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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 

本区域は、平成 17 年現在、人口約 5 万 9 千人で、県全体人口（約 136 万人）の約 4.4％、

北部圏域人口（約12万8千人）のおおよそ半数が居住する当該圏域の中核であるとともに、

動植物の貴重な生息地である山林と美しい海浜景観を有する自然資源に恵まれた都市です。 
近年、本区域においては、国際級の海洋性リゾート拠点として注目される一方で、赤土

流出汚染等自然環境への負荷が増大していることから、産業振興や定住人口の増加に資す

る都市基盤整備を進めるとともに、隣接する町村などとの連携を強化し、やんばるの地域

特性をいかした環境共生型の都市づくりが特に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の実現を目指します。 

 
①亜熱帯の豊かな自然を守り育む都市 

北部圏域の中央に位置する本区域では、やんばるの常緑広葉樹林の広がる山地など亜熱

帯特有の森林や発達したサンゴ礁等の豊かで国際的にも貴重な自然環境が保全されて、次

世代に受け継がれてきており、高次の都市機能も充実した環境共生型の都市が形成されて

います。 
 

▼源河川                         ▼部瀬名のサンゴ礁 

   

 

出典：1999 年名護市勢要覧 出典：沖縄観光コンベンションビューローＨＰ
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②山、川、海の水循環を軸として持続的 

に発展し続ける都市 
 先人が築き上げた歴史とともに、豊 
かな自然環境と共生した土地利用を継 
承してきた本区域においては、水循環 
を軸とした美しく豊かな自然環境の保 
全、地産地消、環境負荷の軽減に継続 
的に取り組み、持続的発展が可能な循 
環型の社会基盤が確立されつつありま 
す。 
 

 
 
 

▲今帰仁城跡
▼やんばる型村落と土地利用(名護市喜瀬)   名護市史 

▼名護湾と既成市街地
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③川や港とともによみがえる活気に満ちた都市 
中心市街地では、歴史的な文化財資源が適切に保存・活用され、魅力が感じられる川や

港及び名護湾と強く結びついた潤いのある都市空間が形成されつつあります。 
また、職・住・遊の近接・充実やユニバーサルデザインが導入された歩行者優先空間の

形成と交流広場などの地域共同体の育成及び活動の場の確保や中心市街地の核となる商業

基盤施設等の整備によって、子供から高齢者まで幅広い年齢層が安心して快適に生活でき

る地域社会が形成されつつあり、活気に満ちあふれた都市空間が創出されています。 
また、中心市街地周辺の既成市街地においても、コミュニティ道路の整備や公園・緑地

などのオープンスペースの確保など身近な居住環境の改善が図られ、ゆとりと潤いを感じ

る都市空間が形成されつつあります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
④高次の都市機能が集積した北部の中核都市 

本部半島とやんばるの常緑広葉樹林の広がる山地に挟まれた低地、特に、中心市街地周

辺や国道 58 号沿道などには、産業経済、交通、教育、文化、福祉等の充実した都市機能が

集積し、周辺町村と有機的に連携するとともに北部圏域の中核都市としての拠点性が高ま

っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ひんぷんガジュマル 

▼中心市街地の賑わい 
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⑤国際観光・リゾート拠点として成長・充実する都市 
やんばるの自然環境特性を有する本区域においては、観光振興地域に指定されているブ

セナ地域をはじめとしたリゾート環境の質が高まり、また、市街地においても観光客を引

きつける魅力ある都市空間が創出されています。 
さらに、様々な産業と有機的に連携しつつ、豊かな自然や伝統文化、地域の営み等、地

域と交流可能な体験・滞在型観光の定着により、観光の通年化、滞在の長期化が図られ、

国際的な観光・リゾート都市として成長・充実しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥金融・情報を核として未来を拓く都市 

本区域では、金融業務特別地区や情報通信産業特別地区などの制度的な優位性を十分に

いかし、豊かな自然環境と調和し、観光・リゾート機能と連携する新たな産業の立地・創

出や金融・情報通信関連産業の集積が図られています。 

▲部瀬名地域

▲豊原地区将来像（イメージ） 
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２．人口及び産業の規模 

（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 59.5 千人 64.1 千人 66.9 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 

工業出荷額 396 億円 427 億円 366 億円 生 産 
規 模 卸小売業販売額 796 億円 905 億円 942 億円 

第一次産業   2.1 千人( 8.4%)   1.7 千人( 6.3%)   1.6 千人( 5.6%) 
第二次産業   4.1 千人(16.6%)   4.6 千人(17.2%)   4.9 千人(16.9%) 
第三次産業  18.5 千人(75.0%)  20.7 千人(76.5%)  22.5 千人(77.5%) 

 
就 業 
構 造 

計  24.7 千人( 100%)  27.0 千人( 100%)  29.0 千人( 100%) 

資料：沖縄県の工業、沖縄県の商業 

 

３．現状と課題 

●広域都市計画区域への再編 
本区域は、名護湾を拠点に明治期における教育施設や行政施設の立地とともに発展して

きており、周辺町村と歴史的にも地理的にも深いつながりを持っております。 

一方、近年の厳しい財政環境を踏まえると、広域連携の推進とともに市町村単位のフル

セット主義から脱却することが求められており、周辺町村との都市計画区域再編や拡大を

視野に入れて、都市の目指すべき姿を共有した上で、適切に役割分担をし、個性ある都市

づくりを推進することが重要です。 

 

●近隣町村と連携した中核都市・名護の形成 
本区域は、名桜大学や北部看護学校、国立沖縄工業高等専門学校等の開校による教育環

境の向上や就業条件整備に伴い、若年層の定住が進んでおり、人口が増加傾向にある一方、

近隣町村では、若年層の流出に伴う地域活力の低下や高齢化の進行が見られ、今後もその

傾向が続くと予想されます。 

また、本区域の産業は、農林水産業や工業の粗生産額・出荷額が年々減少している一方、

交通の利便性向上に伴い、近隣町村も商圏に含めた大型店舗の立地によって商業販売額が
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増加するなど、サービス業、卸売・小売業等の第３次産業の伸びが顕著です。 

このように、近隣町村は教育、文化、消費、医療・福祉、就業等の機会を本区域に依存

していることから、本区域は、近隣町村との連携を強化しつつ、さらなる産業振興や定住

人口の増加に対応し、ゆとりや潤いを実感できる都市基盤整備を進めて、やんばるの中核

都市として多様な都市機能を充実させていく必要があります。 

 

●自然共生型土地利用の再考 
豊かな自然環境と共生した土地利用を基本として

集落が形成された本区域は、その優れた自然環境と

一定の均衡が保たれてきましたが、近年、社会基盤

の整備等に伴う赤土流出汚染等、自然環境への負荷

が増大しつつあります。 

そのため、自然の地形を活かし、環境に配慮した

社会基盤の整備とともに、廃棄物の減量化、生ごみ

の堆肥化、リサイクル等を進めて、循環型社会を構

築するなど、自然環境への負荷の少ないコンパクト

な都市を実現することが求められます。 

 
●観光・リゾート産業を支える歴史文化と自然環境の保全・再生・創出 
本区域には、恵まれた海浜景観資源を活かして、大型リゾートホテルやゴルフ場等の観

光レクリエーション施設が立地してきました。また、近隣には、国営沖縄記念公園海洋博

覧会地区や世界遺産に登録された今帰仁城跡等の観光拠点が充実しています。 

今後、国際的観光・リゾート地形成を目指し、観光の通年化や滞在の長期化を実現する

ためには、歴史文化拠点の保全・形成とエコツーリズム、グリーンツーリズムやブルーツ

ーリズム等、やんばるの恵まれた自然環境を活かした観光の充実、島々を含めた広域の観

光・交通網の形成やリゾート諸施設の整備を進めるとともに、赤土流出防止対策等の環境

保全対策や採石場の景観対策等による観光資源の魅力向上に努めなければなりません。 

 

●北西方向への市街地進展への対応と中心市街地の活性化 
本区域では、国道 58 号の北西方向への展開に伴って為又一帯の沿道に大型店舗の立地が

進む一方、中心市街地では、空き店舗が増加し、空洞化が進行するなど、人の流れが大き

く変化しつつあります。また、周辺の用途地域の指定のない区域（以下、「用途白地地域」

という。）においては、無秩序な市街化が進展する一方、用途地域内の区画整理地内におい

ては保留地処分が進まないなど、計画的市街化の面でも問題が生じています。 
さらに、本区域は、東港（アガリミャートウ）の名護間切番所周辺を核とし、名護湾に

沿って市街地が形成されたことから、既成市街地のいたる所で歴史や文化を感じることが

できる文化財資源が点在していますが、狭い道路、密集した住宅地など改善が必要な箇所

も多く存在します。 
そのため、無秩序な市街化を抑制し、既成市街地の質的向上を図るとともに、交通の利

便性向上や各店舗の個性化によって集客力を高めて、「まちの顔」である中心市街地に活気
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を取り戻す必要があります。 
 
●東海岸の秩序ある発展 

本区域は、名護岳及び久志連山によって東西に分断され、西海岸と比較して東海岸の振

興が遅れる傾向にありましたが、近年は、金融業務特別地区や情報通信産業特別地区の指

定、マルチメディア館を始めとする特区関連施設の整備や国際海洋環境情報センターの設

立、沖縄北部雇用能力開発総合センターの整備、国立沖縄工業高等専門学校の開校等、新

たな機能集積や雇用創出に関する様々な支援策が進められています。 

そのため、今後の動向に応じて、既存集落や自然環境等良好な周辺環境との調和を図る

とともに、産業振興と定住人口増加に資する魅力的な市街地形成に努める必要があります。 

 

 

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」を行政

や住民が一体となって進めるとともに、豊かな自然環境を保全・活用しつつ都市機能が集

積する持続的発展が可能な魅力ある都市の実現を目指し、都市の歴史的・文化的価値を高

めます。 

 

２）広域的な位置付け 

本島北部やんばるの常緑広葉樹林の広がる山地と本部半島、そして島々からなるこの一

帯には、国際的にも貴重といわれる亜熱帯の豊かな自然と共生し、山、川、低地、海とい

う水循環を軸とした伝統的な土地利用が行われてきており、自然環境とともに、そのよう

な歴史や文化も次世代に確実に受け継いでいく必要があります。 

一方、金融業務特別地区、情報通信産業特別地区の指定や北部振興策等の展開により、

今後新たな都市機能の集積と雇用創出、それに伴う定住人口の増加が期待されることから、

産業振興に資する基盤整備とともに、豊かな自然環境に恵まれたやんばるという地域性に

常に配慮して、個性的で魅力ある都市を創造していくことが重要と考えられます。 

そのため、北部都市圏の中核として、隣接する町村と将来像を共有し、適切に連携、機

能分担するとともに、次のような広域的位置付けを設定します。 

 

 

 

自然交響都市圏・やんばる（やんばるの自然と響きあうまち） 
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３）基本方針 

 

 

 

 

 

※ハートコミュニケーションが生まれるまちづくり 

豊かな自然環境や伝統文化を守り発展するまちには、環境と調和した心のふれあう空間、地域コミュニティ

を醸成する身近な空間等が必要として、住民との意見交換の過程において提案されたまちづくりの基本方針。 

 
①北部都市圏で連携した都市づくり 

やんばるの常緑広葉樹林の広がる山地と本部半島、島々からなる本区域や周辺町村は、

歴史的にも地理的にも関連の深い一体的な地域であり、相互連携を深め、交流を促進しな

がら、豊かな自然や伝統文化と融和した個性ある都市づくりを進めます。 
 

②自然共生型土地利用を基盤とした循環型の都市づくり 
自然環境と共生しながら永い年月をかけて成熟した本区域においては、山・川・低地・

海の一体となった伝統的な土地利用を継承して、自然環境の保全、貴重生物種の保護や赤

土流出防止対策等の環境保全対策を図り、環境負荷の小さな循環型都市の構築を推進しま

す。 
 
③北部の中核都市づくり 

北部都市圏の中核都市である本区域は、行政、経済、教育、文化、医療・福祉、金融、

情報通信、交通、公園等、多様な都市機能を充実させながら、近隣町村との連携を強化し、

活力と快適性を備えた都市としてその拠点性を高めていきます。 
 
④心が響きあう市街地の再生を核とした都市づくり 

既成市街地の歴史や個性を再確認し、生活者の視点にあわせたきめ細かな都市づくりを

進めて、身の回りの生活空間の充実を図ります。 
 
⑤国際的な観光都市づくり 

本区域は、美しい海浜景観をはじめ、近隣にも国営沖縄記念公園海洋博覧会地区や今帰

仁城跡、のどかな島々等の観光資源に恵まれていることから、その維持や良好な景観形成

に努めるとともに、健康・長寿関連産業や農林水産業等と有機的に連携した体験・滞在型

観光を促進して、豊かで美しい観光・リゾート空間の創出を図ります。 
また、万国津梁館における国際会議等の誘致を推進し、国際的なコンベンションシティ

の形成を図ります。 
 
⑥新たな産業が集積する東海岸の魅力ある都市づくり 

東海岸においては、金融・情報通信関連業務の集積を図り、自然環境と共生する金融 IT

山紫水明やんばるの文化的で 

心が響きあう（ハートコミュニケーションが生まれる）魅力あるまちづくり 

― 自然と発展が調和するまち ― 
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国際みらい都市の形成を目指します。また、二見以北については、豊かな自然環境を生か

した体験・滞在型観光による地域づくりを目指します。併せて、広域的アクセス性の向上

を図ります。 
 
 

４）将来都市構造 

本区域では、港から名護十字路周辺にかけての県道名護宜野座線（旧国道 58 号）を都市

の骨格軸とし、周辺の用途の複合化や歩行者空間の充実等、歩いて暮らせる都市づくりを

促進して、賑わいのある都市空間の創出を図るとともに、現国道 58 号沿いに進展しつつあ

る無秩序な市街化を抑制し、豊かな自然環境と共生する都市のコンパクト化を促進します。 
また、新たな都市機能の集積が期待される久辺三区（辺野古・豊原・久志）は、中心市

街地との機能分担や交流・連携をすすめ、東海岸における個性的な地域拠点を形成します。 
大型リゾート施設や国際コンベンション施設が立地する西海岸においては、観光・リゾ

ート機能の充実を促進するとともに、名護湾沿いに良好な景観を創出して観光軸の強化を

促進し、さらに、北部の自立経済の発展を支える物流基盤の強化など、北部の衛星都市圏

構造の母都市として各種機能の強化を図ります。 


