
首里城公園管理体制構築計画（案）に対する県民等の意見への対応
通し
No.

意見者
No.

頁 行 意見の原文 計画（案）の該当箇所　原文 ご意見等への対応

1 【01】 2 2

２ページ２行　令和１３年度
　他の部分に合わせて、２桁以上の数字は半角の「令和13年度」とする
のが適切ではないか。

・・・令和13年度・・・ ご意見を踏まえ、２桁以上の数字は半角としておりま
す。
※算用数字１～９をそれぞれ文字検索し、確認
p２/2行：令和13年度
p19/4行：令和３年４月23日策定

2 【01】 4 1
４ページ１行、２行　行間
　１ページ１行、２行の行間と比べて狭い。

略 ご意見を踏まえ、行間や文字の位置などの体裁を全体
的に見直しております。

3 【01】 4 2

４ページ２行、３行　読点
　２行から３行にかけて読点が打たれていないので、適切な位置で区切
れないか要検討。

首里城公園の管理体制の構築に向けて「首里城火災に
係る再発防止策（基本的な方向性）」に基づく具体的
な取組の検討を進める中で首里城公園の管理体制の構
築に関する課題を次の通り整理した。

ご意見を踏まえ、修正しております。
（修正後）
首里城公園の管理体制の構築に向けて、「首里城火災
に係る再発防止策（基本的な方向性）」に基づく具体
的な取組の検討を進める中で、首里城公園の管理体制
の構築に関する課題を次の通り整理した。

4 【01】 4 33

４ページ33行　二箇所
　他の部分に合わせて「２箇所」とするのが適切ではないか。

・・・警備員が配置されている防災センターと、各種
設備の状況を監視するための監視員が配置されている
中央監視室が二箇所に分かれており、・・・

ご意見を踏まえ、左横書きの場合は、原則として算用
数字としております。
※漢数字一～十をそれぞれ文字検索し、確認
ｐ４/33行：２箇所
ｐ５/13行：１階
ｐ６/３行：３つの区域
ｐ８/７行：４つの時点

5 【01】 5 9
５ページ９行　求められる。（情報共有手段の強化）。
　「求められる」の直後の句点は、削除すべきではないか。

・・・非常時にも確実に情報共有が可能な手段の検討
が求められる。（情報共有手段の強化）。

ご意見を踏まえ、注釈（　）と句点の位置を全体的に
見直しております。

6 【01】 5 14

５ページ14行他　繋がる
　他の部分では「つなげる」の表記もあり、漢字か平仮名かいずれかに
統一すべきではないか。

・・・初期消火に失敗すると大きな火災に繋がる可能
性が高く

ご意見を踏まえ、「つながる」ひらがな使いに統一し
ております。
（修正後）
P5/14行：大きな火災につながる可能性・・・
p6/16行：改善につながるような・・・

7 【01】 5 30
５ページ30行　必要である。（安全な避難誘導体制の確保）。
　「必要である」の直後の句点は、削除すべきではないか。

・・・人的な対応の検討が必要である。（安全な避難
誘導体制の確保）。

No.５と同じ趣旨のご意見

8 【01】 5 36
５ページ36行　インデント
　他の部分と比べて、３文字左にずれている。

略 No.２と同じ趣旨のご意見

9 【01】 6 5

６ページ５行　必要がある。（円覚寺や〜要する。）
　「必要がある（円覚寺や〜要する）。」とするのが適切ではないか。

・・・図る必要がある。（円覚寺や玉陵など沖縄県文
化財課や那覇市文化財課所管の施設等の管理運営との
関係については、別途検討を要する。）

No.５と同じ趣旨のご意見

10 【01】 6 3
６ページ３行　三つ
　「３つ」が適切ではないか。

・・・三つの区域それぞれに指定管理業務または運営
維持管理業務が存在している

No.４と同じ趣旨のご意見
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首里城公園管理体制構築計画（案）に対する県民等の意見への対応
通し
No.

意見者
No.

頁 行 意見の原文 計画（案）の該当箇所　原文 ご意見等への対応

11 【01】 7 1

７ページ１行、２行　行間
　１ページ１行、２行の行間と比べて狭い。

略 No.２と同じ趣旨のご意見

12 【01】 8 7
８ページ７行　四つ
　「４つ」が適切ではないか。

本計画における管理体制の構築を目指す節目を以下の
四つの時点とした。

No.4と同じ趣旨のご意見

13 【01】 10 12
10ページ12行、13行　行間
　他の部分に合わせて、１行空けるべきではないか。

略 No.２と同じ趣旨のご意見

14 【01】 14 8
14ページ８行他　行間
　行間の有無が混在しているため、統一させるべきではないか。

略 No.２と同じ趣旨のご意見

15 【01】 18 8
18ページ８行　行間
　他の部分に合わせて、１行削除するべきではないか。

略 No.２と同じ趣旨のご意見

16 【02】 4 17

　公園管理センターは、風水害や地震災害時には災害対策本部が置か
れ、火災時には自衛消防隊長が執務する施設であり、公園全体の防災セ
ンター機能を担っています。原文では、防災センター機能は奉神門と首
里杜館だけにあるような誤解を招く表現となっているため、修正すべき
ではないでしょうか。

首里城公園は、国営公園と県営公園それぞれに防災セ
ンター機能が存在し、その他に、日常の管理業務の中
心的な役割を果たす国営公園・県営公園共通の公園管
理センターがある（右図参照）。

ご意見の趣旨を踏まえ、修正しております。
（修正後）
首里城公園は、国営公園と県営公園それぞれに防災セ
ンター機能（奉神門、首里杜館）が存在し、公園全体
の防災センター機能として国営公園・県営公園共通の
公園管理センターがある（右図参照）。

17 【02】 6 14

　防災に関する取組が継続し、改善に繋がるようなチェック体制が導入
されれば継続的な業務改善にはつながると思いますが、これが人材育成
における課題解決になっているのでしょうか。いかにチェック体制が
整っても管理者が変わればまた人材育成が必要であり、チェック体制の
強化では課題解決にはなっていないのではないでしょうか。

人材の育成等のためには継続的な取組が必要である
が、指定管理者制度の場合は限られた指定管理期間で
途切れてしまい、継続的かつ長期的な取り組みが難し
い状況である。このため、防災に関する取組が継続
し、改善に繋がるようなチェック体制の検討が必要で
ある。（継続的な改善に向けた新たな仕組みの導
入）。

ご意見の趣旨を踏まえ、修正しております。
（修正後）
防災に関する人材の育成等のためには継続的な取組が
必要であるが、首里城公園には、複数の管理区分があ
り、それぞれに管理期間が設定されていることから、
継続的かつ公園全体での取組が難しい状況である。こ
のため、公園全体として一体的な防災に関する取組を
継続し、人材の育成や取組の改善につなげる新たな仕
組みの検討が必要である（継続的な改善に向けた新た
な仕組みの導入）。

18 【02】 11 6

　公園管理センターは、公園全体の公園利用者の避難誘導や日常の防災
対応を行うだけでなく、風水害や地震災害時には災害対策本部を置き、
火災時には自衛消防隊長が執務して公園全体の防災対応全般の指揮統制
を行ってきています。今後も同様の対応が適当と考えられますので、そ
のように修正すべきではないでしょうか。

公園管理センターは、公園全体※２の公園利用者の避
難誘導や日常の防災対応※３を行う。

ご意見の趣旨を踏まえ、修正しております。あわせ
て、風水害や地震災害時の検討は今後検討であること
がわかる表記へ修正・追記をしております。
（修正後）p11/6行
公園管理センターは、公園利用者の避難誘導や日常の
防災対応※2など公園全体※3の防災対応を行う。
(修正後）p12/12行の図
【修正】城郭内火災
【追記】風水害や地震災害等の場合における考え方に
ついては、今後検討を行う。
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首里城公園管理体制構築計画（案）に対する県民等の意見への対応
通し
No.

意見者
No.

頁 行 意見の原文 計画（案）の該当箇所　原文 ご意見等への対応

19 【02】 11 17

感知器の作動により発災を覚知した場合には、城郭内であれば奉神門、
城郭外であれば首里杜館が初動対応の指揮命令の拠点となって対応し、
状況に応じて公園管理センターへ引き継ぐこととするのが適当ですが、
現場に配置されている職員、警備員、スタッフ等が発災を覚知した場合
には、発災場所付近の職員等が指揮命令を待たずに直ちに一連の初動対
応を行うとともに、無線等で一斉連絡し、昼間であれば公園管理セン
ター、夜間であれば奉神門または首里杜館へ引き継ぐこととするのが適
当だと考えます。そのように修正すべきではないでしょうか。

※１ 各エリアで対応：城郭内で発災の場合は奉神門、
城郭外で発災の場合は首里杜館がそれぞれ初動対応の
指揮命令拠点とし、状況に応じて公園管理センターに
引き継ぐ。昼間は、公園内の各所に警備員等が配置さ
れていることから、発災場所付近の警備員等が初期消
火や避難誘導等を行う。

原案のままとしております。
今年度の検討では、複数の防災センター機能の役割分
担の基本的な考え方を整理したところです。
ご意見のような状況での対応も含めた警備員等の具体
的な対応については、今後、検討していく予定と考え
ております。

20 【03】 5 29

・「首里城公園の城郭内は、城壁に囲まれ、高低差のある敷地特性を有
しており、適切な避難経路の確保を図る」ため、特にハード部分に当た
る避難路の整備・補修が重要であると考える。

（１） 京の内部分の透水性舗装路の整備・補修
・当該箇所には、歩道が設置されているが地盤沈下や木根による段差や
不陸が生じている。該当箇所には、注意喚起として赤いコーンが設置さ
れているが、十数年来そのままの状態で適切な整備・補修が講じられて
いない。ここまでくるとアリバイ作りや言い分け的なコーンの設置であ
り、公園全体が「コーン管理体制」と言っても過言ではない。また、多
くある簡易の立看板も含めて避難上の障害となると思われる。これらの
コーンや立て看板は、まるで土木工事現場のような状態で首里城として
の首里の景観上も“フージ”がなく、適切な対応が求められる。

（２） 首里杜館前の広場から守礼門前の道路に至る階段に設置された工
作物の撤去
・多くの人が集まる首里杜館前の広場から守礼門前の道路に至る階段
は、避難経路として重要な役割を果たしている。しかしながら、階段の
半分を覆う鉄パイプの工作物によって幅員は半分となり、火災等の避難
で多くの人が通過する際に横倒して通路を塞ぎ、避難に著しい支障をき
たすことが想定される。また、小学生の通学路になっており、地震時の
倒壊で事故等の危険性も高いと思われる。加えて工作物のビニールカ
バーで案内版も見えない状況となっており、景観上の観点からも早急な
撤去が必要であると思われる。

※実際に現場での障がい者団体等の検証が必要ではないかと思う。

2-3．公園全体の避難誘導
　首里城公園の城郭内は、城壁に囲まれ、高低差のあ
る敷地特性を有しており、適切な避難経路の確保を図
る

取組方針③-１
　首里城公園には外国人や高齢者をはじめとした多様
な公園利用者が想定されることから、発災時の円滑な
避難誘導に関するきめ細かい対応を検討する。

課題2-3の前半部分は、取組方針③-１で対応する予定
としております。
ご意見（１）については、国とも連携し、適切に対応
していきたいと考えております。
ご意見（２）については、占用許可済の工作物でござ
いますが、ご意見の趣旨を踏まえ、対応を検討してい
きたいと考えております。
ご意見の趣旨を踏まえ、取組方針③-１に追記しており
ます。
（修正後）
　首里城公園には外国人や高齢者をはじめとした多様
な公園利用者が想定されることから、発災時の円滑な
避難誘導に関するきめ細かい対応や避難経路の整備・
補修等を検討する。
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