることなく保全されており、都市生活に潤いを与えています。 

 そのような自然環境は地域の人々の誇りであるだけでなく、エコツーリズム、ブルーツーリズム、

グリーンツーリズムや市街地と連携したタウンツーリズム等体験・滞在型観光の魅力ある資源とし

て産業活性化に寄与しています。 



 

- 6 - 

<新> <旧> 

▼雄大な自然 (於茂登岳) 

 

▲良好な自然景観 （川平湾） 

③島々の魅力を活かし、人々が集う都市 

 港湾整備と一体的な開発により創出されたウォーターフロ

ントは、新たな魅力が相互に機能し合い、都市内外を問わず

多くの人々が訪れる多様な交流空間として整備が進んでいま

す。 

 また、既成市街地においても公園やコミュニティ広場等身

近な交流空間が充実しており、居住環境の改善と相まってゆ

とりと潤いのある都市空間を創出しています。 

 

 

④人・もの・情報が行き交い、暮らし文化を育む交流拠点

都市 

 市街地には、国際的なクルージング拠点が整備された石

垣港、受け入れ機能の強化により国内外への路線が拡充さ

れた南ぬ島石垣空港等のをはじめとした多様な交流拠点が

形成され、関連した産業が集積するとともに、若年層の雇

用機会が創出されて、人・もの・情報が行き交う、活気に

満ちあふれた豊かな空間が構築されています。 

       ▲石垣港将来構想図（石垣市ＨＰ） 

⑤伝統が躍動し、個性と賑わいに満ちた芸能交流都市 

 既成市街地や既存集落においては、伝統的街並みや集落景観等地域個性を生かした生活空間の質

的向上が図られています。 

 中心市街地においては、ユニバーサルデザインによ

る快適な都市環境を提供するとともに、身近な生活機

能が集積し、職住近接が実現するなど、利便性の高い、

歩いて暮らせる魅力的な空間が形成され、市民が集い

賑わっています。 

 また、「詩の国、歌の島、踊りの里」と呼ばれ、多

様な民俗族芸能が伝承されるこの地域では、アジアな

どとの芸能交流が活発に行われるとともに、うたや踊

りにあふれた回遊性のあるまちが形成されています。                       ▲豊年祭（石垣市市勢要覧） 

▼雄大な自然 

 

▲良好な自然景観 

 

③島々の魅力を活かし、人々が集う都市 

 港湾整備と一体的な開発により創出されたウォーターフロ

ントは、新たな魅力が相互に機能し合い、都市内外を問わず

多くの人々が訪れる多様な交流空間として整備が進んでいま

す。 

 また、既成市街地においても公園やコミュニティ広場等身

近な交流空間が充実しており、居住環境の改善と相まってゆ

とりと潤いのある都市空間を創出しています。 

 

④人・もの・情報が行き交い、暮らし文化を育む交流拠点

都市 

 市街地には、クルージング拠点をはじめとした多様な交

流拠点が形成され、関連した産業が集積するとともに、若

年層の雇用機会が創出されて、人・もの・情報が行き交う、

活気に満ちあふれた豊かな空間が構築されています。 

 

 

      

⑤伝統が躍動し、個性と賑わいに満ちた芸能交流都市 

 既成市街地や既存集落においては、伝統的街並みや集落景観等地域個性を生かした生活空間の質

的向上が図られています。 

 中心市街地においては、ユニバーサルデザインによ

る快適な都市環境を提供するとともに、身近な生活機

能が集積し、職住近接が実現するなど、利便性の高い、

歩いて暮らせる魅力的な空間が形成され、市民が集い

賑わっています。 

 また、「詩の国、歌の島、踊りの里」と呼ばれ、多

様な民族芸能が伝承されるこの地域では、アジアなど

との芸能交流が活発に行われるとともに、うたや踊り

にあふれた回遊性のあるまちが形成されています。                     ▲豊年祭（石垣市市勢要覧） 

▲石垣みなとまつり 

（「みなとまちづくりガイドブック」 

▲石垣港将来構想図（石垣市ＨＰ） 

▲石垣みなとまつり 

（「みなとまちづくりガイドブック」 



 

- 7 - 

<新> <旧> 

２．人口及び産業の規模 

（１）人口 

本区域の将来における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 46.9 千人 50.8 千人 52.7 千人 

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 産 

規 模 

工業出荷額 119 億円 101 億円 80 億円 

卸小売業販売額 608 億円 652 億円 676 億円 

 

就 業 

構 造 

第一次産業   2.2 千人( 9.8%)   1.9 千人( 7.5%)   1.6 千人(6.1%) 

第二次産業   3.5 千人(15.9%)   3.4 千人( 13.7%)   3.1 千人( 12.1%) 

第三次産業  16.6 千人(74.3%)  19.4 千人(78.8%)  21.3 千人(81.8%) 

計  22.3 千人( 100%)  24.7 千人( 100%)  26.1 千人( 100%) 

注）沖縄県の工業、沖縄県の商業をベースに推計 

３．現状と課題 

●秩序ある土地利用の徹底 

 これまで港の周辺を中心に市街化が進み、コンパクトな市街地を形成していましたが、近年、特

に旧石垣空港周辺の大型店舗や住宅などの立地に伴い、用途地域周縁部の用途地域の指定のない区

域（以下、「用途白地地域」という。）に市街地が拡大しつつあります。 

 そのため、生活環境の改善とともに自然環境を積極的に保全し、適正かつ計画的に土地利用を進

めるなど、早急な対応が必要です。また、旧石垣空港の跡地利用の検討も必要となっています。 

 南ぬ島石垣空港及び石垣空港線の整備に伴い、空港周辺や石垣空港線沿道において、宅地開発等

の誘発が想定されることから、秩序ある土地利用の実現が望まれます。 

 

●体験・滞在型観光の支援 

 近年は、価値観の多様化、環境や文化への関心の高まりと合わせ、周遊型観光や拠点型・滞在型

観光など観光需要が多様化しています。特に、エコツーリズムやグリーンツーリズム、ブルーツー

リズムといった体験・滞在型観光が重要視されており、豊かで多様性に富んだ自然環境、歴史的・

文化的特性を有する八重山圏域は、非常に大きな可能性を有しています。 

 反面、郊外部における廃車の不法投棄は、観光の魅力を損なうものであり、早急な対策が求めら

れます。 

２．人口及び産業の規模 

（１）人口 

本区域の将来における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 45.2 千人 49.7 千人 52.6 千人 

資料：平成 17 年国勢調査 

（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 産 

規 模 

工業出荷額 120 億円 110 億円 91 億円 

卸小売業販売額 502 億円 608 億円 635 億円 

 

就 業 

構 造 

第一次産業   2.6 千人(11.5%)   2.5 千人(9.9%)   2.6 千人(9.4%) 

第二次産業   3.6 千人(16.1%)   4.3 千人(17.0%)   4.5 千人(16.6%) 

第三次産業  16.3 千人(72.4%)  18.4 千人(73.1%)  20.1 千人(74.0%) 

計  22.6 千人( 100%)  25.2 千人( 100%)  27.2 千人( 100%) 

資料：沖縄県の工業、沖縄県の商業 

３．現状と課題 

●秩序ある土地利用の徹底 

 これまで港の周辺を中心に市街化が進み、コンパクトな市街地を形成していましたが、近年、特

に現石垣空港周辺の大型店舗や住宅などの立地に伴い、用途地域周縁部の用途地域の指定のない区

域（以下、「用途白地地域」という。）に市街地が拡大しつつあります。 

 そのため、生活環境の改善とともに自然環境を積極的に保全し、適正かつ計画的に土地利用を進

めるなど、早急な対応が必要です。 

 

 

 

●体験・滞在型観光の支援 

 近年は、価値観の多様化、環境や文化への関心の高まりと合わせ、周遊型観光や拠点型・滞在型

観光など観光需要が多様化し、特に、エコツーリズムやグリーンツーリズム、ブルーツーリズムと

いった体験・滞在型観光が重要視されており、豊かで多様性に富んだ自然環境、歴史的・文化的特

性を有する八重山圏域は、非常に大きな可能性を有しています。 

 反面、郊外部における廃車の不法投棄は、観光の魅力を損なうものであり、早急な対策が求めら

れます。 
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新たな雇用機会の創出に資する観光・リゾート産業の振興を図るため、歴史的・文化的資源や自

然資源の保全や再生・適正利用 、赤土等流出防止対策や良好な景観形成、環境容量を考慮した持続

可能な観光地づくりが必要になります。あわせて、情報化の推進も求められます。 

 観光・リゾート産業の振興を図り、新たな雇用機会を創出するため、歴史的・文化的資源や自然

資源の保全、赤土流出防止や良好な景観形成等の景観対策をはじめ、「とぅもーるネット」の整備

など情報化の推進、循環型社会の構築等の環境対策が不可欠です。 

 

●島々の内外とアジアを展望したネットワークの構築 

 石垣島に暮らす人々の生活や経済活動を支え、観光客の増加等増大する航空需要に対応するため、

また航空機騒音を低減し、現石垣空港周辺の市街地の居住環境を改善するためには、新石垣空港の

早期整備が急務です。 

新南ぬ島石垣空港は、「アジア・ゲートウェイ構想」における国際空港ネットワークの拡充の一

翼を担う地方空港として、その実現に向けた取り組みが必要です。 

 一方、アジア諸国の首都に最も近い八重山圏域の地理的優位性を生かし、多様な物流ネットワー

クの充実や外航クルーズ船就航の定期化を促進するため、石垣港新港地区の大型旅客船に対応した

岸壁の整備等機能拡充が急務です。 

 石垣港においては、八重山圏域の旅客、貨物流通の拠点港及び国内外の大型クルーズ船等が寄港

する国際港として、機能の拡充を図るとともに、豊かな自然環境を活用して「美しい海やサンゴ礁

と共生する港」を基本に快適な港湾リゾート空間の創出が望まれます。 

また、近年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。 

 さらに、生活者・観光客の利便性向上を図るためには、新南ぬ島石垣空港と石垣港や中心市街地、

既成市街地と既存集落、都市拠点とリゾート拠点等を有機的に結ぶ体系的な道路網整備に加えてが

重要です。周辺離島との交通利便性の向上に取り組む必要があります。 

 

●島々文化を支える歴史的資源の活用 

 ゆとりや潤いを創出し、身の回りの生活空間の質的向上を図るには、既成市街地や既存集落にお

ける伝統的景観要素や歴史的資源などを積極的に保全するとともに、地域個性を受け継ぎ、地域コ

ミュニティを醸成する必要があります。また、まちなかにおいては、うたや踊りなど伝統文化を通

して交流する場を創出することが重要です。 

 さらに、台風の常襲地域に位置し、市街地が海に面する石垣島においては、安全・安心な都市づ

くりを進める観点からも、防風・防潮林や、生け垣、屋敷林など歴史的資源の積極的な育成等が求

められます。 

 

●海を感じる島しょ都市の形成 

 北側の農地や丘陵、また南側の海という地形的制約により、市街地の南北方向への拡大はこれま

で抑えられてきましたが、東西方向へは広がりつつあり、特に用途地域の東外縁部においては、空

港移転を機にさらなる市街化が進むと予想されます。ただし、このような市街地拡大の弊害として

島々への通景が損なわれつつあり、良好な市街地の形成と効率的な社会資本整備を図るためには、

無秩序な市街地の外延化は抑制し、海を感じる魅力ある都市環境の創出が重要です。 

 また、コースタルリゾートエリアについては、人流・物流といった流通機能の充実に加え、新た

な国際的な観光リゾート拠点の確立を図るとともになど、「地域のふれあいの場となる『みなとま 
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くりを進める観点からも、防風・防潮林や、生け垣、屋敷林など歴史的資源の積極的な育成等が求

められます。 

 

●海を感じる島しょ都市の形成 

 北側の農地や丘陵、また南側の海という地形的制約により、市街地の南北方向への拡大はこれま

で抑えられてきましたが、東西方向へは広がりつつあり、特に用途地域の東外縁部においては、空

港移転を機にさらなる市街化が進むと予想されます。ただし、このような市街地拡大の弊害として

島々への通景が損なわれつつあり、良好な市街地の形成と効率的な社会資本整備を図るためには、

無秩序な市街地の外延化は抑制し、海を感じる魅力ある都市環境の創出が重要です。 

 また、コースタルリゾートエリアについては、人流・物流といった流通機能の充実に加え、新た
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ちの形成』」を目指した整備を進めるなどとともに、石垣港登野城地区においては、中心市街地で

進めている都市再生整備計画に基づく各種事業と連携し、今後も、港湾整備と一体的な市街地の再

生を図り、賑わいを創出する必要があります。 

 併せて、魅力ある市街地を形成するため、現旧石垣空港などの跡地利用に際して石垣市役所新庁

舎や八重山病院等公共施設等の適正配置を図るとともに、市街地内においては、ユニバーサルデザ

インを推進し、電線類地中化無電柱化や身近な憩いの空間づくり、公共下水道の整備推進、情報通

信基盤の整備等を図る必要があります。 

 

●良好な自然環境及び自然景観の保全 

近年、移住者の増加等を要因に、市街地以外の良好な自然環境の残る地域においての開発が増加

しており、石垣島の魅力である良好な自然環境及び自然景観の損失が危惧されています。 

優れた自然環境を守り、次世代へ引き継ぐためには。環境共生型都市・循環型都市の実現が重要

です。このことから、下水処理施設の充実、赤土等流出防止対策の強化、雨水利用の促進等による

水環境の保全や廃棄物の排出抑制、再利用・再資源化などの循環システムを構築し、環境負荷の低

減に向けた取り組みを行う必要があります。 

 さらに、今後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、省エネ

ルギー化や再生可能エネルギーの活用など低炭素社会の構築に向けた取り組みが必要です。 

景観法に基づく景観計画として「石垣市風景計画」が策定されており、今後は当該計画に基づく

様々な良好な景観の保全・形成のため、市民と協働による施策展開が望まれています。 

また、反面、郊外部における不法投棄は、良好な景観を損なうものであり、早急な対策が求めら

れます。 

 

●災害に強い都市づくり（防災・減災） 

台風の常襲地である本区域においては、1771 年の明和大津波や 2011 年の東日本大震災、2016 年

の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。 

 さらに、離島圏という地理的状況を踏まえ、災害時における空港や港湾といった緊急輸送機能確

保等を含めた防災まちづくりのあり方についての検討が必要です。 

 

●福祉のまちづくり 

本区域においては、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、歩いて暮らせる環境づくりや人にやさしい交通手段の確保に取り組みます。 

た整備を進めるとともに、石垣港登野城地区においては、中心市街地で進めている都市再生整備計

画に基づく各種事業と連携し、今後も、港湾整備と一体的な市街地の再生を図り、賑わいを創出す

る必要があります。 

 併せて、魅力ある市街地を形成するため、現石垣空港などの跡地利用に際して公共施設等の適正

配置を図るとともに、市街地内においては、ユニバーサルデザインを推進し、電線類地中化や身近

な憩いの空間づくり、公共下水道の整備推進、情報通信基盤の整備等を図る必要があります。 

 

 

●良好な自然環境及び自然景観の保全 

近年、移住者の増加等を要因に、市街地以外の良好な自然環境の残る地域においての開発が増加

しており、石垣島の魅力である良好な自然環境及び自然景観の損失が危惧されています。景観法に

基づく景観計画として「石垣市風景計画」が策定されており、今後は当該計画に基づく様々な施策

の展開が求められます。 
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 ４．都市づくりについて 

１）基本理念 

 本区域においては、ユニバーサルデザインの考えを積極的に取り入れ、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」を行政と住民が一体とな

って進めるとともに、多様な文化の継承・発展と豊かな自然環境や生態系との調和等、個性的で魅

力ある都市の実現を目指します。 

 

２）広域的な位置付け 

 大小 32 の島々からなる島しょ地域の八重山圏域は、個々の島々が貴重な野生動植物を含む優れた

自然環境を有しているほか、多種多様な民俗芸能が伝承されるなど、独特の歴史的・文化的環境を

有する多様性に富んだ地域です。 

 また古くから台湾や中国大陸との交流が盛んな地域であり、これまで独自の地域間交流を育んで

きています。 

 島々は、これら多様な魅力を育み相互に補完し合うことによって発展してきており、本区域は八

重山圏域における島々の中心として機能してきました。 

 我が国最南端に位置するこのような多様性に富んだ豊かな八重山（ふくらしゃやいま）の自然環

境、歴史的・文化的特性をいかし、島々と共生する個性ある都市づくりの推進とその環境を次世代

に確実に受け継いでいく地域共同体の醸成と賑わいの創出のため、本区域においては次のような広

域的位置付けを設定します。 

 

 

 

 

３）基本方針 

 

 

 

※「おーりとーり」を感じるまち 

 住民との意見交換の過程で提案された、いたる所で安心できる（「おーりとーり」（歓迎・歓待）を実感できる）空間

を創出するという将来都市像の一つ 
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 本区域においては、ユニバーサルデザインの考えを積極的に取り入れ、すべての人が自らの意思
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有する多様性に富んだ地域です。 

 また古くから台湾や中国大陸との交流が盛んな地域であり、これまで独自の地域間交流を育んで
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 島々は、これら多様な魅力を育み相互に補完し合うことによって発展してきており、本区域は八

重山圏域における島々の中心として機能してきました。 

 我が国最南端に位置するこのような多様性に富んだ豊かな八重山（ふくらしゃやいま）の自然環

境、歴史的・文化的特性をいかし、島々と共生する個性ある都市づくりの推進とその環境を次世代

に確実に受け継いでいく地域共同体の醸成と賑わいの創出のため、本区域においては次のような広
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※「おーりとーり」を感じるまち 

 住民との意見交換の過程で提案された、いたる所で安心できる（「おーりとーり」（歓迎・歓待）を実感できる）空間
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島々文化都市圏・ふくらしゃやいま（豊かな八重山） 

南の島の夢空間の実現 ―「おーりとーり」を感じるまち― 

島々文化都市圏・ふくらしゃやいま（豊かな八重山） 

南の島の夢空間の実現 ―「おーりとーり」を感じるまち― 
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①多様な連携による交流拠点都市づくり 

空港や港湾の機能の整備・拡充を推進し、広域的な人流・物流機能を強化します。 

また、道路網の整備・充実を図り、利便性を高めるとともに、ユニバーサルデザインを導入した

気軽に歩ける生活道路の整備を進めて、快適な交通環境を実現します。 

併せて、下水道や河川等は、水質改善と環境負荷軽減に資する整備を推進します。 

 

②自然環境と共生するコンパクトな都市づくり 

市街地では、用途地域内への住居系、商業・業務系、工業系機能の

集積を図り、効果的・効率的な社会資本整備を進めて、まとまりのあ

るコンパクトな都市の形成を図ります。 

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。 

また、郊外においては、無秩序な市街地拡大の抑制、自然環境の保

全を重視し、緑地や農地、海域を保全するとともに、既存集落での都

市的土地利用の集約化やリゾート開発における環境と調和した土地利用の誘導を図ります。 

さらに、新南ぬ島石垣空港周辺や現旧石垣空港跡地等、土地利用転換が想定される地域について

は、周辺の状況を踏まえつつ、計画的な土地利用を促進します。 

また、地域実情を踏まえ、廃棄物の効率的な処理・抑制を促進し、持続可能な循環型社会の形成

を図り、加えて、環境保全型農業、風力発電、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入を推進

するとともに、マイクログリッド実証実験など、低炭素社会に向けての取り組みを行います。 

 

③賑わいのある回遊都市づくり 

商業機能や流通業務機能の集積と伝統的な住まいが共存する本区域では、小規模改善等による狭

小道路対策を推進し、これらの魅力を活かした快適な居住環境づくりを進めます。 

また、島々を結ぶ拠点である石垣港周辺については、海浜プロムナードなどウォーターフロント

の整備・充実を進め、みなとまちの形成による賑わいの場や、島人と来訪者、高齢者と子ども等、

多様な人々が語り触れ合う空間の創出、良好な景観形成を図るとともに、港と市街地の連続性・回

遊性を重視した都市づくりを促進します。 

 

④安全・安心な暮らしを支える都市づくり 

構造物の耐震化・不燃化を進めるとともに、自然の障壁である緑地やリーフの保全等、自然環境

を活かした都市防災機能の強化を図ります。 

また、災害に強い都市づくりにおいては、構造物の耐震化・不燃化とともに、防災拠点やオープ

ンスペース、避難経路の確保を図り、無電柱化及び津波避難ビルを指定する等、安全・安心の都市

づくりを推進目指します。 

①多様な連携による交流拠点都市づくり 

空港や港湾の整備を推進し、広域的な人流・物流機能を強化します。 

また、道路網の整備・充実を図り、利便性を高めるとともに、ユニバーサルデザインを導入した

気軽に歩ける生活道路の整備を進めて、快適な交通環境を実現します。 

併せて、下水道や河川等は、水質改善と環境負荷軽減に資する整備を推進します。 

 

②自然環境と共生するコンパクトな都市づくり 

市街地では、用途地域内への住居系、商業・業務系、工業系機

能の集積を図り、効果的・効率的な社会資本整備を進めて、まと

まりのあるコンパクトな都市の形成を図ります。 

 

 

 

また、郊外においては、無秩序な市街地拡大の抑制、自然環境

の保全を重視し、緑地や農地、海域を保全するとともに、既存集

落での都市的土地利用の集約化やリゾート開発における環境と調

和した土地利用の誘導を図ります。 

さらに、新石垣空港周辺や現石垣空港跡地等、土地利用転換が想定される地域については、周辺

の状況を踏まえつつ、計画的な土地利用を促進します。 

 

 

 

③賑わいのある回遊都市づくり 

商業機能や流通業務機能の集積と伝統的な住まいが共存する本区域では、小規模改善等による狭

小道路対策を推進し、これらの魅力を活かした快適な居住環境づくりを進めます。 

また、島々を結ぶ拠点である石垣港周辺については、海浜プロムナードなどウォーターフロント

の整備・充実を進め、みなとまちの形成による賑わいの場や、島人と来訪者、高齢者と子ども等、

多様な人々が語り触れ合う空間の創出、良好な景観形成を図るとともに、港と市街地の連続性・回

遊性を重視した都市づくりを促進します。 

 

④安全・安心な暮らしを支える都市づくり 

構造物の耐震化・不燃化を進めるとともに、自然の障壁である緑地やリーフの保全等、自然環境

を活かした都市防災機能の強化を図ります。 

また、防災拠点やオープンスペース、避難経路の確保を図り、安全・安心の都市づくりを推進し

ます。 
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⑤景観資源が息づく心豊かな都市づくり 

本区域では、風致的に優れた自然資源を保全し、それらと調和したリゾート・レクリエーション

の場の形成を進めるとともに、市街地や既存集落の内外では、御嶽林や屋敷林、石垣、赤瓦等、石

垣らしさを醸し出す景観要素を活用し都市環境を創出します。また、街路樹や海岸域の防風防潮林

の保全・育成等による積極的な緑化を推進し、潤いのある都市環境を創出します。地域の緑や景観

地区及びそれらをつなぐ道路等の緑化により、緑のネットワークを形成します。 

さらに、本区域の新たな玄関口となる空港、港湾については、市街地と連続する緑の軸線整備を

進めるなど、積極的な修景整備を行い、良好な環境形成を図ります。 

 

４）将来都市構造 

 島しょ地域である本区域は、石垣港を中心とした市街地が八重山圏域の島々を結ぶ都市拠点とし

て発展してきていることから、将来都市構造を次のとおり想定します。 

 この石垣港から中心市街地を横断する軸を都市の骨格軸として、石垣港周辺の市街地開発等によ

り中心市街地の拠点性をさらに高めるとともに、市街地と新南ぬ島石垣空港を連結する交流（物流）

軸を強化して、八重山圏域内外の広域交流・広域連携を促進します。 

また、石垣新川川を越えた市街地の無秩序な広がりを抑制するとともに、郊外部の雄大な自然が

残る緑地ゾーン、田園景観が広がる既存集落周辺やレクリエーション拠点・リゾート拠点などを有

機的に結びつけ、多様性に富んだ豊かな都市の形成を図ります。

⑤景観資源が息づく心豊かな都市づくり 

本区域では、風致的に優れた自然資源を保全し、それらと調和したリゾート・レクリエーション

の場の形成を進めるとともに、市街地や既存集落の内外では、御嶽林や屋敷林、石垣、赤瓦等、石

垣らしさを醸し出す景観要素を活用し都市環境を創出します。また、街路樹や海岸域の防風防潮林

の保全・育成等による積極的な緑化を推進し、潤いのある都市環境を創出します。 

さらに、本区域の新たな玄関口となる空港、港湾については、市街地と連続する緑の軸線整備を

進めるなど、積極的な修景整備を行い、良好な環境形成を図ります。 

 

 

４）将来都市構造 

 島しょ地域である本区域は、石垣港を中心とした市街地が八重山圏域の島々を結ぶ都市拠点とし

て発展してきていることから、将来都市構造を次のとおり想定します。 

 この石垣港から中心市街地を横断する軸を都市の骨格軸として、石垣港周辺の市街地開発等によ

り中心市街地の拠点性をさらに高めるとともに、市街地と新石垣空港を連結する交流（物流）軸を

強化して、八重山圏域内外の広域交流・広域連携を促進します。 

また、石垣新川川を越えた市街地の無秩序な広がりを抑制するとともに、郊外部の雄大な自然が

残る緑地ゾーン、田園景観が広がる既存集落周辺やレクリエーション拠点・リゾート拠点などを有

機的に結びつけ、多様性に富んだ豊かな都市の形成を図ります。
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将来都市構造附図 
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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 

 本都市計画には区域区分を定めません。 

 

 なお、区域区分を定めないとした根拠は次のとおりです。 

 人口約４万７千人で八重山圏域人口の約９割が居住する本区域の市街地は、地形条件や道路網の

配置により四箇字を中心にコンパクトにまとまっており、また今後もいます。市街地東側の用途白

地地域の開発動向などは、今後とも注視していく必要がありますが、他法令との連携強化を図り、

用途白地地域の建築形態規制や開発行為の許可を要する規模要件の見直し、各地域の市街地像に応

じた用途地域の指定や地区計画の活用、景観法に基づく施策の展開等、総合的なスプロール抑制対

策によって、自然環境と調和する計画的な市街地形成は可能と考えられます。また、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を行います。 

ただし、新石垣空港の建設に伴う現空港跡地等の市街地周辺や用途白地地域の幹線道路沿道の開発

動向は、今後とも注視していく必要があります。 

 

ⅢⅢ  区区域域区区分分のの方方針針  

１．区域区分の有無 

 本都市計画には区域区分を定めません。 

 

 なお、区域区分を定めないとした根拠は次のとおりです。 

 人口約４万５千人で八重山圏域人口の約９割が居住する本区域の市街地は、地形条件や道路網の

配置により四箇字を中心にコンパクトにまとまっており、また今後も他法令との連携強化を図り、

用途白地地域の建築形態規制や開発行為の許可を要する規模要件の見直し、各地域の市街地像に応

じた用途地域の指定や地区計画の活用、景観法に基づく施策の展開等、総合的なスプロール抑制対

策によって、自然環境と調和する計画的な市街地形成は可能と考えられます。 

 ただし、新石垣空港の建設に伴う現空港跡地等の市街地周辺や用途白地地域の幹線道路沿道の開

発動向は、今後とも注視していく必要があります。 
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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 

 八重山圏域の中心都市である石垣市の人口は増加傾向にあり、これまで四箇字を中心にコンパク

トにまとまってきた市街地は、用途地域に隣接・近接する用途白地地域にも拡大しつつあります。 

 そのため、中心市街地や既成市街地には、居住環境の改善を図って住宅地を配置するとともに、

人口増加に対応した面的整備が進められている登野城地区にも新たな住宅地を配置します。 

 また、用途地域周辺では、無秩序な市街化を抑制する各種施策を展開するとともに、市街地像を

明確にして計画的に住宅地を配置します。 

 

② 商業地 

 石垣市は、公設市場や「あやぱにモールユーグレナモール」を中心に商業地が集積しており、八

重山圏域の購買需要と観光に対応する重要な役割を担っています。 

 一方、近年は、用途地域周辺において大型商業施設の立地が顕著であることから、無秩序な市街

化の進行が想定されを促進し、中心市街地における活力維持への影響が懸念されます。 

 そのため、中心市街地内に集積する商業地一帯を従来通り中心商業地として位置付け市街地活性

化に資する各種事業等を活用し、歩行環境の改善や観光に資する伝統的景観要素の維持によって、

回遊性のある魅力的な商業地の形成を図ります。 

            

③工業地 

 石垣港背後地については、基盤整備に伴い工業立地が進んでおり、今後、新港地区への機能の一

部移転と併せ、相互に連携する適切な工業地配置によって、工業活動のさらなる活性化を図る必要

があります。 

 そのため、石垣港背後地は、工業地として良好な生産環境の維持・増進を図るとともに、港湾関

連用地や危険物取扱施設用地等が位置付けられた新港地区についても、適宜工業地を配置し、関連

する工業施設の立地を誘導します。 

 

④流通業務地 

 流通業務地は、石垣港及びその背後地の埋立市街地に集積しており、今後も石垣港新港地区の整

備など流通業務地としての機能拡充に努めます。

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 

 八重山圏域の中心都市である石垣市の人口は増加傾向にあり、これまで四箇字を中心にコンパク

トにまとまってきた市街地は、用途地域に隣接・近接する用途白地地域にも拡大しつつあります。 

 そのため、中心市街地や既成市街地には、居住環境の改善を図って住宅地を配置するとともに、

人口増加に対応した面的整備が進められている登野城地区にも新たな住宅地を配置します。 

 また、用途地域周辺では、無秩序な市街化を抑制する各種施策を展開するとともに、市街地像を

明確にして計画的に住宅地を配置します。 

 

②商業地 

 石垣市は、公設市場や「あやぱにモール」を中心に商業地が集積しており、八重山圏域の購買需

要と観光に対応する重要な役割を担っています。 

 一方、近年は、用途地域周辺において大型商業施設の立地が顕著であることから、無秩序な市街

化を促進し、中心市街地における活力維持への影響が懸念されます。 

 そのため、中心市街地内に集積する商業地一帯を従来通り中心商業地として位置付け市街地活性

化に資する各種事業等を活用し、歩行環境の改善や観光に資する伝統的景観要素の維持によって、

回遊性のある魅力的な商業地の形成を図ります。 

            

③工業地 

 石垣港背後地については、基盤整備に伴い工業立地が進んでおり、今後、新港地区への機能の一

部移転と併せ、相互に連携する適切な工業地配置によって、工業活動のさらなる活性化を図る必要

があります。 

 そのため、石垣港背後地は、工業地として良好な生産環境の維持・増進を図るとともに、港湾関

連用地や危険物取扱施設用地等が位置付けられた新港地区についても、適宜工業地を配置し、関連

する工業施設の立地を誘導します。 

 

④流通業務地 

 流通業務地は、石垣港及びその背後地の埋立市街地に集積しており、今後も石垣港新港地区の整

備など流通業務地としての機能拡充に努めます。 

 

 

緑と海の白浜が暮らしと共生する南国らしい土地利用 緑と海の白浜が暮らしと共生する南国らしい土地利用 
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２）土地利用の方針 

①土地の高度利用に関する方針 

 本区域の中心地である石垣市役所美崎町周辺一帯については、商業・業務機能をはじめとする各

種都市機能の集積を図るとともに、公共施設等の跡地利用の検討や未利用地の有効活用等により、

土地の高度利用を図ります。 

 

②用途転換、用途純化または用途の複合化に関する方針 

 用途地域内北側に位置する準工業地域については、大規模な工場跡地等において市街地が形成さ

れつつある地区であり、未だ農業的土地利用などの土地利用の混在が見られることから、都市計画

道路の整備状況を踏まえながら、用途地域の変更も含めて良好な市街地の形成に向けて土地利用の

純化を図ります。 

 また、市街地像が明らかな新たな埋立地については、用途地域及び臨港地区の指定を促進します。 

 

③居住環境の改善又は維持に関する方針 

地区計画等を活用して、市街地内では、景観法に基づく景観計画である「石垣市風景計画」や地

区計画等を活用して、身近な緑化を推進し、高齢者等に配慮した良質な住環境の形成を促進すると

ともに、特に、かつての四箇字などを含む既成市街地では、交通利便性の確保を図りつつ、美しい

集落景観の維持に努めます。 

 また、面的整備により新市街地形成が進む地区についてはも同様に、石垣市風景計画景観地区や

地区計画等を活用して、石垣らしさを創出する赤瓦や屋敷林をの設置を促進するなど景観の統一化

を図るとともに、良好な居住環境の形成を図ります。 

 

④都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

 御嶽林や屋敷林、ツンマーセーといった市街地に残る貴重な緑については、積極的な保全に努め

るとともに、景観地区「石垣市風景計画」や地区計画等を活用して、赤瓦や石垣などの伝統的たた

ずまいの維持に努めます。 

 また、貴重な親水空間・水辺緑地である市街地内の石垣新川川については、多自然川づくりを進

めて、親水性の確保と自然の復元や創出を図ります。 

※集落の主要な出入口に設けられた石積みの台のこと。その中には、ガジュマルやアコウ木等が植えられています。 

 

⑤優良な農地との健全な調和に関する方針 

 市街地周辺には、水稲やさとうきび等の生産性向上に寄与する農業基盤整備が進められた優良農

地が広がり、良好な田園景観を形成していることから、赤土流出防止対策等の環境対策を徹底する

とともに、今後も農地としての保全に努めます。 

 

⑥災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

 海岸線の緑地については、無秩序な開発を抑制し、防風林・防潮林としての機能を守るとともに、

郊外の農地や自然緑地については、津波、火災等、大規模災害時における避難地として重要であり、

市街化を抑制します。 

２）土地利用の方針 

①土地の高度利用に関する方針 

 本区域の中心地である石垣市役所周辺一帯については、商業・業務機能をはじめとする各種都市

機能の集積を図るとともに、公共施設等の跡地利用の検討や未利用地の有効活用等により、土地の

高度利用を図ります。 

 

②用途転換、用途純化または用途の複合化に関する方針 

 用途地域内北側に位置する準工業地域については、大規模な工場跡地等において市街地が形成さ

れつつある地区であり、未だ農業的土地利用などの土地利用の混在が見られることから、都市計画

道路の整備状況を踏まえながら、用途地域の変更も含めて良好な市街地の形成に向けて土地利用の

純化を図ります。 

 また、市街地像が明らかな新たな埋立地については、用途地域及び臨港地区の指定を促進します。 

 

③居住環境の改善又は維持に関する方針 

 地区計画等を活用して、市街地内では、身近な緑化を推進し、高齢者等に配慮した良質な住環境

の形成を促進するとともに、特に、かつての四箇字などを含む既成市街地では、交通利便性の確保

を図りつつ、美しい集落景観の維持に努めます。 

 また、面的整備により新市街地形成が進む地区については、景観地区や地区計画等を活用して、

石垣らしさを創出する赤瓦や屋敷林を設置するなど景観の統一化を図るとともに、良好な居住環境

の形成を図ります。 

 

④都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

 御嶽林や屋敷林、ツンマーセー※といった市街地に残る貴重な緑については、積極的な保全に努

めるとともに、景観地区や地区計画等を活用して、赤瓦や石垣などの伝統的たたずまいの維持に努

めます。 

 また、貴重な親水空間・水辺緑地である市街地内の石垣新川川については、多自然型川づくりを

進めて、親水性の確保と自然の復元や創出を図ります。 

※集落の主要な出入口に設けられた石積みの台のこと。その中には、ガジュマルやアコー木等を植えられています。 

 

 

⑤優良な農地との健全な調和に関する方針 

 市街地周辺には、水稲やさとうきび等の生産性向上に寄与する農業基盤整備が進められた優良農

地が広がり、良好な田園景観を形成していることから、赤土流出防止対策等の環境対策を徹底する

とともに、今後も農地としての保全に努めます。 

 

⑥災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

 海岸線の緑地については、無秩序な開発を抑制し、防風林・防潮林としての機能を守るとともに、

郊外の農地や自然緑地については、津波、火災等、大規模災害時における避難地として重要であり、

市街化を抑制します。 
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⑦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 

 本区域の緑の骨格として重要なバンナ岳一帯や貴重な生態系が存在する宮良川河口付近等におい

ては、風致地区や緑地保全地域等の指定による緑の保全と育成と必要に応じた再生や適正利用に努

めるとともに、サンゴ礁が発達している海岸域と世界的にも重要な湿地である名蔵のアンパル干潟

についても、積極的な保全、必要に応じた再生や適正利用に努めます。また、自然的・歴史的環境

として重要なフルスト原遺跡一帯については、公園化の検討を進めます。 

「石垣島全域及び島を取りまくリーフを含む」区域が景観計画区域に指定されており、今後は景観

計画に基づき良好な自然的景観の保全に努めるため、景観地区の指定等を検討します。 

 

⑧計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

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

い率、容積率等の建築形態規制の見直しを必要に応じて検討します。併せて、地区計画の活用、特

定用途制限地域の指定など適切な対応により市街地の無秩序な外延化を抑制します。特に、南大浜

地区などの用途地域に隣接・近接する区域や石垣空港線沿道などについては、市街地像に応じた用

途地域の指定、地区計画の導入を検討し、計画的な市街化に努めます。また、既存集落については、

良好な集落環境を維持するため、景観地区や地区計画等の導入等を促進します。 

 さらに、新南ぬ島石垣空港周辺やリゾート開発地においては、自然環境と調和した良好な景観形

成に努め、適正な土地利用を誘導します。 

また、現旧石垣空港跡地については、周辺土地利用の状況を踏まえつつ、跡地利用計画の策定を

促進します。

⑦自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

 本区域の緑の骨格として重要なバンナ岳一帯や貴重な生態系が存在する宮良川河口付近等におい

ては、風致地区や緑地保全地域等の指定による緑の保全と育成に努めるとともに、サンゴ礁が発達

している海岸域と世界的にも重要な湿地である名蔵のアンパル干潟についても、積極的な保全に努

めます。また、自然的・歴史的環境として重要なフルスト原遺跡一帯については、公園化の検討を

進めます。 

「石垣島全域及び島を取りまくリーフを含む」区域が景観計画区域に指定されており、今後は景

観計画に基づき良好な自然的景観の保全に努めるため、景観地区の指定等を検討します。 

 

⑧計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

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

い率、容積率等の建築形態規制の見直しを必要に応じて検討します。併せて、地区計画の活用、特

定用途制限地域の指定など適切な対応により市街地の無秩序な外延化を抑制します。特に、用途地

域に隣接・近接する区域については、市街地像に応じた用途地域の指定、地区計画の導入を検討し、

計画的な市街化に努めます。また、既存集落については、良好な集落環境を維持するため、景観地

区や地区計画等の導入等を促進します。 

 さらに、新石垣空港周辺やリゾート開発地においては、自然環境と調和した良好な景観形成に努

め、適正な土地利用を誘導します。  

また、現石垣空港跡地については、周辺土地利用の状況を踏まえつつ、跡地利用計画の策定を促

進します。 
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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 

 

 

 

市街地においては、幹線道路と補助幹線道路、生活道路を効果的に結ぶ都市計画道路の整備を推

進します。また、石垣港や中心市街地と新南ぬ島石垣空港、既成市街地と既存集落、リゾート等を

連結する幹線及び補助幹線道路の整備を推進し、都市内の主要な地点間の近接性の向上に努めると

ともに、道の駅などの利便施設の整備、あらゆる人に対応するサイン整備などに努め、観光地とし

ての魅力向上を図ります。 

 そして、歩車分離や段差の解消等、ユニバーサルデザインを推進し、歩きやすく利用しやすい交

通施設整備を促進するとともに、自転車利用を促進する交通施設整備に努め、併せて、沿道の動植

物や景観に配慮した道づくり（エコロード）を進めます。 

 さらに、八重山圏域や周辺離島、本島及び国内外を結ぶ交流・物流拠点として、新石垣空港や石

垣港新港地区の整備を推進します。また、新南ぬ島石垣空港は、「アジア・ゲートウェイ構想」に

おける国際空港ネットワークの拡充の一翼を担う地方空港として、その実現に向けた取り組みを進

めます。 

 なお、交通施設の整備に際しては、赤土流出防止策等の環境保全に配慮しつつ、透水性・低騒音

舗装やリサイクル材を使用した舗装の採用など、自然環境への負荷を軽減し、環境にやさしい施設

整備に努めます。 

 

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、市街地の計画的整備を考慮し、

6.8km/km2（平成 25 年度現在 5.8km/km2）として基本方針に基づく着実な整備を推進します。 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

区域内の道路網の充実のため、補助幹線道路として、大浜富野線、石垣港伊原間線、新川白保線

の整備及び平野伊原間線等の拡幅整備を推進するとともに、周遊性を高め、観光に寄与する道路と

しての川平高屋線や市街地と南ぬ島石垣空港を円滑に連結する新石垣空港アクセス道路石垣空港線

の整備を推進します。 

 また、狭隘な市街地内生活道路は、歴史的な集落景観を残しつつ、主要な生活道路との連結や交

通規制等による交通環境改善に努めます。

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 

 

 

 

 市街地においては、幹線道路と補助幹線道路、生活道路を効果的に結ぶ都市計画道路の整備を推

進します。また、石垣港や中心市街地と新石垣空港、既成市街地と既存集落、リゾート等を連結す

る幹線及び補助幹線道路の整備を推進し、都市内の主要な地点間の近接性の向上に努めるとともに、

道の駅などの利便施設の整備、あらゆる人に対応するサイン整備などに努め、観光地としての魅力

向上を図ります。 

 そして、歩車分離や段差の解消等、ユニバーサルデザインを推進し、歩きやすく利用しやすい交

通施設整備を促進するとともに、自転車利用を促進する交通施設整備に努め、併せて、沿道の動植

物や景観に配慮した道づくり（エコロード）を進めます。 

 さらに、八重山圏域や周辺離島、本島及び国内外を結ぶ交流・物流拠点として、新石垣空港や石

垣港新港地区の整備を推進します。また、新石垣空港は、「アジア・ゲートウェイ構想」における

国際空港ネットワークの拡充の一翼を担う地方空港として、その実現に向けた取り組みを進めます。 

 なお、交通施設の整備に際しては、赤土流出防止策等の環境保全に配慮しつつ、透水性・低騒音

舗装やリサイクル材を使用した舗装の採用など、自然環境への負荷を軽減し、環境にやさしい施設

整備に努めます。 

 

 

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、市街地の計画的整備を考慮し、

6.8km/km2（平成 17 年度現在 5.6km/km2）として基本方針に基づく着実な整備を推進します。 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

区域内の道路網の充実のため、補助幹線道路として、大浜富野線、石垣港伊原間線、新川白保線

の整備及び平野伊原間線等の拡幅整備を推進するとともに、周遊性を高め、観光に寄与する道路と

しての川平高屋線や市街地と空港を円滑に連結する新石垣空港アクセス道路の整備を推進します。 

 また、狭隘な市街地内生活道路は、歴史的な集落景観を残しつつ、主要な生活道路との連結や交

通規制等による交通環境改善に努めます。 

 

 

明快で快適でやさしい交通施設 明快で快適でやさしい交通施設 
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②港湾 

観光拠点及び八重山圏域の交流拠点として、石垣港離島旅客ターミナル周辺整備や離島旅客船・

観光船バース等の整備を図るとともに、市街地と港湾の一体的整備による利便性の向上に努めます。 

また、石垣港登野城地区・美崎町地区では、浮桟橋を整備するとともに、石垣港新港地区では、

国際旅客船ターミナル施設の整備に加え、緑地空間、人工ビーチや小型船船溜まり等の整備を図り、

豊かな自然環境を活用して「美しい海やサンゴ礁と共生する港」を基本に快適な港湾リゾート空間

の形成を図ります。大型船の寄港や物流機能の充実に資する整備を促進します。 

 

③空港 

 増大する航空需要に対応し、運航制限の解消と安定運航の確保等を図るため、新石垣空港の早期

整備に努めます。 

 島民の重要な足である南ぬ島石垣空港の機能維持および国内外との広域交流拠点として、国際線

の受け入れ機能を強化するほか、国内外への路線拡充に向けた取り組みを図ります。 

 

４）主要な施設の整備目標 

 おおむね 10 年以内の主要事業を次のとおり想定します。 

種 別 名  称 

道 路 
大浜富野線、石垣空港線新石垣空港アクセス道路、石垣港伊原間

線、平野伊原間線、新川白保線、川平高屋線 

港 湾 石垣港（浜崎町地区、登野城地区、美崎町地区、新港地区） 

空 港 新石垣空港 

 

②港湾 

観光拠点及び八重山圏域の交流拠点として、石垣港離島旅客ターミナル周辺整備や離島旅客船・

観光船バース等の整備を図るとともに、市街地と港湾の一体的整備による利便性の向上に努めます。 

また、石垣港登野城地区・美崎町地区では、浮桟橋を整備するとともに、石垣港新港地区では、

大型船の寄港や物流機能の充実に資する整備を促進します。 

 

 

 

③空港 

 増大する航空需要に対応し、運航制限の解消と安定運航の確保等を図るため、新石垣空港の早期

整備に努めます。 

 

 

 

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 
大浜富野線、石垣港伊原間線、平野伊原間線、新川白保線、新石

垣空港アクセス道路 

港 湾 石垣港（浜崎町地区、登野城地区、美崎町地区、新港地区） 

空 港 新石垣空港 
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（２）下水道及び河川に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

①下水道 

 公共下水道の整備が遅れている本区域では、その整備を推進し、普及率の向上に努めるとともに、

新市街地形成と一体的に整備を図るために下水道区域の拡大を検討します。 

 また、郊外の既存集落においては、特定環境保全公共下水道（自然保護下水道）、農業集落排水

施設、合併処理浄化槽等の併用による汚水処理施設の整備を推進し、集落環境や自然環境の保全に

努めます。 

 

②河川 

 河川については、耕土の流出や生活排水等による水質悪化に対処するため、総合的な河川浄化対

策を促進します。また、生物の生息・生育環境の保全・再生に努め、地域住民の意見を反映した多

自然川づくりに努めます。 

 

２）整備水準の目標 

①下水道 

 おおむね 20 年後の公共下水道の整備目標は、次のとおりです。 

年次 
平成22年 

（現況） 

平成40年 

（目標） 

処理対象人口（千人） 13 33 

普及率（％） 27 66 

資料：庁内資料 

 

③ 河川 

 本区域内の二級河川（４河川、整備に必要な延長約 17km）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（％） 51 65 

資料：庁内資料 

 

３）主要な施設の整備目標 

 おおむね 10 年以内の主要事業を次のとおり想定します。 

種  別 名  称 

下水道 
八島町汚水中継ポンプ場※ 

ポンプ場及び管渠の改築 

河川 石垣新川川、名蔵川、宮良川、底原川 

※平成 28年 9月運転開始予定 

（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 

 公共下水道の整備が遅れている本区域では、その整備を推進し、普及率の向上に努めるとともに、

新市街地形成と一体的に整備を図るために下水道区域の拡大を検討します。 

 また、郊外の既存集落においては、特定環境保全公共下水道（自然保護下水道）、農業集落排水

施設、合併処理浄化槽等の併用による汚水処理施設の整備を推進し、集落環境や自然環境の保全に

努めます。 

 

②河川 

 河川については、耕土の流出や生活排水等による水質悪化に対処するため、総合的な河川浄化対

策を促進します。また、生物の生息・生育環境の保全・再生に努め、地域住民の意見を反映した多

自然川づくりに努めます。 

 

２）整備水準の目標 

①下水道 

 おおむね 20 年後の公共下水道の整備目標は、次のとおりです。 

年次 
平成17年 

（現況） 

平成37年 

（目標） 

処理対象人口（千人） 9.4 43.3 
 

普及率（％） 20.0 82.4 

資料：庁内資料 

②河川 

 本区域内の二級河川（４河川、整備に必要な延長約 18km）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（％） 42.5 58 

資料：庁内資料 

 

 

３）主要な施設の整備目標 

 おおむね 10 年以内の主要事業を次のとおり想定します。 

種  別 名  称 

下水道 八島町汚水中継ポンプ場 

河川 石垣新川川、名蔵川、宮良川、底原川 
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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、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、ゴミ廃棄物の排出抑制、リサイクル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 

 

 

 

 定住条件環境の整備を図るため、歴史的景観要素に配慮した既成市街地の質的向上を図るととも

に、道路整備に併せた老朽住宅の更新や老朽化した公共公益施設等の建替え・改善等を推進し、魅

力ある中心市街地の形成に努めます。 

 土地区画整理事業が進められている新市街地登野城地区については、歴史的景観の残る地域との

連続性に配慮し、地区計画の導入等により一体的な景観形成に努めるなど、良好な市街地形成を促

進します。 

 また、ユニバーサルデザインによるコミュニティ道路の整備や電線類の地中化無電柱化、空地等

を有効利用した駐車場整備やポケットパークの整備など、ハード・ソフト施策の連携による歩行者

環境の改善を図るとともに、自転車を利用しやすい環境の整備や駐輪場等周辺施設の整備に努め、

すべての人にやさしい都市づくりを推進します。 

 石垣港の整備にあたっては、離島旅客ターミナル周辺の整備を図るなど賑わいウォーターフロン

ト空間の創出を行うとともに、背後市街地と一体的な利用が図られる市街地開発事業を推進し、港

と市街地の回遊性・連続性の向上を図ります。 

 このような市街地整備に併せて、ＳＯＨＯ（スモールオフィス・ホームオフィス）等職住近接の

実現や産業振興に資する高度情報通信インフラの整備に努めます。 

（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、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、ゴミの排出抑制、リサイクル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 

 

 

 

 定住条件の整備を図るため、歴史的景観要素に配慮した既成市街地の質的向上を図るとともに、

道路整備に併せた老朽住宅の更新や老朽化した公共公益施設等の建替え・改善等を推進し、魅力あ

る中心市街地の形成に努めます。 

 土地区画整理事業が進められている新市街地については、歴史的景観の残る地域との連続性に配

慮し、地区計画の導入等により一体的な景観形成に努めるなど、良好な市街地形成を促進します。 

 また、ユニバーサルデザインによるコミュニティ道路の整備や電線類の地中化、空地等を有効利

用した駐車場整備やポケットパークの整備など、ハード・ソフト施策の連携による歩行者環境の改

善を図るとともに、自転車を利用しやすい環境の整備や駐輪場等周辺施設の整備に努め、すべての

人にやさしい都市づくりを推進します。 

 石垣港の整備にあたっては、離島旅客ターミナル周辺整備を図るなど賑わいウォーターフロント

空間の創出を行うとともに、背後市街地と一体的な利用が図られる市街地開発事業を推進し、港と

市街地の回遊性・連続性の向上を図ります。 

 このような市街地整備に併せて、ＳＯＨＯ（スモールオフィス・ホームオフィス）等、職住近接

の実現や体験・滞在型観光をはじめとする産業振興に資する高度情報通信インフラの整備に努めま

す。 

 

緑かおり、ゆとりを感じる市街地整備 緑かおり、ゆとりを感じる市街地整備 
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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。 

事業名 地区名 面積（ha） 施行者 備考 

土地区画整理事業 登野城 60.3 石垣市 施行中 

市街地開発事業 石垣港登野城地区 7.2 〃 
計画 

（港湾事業) 

都市再生整備計画 

に基づく各種事業 
中心市街地地区 107.0※ 石垣市等 施行中 

未定 旧石垣空港跡地 未定 未定 未定 

※都市再生整備計画区域面積 

 

 

４．都市環境に関する主要な都市計画の決定の方針 

（１）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 

 

 

 本区域は、島の南部に位置する市街地と、象徴的な存在のバンナ岳、中央部の県内最高峰於茂登

岳の山地森林地帯、名蔵川、宮良川の水系を擁する河口湿地アンパル及び宮良のマングローブ林な

ど、豊かな自然環境で構成されています。また、北海岸川平湾一帯や東海岸白保～平久保崎にかけ

ては、サンゴ礁が発達した本県を代表する海岸景勝地帯で、良好な景観を擁する区域です。 

 一方、港を中心に形成された市街地は、近年、緑地を残す範囲と埋立地へ拡大しつつあるため、

市街地の外縁から背後にかけての緑地環境を整え、前面の広大な埋立地を緑地化するとともに、景

観性を強調した圏域環境の形成を進めていく必要があります。 

 このようなことから、次のような都市環境の形成を図ります。 

 ・市街地を囲む丘の緑の充実と港の緑の形成 

 ・山と入り江と岬が織りなす豊かな自然の保全 

 ・山裾の広がりとサンゴ礁が縁取る良好な景観の充実 

 

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 

804 ha 52％ 

 

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。 

事業名 地区名 面積（ha） 施行者 備考 

土地区画整理事業 登野城 60.3 石垣市 施行中 

市街地開発事業 石垣港登野城地区 7.2 〃 
計画 

（港湾事業) 

都市再生整備計画 

に基づく各種事業 
中心市街地地区 107.0※ 石垣市等 施行中 

※都市再生整備計画区域面積 

 

 

 

 

４．都市環境に関する主要な都市計画の決定の方針 

（１）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 

 

 

 本区域は、島の南部に位置する市街地と、象徴的な存在のバンナ岳、中央部の県内最高峰於茂登

岳の山地森林地帯、名蔵川、宮良川の水系を擁する河口湿地アンパル及び宮良のマングローブ林な

ど、豊かな自然環境で構成されています。また、北海岸川平湾一帯や東海岸白保～平久保崎にかけ

ては、サンゴ礁が発達した本県を代表する海岸景勝地帯で、良好な景観を擁する区域です。 

 一方、港を中心に形成された市街地は、近年、緑地を残す範囲と埋立地へ拡大しつつあるため、

市街地の外縁から背後にかけての緑地環境を整え、前面の広大な埋立地を緑地化するとともに、景

観性を強調した圏域環境の形成を進めていく必要があります。 

 このようなことから、次のような都市環境の形成を図ります。 

 ・市街地を囲む丘の緑の充実と港の緑の形成 

 ・山と入り江と岬が織りなす豊かな自然の保全 

 ・山裾の広がりとサンゴ礁が縁取る良好な景観の充実 

 

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 

858 ha 51.9％ 

 

自然を愛し、自然と共に活きる都市（美ら島）環境 自然を愛し、自然と共に活きる都市（美ら島）環境 
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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 237ha 494 ha 

都市計画区域人口1人当たりの

整備面積 
50.60㎡／人 94.00㎡／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 

 本区域の貴重で豊かな自然環境を維持するため、亜熱帯地域の優れた自然環境を有する石垣島の

北部を中心とした区域（約 7,121ha）が西表石垣国立公園区域に編入されました。 

 こうした動向も踏まえて、バンナ岳から前勢岳の山塊、西側海岸部冨崎の台地、於茂登岳や野底

周辺につながる山地に成立している亜熱帯の多様な生態系を保全するとともに、屋良部半島や平久

保半島の特徴的な緑地等の保全を図ります。 

 また、川平湾及び東側海岸から平久保半島に至る海域のサンゴ礁、名蔵川や宮良川沿いに分布す

る緑地等、水系流域についても生態系基盤として保全していくとともに、赤土等の流出防止対策に

努めます。 

 さらに、歴史や文化に触れる緑地としてフルスト原遺跡、アラスク村遺跡や川平貝塚等、史跡・

遺構と一体的な緑を保全・活用するとともに、御嶽林等の保全・修復を進めます。 

 

②レクリエーション系統 

 観光・レクリエーション機能の向上に資するため、バンナ岳・前勢岳周辺一帯については自然を

活かしたレクリエーション拠点として位置付けるとともに、コースタルリゾート地区や川平リゾー

ト周辺については緑化の充実を図ります。 

 

③防災系統 

 石垣市中央運動公園を市街地における広域的な防災拠点として位置付け、緑化など必要な整備と

海岸緑地や防風防潮林の保全・育成を図るとともに、埋立地についても積極的な緑化を進め、海か

らの環境圧の軽減に努めます。 

 

④景観形成系統 

 バンナ岳から前勢岳の山岳景観をはじめ、川平湾等の湾内景観や名蔵アンパル等の湿地景観、白

保海岸から平久保半島にかけての海岸景観等の保全を図るとともに、主要な丘陵等については景観

維持と修景整備により眺望点としての利活用を進めます。 

 また、石垣都市圏の玄関口となる石垣港一帯や新南ぬ島石垣空港周辺については、駐車場の緑被

化や緑陰樹の充実、歩行空間の緑化による景観形成を推進し、現旧石垣空港から用途地域外縁部に

至る地域については、市街地の緩衝帯として緑化の充実に努めます。 

「石垣島全域及び島を取りまくリーフを含む」区域が景観計画区域に指定されており、今後は景観

計画に基づき良好な自然的景観の保全に努めるため、景観地区の指定等を促進します。 

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 110.2 ha 494.1 ha 

都市計画区域人口1人当たりの

整備面積 
24.4 ㎡／人 94.0㎡／人 

資料：沖縄の都市公園（平成 18 年 3 月） 

 

３）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統 

 本区域の貴重で豊かな自然環境を維持するため、亜熱帯地域の優れた自然環境を有する石垣島の

北部を中心とした区域（約 7,022ha）が西表石垣国立公園区域に編入されました。 

 こうした動向も踏まえて、バンナ岳から前勢岳の山塊、西側海岸部冨崎の台地、於茂登岳や野底

周辺につながる山地に成立している亜熱帯の多様な生態系を保全するとともに、屋良部半島や平久

保半島の特徴的な緑地等の保全を図ります。 

 また、川平湾及び東側海岸から平久保半島に至る海域のサンゴ礁、名蔵川や宮良川沿いに分布す

る緑地等、水系流域についても生態系基盤として保全していくとともに、赤土等の流出防止対策に

努めます。 

 さらに、歴史や文化に触れる緑地としてフルスト原遺跡、アラスク村遺跡や川平貝塚等、史跡・

遺構と一体的な緑を保全・活用するとともに、御嶽林等の保全・修復を進めます。 

 

②レクリエーション系統 

 観光・レクリエーション機能の向上に資するため、バンナ岳・前勢岳周辺一帯については自然を

活かしたレクリエーション拠点として位置付けるとともに、コースタルリゾート地区や川平リゾー

ト周辺については緑化の充実を図ります。 

 

③防災系統 

 石垣市中央運動公園を市街地における広域的な防災拠点として位置付け、緑化など必要な整備と

海岸緑地や防風防潮林の保全・育成を図るとともに、埋立地についても積極的な緑化を進め、海か

らの環境圧の軽減に努めます。 

 

④景観形成系統 

 バンナ岳から前勢岳の山岳景観をはじめ、川平湾等の湾内景観や名蔵アンパル等の湿地景観、白

保海岸から平久保半島にかけての海岸景観等の保全を図るとともに、主要な丘陵等については景観

維持と修景整備により眺望点としての利活用を進めます。 

 また、石垣都市圏の玄関口となる石垣港一帯や新石垣空港周辺については、駐車場の緑被化や緑

陰樹の充実、歩行空間の緑化による景観形成を推進し、現石垣空港から用途地域外縁部に至る地域

については、市街地の緩衝帯として緑化の充実に努めます。 

 「石垣島全域及び島を取りまくリーフを含む」区域が景観計画区域に指定されており、今後は景

観計画に基づき良好な自然的景観の保全に努めるため、景観地区の指定等を促進します。 
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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 配置の方針 平成22年 平成32年 

住区基幹公園 
住民一人あたり１㎡の街区公園、１㎡

以上の地区公園の配置に努めます。 1.22㎡／人 3.03㎡／人 

都市基幹公園 
計画公園の供用の促進と整備を図り

ます。 
3.86㎡／人 6.33㎡／人 

広域公園 

川平風致公園の供用面積の拡大を進

め、自然利用と景観探訪拠点としての

機能の充実を図ります。 

44.44㎡／人 44.76㎡／人 

その他の公園緑地 

(都市基幹公園) 

国指定フルスト原遺跡を中心とする

一帯の公園化を検討します。 
1.07㎡／人 19.51㎡／人 

合  計  50.59㎡／人 73.63㎡／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 配置の方針 平成22年 平成32年 

条例緑地 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

用途地域に近接してスプロールの進

む地域については、既存緑地の確保を

図り、条例の適用あるいは新規制度に

期待して条例緑地の指定、または緑地

保全地域の指定を検討します。 

0 ha 20.0ha 

風致地区 

市街地の外周部環境緑地帯の形成を

図り、景観効果の高い範囲に新規の指

定を検討します。 

0 ha 50.0ha 

その他の 

地域制緑地 

現行の天然記念物、保安林の維持・充

実と鳥獣保護区の保全の強化などを

進めます。 
7,292.0 ha 7,292.0 ha 

合  計  7,292.0 ha 7,362.0ha 

※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）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 配置の方針 平成17年 平成27年 

住区基幹公園 
住民一人あたり１㎡の街区公園、１㎡

以上の地区公園の配置に努めます。 0.93㎡／人 3.03㎡／人 

都市基幹公園 
計画公園の供用の促進と整備を図り

ます。 
4.01㎡／人 6.33㎡／人 

広域公園 

バンナ公園の供用面積の拡大を進め、

自然利用と景観探訪拠点としての機

能の充実を図ります。 

18.36㎡／人 44.76㎡／人 

その他の公園緑地 

(都市基幹公園) 

国指定フルスト原遺跡を中心とする

一帯の公園化を検討します。 
1.11㎡／人 19.51㎡／人 

合  計  24.4㎡／人 73.6㎡／人 

資料：沖縄の都市公園 

 

■風致地区・緑地保全地域等の指定の方針 

種  別 配置の方針 平成17年 平成27年 

条例緑地 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

用途地域に近接してスプロールの進

む地域については、既存緑地の確保を

図り、条例の適用あるいは新規制度に

期待して条例緑地の指定、または緑地

保全地域の指定を検討します。 

0 ha 13.3 ha 

風致地区 

市街地の外周部環境緑地帯の形成を

図り、景観効果の高い範囲に新規の指

定を検討します。 

0 ha 33.3 ha 

その他の 

地域制緑地 

現行の天然記念物、保安林の維持・充

実と鳥獣保護区の保全の強化などを

進めます。 
7,292.0 ha 7,292.0 ha 

合  計  7,292 ha 7,339 ha 

 ※端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない。 
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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 

 バンナ公園川平風致公園は、おおむね 10 年以内の整備を図ります。 

 また、フルスト原遺跡の都市公園指定並びに整備を図ります。 

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 

 前勢岳～バンナ岳～宮良川河口の緑地の保全を図るため、段階的に地域制緑地を導入します。 

 

（２）景観形成に関する方針 

１）基本方針 

 本区域においては、まとまった自然緑地や水系、伝統的な街並み等によって独自の都市景観を創

出してきた一方、廃自動車等の不法投棄や墓地の散在等の良好な景観を阻害する要因が顕在化して

います。 

 そのため、自然緑地や水系を積極的に保全・育成するとともに不法投棄やごみの散乱防止対策を

徹底した循環型社会の構築に努めます。 

 中心市街地においては、その活性化に資するよう市街地と一体化したオープンスペースの確保や

タウンカラーの導入を図り、魅力ある都市景観形成に努めるとともに、石垣港や新南ぬ島石垣空港

については、新たな玄関口にふさわしく周辺環境と一体的で良好な景観形成に努めます。 

 また既成市街地や既存集落においては、御嶽林をはじめ、屋敷林や石垣、赤瓦等、石垣らしい伝

統的景観要素の保全・育成再生に取り組み、良好な建物の意匠・形態等を維持していくとともに、

統一したまち並み形成を図るため、石垣市風景計画及び地区計画等によるり都市景観の連続性の確

保に努めます。 

本区域においては、「石垣島全域及び島を取りまくリーフを含む」区域が景観計画区域に指定さ

れており、今後は景観計画に基づきも良好な自然的景観や集落景観の保全や良好な市街地景観の創

出を図るため、景観地区の指定等、景観石垣市風景計画に基づく施策の展開を促進します。 

 さらに墓地の整備にあたっては、周辺地域の土地利用や自然環境との調和に配慮しつつ可能な限

り集約化を図り、良好な景観形成に努めます。 

 

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 

 バンナ公園は、おおむね 10 年以内の整備を図ります。 

 また、フルスト原遺跡の都市公園指定並びに整備を図ります。 

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 

 前勢岳～バンナ岳～宮良川河口の緑地の保全を図るため、段階的に地域制緑地を導入します。 

 

（２）景観形成に関する方針 

１）基本方針 

 本区域においては、まとまった自然緑地や水系、伝統的な街並み等によって独自の都市景観を創

出してきた一方、廃自動車等の不法投棄や墓地の散在等の良好な景観を阻害する要因が顕在化して

います。 

 そのため、自然緑地や水系を積極的に保全・育成するとともに不法投棄やごみの散乱防止対策を

徹底した循環型社会の構築に努めます。 

 中心市街地においては、その活性化に資するよう市街地と一体化したオープンスペースの確保や

タウンカラーの導入を図り、魅力ある都市景観形成に努めるとともに、石垣港や新石垣空港につい

ては、新たな玄関口にふさわしく周辺環境と一体的で良好な景観形成に努めます。 

 また既成市街地や既存集落においては、御嶽林をはじめ、屋敷林や石垣、赤瓦等、石垣らしい伝

統的景観要素の保全・育成に取り組み、良好な建物の意匠・形態等を維持していくとともに、統一

したまち並み形成を図るため、地区計画等による都市景観の連続性の確保に努めます。 

本区域においては、「石垣島全域及び島を取りまくリーフを含む」区域が景観計画区域に指定さ

れており、今後は景観計画に基づき良好な自然的景観や集落景観の保全や良好な市街地景観の創出

を図るため、景観地区の指定等、景観計画に基づく施策の展開を促進します。 

 さらに墓地の整備にあたっては、周辺地域の土地利用や自然環境との調和に配慮しつつ可能な限

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

１）基本方針 

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

然防止とともに、災害時の適切な対策、迅速な災害復旧など被害を最小限に抑え、壊滅的な被害を

回避するという考えが重要です。特に、台風の常襲地域に位置する本区域においては、河川改修に

よる治水機能の向上、防災機能を持った遊水池の整備等を推進するとともに、海岸や急傾斜地等に

おける防災対策を積極的に推進します。加えて、電柱の倒壊の危険をなくすため電線類地中化無電

柱化を促進します。 

 また、平成 23 年 3 月の東日本大震災や平成 28 年 4 月の熊本地震の教訓を踏まえ、既成市街地に

おいては、不燃化を促進するとともにし、避難路や避難場所の確保を図るとともに、住民の防災意

識の啓発や防災ボランティアの育成等を促進して住民相互及び住民と行政間の連携が充実したによ

る防災体制の強化に努めます。さらに、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。 

 

２）都市防災に関する施策の概要 

①火災対策 

 都市における火災発生の防止及び被害の拡大を防ぐため、建物の耐火構造化等による沿道不燃化

を進め、道路・緑地帯と一体化した防災環境軸の形成を推進するとともに、避難経路や避難場所の

設定・確保を図ります。 

 また、石垣港新港地区については、現在美崎町地区にある石油取扱企業の移設が進められること

から、緩衝緑地帯の設置等周辺への防災対策に努めます。 

 

②震災対策地震・津波対策 

 用途地域内の都市基幹公園は、広域的な防災拠点として必要な整備を推進します。 

 また、石垣港については、耐震強化構造の岸壁整備を図るとともに、防波堤の整備を行うなど、

地震・津波災害の防止対策を進めます。 

 斜面地については、地震による崩壊等を防ぐため、無秩序な開発を抑制するとともに、積極的な

緑化に努めます。 

さらに、津波災害の防災対策として、市街地と防災拠点を最短で結ぶ避難路の設定・確保を図る

とともに、歴史的見地等から想定される最大クラスの地震・津波の発生に際しても人的・物的被害

を最小化するため、迅速な避難行動のための体制整備、県民の防災意識の啓発・向上、地震・津波

に強いまちづくりなどソフト対策とハード対策を組み合わせた防災対策全体の再構築に取り組みま

す。 

海岸域においては、防風防潮林の育成や自然の障壁であるリーフの維持・保全に努めます。 

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。 

 

５．都市防災に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

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

然防止とともに、災害時の適切な対策、迅速な災害復旧など被害を最小限に抑え、壊滅的な被害を

回避するという考えが重要です。特に、台風の常襲地域に位置する本区域においては、河川改修に

よる治水機能の向上、防災機能を持った遊水池の整備等を推進するとともに、海岸や急傾斜地等に

おける防災対策を積極的に推進します。加えて、電柱の倒壊の危険をなくすため電線類地中化を促

進します。 

 また、既成市街地においては、不燃化を促進するとともに避難路や避難場所の確保を図るととも

に、住民の防災意識の啓発や防災ボランティアの育成等を促進して住民相互及び住民と行政間の連

携が充実した防災体制の強化に努めます。 

 

 

 

２）都市防災に関する施策の概要 

①火災対策 

 都市における火災発生の防止及び被害の拡大を防ぐため、建物の耐火構造化等沿道不燃化を進め、

道路・緑地帯と一体化した防災環境軸の形成を推進するとともに、避難経路や避難場所の設定・確

保を図ります。 

 また、石垣港新港地区については、現在美崎町地区にある石油取扱企業の移設が進められること

から、緩衝緑地帯の設置等周辺への防災対策に努めます。 

 

②震災対策 

 用途地域内の都市基幹公園は、広域的な防災拠点として必要な整備を推進します。 

 また、石垣港については、耐震強化構造の岸壁整備を図るとともに、防波堤の整備を行うなど、

地震・津波災害の防止対策を進めます。 

 斜面地については、地震による崩壊等を防ぐため、無秩序な開発を抑制するとともに、積極的な

緑化に努めます。 

 さらに津波災害の防災対策として、市街地と防災拠点を最短で結ぶ避難路の設定・確保を図ると

ともに、海岸域においては、防風防潮林の育成や自然の障壁であるリーフの維持・保全に努めます。 
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③浸水対策 

 台風や集中豪雨などによる風水害をの防止やし、又は風水害が発生した場合における被害の拡大

を防ぐため、河川、海岸、道路、下水道その他の施設の整備を強化します。 

 

④土砂災害対策 

 土砂災害対策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する

とともに、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。

③浸水対策 

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

水道その他の施設の整備を強化します。 

 

④ 土砂災害対策 

 土砂災害対策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する

とともに、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。 
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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の形成を促進します。 

 

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 

削除 

削除 
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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 

 

 

島々文化都市圏・ふくらしゃやいま 

 ■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 

    

                           県 

             行政 

 

                           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 

 

 

島々文化都市圏・ふくらしゃやいま 

 ■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 

    

                           県 

             行政 

 

                           市 

                  町          村 

●は各区域共通、◎は区域ごとの特徴や住民意見を反映 
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◎都市の質的向上 

 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応じた新

市街地の形成が進んできたことから、既成市街地の一部においては、人口減少地区がみられます。

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懸念される状況にあります。また、

伝統的な地域共同体のあり方が大きく変化しつつあることから、地域の伝統や文化の継承及び都市

密度の維持が課題となっています。 

さらに、厳しい地方財政状況と投資余力が低下する中にあっては、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まちづくり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これまで社会資本が蓄積された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、目を向けることが必要です。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既存ストックを有効活用し、これらと連携した公共交通

ネットワークを構築するとともに、香り・花などテーマごとの植栽整備によるやいまらしさ八重山

らしさの演出や緑陰のあるを活かしたポケットパーク整備による憩い空間の創出等、既成市街地へ

の重点投資が重要です既成市街地への重点投資が重要です。 

 

●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。 

◎都市の質的向上 

 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

統や文化の継承が懸念される状況にあります。 

 さらに、厳しい地方財政状況と投資余力が低下する中にあっては、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、香り・花などテーマごとの植栽整備によるやいまらしさの演出や緑陰のあるポケット

パーク整備による憩い空間の創出等、既成市街地への重点投資が重要です。 

 

 

 

 

 

 

●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。 

●は各区域共通、◎は区域ごとの特徴や住民意見を反映 
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<新> <旧> 

 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、統一感のあるまちな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の活用な

ど、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、住民主体のまちづくりの手法、行政の関わり等を積極的に広報するなど、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、説明責任を果たすことが求められます。

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の意見を聞く機会を増やし、それを実行に移す

ことができるように、また実践の際にこれらを住民自らが検証するなど、ソフト面の支援を強化し、住民が

常に都市づくりを身近に感じる環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・活用や再生・適正利用や公共施設等の設置・運営などで広域連携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が求められます。 

 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なります。 

 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。 

 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の改善や

良好な住環境の形成、統一感のあるまちな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。 

 

 

 

 

 

 

 

●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が求められます。 

 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 

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。 

 

エコツーリズム［ecotourism］ 
一般には、自然環境や歴史文化など、

地域固有の魅力を観光客に伝えることに

より、その価値や大切さが理解され、保

全につなげていくことを目指した観光の

こと。 

沖縄県では、①自然・歴史・文化の適

切な保全と持続的な活用、②地域の活性

化､③訪問者が適切な案内を受けて地域

の自然・歴史・文化とふれあう活動の３

つの要素を満たす観光をエコツーリズム

の考え方に掲げ推進している。 

 

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。 

 

おーりとーり 
「いらっしゃいませ」を意味する八重

山地域の言葉。 

 

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。 

 

 

か行 

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。 

 

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

の割合が高く、重交通、広幅員、高規格

の道路であることが多い。 

 

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） 

 

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。 

景観条例 
地方公共団体が、自然・歴史・文化等

の景観を保全・形成し、その景観と調和

した環境を確保・整備すること等を目的

として定める条例。平成２４年５月１日

現在、県内８市町村で制定されている。 

 

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。 

 

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。 

 

 

 

 



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。 

 

 

さ行 

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。 

 

四箇字（しかあざ） 
石垣市の市街地区域をなす登野城・大

川・石垣・新川の四カ村の総称。他に「四

箇」「四箇村」ともいう。 

 

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。 

 

社会資本既存ストック 
道路や公園、下水道等の都市基盤施設

の蓄積を指す。 

 

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。 

 
周遊型観光 

複数の観光地を、滞在先を変えながら

巡る観光形態のこと。沖縄県では、周遊

型観光のほか、滞在地での静養や体験活

動をはじめとしたレジャーを楽しむ体

験・滞在型の観光形態など、観光ニーズ

の多様化が進んでいる。 

 

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。 

 

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。 

 
スプロール [sprawl] 

市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食

い状の無秩序な市街地を形成すること。

スプロールの弊害として次の問題がある。

①道路、下水道の都市基盤が未整備のま

ま低質な市街地が形成され、防災上、環

境上の問題が生じる。②市街地が開発不

適地まで拡散し、公共投資の日効率化を

招く。③形成された低質市街地を良好な

環境に改善するには、社会的に困難が伴

うだけでなく経済的に膨大な経費を必要

とする。 

 

生活環境基盤 
住宅、上下水道、水源施設、廃棄物処

理施設、情報通信網、電力供給設備など、

生活をする上で必要な基盤のこと。ライ

フラインと同義。 

 

た行 

 

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。 

 

ツンマーセー 
集落の主要な出入口に設けられた石積

みの台のこと。その中には、ガジュマル

やアコウ木等が植えられています。 



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。 

 

デマンド交通 [demand] 
需要に応じた交通システムのこと。例

えば、基本のバス路線以外に利用者がい

る場合など、デマンド（需要）に応じて

ルートを迂回し、弾力的なサービスを行

うバスをデマンドバスという。船舶を用

いたデマンド型海上タクシーもある。 

 

とぅもーる 
 「海」を表す八重山地方の言葉。 

 
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。 

 

道路線密度 
 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。 

 

都市型社会 
 市街地を拡大していくのではなく、

これまで年に整備された社会資本を最大

限活用し、安定・成熟した都市環境が形

成された社会。 

 

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。 

 

都市計画提案制度 
土地所有者やまちづくりＮＰＯ等が都

市計画の決定又は変更について提案する

ことができる都市計画法に基づく制度。

住民等の主体的かつ積極的な都市計画へ



の参画を可能とする仕組みの一つ。 

 

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。 

 

 

な行 

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。 

 

バイオ産業 
生物学での研究成果など、いわゆるバ

イオテクノロジーを基盤として生産・経

済活動を展開する産業のこと。発酵技術

等を活用した機能性食品や生物学的知見

に基づく医薬品の開発、農業分野におけ

る品種改良等にバイオテクノロジーを利

活用するアグリバイオなどが含まれる。 

 

バイオマスエネルギー 
エネルギー源として使うことができる、



再生可能な生物由来のエネルギー資源

（化石燃料は除く）の総称。木材チップ

廃材やさとうきびの絞りかす（バガス）

などがある。 

 

バッファーゾーン [buffer-zone] 
自動車の通行や向上の操業などにより

発生する騒音、振動、排出ガスなどによ

る公害の影響を緩和し、後背地の環境を

保全するために、道路や向上などの施設

にそって配置された緑地や工作物など。

これらを総じて「緩衝帯」ともいう。 

 

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。 

 

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。 

 

ふくらしゃ 
「豊か」を意味する八重山地域の言葉。 

 

ブルー・ツーリズム［blue tourism］ 
離島や沿海部の漁村に滞在し、魅力的

で充実したマリンライフの体験を通じて、

心と体をリフレッシュさせる体験型観光

や余暇活動のこと。 

プロムナード [promenade] 
歩行者用の公共空間で、散歩、回遊す

ることができる空間。「有歩廊」ともいう。 

 

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。 

 

 

ま行 

マイクログリッド ［micro grid］ 
複数の電源と需要者を持つ小規模電力

系統において、IT 技術の活用により電力

の需給バランスを保ちながら運用するシ

ステムのこと。 

 

マリーナ・フィッシャリーナ

［marina/fisharina］ 
ヨットやクルーザーなどのプレジャー

ボートを停泊させる港湾（マリーナ）・漁

港（フィッシャリーナ）施設の総称で、

プレジャーボートの係留、保管、その他



のサービスを提供する。 

 

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。 

 

モータリゼーション [motorization] 
自動車が普及し、人々の生活の中で広

範に利用されるようになる現象。 

 

 

や行 

ゆがふ 
「五穀豊穣」、「この世の楽園」を意味

する沖縄地方の言葉。 

 

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。 

リーディング産業 
国や地域の経済成長を牽引する産業。

沖縄県では、観光リゾート産業と情報通

信関連産業がリーディング産業として成

長を遂げている。 
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