首里城公園
管理体制構築計画
計画策定の趣旨
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令和4年4月 沖縄県

計画の位置づけ
� �����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������
����������������
������������������������

�����������������

��������������������������
�����������������
����
���������������

������������������������������
�����������������������

����������������

�������������

計画期間
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取組方針
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取組の目標時点
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⽊材倉庫
・原⼨場
完成時

素屋根
完成時

正殿単体
完成時

R4

R5

R8

城郭内全体
完成時

北殿・南殿等の復元検討と
あわせて取組の⽬標時点を検討

：⼯事エリア

：⼯事エリア

：⼯事エリア

：開園エリア増

：開園エリア増

：開園エリア増

原⼨場
・
⽊材
素屋根
倉庫

原⼨場
・
⽊材
倉庫
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首里城公園の管理体制の構築に向けた取組工程の考え方
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年度 R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027)〜R13(2031)
計画期間の考え⽅

⾸⾥城公園に適した管理運営

⾸⾥城公園に適した管理運営に向けた準備・移⾏期間

正殿単体
完成

⽊材倉庫・原⼨場完成 素屋根完成
(原⼨場廻り⾒学デッキ) (素屋根⾒学エリア)

取組の⽬標時点

正殿単体完成時の管理運営

正殿⼯事期間中の管理運営
反映

反映

反映

正殿⼯事期間中の管理運営に関する取組
取組⽅針に基づく
具体的な取組
（取組の概略）

※国の検討

反映 次期・管理期間

管理運営に
関する⼿続等
(事業者の選定等)

新たな仕組みによる継続的な改善

正殿単体完成時に向けた取組
復元基本⽅針

全体基本計画

〜R5.1.31
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管理運営の評価及び改善等
城郭内全体完成に向けた取組

※国の検討

反映

に向けた⼿続等

現在の管理期間

※正殿単体完成時以降の取組の
⽬標時点は、北殿・南殿等の
復元検討とあわせて検討する

次々期・管理期間
に向けた⼿続等

次期・管理期間
R5.2.1(県営R5.4.1)〜R8.3.31(想定)

反映

次々期・管理期間
R8.4.1〜R13.3.31(想定)

首里城公園の管理体制の構築に向けた取組の実施工程表
年度
取組
管理運営の
仕組みの⾒直し

令和3(2021)年度

令和4(2022)年度

防災センター機能の役割分担等
(城郭内⽕災)

令和8(2026)年度

継続的な改善に向けた新たな仕組みの検討
（防災・防⽕対策に関する公園全体の横断的な仕組み）
④-3

初動対応等の詳細検討

防災センター機能の役割分担等
(⾵⽔害、地震等)
①-1

防⽕設備等
の運⽤体制

具体的な対応等の明確化

公園全体での
取組の実施

①-2 ①-3 ②-1 ②-2

①-2 ①-3 ②-1 ②-2

③-1 ①-4 ③-2

③-1 ①-4 ③-2

③-1 ①-4 ③-2

正殿⼯事中の
防災センター機能の役割分担等

正殿⼯事中の初動対応等の詳細検討
具体的な対応等の明確化、防災訓練等の検討

①-1

①-2 ①-3 ②-1

・⽊材倉庫完成時
・素屋根完成時

設備等の実施設計を踏まえた
具体的な対応等の⾒直し

防災訓練等の詳細検討

防災訓練等の詳細検討

②-3
初動対応の詳細検討を踏まえた
必要な訓練や研修等の検討

基本設計

①-2 ①-3 ①-4 ③-2

復元基本⽅針 ※国の検討

②-3

②-3
設備等の実施設計を踏まえた
訓練や研修等の内容の検討

実施設計

⼯事
①-2 ①-3 ①-4 ③-2

①-2 ①-3 ①-4 ③-2

①-2 ①-3 ①-4 ③-2

防⽕設備等の詳細検討
(国と県の役割分担等を含む)

防災訓練等の実施

初動対応の詳細検討を反映

詳細検討

防災センター機能
の向上の考え⽅
①-1

④-2

具体的な対応等の明確化の検討
例）初動対応マニュアル等

④-2 ②-3

正殿単体完成時に向けた
防⽕設備等の課題の抽出

防⽕設備等
の整備

④-2

④-3

正
殿
単
体
完
成
時
の
管
理
運
営

実施設計等を踏まえた⾒直し等

①-2 ①-3 ②-1 ②-2

⼈員配置、詳細な役割、円滑な誘導⽅策、
情報共有、災害情報の伝達等の検討

③-1 ①-4 ③-2

⽕災受信機
監視モニター
放送設備
⾃家発電設備

令和7(2025)年度

防災センター機能の役割分担を踏まえた制度(仕組み)の検討
（消防法等の関係法令や必要な規定等の検討を含む）

①-1

初動対応の検討
（初期消⽕、
避難誘導等)

令和6(2024)年度

防災機能の向上を⽬指す制度(仕組み)の詳細検討
(防⽕管理の適切な実⾏体制の確保)
④-1 ④-2

制度の活⽤⽅法の⾒直し⽅針
④-1 ④-2 ④-3

(制度の活⽤⽅法、
次期の管理期間の業務内容
業務内容等）
(防災関連)の⾒直し⽅針 ④-2

令和5(2023)年度

防⽕設備等の基本設計等
(国と県の役割分担等を含む)

全体基本計画を反映した
防⽕設備等の実施設計等

⽕災受信機、監視モニター、放送設備、
⾃家発電設備等の整備

全体基本計画 ※国の検討
設備等の詳細検討を反映

管理センター
及び⾸⾥杜館
の増築・改修

整備⽅針

基本設計

実施設計

①-2 ①-3

①-2 ①-3

①-2 ①-3

管理センター及び⾸⾥杜館の
基本設計(景観検討を含む)

管理センター及び⾸⾥杜館の
実施設計(建築審査会等を含む)

管理センター及び⾸⾥杜館の
増築等(防⽕設備等を除く)

①-2 ①-3

検討結果等を反映

①-2 ①-4 ②-2 ③-1 ④-1 ④-3

次期・管理期間
に向けた⼿続等

検討結果等を反映

現在の管理期間
〜R5.1.31
取組⽅針① 防災センター機能の強化
①-1 防災センター機能の役割分担 ①-3 県営公園の防災センター機能の強化
①-2 公園全体の統括機能の強化

※国が実施

国営公園との連携構築に伴う設備等の整備
(城郭内の情報を奉神⾨以外への共有)

①-1 ①-3 ②-1 ②-3 ③-2 ④-2

①-1 ④-2

管理運営に
関する⼿続き等
(事業者の選定等)

⼯事

増築・改修⼯事

①-4 情報共有⼿段の強化

次々期・管理期間
に向けた⼿続等

次期・管理期間
R5.2.1(県営R5.4.1)〜R8.3.31(想定)
取組⽅針② 城郭内における初動対応の強化

取組⽅針③ 様々な公園利⽤に配慮した避難誘導体制の再構築

次々期・管理期間
R8.4.1〜R13.3.31(想定)
取組⽅針④ ⾸⾥城公園に適した管理運営の確⽴

②-1 奉神⾨の体制強化

③-1 安全な避難誘導体制の確保

④-1 防⽕管理の適切な実⾏体制の確保

②-2 正殿等の主要施設の体制強化

③-2 災害情報の伝達⽅法の⾒直し

④-2 防災・防⽕対策の具体的な対応等の明確化

②-3 初動対応に係る⼈材確保及び⼈材育成

1

④-3 継続的な改善に向けた新たな仕組みの導⼊

