
 

 

  

第４章 圏域別の施策の推進方針 

１．那覇広域都市圏 

２．南城都市圏 

３．中部広域都市圏 

４．名護都市圏 

５．本部都市圏 

６．宮古都市圏 

７．石垣都市圏 



 



第４章 圏域別の施策の推進方針  

 

87 

第４章 圏域別の施策の推進方針 

７つの都市圏ごとにみどりの整備方針を示す。 

 

圏域は、都市計画区域に対応した次の７つとする。 

１．那覇広域都市圏（那覇広域都市計画区域） 

２．南城都市圏（南城都市計画区域） 

３．中部広域都市圏（中部広域都市計画区域） 

４．名護都市圏（名護都市計画区域） 

５．本部都市圏（本部都市計画区域） 

６．宮古都市圏（宮古都市計画区域） 

７．石垣都市圏（石垣都市計画区域） 

 

第２章の計画目標と緑地配置の方向を踏まえて、第３章で示した具体化施策を都市計画制度

の都市公園等の施設緑地と風致地区等の地域制緑地を中心にしてみどりの施策の推進を図る。 

なお、本章は、「都市計画区域マスタープラン」で「自然環境の保全及び公共空地系統の整備

方針」に位置づけるものとする。 

 

記載内容は次の通りである。 

（１）広域緑地計画改定にあたっての圏域の課題 

（２）基本方針 

（３）みどりの将来像 

図：みどりの将来像 

（４）みどりの確保水準 

①緑地確保の目標水準 

②都市公園等の整備すべき目標水準 

③みどりの目標水準  

（５）みどりの配置方針 

●環境保全系統のみどりの配置方針 

●歴史文化系統のみどりの配置方針 

●防災系統のみどりの配置方針 

●レクリエーション系統のみどりの配置方針 

●景観系統のみどりの配置方針 

（６）公園緑地等の整備目標及び配置の方針 

（７）風致地区・緑地保全地区等の指定の方針 

（８）緑化に関する方針 

図：広域緑地計画実現のための施策の方針図 
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１．那覇広域都市園 

（１）圏域におけるみどりの課題 

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みどりの充実・みどりの丘の創出、中城湾を囲むみどりの帯の再生、

島尻の魅力を伝えるみどり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

いまちづくりの推進が望まれる。 

また、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が必要である。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の保全が望まれる。 

国営沖縄記念公園首里城地区の充実を図り、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観光ルートの整備促進が望まれる。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、歴史的景観を活かしたまちづくりが望まれる。併

せて、駐留軍用地である普天間飛行場については、広域防災拠点機能も含めた大規模公園の整

備を検討する。 

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

ることが必要である。 

（２）基本方針 

・那覇広域都市圏は琉球弧の中央部、沖縄本島中南部地方にあって、琉球王国の時代より政治経

済の中心を形成してきた地域で、カルスト台地や丘陵・低地・河川と、サンゴ礁の広がりや入

江を交えた変化に富んだ地形を特徴にしている。この都市と自然の共生及び田園との共存を可

能とし景観に優れた環境を持つ地域は、今日、県都那覇市を中心に琉球王国の歴史と文化を継

承し沖縄文化を発信する地域でもあり、世界遺産に登録された首里城跡（首里城公園）や中城

城跡（中城公園）などを擁している。 

・しかし同時に全県人口 143 万人の過半を超える 79 万人余の人口集積地でもあり、特に往時の

戦禍と駐留軍用地の存在、本土復帰以降の急速な市街化の進展に起因してまちのみどりが希薄

な地域でもある。さらに近年は道路網の整備と海岸埋め立ての拡大によりみどりと自然の変化

は市街地の周辺部に及んでいる。 

・社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラの一定の整備を背景として、緑地のもつ

多機能性を引き出すため、「今ある緑地を活かす」「民間との連携を図る」「緑地を柔軟に使いこ

なす」ことを促進する。 

・以上の歴史文化と都の風格を表すみどりのまちの創造、交流とふれあいをはぐくむ海辺のみど

りの充実・丘のみどりの創出、中城湾を囲むみどりの帯の再生、島尻の魅力を伝えるみどりの

里野の回復を図る。 

●拠点となるみどりの整備（規模 10ha 以上の根幹的都市公園等の確保） 

・大規模な駐留軍用地跡地を生かした文化の公園の整備と防災避難の場の確保 

・世界遺産の歴史や文化遺産を生かした歴史の公園と周辺一帯の整備。 
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●圏域の骨格を維持しみどりの回廊を形成するみどりの保全（地域制緑地等の形成・保全） 

・島尻の丘や流域の環境とグスク一帯の歴史的環境や眺望・風致の保全を図り、対象とする緑

地を市街化の傾向や保全の重要性に応じて段階的に確保。（風致地区、緑地保全地域、緑化地

域、生産緑地地区等の地域制緑地の導入、市民緑地制度の促進と連携などを検討） 

●身近な公園緑地の整備 

・市町村の住区基幹公園の整備を促進する。また、民間による市民緑地の整備を促す。 

 

（４）みどりの将来像 

①那覇・浦添及び周辺地域に琉球の歴史文化と都の風格を表すみどりの都市環境を形成する。 

・琉球王国の時代から王府の中心として発達してきた沖縄県の中心地域で、グスクを囲む石

灰岩台地のみどりと海岸・河川水系の水面の縁取りを生かして往時の庭園的な環境の再生

を目指す。 

・世界遺産地区の首里城公園などグスクや樹林地帯、漫湖の水面・海岸地帯をみどりの拠点

に、台地の輪郭と国場川水系等川沿いの緑や農地をみどりの骨格とする。那覇や首里のま

ち、海岸開発地、空港・港湾等をみどりの地区とし、道路や河口・海岸線を緑化軸にして

これらをつなぐ。 

②北中城から宜野湾石灰岩台地地域に交流とふれあいを育むみどりの都市環境を創出する。 

・普天間飛行場返還予定跡地を中心とする地域で中南部都市圏の中央部に位置している。地

下水でつながる石灰岩地域の環境を生かした自然回復の場を創造して、みどりの回廊の接

続を図る。 

・普天間飛行場跡地に防災と交流や文化の中心となる広域のみどりの拠点とみどりの地区を

配置する。 

周囲の斜面や河川をみどりの骨格にして、道路軸により海岸部のみどりの拠点とみどりの

地区を結ぶ。 

③中城湾岸・斜面緑地地域にみどりの帯と水面地帯、パノラマ景観を持った環境を形成する。 

・琉球王国成立時代の重要地域で、歴史のみどりと水面や眺望を生かしたみどりの地域形成

を目ざす。 

・周囲を囲む斜面をみどりの骨格とし、世界遺産地区の広域公園中城公園を始めグスクの丘

や残される森と干潟及び海岸部にみどりの拠点を配置する。海岸部をみどりの地区にして

緑化軸でつなぐ。 

④報得川流域・糸満南部石灰岩地域に島尻の自然や歴史、田園を生かした都市環境を形成する。 

・島尻層の丘陵地帯と石灰岩台地地帯からなる都市・農村地域で、田園的環境を生かし、み

どりの地域形成を目指す。 

・河川や丘陵地帯と市街地周囲の田園や自然の海岸線をみどりの骨格とし、広域公園平和祈

念公園をはじめとするみどりの拠点に海岸や田園、グスクを生かしたみどりの拠点の創出

を加える。また海岸地帯をみどりの地区に、海岸道路を緑化軸にして構成の充実を図る。  
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【那覇広域都市圏：みどりの将来像】 
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（４）みどりの確保水準 

みどりの確保目標として、都市公園等として整備する緑地の目標水準（１人当たり公園面積）、   

市街地及びその周辺に確保する緑地量及びみどりの確保目標を以下のとおり設定する。 

①都市公園の整備すべき目標水準 

現況 目標 

555.6ha 1,193.6ha 

7.0 ㎡／人 14.8 ㎡／人 

 

②緑地確保の目標水準 

市街地+周辺における緑地確保の目標量 市街地+周辺に対する割合 

5,965.9ha 37.5％ 

 

③みどりの目標水準  

圏域面積 担保量 総量 

21,759.5ha 5,296.7ha 7,384.9ha 

 24.3% 33.9% 

 

（５）みどりの配置方針 

●特徴ある亜熱帯沖縄の豊かな自然を永続させるみどりづくり 

・自然共生の森の拠点として、末吉公園、浦添城跡公園、中城公園の緑地環境を維持し、こ

れらをつなぐ普天間飛行場返還予定跡地に森となるみどりを創出して、中央部を中城の森

までつなぐ回廊拠点を形成する。国場川流域に森の公園（高津嘉山・新川森等）を配置し

て中城湾岸につなぐみどりの回廊を形成する。 

・水面の拠点としてラムサール条約登録湿地の漫湖公園を活かし、名城海岸、瀬長島、シリ

ン川の自然や、豊崎、那覇～浦添、西原の海岸を保全・整備する。 

・これらをつなぐ中城湾岸斜面や島尻丘陵地帯、及び河川沿いの樹林地とサンゴ礁や干潟の

環境を保全し、自然利用の公共施設緑地を加えて自然と共生するみどりの回廊の形成を図

る。 

●沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりづくり 

・世界遺産登録史跡を持つ首里城公園、識名公園をはじめ末吉公園、浦添城跡公園の整備・

充実を図り、同じく世界遺産登録地域の中城公園の整備の進展を図る。また、照屋城跡の

公園化を検討する。 

・これらの拠点公園を中心に世界遺産や点在するその他のグスクや御嶽、歴史の道などのみ

どりの環境を保全し、これらと一帯となって歴史のみどりの回廊の形成を進める。 

●災害から生命や財産を守り、生活環境の改善につながる安心快適なみどりづくり 

・大震災などの災害時に広域避難の場となる 10ha以上の都市公園の供用を進める。中南部都

市圏のほぼ中央に位置する普天間飛行場跡地には（仮称）普天間公園の整備し、広域防災
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機能の導入を図る。 

・海岸部の既設公園及び埋め立て地に整備される公園に津波対策緑地帯の整備を進める。 

・連続する市街地を分けている河川や幹線道路を防災緩衝帯とし、市民や来訪者の交流と文

化を育むよう充実した整備を図り、地域内の緑地と結んで防災緑地網の形成を進める。 

●健康増進、余暇活動、体験型レクリエーションを享受する癒しと潤いのみどりづくり 

・圏域住民と県外利用者双方の多様な余暇のニーズに対応し、スポーツ・レクリエーション

活動が可能で、探訪や交流・保養の魅力も備えた多彩な公園の充足を図る。 

・広域の領域を３つに分けてそれぞれ１か所以上のレクリエーション拠点を形成する。 

ア.西部市街地：奥武山運動公園と普天間飛行場跡地（文化交流） 

イ.南部郊外：名城海岸（海・保養） 

ウ.東部中城湾岸：西原海岸（海） 

・海岸部の既設公園は親水性の向上を図り、また埋立地には渚や干潟の海浜利用ができる緑

地を配置し、内陸部には地域の探訪公園や市町村の中央公園を補う公園を配置する。 

・市町村の公園の充足を図り、海岸・河岸や公園周辺ではアプローチ道路に遊歩道の整備を

加えてみどりのレクリエーションネットワークを形成する。 

●自然豊かで魅力あふれる沖縄らしい風景を保全・創出するみどりづくり 

・改変が進み特徴を失いつつあるハンタ（断崖）の丘や石灰岩の斜面と中小河川、入江や湿

地やサンゴ礁など地形の骨格上にあるみどりの保全を図る。 

これらを見渡せる台地上部や海岸先端部の緑地を展望公園として整備を図る。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を維持し、豊見城城址等の展望

地の文化観光施設化を検討する。 

・沖縄の景観の特徴であるサンゴ礁が残されている名城一帯、中城湾の一部の海岸線及び丘

陵の間を流れる河川や市街地を囲む台地斜面を地域制緑地として保全し、護岸整備が行わ

れた区間の緑化を進めて水面景観の回復を図る。 

・みどりの少ない市街地では、地区計画や緑化地域等の活用を検討する。 
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（６）都市公園の整備目標及び配置の方針 

・那覇広域では、合計 14.8 ㎡/人を目標とし、「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」

の中で計画されている公園の実現、身近な公園の整備、既存施設の質の向上を促進する。 

・また、必要に応じて都市公園の機能に準ずる施設と連携し、適切な公園機能の配置を検討

する。 

種別 配置方針 平成27年 目 標 

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る。 
2.27 ㎡／人 4.0 ㎡／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る。 
3.10 ㎡／人 5.0 ㎡／人 

広域公園 
首里城公園、中城公園等の整備を推進す

る。 
0.85 ㎡／人 3.3 ㎡／人 

その他の 

公園緑地 

（特殊公園、 

都市緑地等） 

みどりの回廊の形成に資する公園等の配

置を検討する。 
0.76 ㎡／人 2.5 ㎡／人 

合 計  7.0 ㎡／人 14.8 ㎡／人 

 

（７）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27年 目 標 
風致地区 末吉・漫湖の２地区の維持を図る。 112.6ha 112.6ha 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

中城村から西原町、与那原町に至る東

海岸の斜面緑地の保全を検討する。 

0.0ha 20.0ha 

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

努める。 

942.2ha 

0.0ha 

942.2ha 

45.0ha 

10.0 ha 

市街地内緑地のなかで、地域において

重要な部分については、地区計画等に

よる確保を検討する。 

都市農業振興基本法に基づく保全農地

を検討する。 

合 計  1,054.8ha 1,129.8ha 

※端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない 

 

（８）緑化に関する方針 

那覇広域都市圏は、県都那覇市を含む 11 市町村から構成され、人口や産業が集積した都市

である。施設緑地や地域制緑地によって、みどりの量を確保するためには、行政だけの施策で

は十分とは言えない。 

そのため、緑化地域、地区計画等緑化率条例制度、市民緑地制度などの活用による民有地の

緑化の促進を検討する。また、道路、公共施設、民間施設などの緑化等により、市街地におけ

るみどりある潤い空間の充実に努める。 
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【那覇広域都市圏：広域緑地計画実現のための施策の方針図】 
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２．南城都市圏 

（１）圏域におけるみどりの課題 

本区域は、豊かな自然環境を有しており、世界遺産である斎場御嶽に代表される御嶽や樋

川などの歴史・文化的な背景のある自然や、東御廻りの史跡や景勝地、グスクなどの地域の

風土や文化を象徴する地域資源などが数多くある。これらの自然、歴史・文化の資源を保全

し、後世に継承するとともに、市街地や集落の居住環境に潤いと個性を与える資源として、

また、地域振興を創出する交流の資源として活用するまちづくりが望まれる。 

 

（２）基本方針 

・南城都市圏は那覇広域都市圏に隣接しており、与那原町の雨乞森から佐敷地域にかけてハ

ンタ（断崖）緑地とよばれる広域的なみどりが連なり、本都市圏の貴重な自然環境を形成

している。ハンタ（断崖）緑地は東西方向に伸びるとともに知念半島をとりまくように存

在しており、これらは風致地区に指定されており、南城都市圏を特徴づける空間となって

いる。 

・風致地区に指定された骨格的な緑地を保全しつつ、新庁舎などの新たな都市的土地利用や

南部東道路の整備を視野に入れて、適切な土地利用を誘導していくものとする。 

・世界遺産斎場御嶽など歴史的資源を多く有することから、これらを保全・活用し、みどり

のネットワークの形成を検討する。 

・社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラの一定の整備を背景として、緑地の 

もつ多機能性を引き出すため、「今ある緑地を活かす」「民間との連携を図る」「緑地を柔軟 

に使いこなす」ことを促進する。 

●拠点となるみどりの整備（規模 10ha以上の根幹的都市公園等） 

 南城市のなかで根幹的な都市公園となる大里城址公園の整備を推進する。 

●圏域の骨格を維持しみどりの回廊を形成するみどりの保全（地域制緑地等の形成・保全） 

 現在指定されている風致地区については、その適切な維持・保全を図り、豊かな緑のネッ

トワークを形成する。 

●身近な公園緑地の整備 

 ・住区基幹公園の整備を促進する。また、民間による市民緑地の整備を促す。 

（３）みどりの将来像 

・中城湾岸から連なる斜面緑地帯地域に、みどりの帯と水面地帯、パノラマ景観を持った

地域環境を形成する。 

・琉球王国成立時代の重要地域で、歴史のみどりと水面や眺望を生かしたみどりの地域形

成を目指す。 

・大里～佐敷～知念を囲む斜面をみどりの骨格とし、世界遺産斎場御嶽を始めグスクの丘

や残される森と干潟及び海岸部にみどりの拠点を配置する。海岸部をみどりの地区にし

てみどりの軸でつなぐ。
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              【南城都市圏：みどりの将来像】
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（４）みどりの確保水準 

みどりの確保目標として、都市公園等として整備する緑地の目標水準（１人当たり公園面積）、   

市街地及びその周辺に確保する緑地量及びみどりの確保目標を以下のとおり設定する。 

①都市公園の整備すべき目標水準 

現況 目標 

23.3ha 99.1a 

5.5 ㎡／人 24.8 ㎡／人 

 

②緑地確保の目標水準 

市街地+周辺における緑地確保の目標量 市街地+周辺に対する割合 

1,004.3ha 89.7% 

 

③みどりの目標水準 

圏域面積 担保量 総量 

4,791.0ha 2,717.1ha 3,247.1ha 

 56.7% 67.8% 

 

（５）みどりの配置方針 

●特徴ある亜熱帯沖縄の豊かな自然を永続させるみどりづくり 

・骨格のみどりである約 1,100ha の風致地区や海岸線も含めた豊かな自然環境を保全する。 

・新原ビーチ・百名ビーチ一体などを中心とした、自然海岸や海岸林等の環境のまとまり・連

なりを保全しつつ、海岸周辺の特色を生かした観光・交流拠点との調和を図る。 

 

●沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりづくり 

・世界遺産斎場御嶽を中心としたグスクを守り、歴史文化を活かした空間づくりを進める。 

・点在する歴史資源を結び、観光・交流を促進する特色あるネットワークの形成を図る。 

 

●災害から生命や財産を守り、生活環境の改善につながる安心快適なみどりづくり 

・津波浸水被害や土砂災害の可能性がある地勢である。そのため、地すべりや急傾斜地など、

年間を通して災害が発生する可能性のある地域では、災害の未全防止のためのみどりの整

備などを促進する。 

・防潮林などの防災機能を有するみどりの保全を推進する。 

 

●健康増進、余暇活動、体験型レクリエーションを享受する癒しと潤いのみどりづくり 

・冨祖崎公園など海と親しめるレクリエーション性を有するみどりを確保する。 

 

●自然豊かで魅力あふれる沖縄らしい風景を保全・創出するみどりづくり 

・南城市を代表するハンタ（断崖）緑地については保全を図り、将来想定される都市的土地利用



 ２．南城都市圏 
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との 

調和に配慮する。 

・南城市では農地が広く存在し、集落と農地が調和したのどかな農村景観等を支えるために、優

良農地の保全等を検討する。 

・みどりの少ない市街地では、地区計画や緑化地域等の活用を検討する。 

 

（６）都市公園の整備目標及び配置の方針 

南城都市圏では、20.0 ㎡/人に達していないため、身近な公園の創出を促進する。 

また、公園整備と合わせて歴史文化資源の活用を検討し、既存の公園施設等と連携を図

り、公園機能の適切な配置を検討する。 

種別 配置方針 平成 27 年 目標 

住区基幹公園 街区公園 1 ㎡／人以上を満たすよ
う、市街地の整備と併せて配置す
る。 

2.95 ㎡/人 4.0㎡/人 

都市基幹公園 総合公園、運動公園の設定を検討
する。 0.58 ㎡/人 18.7㎡/人 

その他の 
公園緑地 

(都市基幹公園) 
(特殊公園等) 

都市緑地の充実を図る。 

2.00 ㎡/人 2.1㎡/人 

合 計  5.5 ㎡/人 24.8㎡/人 

 

（７）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 27 年 目標 

風致地区 区域中央の高台に位置するハンタ
（断崖）緑地について、風致地区
の保全を図る。 

1,098.0ha 1,098.0ha 

その他の 
地域制緑地 

 

現行の保安林等の地域制緑地につ
いては、指定の継続、維持管理の充
実に努める。 

31.3ha 31.3ha 

合 計  1,129.3ha 1,129.3ha 

 

（８）緑化に関する方針 

南城都市圏は、平成 18 年の町村合併により誕生した南城市単独の都市計画区域である。旧

大里村と旧佐敷町の区域は、那覇広域都市圏であったが、市街化調整区域の面積が多く、自然

的土地利用が多くを占める地域である。 

南城都市計画区域の指定の際に、約 1,100ha の風致地区を指定しており、みどりの確保には

積極的な地域である。 

市街地や各集落においては、さらなるみどりの充実を目指して、緑化地域、地区計画等緑化

率条例制度、市民緑地制度などの活用による民有地の緑化の促進を検討する。また、道路、公

共施設、民間施設などの緑化等により、市街地におけるみどりある潤い空間の充実に努める。 
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【南城都市圏：広域緑地計画実現のための施策の方針図】 
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３． 中部広域都市圏 

（１）圏域におけるみどりの課題 

森や川そして海辺とまちをつなぐみどりの形成、グスクから望むみどりの景色と入江の再

生、金武湾の豊かな海を育む水面の充実を図り、みどり豊かな潤いのある生活空間の創出を

図る。みどり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配慮が必要である。 

また、天願川・比謝川水系や中城湾から勝連に至る斜面など都市の骨格となるみどりの環

境を保全・形成するため、地域制緑地によるみどりの担保とみどりの回廊の形成、海岸・水

面のみどりづくりについて検討を行うものとする。 

 

（２）基本方針 

・中部広域都市圏は、那覇広域都市圏に連なって石灰岩台地を基盤とし、自然河川や半島

の海岸域など、変化に富んだ地形を形成している。 

・駐留軍用地が広大な面積を占めている。そのため中心市街地の土地利用密度は高く、一

部では海岸の埋め立てに土地を求めて市街地の形成が進んでいる。 

・緑地は圏域北部に偏り、その中央を広大な嘉手納弾薬庫の森林地域が占め、東に天願

川、西には比謝川が流れている。 

森林地域の東西に位置するうるま市石川・具志川、沖縄市、読谷村は農村地域が広く、

さらにうるま市勝連・与那城は半島・島しょを形成している。 

・広域的には北部圏から南へ那覇広域都市圏につなぐみどりの回廊の形成と圏域に求めら

れるみどりの拠点の確保を必要としており、地域が進める都市形成の方向を緑地の適正

な配置と確保の方策により促進していく必要がある。 

・社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラの一定の整備を背景として、緑地

のもつ多機能性を引き出すため、「今ある緑地を活かす」「民間との連携を図る」「緑地を

柔軟に使いこなす」ことを促進する。 

・以上の観点から本都市圏では圏域の特性を生かして次のようなみどりの都市の形成を目

指す。 

ア.森と川と海辺と町をつなぐみどりの形成 

イ.グスクから望むみどりの景色と入り江の再生 

ウ.金武湾の豊かな海を育む水面のみどりの充実 

 

●拠点となるみどりの整備（規模 10ha以上の根幹的都市公園等） 

・駐留軍用地跡地利用や丘陵部を活かしたこどもの国公園の整備 

 

●圏域の骨格をつなぎみどりの回廊を形成するみどりの保全（地域制緑地等の形成・保全） 

・天願川・比謝川水系や中城湾～勝連一帯の斜面などの圏域の骨格を形成するみどりの環

境の保全を図り、対象とする緑地を、市街化の傾向や保全の重要性に応じて段階的に確

保。（風致地区・緑地保全地域等の地域制緑地導入、市民緑地の促進連携検討） 
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●身近な公園緑地の整備 

・市町村の住区基幹公園の整備を促進する。また、民間による市民緑地の整備を促す。 

 

（３）緑の将来像 

①中城湾岸・与勝半島地域に水面とみどりを生かした新しいまちの環境を形成する。 

・中城湾奥の港湾地域を中心にする一帯で、広い開発地にみどりの景色と入江の再生を目指

す。 

・斜面緑地をみどりの骨格とし、既存の広域公園沖縄県総合運動公園を中心に、残される干

潟や海岸部及び半島部の世界遺産勝連城跡をみどりの拠点として配置する。港湾と開発地

をみどりの地区とし、道路と海岸線の緑化軸によってみどりのまちをつくり、勝連城跡か

らの景観を形成する。 

 

②中心市街地と比謝川流域・西海岸地域に多様なみどりを加えた都市環境を形成する。 

・嘉手納弾薬庫の大森林と市街地に接する軍用地のみどりや比謝川・白比川及び残されてい

る自然の海岸線をみどりの骨格とする。健康・スポーツ型の多いみどりの拠点にグスクや

河川・海岸を生かしたみどりの拠点を加え、コザの市街地と海岸開発地をみどりの地区と

し道路の緑化軸でつなぐ。 

 

③天願川流域・金武湾一帯地域に水面とみどりの潤いある郊外都市の環境を形成する。 

・水とみどりに恵まれた流域・湾岸島嶼域で、郊外都市のゆとりを生かしたみどりづくりを

目指す。 

・天願川水系と段丘部、田園緑地及び自然の湾岸線をみどりの骨格とし、既存の拠点に海

岸・段丘上のみどりの拠点を加えて骨格を強化する。まちの中心部をみどりの地区とし海

岸緑化軸でつなぐ。 

  



 ３．中部広域都市圏 
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（４）みどりの確保水準 

みどりの確保目標として、都市公園等として整備する緑地の目標水準（１人当たり公園面積）、   

市街地及びその周辺に確保する緑地量及びみどりの確保目標を以下のとおり設定する。 

 

①都市公園の整備すべき目標水準 

現況 目標 

336.1ha 577.0 ha 

9.9 ㎡／人 16.8 ㎡／人 

 

②緑地確保の目標水準 

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 

3,753.8ha 41.7% 

 

③みどりの目標水準 

圏域面積 担保量 総量 

20,023.0ha 3,636.9ha 7,726.3ha 

 18.2% 38.6% 

 

（５）みどりの配置の方針 

●特徴ある亜熱帯沖縄の豊かな自然を永続させるみどりづくり 

・自然のみどりは嘉手納弾薬庫内の森林地域と天願川・比謝川沿いにあり、北側内陸に偏っ

ていることから海辺の自然を生かした拠点の形成を図り、金武湾や中城湾に水辺のみどり

の拠点を配置する。 

・森林地域周辺の河川上流部や河川流域のみどりの環境を保全し、東側は中城湾岸斜面沿い

に、西側は駐留軍用地内のみどりを経由して那覇広域都市圏につなぐみどりの回廊を形成

する。 

・海域を含めた島しょ地域のみどりの環境を維持する。 

 

●沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりづくり 

・世界遺産座喜味城跡公園の整備を進めるとともに、世界遺産勝連城跡周辺、伊波城跡などの

公園化を図り、歴史的公園の整備を進めて圏域の個性を高める。 

・世界遺産の周辺やグスクの丘につながるみどりの環境を保全して歴史のみどりの回廊を形成

していく。 
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●災害から生命や財産を守り、生活環境の改善につながる安心快適なみどりづくり 

・大震災などの災害時に広域避難の場となる 10ha以上の都市公園の供用を進める。 

・津波に対しては市街地の公共空地系統と結んで中城湾側からの避難にも対応を図る。 

・海岸部にある既設公園及び埋め立て地に整備される公園に津波対策緑地帯を構成する。 

・中城湾岸の斜面は地滑り等防止のみどりの帯として保全を図る。 

・沖縄市とうるま市に連続する市街地では幹線道路を防災緩衝帯とし緑化の充実を図る。 

 

●健康増進、余暇活動、体験型レクリエーションを享受する癒しと潤いのみどりづくり 

・スポーツ・レクリエーション活動ができるこどもの国公園の供用整備を進める。 

・利用域を３つに分けて、圏域に不足しているテーマ性を持った新たな公園を配置する。 

ア.西海岸：駐留軍用地返還跡地利用(歴史風土の探訪) 

イ.中城湾：泡瀬海岸(水面の探訪) 

・市町村公園との連携を図り、みどりのレクリエーションネットワークを形成する。 

 

●自然豊かで魅力あふれる沖縄らしい風景を保全・創出するみどりづくり 

・地域の景観の特徴であるみどりの維持・保全に努める。 

・残波岬、座喜味城址、天願川、比謝川、勝連城跡、中城湾泡瀬海岸の風致を維持する。 

・残波岬、座喜味城跡、勝連城跡はこれらの特徴を見る展望地として充実を図る。 

・護岸整備が行われた北谷町の海岸、中城湾岸でみどりの形成と海岸緑化を進める。 

・景観緑地帯となる比謝川・天願川、中城湾岸、金武湾海岸の緑地的環境を保全する。 

・みどりの少ない市街地では、地区計画や緑化地域の活用を検討する。 
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（６）都市公園の整備目標及び配置の方針 

・中部広域では、合計 16.8 ㎡/人を目標とし、「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」

の中で計画されている公園の実現、身近な公園の整備、既存施設の質の向上を促進する。 

・また必要に応じて、都市公園の機能に準ずる施設と連携し、適切な公園機能の配置を検討

する。 

種 別 配置方針 平成27年 目 標 

住区基幹公園 
住民一人当たり１㎡以上の地区公
園の配置に努める。 

3.69 ㎡／人 4.9 ㎡／人 

都市基幹公園 
都市基幹公園が未整備の市町村に
おいて重点的な充実を図るものと
する。 

3.81 ㎡／人 7.0 ㎡／人 

広域公園 
沖縄県総合運動公園（47.7ha）は標
準面積（50ha）をほぼ確保しており
、その維持を図る。 

1.40 ㎡／人 2.1 ㎡／人 

その他の 
公園緑地 

(都市緑地、特殊
公園等) 

みどりの回廊の形成に資する公園
等の配置を検討する。 

1.00 ㎡／人 2.9 ㎡／人 

合 計  9.9 ㎡／人 16.8 ㎡／人 

 

（７）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 27 年 目標 

風致地区 
中城湾岸、天願川・倉敷ダム周辺、
比謝川河口一帯における指定を検
討する。 

2.1ha 2.1ha 

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する。 

0.0ha 42.0ha 

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
実に努める。 

354.7ha 354.7ha 

地域において重要な市街地内緑地
については、地区計画等による確保
を検討する。 

0.0ha 84.0ha 

合 計  356.8ha 482.8ha 

 

 

（８）緑化に関する方針 

中部広域都市圏は５市町村から構成される圏域で、圏域の中央に駐留軍用地があり広大なみ

どりが存在する。市街地は、駐留軍用地を避ける形で分布しており、施設緑地や地域制緑地の

確保量は十分とは言えない。 

そのため、みどりの充実を目指して、緑化地域、地区計画等緑化率条例制度、市民緑地制

度などの活用による民有地の緑化の促進を検討する。また、道路、公共施設、民間施設など

の緑化等により、市街地におけるみどりある潤い空間の充実に努める。 
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【中部広域都市圏：広域緑地計画実現のための施策の方針図】 
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４．名護都市圏 

（１）圏域におけるみどりの課題 

北部の中心都市である名護市は、国道 58 号沿道背後一帯に市街地が広がり、その背後に

山林が広がる。また、羽地内海、東海岸の久辺三区など、広い市域に集落が点在し、豊かな

みどりとともに、良好なサンゴ礁を有する美しい海域が広がっている。 

名護中央公園、名護浦公園などは周辺市町村も含めて活用されており、広域的な機能を有

する。西海岸側、東海岸側ともに民間のリゾート施設が立地しており多くの人々が訪れてい

る。また、プロ野球のキャンプ地として利用されている公園もあり、観光に寄与している。 

圏域全体としては、みどりが豊かである一方、市街地内にはみどりが少なく、市民のため

緑地空間の創出や緑化の推進など、暮らす人々と訪れる人々に優しいみどりの創出が望まれ

る。 

 

（２）基本方針 

・名護都市圏は、北部３村（国頭村、大宜味村、東村）から連なる自然性の高い森林、海岸域

に広がる良好なサンゴ礁、本部半島の石灰岩特有の自然の地形と植生等、規模の大きい良好

な自然環境を有しており、これらのみどりに包み込まれるように市街地、集落が成立してい

る。 

・また、名護市は北部圏の中心市街地で、開発・整備の進展を見せており、これらと調和する

自然的環境の保全、身近なみどりの環境の保全と活用の検討が求められる地域でもある。 

・したがって、本圏域では、市街地の占める割合は小さいが、まとまりのある市街地を中心に

した良好な都市環境の形成を目指して、大きな自然や景観を活かし、拠点となる公園緑地の

整備、回廊となるみどりの保全・形成を生かして次のようなみどりの都市の形成を目指す。 

・まちを包む名護湾のみどりの縁取りの形成、海と島と山の魅力を高める拠点の形成、やんば

るの森につなげ海の再生を進めるみどりの環境の充実、森や海の恵を伝える水面環境の充実

を図る。 

・社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラの一定の整備を背景として、緑地のもつ多機能

性を引き出すため、「今ある緑地を活かす」「民間との連携を図る」「緑地を柔軟に使いこなす」ことを

促進する。 

●拠点となるみどりの整備（規模 10 ㏊以上の根幹的都市公園等） 

・北部の交流の拠点としてスポーツや防災避難の場となる拠点公園を創出・確保。 

・世界遺産今帰仁城跡の公園化検討。 

・山や海の拠点整備。（名護岳、羽地ダム・多野岳、羽地内海） 

 

●圏域の骨格をつなぎみどりの回廊を形成するみどりの保全（地域制緑地等の形成・保全） 

・市街地の外周に地域制緑地の形成（風致地区・緑地保全地区等の指定、市民緑地制度の促進・

連携などを検討） 
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●身近な公園緑地の整備 

・住区基幹公園の整備を促進する。また、民間による市民緑地の整備を促す。 

 

（３）みどりの将来像 

①名護湾岸を囲むみどりの帯を充実させて圏域の拠点都市に相応しい環境を形成する。 

・名護市街地を囲む北部圏の中心地で、みどりに恵まれた環境都市の形成を目指す。 

・名護岳、嘉津宇岳の山稜と自然海岸、屋部川・田園緑地・丘稜部をみどりの骨格とし、広

域公園名護中央公園を始めとする拠点のみどりを充実させる。中心部をみどりの地区とし

道路軸でつなぐ。 

 

②羽地地域を構成するみどりを生かしてやんばるに広がるみどりの地域環境を形成する。 

・多野岳から北の山稜、羽地内海をみどりの帯とする構成を維持し、保全と活用を両立させ

羽地ダムや内海海岸部に拠点のみどりを創出する。 
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【
名
護
都
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】
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（４）みどりの確保水準 

みどりの確保目標として、都市公園等として整備する緑地の目標水準（１人当たり公園面積）、   

市街地及びその周辺に確保する緑地量及びみどりの確保目標を以下のとおり設定する。 

 

①都市公園の整備すべき目標水準 

現況 目標 

123.4ha 151.0ha 

20.0 ㎡／人 24.4 ㎡／人 

 

②緑地確保の目標水準 

市街地＋周辺における緑地確保の目標量 市街地＋周辺に対する割合 

2,670.2ha 80.3% 

 

③みどりの目標水準 

圏域面積 担保量 総量 

21,038.0ha 6,264.1ha 17,385.3ha 

 29.8% 82.6% 

 

（５）みどりの配置方針 

●特徴ある亜熱帯沖縄の豊かな自然を永続させるみどりづくり 

・名護市域を囲む山頂部、名護岳と多野岳の頂部緑地を自然共生回廊の拠点として維持し、自然

の保全・活用拠点を形成する。 

・関連する地域制緑地を生かして北部脊梁山系に続く名護岳・多野岳山稜、羽地ダム一帯のやん

ばるの森としての保全、ブセナ海域の保全、大浦湾の良好な海域の保全策を進める。 

 

●沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりづくり 

・名護城跡とこれに連なるみどりの保全を図る。 

 

●災害から生命や財産を守り、生活環境の改善につながる安心快適なみどりづくり 

・まちの周囲に津波避難にも対処する広域の防災公園の確保を検討する。 

・名護浦公園の海岸緑地の充実・21世紀の森づくりをさらに進めて津波対策緑地とする。 

・名護のまちに接する斜面を防災緑地帯して保全する。 

・名護の幸地川と幹線道路を防災緩衝帯として整備し、まちを安心快適に楽しい所とする防災緑

地のネットワークの形成を図る。 

 

●健康増進、余暇活動、体験型レクリエーションを享受する癒しと潤いのみどりづくり 

・市民と北部圏の県民や来訪者が集うスポーツ・レクリエーション公園の形成を図る。名護浦公

園の文化の公園としての役割、広域公園名護中央公園の風致探勝公園としての機能にスポーツ



第４章 圏域別の施策の推進方針  

 

111 

拠点機能を加える北部地域拠点公園形成の具体化を検討していく。候補地は名護浦公園（拡大・

改良）、丘陵部適地（防災公園対応）、ブセナリゾート丘陵部（公園化検討）等。 

・海岸部の整備として喜瀬公園の供用を進め、羽地内海、東海岸でのみどりの整備を検討する。 

 

●自然豊かで魅力あふれる沖縄らしい風景を保全・創出するみどりづくり 

・市街地を囲む名護岳、嘉津宇岳のスカイライン、その前面の斜面のみどりを保全する。 

・嘉津宇岳等の石灰岩地に特徴的なみどりの景観を保全する。 

・名護湾、羽地内海、大浦湾の水面景観の保全を図る。 

・眺望の優れた圏域であり、嵐山、多野岳等の眺望点の保全と整備を図る。 

・名護浦公園～安和の採石場採石跡地の緑化や、羽地内海の景観の回復を図る。 

 

（６）都市公園の整備目標及び配置の方針 

名護都市圏は、20.0 ㎡/人に達しているため、既存施設の維持管理と質の向上を促進する。 

また、公園整備と合わせて市街地周辺の森や歴史文化財との調和や既存の公園施設等と連

携を図り、公園機能の適切な配置を検討する。 

 種別 配置方針 平成27年 目標 

住区基幹公園 街区公園１㎡以上を満たすよう、特に市

街化進展範囲での配置に努めます。 
5.41 ㎡/人 5.9㎡/人 

都市基幹公園 

 

住民１人当たり 1.5 ㎡以上の運動公園の

配置に努めます。 
3.83 ㎡/人 5.8 ㎡/人 

広域公園 名護中央公園（名護城公園）の供用促進と

整備を図ります。 
9.57 ㎡/人 11.5 ㎡/人 

その他の公園緑地 

(都市基幹公園、特

殊公園等) 

北部都市圏の中核的都市として、スポー

ツや海をテーマとした整備を図ります。 1.19 ㎡/人 1.2 ㎡/人 

合 計  20.0 ㎡/人 24.4 ㎡/人 

 

（７）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27年 目標 

風致地区 

 

名護市街地の東側を囲む九年又等既指

定４地区の保全を図ります。 
45.4ha 45.4ha 

その他の地域制 

緑地 

 現行の国定公園、鳥獣保護区、自然環境

保全地域、天然記念物、保安林等の郊外の

緑地については、指定の継続・拡充、維持

管理の充実に努めます。 

3,097.1ha 3,097.1ha 

合 計  3,142.5ha 3,142.5ha 
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（８）緑化に関する方針 

名護都市圏は、沖縄本島北部の中心都市であり、名護湾に向けて市街地が広がっている。市

街地背後には、自然のみどりが存在するが市街地内ではみどりの少ない状況である。 

そのため、みどりの充実を目指して、緑化地域、地区計画等緑化率条例制度、市民緑地制度  

などの活用による民有地の緑化の促進を検討する。また、道路、公共施設、民間施設などの緑  

化等により、市街地におけるみどりある潤い空間の充実に努める。 

 

  

【名護都市圏：広域緑地計画実現のための施策の方針図】 
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５．本部都市圏 

（１）圏域におけるみどりの課題 

本部町には、沖縄随一の観光スポットである海洋博覧会記念公園があり、多くの観光客が

訪れている。隣接する名護市から豊かな山林が続き、円錐カルストは本部町を特徴づける空

間となっている。 

海洋博覧会記念公園は、都市公園として整備されており、本部町の 1人当たり都市公園面

積は、県内の都市計画区域市町村と比較すると高い値を示しているが、住民に身近な住区基

幹公園が不足しており、整備のあり方について検討が望まれる。 

 

（２）基本方針 

・本部都市圏は、北部３村（国頭村、大宜味村、東村）から連なる自然性の高い森林、海岸域に

広がる良好なサンゴ礁、本部半島の石灰岩特有の自然の地形と植生等、規模の大きい良好な自

然環境を有しており、これらのみどりに包み込まれるように市街地、集落が成立している。 

・本部港は、周辺離島への航路を有しており、交流拠点として機能を生かすための緑化の促進な

どにより潤いのある地域の整備が望まれる。 

・本圏域は、用途地域を持たない都市圏であり、中心集落である役場周辺、本部港渡久地地区、

市場等を中心として、豊かな自然環境のなかに点在する集落をみどりの回廊として結び、隣接

する市町と連携を図り、住民や観光客にとって魅力あるみどりの形成を図るものとする。 

・社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラの一定の整備を背景として、緑地のもつ多機能

性を引き出すため、「今ある緑地を活かす」「民間との連携を図る」「緑地を柔軟に使いこなす」ことを

促進する。 

 

●拠点となるみどりの整備（規模 10㏊以上の根幹的都市公園等） 

・世界遺産今帰仁城跡の公園化検討。 

・山や海の拠点整備。（八重岳、沖縄記念公園海洋博覧会地区、渡久地港など） 

 

●圏域の骨格をつなぎ、みどりの回廊を形成するみどりの保全（地域制緑地の形成・保全） 

・市街地の外周に地域制緑地の形成（風致地区・緑地保全地区等の指定、市民緑地制度の促進・

連携などを検討） 

 

●身近な公園緑地の整備 

・住区基幹公園の整備を促進する。また、民間による市民緑地の整備を促す。 
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（３）みどりの将来像 

①本部地域を構成するみどりを生かして、自然とふれあえる地域環境を形成する。 

・国営公園をみどりの拠点とし、八重岳、山里カルスト地域、満名川、海岸・島しょ部等を

みどりの回廊として活用を図る。 

・港湾・海岸部をみどりの地区にして道路の緑化軸でつなぐ。 

 

②周辺の名護圏域と連携し、やんばるに広がるみどりの地域環境を維持する。 

・山里カルスト地域は、本圏域を特徴づけるところであり、隣接する名護市や今帰仁村と連

携したみどりの環境を維持する。 

 

③沖縄の原風景を生かした歴史・文化拠点環境を形成する。 

・備瀬の集落を中心に、昔ながらの生活の知恵を生かした集落の景観を形成する。 

・世界遺産である今帰仁城跡を歴史拠点とし、他圏域と連携した歴史回廊を形成する。 

 

【本部都市圏：みどりの将来像】 
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（４）みどりの確保水準 

みどりの確保目標として、都市公園等として整備する緑地の目標水準（１人当たり公園面積）、   

市街地及びその周辺に確保する緑地量及びみどりの確保目標を以下のとおり設定する。 

 

①都市公園の整備すべき目標水準 

現況 目標 

73.5 ha 99.7ha 

54.3 ㎡／人 85.3 ㎡／人 

 

②緑地確保の目標水準 

市街地＋周辺における緑地確保の目標量 市街地＋周辺に対する割合 

1,714.6ha 95.8% 

 

③みどりの目標水準 

圏域面積 担保量 総量 

5,430.0ha 1,700.6ha 3,527.5ha 

 31.3% 65.0% 

 

（５）みどりの配置方針 

●特徴ある亜熱帯沖縄の豊かな自然を永続させるみどりづくり 

・地域制緑地を生かして山里円錐カルストの特徴的な石灰岩地形の保全と活用、瀬底島・水納島・

本部海域の保全策を進める。 

 

●沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりづくり 

・世界遺産今帰仁城趾の公園化を検討し、琉球歴史回廊の形成を進める。 

 

●災害から生命や財産を守り、生活環境の改善につながる安心快適なみどりづくり 

・まちの周囲に津波避難にも対処する広域の防災公園の確保を検討する。 

・本部の満名川と幹線道路を防災緩衝帯として整備し、まちを安心快適に楽しい所とする防災の

緑地のネットワークの形成を図る。 

 

●健康増進、余暇活動、体験型レクリエーションを享受する癒しと潤いのみどりづくり 

・国営沖縄記念公園の未整備部分の整備を進めて、北部観光の拠点機能の拡充を図る。 

・本部町の住区基幹公園の充足を図り、公園ネットワークの形成を検討する。 

 

●自然豊かで魅力あふれる沖縄らしい風景を保全・創出するみどりづくり 

・市街地を囲む嘉津宇岳のスカイライン、その前面の斜面のみどりを保全する。 

・嘉津宇岳、山里円錐カルスト等の石灰岩地に特徴的なみどりの景観を保全する。 
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・備瀬のフクギ並木等、特徴的な集落景観を保全する。 

・瀬底島・水納島の水面景観の保全を図る。 

・眺望の優れた圏域であり八重岳、沖縄記念公園、今帰仁城跡等の眺望点の保全と整備を図る。 

 

（６）都市公園の整備目標及び配置の方針 

本部都市圏は、大規模な国営公園により 20.0 ㎡/人に達しているもの、住区基幹公園が不足

している。そのため、身近な公園の確保を促進する。 

また、公園整備と合わせてやんばるの森や歴史文化財との調和、既存の公園施設等と連携

を図り、公園機能の適切な配置を検討する。 

種別 配置方針 平成 27 年 目標 

住区基幹公園 

 

都市計画決定公園の整備を促進する。 

1.26 ㎡/人 4.0 ㎡/人 

広域・国営公園 国営沖縄記念公園海洋博覧会地区が配

置されており、整備の促進を図る。 
53.04 ㎡/人 81.3 ㎡/人 

その他の公園緑地 

(都市基幹公園、特

殊公園等) 

八重岳周辺地域の公園化など、町の公園

事業を基本に具体化を検討する。 0.0 ㎡/人 0.0 ㎡/人 

合 計  54.3 ㎡/人 85.3 ㎡/人 

 

（７）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 27 年 目標 

風致地区 

(緑地保全地域 

特別緑地保全地区) 

中心集落周辺のみどりの骨格・緑地回廊

を形成する新規の指定を検討する。 0.0ha 50.0ha 

その他の 

地域制緑地 

現行の保安林や国定公園等の郊外の緑

地については、指定の継続・拡充、維持

管理の充実を進める。 

512.4ha 512.4ha 

合 計  512.4ha 562.4ha 

 

 

（８）緑化に関する方針 

本部都市圏は、名護都市圏に隣接する、自然のみどり豊かな地域で、国営沖縄記念公園海洋

博覧会地区には多くの観光客が訪れている。 

豊かなみどりに加えて、さらなる魅力向上を目指して、緑化地域、地区計画等緑化率条例制

度、市民緑地制度などの活用による民有地の緑化の促進を検討する。また、道路、公共施設、

民間施設などの緑化等により、市街地におけるみどりある潤い空間の充実に努める。  
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【本部都市圏：広域緑地計画実現のための施策の方針図】 

 



 ７．宮古都市圏 

 

118 

５．宮古都市圏 

（１）圏域におけるみどりの課題 

宮古島は山の無い島であり、島内に存在する自然のみどりは貴重な資源である。用途地域

が指定されている市街地もみどりが少なく、潤いの創出が望まれる。 

河川が無いため、海に流出するものがなく、海岸が非常に美しく宮古島市の大きな魅力と

なっている。 

（仮称）宮古広域公園の整備が計画されており、市民や来訪者に活用されることが期待さ

れる。また、住民に身近な公園などみどりの量の確保とともに、観光地に相応しい樹木や花

木による緑の創出など、みどりの質の向上について検討が望まれる。 

 

（２）基本方針 

・宮古都市圏は、石灰岩台地の平担な地形を基盤に、森林は少なく田園地域が広がり、川がなく

地下水で成り立っている地域であり、このため良好なサンゴ礁海域が周囲を取り巻いているこ

とが特徴となっている。また、活動的なスポーツ・レクリエーション、マリンスポーツが活発

に行われ、人々のふれあいや交流が盛んな圏域となっている。 

・中心市街地は港と一体に発達し土地利用の密度は高いが、周辺部にはみどりも配置され、まと

まりのある構成を維持してきた。しかし、港湾の拡大や空港の整備により都市的土地利用が用

途地域周辺に広がる傾向にある。 

・したがって、市街地の周辺における良好な都市環境の形成、その圏域環境とのつながりを確保

して、その中心となるみどりの形成が望まれる。 

・本都市圏では、これらの特性や状況を踏まえて次のようなみどりの都市の形成を目指す。石灰

岩の台地に自然を広げるみどりの帯の形成、海の環境を育むみどりの環境の充実、丘の眺望と

海辺のふれあいを楽しむ拠点の確保を図る。 

・社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラの一定の整備を背景として、緑地のもつ多機能性

を引き出すため、「今ある緑地を活かす」「民間との連携を図る」「緑地を柔軟に使いこなす」ことを促進

する。 

●拠点となるみどりの整備（規模 10㏊以上の根幹的都市公園等） 

・圏域への配置が求められている広域公園の確保。 

●回廊を形成するみどりの保全（地域制緑地等の形成・保全） 

・市街地周辺を囲むみどりの帯の形成と森林の拡大、海岸環境の充実。 

（風致地区や緑地保全地域等の指定、市民緑地制度の促進・連携などを検討） 

●身近な公園緑地の整備 

・住区基幹公園の整備を促進する。また、民間による市民緑地の整備を促す。 

（３）みどりの将来像 

①北部・池間島地域を構成するみどりを生かして、海とふれあえる地域環境を形成する。 

・森林や海岸線のみどりの帯の構成を維持し、生かすことでみどりの拠点を創出する。 

②中心市街地・中央部地域のみどりの構成を強化して、圏域の中心に相応しいみどりの環境を形

成する。 
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・海岸線や断層崖斜面と大野山林、市街地周囲の田園緑地をみどりの帯とし、既存の拠点に

加えて海を生かす広域的なみどりの拠点を創出し、港湾・空港、開発地・市街地をみどり

の地区にする。 

・東西軸の道路や防風林を緑化軸として強化し、地域環境の安定と自然性景観性の向上を図

る。 

③南部・東平安名岬地域を構成するみどりを生かして、優れた景観の地域環境を形成する。 

・海岸崖線や断層崖斜面のみどりを維持し、生かすことでみどりの拠点の充実を図る。 

 

【宮古都市圏：みどりの将来像】 
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（４）みどりの確保水準 

みどりの確保目標として、都市公園等として整備する緑地の目標水準（１人当たり公園面積）、   

市街地及びその周辺に確保する緑地量及びみどりの確保目標を以下のとおり設定する。 

①都市公園の整備すべき目標水準 

現況 目標 

107.5ha 397.3 ㏊ 

23.2 ㎡／人 96.0m²／人 

 

②緑地確保の目標水準 

市街地＋周辺における緑地確保の目標量 市街地＋周辺に対する割合 

5,817.3ha 93.6% 

 

③みどりの目標水準 

圏域面積 担保量 総量 

16,530.0ha 11,071.1ha 13,210.8ha 

 67.0% 79.9% 

 

（５）みどりの配置方針 

●特徴ある亜熱帯沖縄の豊かな自然を永続させるみどりづくり 

・大野山林一帯の樹林地を、生態系の基盤となる自然環境の拠点として保全する。 

・宮古島の地形や自然環境を特徴づけ、地下水涵養上重要な石灰岩堤のみどりを保全する。 

・池間島の湿地は動植物の生息地として重要であり、その自然環境の保全を図る。 

・希少な鳥類が飛来するなど生態系基盤として重要な与那覇湾の自然環境を保全する。 

・宮古島南部～東部、七又海岸から東平安名岬へと続く切り立った断崖を覆う隆起サンゴ礁の植

生が広がる範囲の保全を図る。 

・八重千瀬一帯をはじめ宮古島を取り巻く優れたサンゴ礁海域を保全する。 

 

●沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりづくり 

・大嶽城跡、高腰城趾一帯のみどりを宮古の歴史文化とふれあえる場所として充実整備を図る。 

・豊見城墓や井戸(ウリガ―)、小丘に残る御嶽など郷土資源その一帯のみどりの保全、修復を図

る。 

 

●災害から生命や財産を守り、生活環境の改善につながる安心快適なみどりづくり 

・カママ嶺公園を津波にも対処できる市街地の避難公園として必要な整備を補う。 

・市街地内の幹線道路を防災緩衝帯として緑化の充実を図る。 

・島の環境を維持していくため石灰岩堤をつなぐ緑地帯、防風林帯の形成を進める。 

・これらの公園緑地や緑化軸はまちを安心快適に楽しい所とするように整備し、市街地内の公共

緑地や連絡道路と結び防災緑地網を形成する。 
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●健康増進、余暇活動、体験型レクリエーションを享受する癒しと潤いのみどりづくり 

・植物園や博物館がある大野越公園（大野山林）一帯から海岸にかけては、宮古の散策や交流の

拠点として、さらには海へのアプローチ拠点と位置づける。 

・市街地に接するコースタルリゾートの整備を進め海域利用の起点にする。 

・砂山ビーチ、与那覇前浜周辺のリゾート地、東平安名岬公園、保良川ビーチ、ドイツ文化村な

ど、レクリエーション拠点の充実を図り、道路のネットワーク整備の充実を図る。 

・これらの中から宮古の観光振興の拠点になり、様々な体験・交流の場となる広域公園の創出を

図る。 

 

●自然豊かで魅力あふれる沖縄らしい風景を保全・創出するみどりづくり 

・宮古島の特徴エリアである次の箇所を景観保全地域として維持していく。西平安名岬、砂山ビ

ーチ、与那覇前浜、与那覇湾、池間島、狩俣森林、島尻マングローブ、入り江湾、石灰岩堤の

植物景観等。 

・次の眺望地点を整備する。東平安名崎、大嶽城趾公園、来間大橋、池間大橋付近等。 

・伊良部大橋からの景観対象となる西海岸の海岸景観の保全や緑化、宮古空港へアプローチする

道路の緑化を推進。 

 

（６）都市公園の整備目標および配置の方針 

宮古都市圏は、20.0 ㎡/人に達しているため、既存施設の維持管理と質の向上、計画公園の

整備を促進する。 

また、（仮称）宮古広域公園の計画を推進し、既存の公園施設等と連携、公園機能の適切な

配置に努める。 

 

種  別 配置方針 平成27年 目標 

住区基幹公園 
住区基幹公園の水準は充足し

ており、１㎡以上の街区公園の

配置に努める。 
6.38㎡／人 8.5 ㎡／人 

都市基幹公園 
住民一人当たりの水準4.5㎡は

既に到達しており、今後はこれ

らの内容の充実に努める。 
8.08㎡／人 10.8㎡／人 

広域公園 
（仮称）宮古広域公園の整備を

推進する。 
0㎡／人 12.4㎡／人 

その他の公園緑地 
(都市緑地、特殊公園等） 

都市公園内整備水準を既に確

保しており、今後はこれらの供

用促進と整備を図る。 
8.71㎡／人 64.3㎡／人 

合  計  23.2 ㎡/人 96.0㎡／人 
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（７）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27年 目標 

条例緑地 
用途地域内の自然環境の要所となっ

ている樹林地を市の条例適用を検討

します。 
0.0ha 1.0ha 

風致地区 
緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

周辺のみどりの骨格の形成やアプロ

ーチ区間の景観効果の高い範囲に風

致地区か緑地保全地域、特別緑地保

全地区の指定を検討します。 

0.0ha 50.0ha 

その他の 
地域制緑地 

現行の保安林指定の状況を継続し、

維持管理の充実を進めるとともに、

鳥獣保護区の保全の強化を検討しま

す。 

852.1ha 852.1ha 

合  計  852.1ha 903.1ha 

 

 

（８）緑化に関する方針 

宮古都市圏は、山が無く、平坦な地形で農地を主体としたみどりが広がる地域である。市街

地においては、みどりが少なく、まちの潤いに欠けている。 

そのため、市街地の魅力向上に向けて、緑化地域、地区計画等緑化率条例制度、市民緑地制

度などの活用による民有地の緑化の促進を検討する。また、道路、公共施設、民間施設などの

緑化等により、市街地におけるみどりある潤い空間の充実に努める。 
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【宮古都市圏：広域緑地計画実現のための施策の方針図】 
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７．石垣都市圏 

（１）圏域におけるみどりの課題 

用途地域が指定されている市街地の背後にはみどりが広がり、石垣島全体でみどり豊かな

空間を形成している。於茂岳やバンナ岳などの山林、川平湾、名蔵アンパルなどの湾や湿地

帯、フルストバル遺跡など歴史資源についても様々な表情を持っており、これらを保全し活

用するための手法について検討が望まれる。 

 

（２）基本方針 

・石垣都市圏においては、市街地は島の南部に位置し、バンナ岳が市街地のシンボル的な背景を

つくっている。島の中心に県内最高峰となる於茂登岳の山地森林地帯が存在し、名蔵川、宮良

川の水系を擁して河口湿地アンパルや宮良のマングローブ林など豊かな自然環境が構成され

ている。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優れた

海岸景勝地帯であり、本県を代表する景観地域になっている。 

・市街地は公共施設・商業地域・港湾や漁港地域を中心に住宅等が立地している。市街地の東側

は都市的土地利用計画が検討され、市街地南側は港湾の整備が進み埋立地が広がっている。 

・したがって、市街地の外縁から背後にかけてのみどりの環境を整え、前面の広大な埋立地にお

いては緑化を促進するとともに、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る。 

・社会の成熟化、市民の価値観の多様化、都市インフラの一定の整備を背景として、緑地のもつ

多機能性を引き出すため、「今ある緑地を活かす」「民間との連携を図る」「緑地を柔軟に使いこ

なす」ことを促進する。 

・以上の視点から本都市圏では次のようなみどりの都市環境の形成を目指す。まちを囲む丘のみ

どりの充実と港のみどりの形成、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

とサンゴ礁の縁取りが魅力のみどりの景観の充実を図る。 

●拠点となるみどりの整備（10㏊以上の根幹的都市公園） 

・フルスト原遺跡の公園化と観音堂歴史公園の再編。 

●市街地外周の回廊を形成するみどりの保全（地域制緑地等の形成・保全） 

・前勢丘～バンナ丘～宮良川河口に至る緑地的環境の保全（風致地区・緑地保全地域等の指定、

市民緑地制度の促進連携など検討） 

●身近な公園緑地の整備 

・住区基幹公園の整備を促進。また、民間による市民緑地の整備を促す。 

 

（３）みどりの将来像 

①市街地からバンナ岳一帯地域のみどりの構成を維持して、景観に優れた都市環境を形成する。 

・バンナ岳の稜線と自然の海岸線や市街地周囲の田園緑地をみどりの骨格とし、広域公園バ

ンナ公園を中心にみどりの拠点の充実・創出を図る。港湾開発地やまちの中心をみどりの

地区にし、海岸線や河川、道路の緑化軸を形成する。 

②名蔵・川平地域等を構成するみどりを生かして、自然景観の優れた地域環境を維持する。 

・於茂登岳の稜線、名蔵湿地、川平湾等のみどりの骨格の構成を維持し充実を図る。 



第４章 圏域別の施策の推進方針  

 

125 

③宮良川から北東部地域のみどりを生かして、自然景観の優れた地域環境を維持する。 

・宮良川、白保海岸、平久保崎やサンゴ礁の海岸線等、みどりの帯の構成を維持し、活用す

ることで充実を図る。南ぬ島石垣空港は、緑化の充実を図る。 

 

【石垣都市圏：みどりの将来像】 
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（４）みどりの確保水準 

みどりの確保目標として、都市公園等として整備する緑地の目標水準（１人当たり公園面積）、   

市街地及びその周辺に確保する緑地量及びみどりの確保目標を以下のとおり設定する。 

 

①都市公園の整備すべき目標水準 

現況 目標 

243.2 ha 412.40㏊ 

51.1 ㎡／人 84.3m²／人 

 

②緑地確保の目標水準 

市街地＋周辺における緑地確保の目標量 市街地＋周辺に対する割合 

2,004.5ha 78.1% 

 

③みどりの目標水準 

圏域面積 担保量 総量 

22,338.0ha 17,899.4ha 19,726.5ha 

 80.1% 88.3% 

 

（５）みどりの配置方針 

●特徴ある亜熱帯沖縄の豊かな自然を永続させるみどりづくり 

・バンナ岳から前勢岳の山々、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の保全を図る。 

・川平湾、東側海岸～平久保半島に至る海域のサンゴ礁、生態系の保全を図る。 

・名蔵川、宮良川沿いに分布する緑地と生態系の保全を図る。 

・屋良部半島、平久保半島の特徴的な緑地と生態系の保全を図る。 

 

●沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた歴史的文化を継承するみどりづくり 

・フルスト原遺跡の公園化と観音堂歴史公園の再編を進める。 

・アラスク村遺跡、川平貝塚、桃里恩田遺跡等、史跡・遺構等と一体のみどりを保全活用する。 

・集落内の郷土資源と共に残された樹林の保全、修復を図る。 

 

●災害から生命や財産を守り、生活環境の改善につながる安心快適なみどりづくり 

・石垣市中央運動公園を市街地の広域的な避難の防災公園とし、必要な整備を進める。 

・市街地の幹線道路等の緑化を進めて緩衝緑地帯を形成し、防災緑地のネットワーク化を図る。 

 

●健康増進、余暇活動、体験型レクリエーションを享受する癒しと潤いのみどりづくり 

・広域公園バンナ岳の供用範囲を広げ、前勢岳周辺の山林の活用と合わせて自然を活かしたレク

リエーション拠点の形成を図る。 
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・石垣港コースタルリゾートに、海洋レクリエーションの拠点を配置、整備する。 

・川平のリゾート周辺のみどりの充実（緑化、修景）を図る。 

 

●自然豊かで魅力あふれる沖縄らしい風景を保全・創出するみどりづくり 

・市街地の背景となるバンナ岳から前勢岳の山岳景観を保全する。 

・名蔵湾・川平湾の湾内景観、名蔵アンパルの湿地景観、野底マーペー・平久保崎・玉取崎等の

特徴ある景観、白保海岸～平久保半島の海岸景観などの保全を図る。 

・主要な眺望点の一帯を修景整備し、利活用の促進を図る。また、これらの場所からの景観の保

全を図る。（バンナ岳、川平湾、玉取崎、平久保一帯等） 

・石垣港一帯の海岸地域と南ぬ島石垣空港の緑化を進める。 

 

（６）都市公園の整備目標及び配置の方針 

石垣都市圏は、20.0 ㎡/人に達しているため、既存施設の維持管理と質の向上、計画公園の

整備を促進する。 

また、公園整備と合わせて周辺の自然環境や歴史文化財との調和、既存の公園施設等と連

携を図り、公園機能の適切な配置を検討する。 

種  別 配置の方針 平成27年 目標 

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る。 
2.08㎡／人 4.0㎡／人 

都市基幹公園 
計画公園の供用の促進と整備を図る。 

3.81㎡／人 7.8㎡／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

機能の充実を図る。 

44.15㎡／人 59.7㎡／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する。 
1.09㎡／人 12.8㎡／人 

合  計  51.1 ㎡/人 84.3㎡／人 
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（７）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27年 目標 

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、地区計画等の指定を検討する。 0.0ha 20.0ha 

風致地区 

市街地の外周部みどりの骨格の形成

を図り、景観効果の高い範囲に新規の

指定を検討する。 

0.0ha 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

進める。 

10,895.4ha 10,895.4ha 

合  計  10,895.4ha 10,965.4ha 

 

 

（８）緑化に関する方針 

石垣都市圏は、自然環境が豊かで島全体は山々が連なり恵まれたみどりを有する。一方、市

街地においては、みどりの量が少なく潤いの不足した空間となっている。 

そのため、市街地の魅力向上に向けて、緑化地域、地区計画等緑化率条例制度、市民緑地制

度などの活用による民有地の緑化の促進を検討する。また、道路、公共施設、民間施設などの

緑化等により、市街地におけるみどりある潤い空間の充実に努める。 
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【石垣都市圏：広域緑地計画実現のための施策の方針図】 

 



 

 

第５章 今後に向けた展開 

１．推進の体制づくり 
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第５章 今後に向けた展開 

 

１．推進の体制づくり 

   

都市のみどりを保全・創出し、また緑化を推進するうえで、各主体の役割の明確化が重要と

なる。特に、土地利用の規制誘導に係る施策展開では、関連法令に基づく施策の決定権者等の

総合的な取り組みが重要となり、また近年では住民の環境意識の高まりとともに、身近な環境

保全活動への参加機運の高まりや企業によるみどりの保全活動等、様々な主体による都市のみ

どりの保全や緑化への参加が増えつつある。 

ここでは、関係施策等を踏まえ、県、市町村及び住民・NPO・企業等について、それぞれの

役割として考えられる施策等を整理する。 

 

（１）各主体の役割 

①県の役割 

・広域緑地計画において、広域的な見地からみどりの保全や緑化の推進に係る指針を示す。ま

た、社会情勢の変化等を踏まえ計画見直しを行うなど、適正な計画の運用を図るものとする。 

・森林や農地に関する制度等の適切な運用や、自然公園の適正な管理等を実施し、広域的なみ

どりの骨格の保全を図る。また、県が都市計画決定権者となる風致地区（２以上の市町村に

またがる 10ha 以上のもの）など都市計画制度の活用や緑地保全地域制度や特別緑地保全地

区制度など都市緑地法により、都市に残るみどりの保全を検討する。 

・山のみどりの骨格軸の保全と併せ、水のみどり（河川や海岸、港湾）の保全・再生・創出に

より、広域的なみどりのネットワークの充実を図る。 

・広域防災の観点や広域的なレクリエーションの観点から、県営公園の活用を図る。 

・まちづくりにあたり、都市内のみどりの創出に努める。 

・広域的なみどりの骨格保全等にあたり圏域内の市町村間連携の調整を行い、効率的なみどり

の保全・再生を図る。特に、市街地縁辺部の斜面緑地など重要性の高いみどりについては、

保全のあり方など関係市町村との連携を図る。 

・住民や民間企業、NPO 等によるみどりの保全や創出、緑化活動に係る普及啓発活動の促進

を図る。 

 

②市町村の役割 

・都市においてみどりの保全や緑化の推進を効率的かつ効果的に図っていくために、緑の基本

計画を策定し、官民一体となった総合的かつ計画的な取り組みを推進する。また、社会情勢

の変化等を踏まえ計画見直しを行うなど、適正な計画の運用を図る。 

・都市緑地法や都市公園法、市民農園整備促進法等により、都市内・外縁部の樹林地や農地等

のみどりの保全や、みどりの創出を行い、集約型都市構造に向け、都市機能の拡散を抑制し、

環境と調和した持続可能な都市の実現を目指す。 
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・住宅地における屋敷林や樹林地等の身近なみどりについて、地区計画等の活用や市民緑地制 

度により保全を図る。 

 

・みどりの不足している市街地等において、緑化地域制度により緑化地域の指定を行い

民有地の緑化誘導を促進する。 

・地球温暖化防止対策や生物多様性保全に配慮し、市街地における建築敷地内の緑化を

促進する。 

・住民や民間企業、NPO 等によるみどりの保全・緑化活動に係る普及啓発活動の促進 

を図る。 

 

③住民、NPO、企業等の役割 

・緑地協定制度により、住民等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結

し、地域住民の協力で良好な居住環境の形成を促進する。 

・市民緑地制度により、土地所有者や人工地盤・建築物等の所有者と市町村が契約を締

結し、緑地や緑化施設を公開し、地域に開かれた緑地形成を促進する。 

・緑化地域制度により、市街地の緑化を促進する。 

④進行管理 

・本計画は、概ね20年後を見据えながらみどりのまちづくりの方向性を示したものであ

り、その実現に向けた具体的な施策や事業については都市計画の分野だけでなく、多

様な施策や事業を社会経済情勢も踏まえながら、段階的に実施していくことが必要と

なる。  

・このため、本計画の達成状況等について庁内の連携・調整のもと評価と検証を行い、

上位計画や社会情勢、住民意向等に整合した計画となることを目指す。 

・進行管理はPDCAサイクル手法を用い、市町村と県が連携をとりながら各種施策の推進

を図るものとする。 

・計画（Plan）、実行（Do）、点検・評価（Check）、改善・見直し（Action）のサイク

ルを継続的に進めて、概ね10年後に施策の進捗点検を行い、目標の達成状況を評価し

て、必要に応じて見直しを行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan(計画) 

・広域緑地計画の改定 

Do（実行） 

・施策の実行 

Action 

（改善・見直し） 

Check 

（点検・評価） 



 

 

 


