
都市計画の案の理由書 

 

１. 都市計画の名称 

 宮古都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

 

２. 範囲 

 伊良部地域を除く宮古島市 

 

３. 決定の理由 

 宮古都市計画「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、宮古都市計画「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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Ⅰ はじめに 

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。 

 

 

Ⅰ. はじめに 

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、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。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮古都市計画「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、海に育まれた独立性の高い島しょ都市という地域特性を最大限活かし、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。 

なお、宮古都市計画区域においては、平成 17年 10月に平良市、城辺町、下地町、上野村及び伊良

部町の合併により宮古島市が誕生したことから、都市計画区域外である伊良部地域の将来的な編入を

見据え、一体的・総合的な都市計画の展開が重要です。
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きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮古都市計画「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、海に育まれた独立性の高い島しょ都市という地域特性を最大限活かし、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。 

なお、宮古都市計画区域においては、平成 17年 10月に平良市、城辺町、下地町、上野村及び伊

良部町の合併により宮古島市が誕生したことから、都市計画区域外である伊良部地域の将来的な

編入を見据え、一体的・総合的な都市計画の展開が重要です。

  ●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 
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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みづくり 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

 

  

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 

 宮古都市計画区域（以下、「本区域」という。）の範囲は、伊良部地域を除く宮古島市の全域とし

ます。 

 なお、伊良部地域については、 架橋建設等の伊良部大橋開通による動向を踏まえ、都市計画区域の

指定を検討します。 

 

区 分 市町村名 範 囲 面 積 

宮古都市計画区域 宮古島市 
伊良部地域を除く 

行政区域の全域 
約 16,513 ha 

都市計画区域の指定

を検討する区域 
〃 伊良部地域 約 3,920 ha 

資料：平成 22 年 国勢調査及び離島関係資料 

■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、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 

 宮古都市計画区域（以下、「本区域」という。）の範囲は、伊良部地域を除く宮古島市の全域とし

ます。 

 なお、伊良部地域については、架橋建設等の動向を踏まえ、都市計画区域の指定を検討します。 

 

区 分 市町村名 範 囲 面 積 

宮古都市計画区域 宮古島市 
伊良部地域を除く 

行政区域の全域 
約 16,513 ha 

都市計画区域の指定

を検討する区域 
〃 伊良部地域 約 3,920 ha 

資料：平成 17 年 国勢調査 

■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、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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Ⅱ 都市計画の目標 

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）の約 3.4％、宮古圏域人口（約５万２

千人）の 90.0％の約４万７千人の人口が集中する本区域は、豊かな自然環境と様々な都市機能が集積

する島しょ都市圏です。 

 近年は、若年層の島外流出が続いていることから、雇用機会を創出して、地域の活力維持を図ると

ともに、自然的特性や地理的特性、歴史的・文化的特性等をいかした都市づくりが重要と考えられま

す。 

 

 このことを踏まえ、おおむね 20年後は次のような都市圏の実現を目指すこととします。 

 

① 自然と共生するゼロエミッション都市圏エコアイランド 

 貴重な資源である地下水は、下水道整備や緑地整備などによって保全が図られたことから、良好な

水質とともに豊かな水量を保ち続け、生活用水や農業用水などに利用されています。また、水源の涵

養機能を持つ貴重な緑地は、御嶽や井泉等の歴史資源を含み、都市に潤いと癒しを与えています。 

 また、本区域では、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標を

掲げて先駆的な取組にチャレンジする環境モデル都市として、サ

トウキビ等の活用による発電やバイオエタノールの生産により

自給自足のエネルギー供給が実現し、さらには豊かな自然を風力

発電や太陽光・熱発電などの再生可能エネルギーとしてが積極的

に活用しておりされつつあります。 

また、エコカーや南国型エコハウスの普及、住民レベルでのリ

サイクル活動が浸透し、自転車利用者が増加するなど、持続的発

展が可能な環境にやさしい低炭素型の都市圏を形成しつつあり

ます。環境負荷低減に向けた取り組みを積極的に行います。 

資源循環型社会システム構築の推進など、自然環境の保全と経

済開発及び社会発展が両立する持続可能な社会形成を目指しま

す。 

 

 

②伝統行事・祭事がいきづく歴史文化都市圏 

古くから伝わるハーリーやパーントゥ、旧 16日祭、浜下りの習慣等の様々な伝統行事・祭事、ク

イチャー等の伝統的な踊り、さらには、宮古上布に代表される伝統工芸品など宮古島独特の文化が継

承されていくなかで、それらの歴史・文化資源がまちづくりに活かされており、お年寄りと若者の交

流が生まれる等、地域の活力が維持増進されています。また、それらの歴史・文化は、観光客にとっ

ても魅力であり、それらを体験するため国内外から多くの人々が訪れています。

Ⅱ 都市計画の目標 

１．都市の将来像 

 平成 17 年現在、県人口（約 136 万人）の約 3.5％、宮古圏域人口（約５万５千人）の 85.4％の約

４万７千人の人口が集中する本区域は、豊かな自然環境と様々な都市機能が集積する島しょ都市圏で

す。 

 近年は、若年層の島外流出が続いていることから、雇用機会を創出して、地域の活力維持を図ると

ともに、自然的特性や地理的特性、歴史的・文化的特性等をいかした都市づくりが重要と考えられま

す。 

 

 このことを踏まえ、おおむね 20年後は次のような都市圏の実現を目指すこととします。 

 

①自然と共生するゼロエミッション都市圏 

 貴重な資源である地下水は、下水道整備や緑地整備などによって保全が図られたことから、良好な

水質とともに豊かな水量を保ち続け、生活用水や農業用水などに利用されています。また、水源の涵

養機能を持つ貴重な緑地は、御嶽や井泉等の歴史資源を含み、都市に潤いと癒しを与えています。 

 また、本区域では、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標

を掲げて先駆的な取組にチャレンジする環境モデル都市とし

て、サトウキビ等の活用による発電やバイオエタノールの生産

により自給自足のエネルギー供給が実現し、さらには豊かな自

然を風力発電や太陽光・熱発電などエネルギーとして積極的に

活用しており、エコカーや南国型エコハウスの普及、住民レベ

ルでのリサイクル活動が浸透し、自転車利用者が増加するなど、

持続的発展が可能な環境にやさしい低炭素型の都市圏を形成し

つつあります。 

 

 

 

                              

 

 

②伝統行事・祭事がいきづく歴史文化都市圏 

古くから伝わるハーリーやパーントゥ、旧 16 日祭、浜下りの習慣等の様々な伝統行事・祭事、ク

イチャー等の伝統的な踊り、さらには、宮古上布に代表される伝統工芸品など宮古島独特の文化が継

承されていくなかで、それらの歴史・文化資源がまちづくりに活かされており、お年寄りと若者の交

流が生まれる等、地域の活力が維持増進されています。また、それらの歴史・文化は、観光客にとっ

ても魅力であり、それらを体験するため国内外から多くの人々が訪れています。

▲西平安名崎のエコエネルギー ▲西平安名崎のエコエネルギー 
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▲平良港漲水地区将来イメージ（出典：平良港湾事務所ＨＰ） 
▲宮古島コースタルリゾートヒララ（仮称）（イメージ） 

（出典：宮古島市ＨＰ） ▲平良港漲水地区将来イメージ（出典：平良港湾事務所ＨＰ） 

③世界へ開くリゾート都市圏 

 広域交通機能の向上が図られた平良港は、アジアからの国際クルーズ船就航など、国際交流拠点と

して重要な役割を果たしており、とりわけ観光振興地域に指定されているトゥリバー地域は、市街地

との回遊性・連続性が向上した身近な海浜リゾート地として整備が進んでいます。 

 また、低島の良好な自然環境に調和するとともに、各地域に固有の歴史や文化資源を活用し、他の

都市圏と差別化が図られた魅力的なリゾート拠点が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

④世界が集うスポーツ交流都市圏 

 世界規模の「全日本トライアスロン宮古島大会」に代表

される各種スポーツイベントが開催され、また、プロ野球

各種スポーツのキャンプ地としても定着するなど、スポー

ツアイランドとしてスポーツ交流が盛んな本区域では、世

界中から訪れるあらゆる人々に配慮したユニバーサルデザ

インがまちづくりのキーワードとして定着しています。同

時に、緑や花があふれる温暖な気候をいかした観光や各種

ツーリズム等グリーン・ツーリズムやブルー・ツーリズム

等の体験・滞在型観光の展開によって、来訪者にやさしい

交流の場が提供されるとともに、多くの雇用機会が創出さ

れつつあります。 

 

③世界へ開くリゾート都市圏 

 広域交通機能の向上が図られた平良港は、アジアからの国際クルーズ船就航など、国際交流拠点と

して重要な役割を果たしており、とりわけ観光振興地域に指定されているトゥリバー地域は、市街地

との回遊性・連続性が向上した身近な海浜リゾート地として整備が進んでいます。 

 また、低島の良好な自然環境に調和するとともに、各地域に固有の歴史や文化資源を活用し、他の

都市圏と差別化が図られた魅力的なリゾート拠点が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

④世界が集うスポーツ交流都市圏 

 「全日本トライアスロン宮古島大会」に代表される各種スポ

ーツイベントが開催され、また、プロ野球のキャンプ地として

も定着するなど、スポーツ交流が盛んな本区域では、世界中か

ら訪れるあらゆる人々に配慮したユニバーサルデザインがま

ちづくりのキーワードとして定着しています。同時に、緑や花

があふれる温暖な気候をいかした観光や各種ツーリズム等の

体験・滞在型観光の展開によって、来訪者にやさしい交流の場

が提供されるとともに、多くの雇用機会が創出されつつありま

す。 

 

                              

▲宮古島トライアスロン・バイク競技の様子 

▲宮古島コースタルリゾートヒララ（仮称）（イメージ） 

（出典：宮古島市ＨＰ） 

▲宮古島トライアスロン・バイク競技の様子 

http://www.dc.ogb.go.jp/hirarakou/kenbunroku/mapseen/marine.htm
http://www.dc.ogb.go.jp/hirarakou/kenbunroku/mapseen/marine.htm
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⑤便利で快適、うむやす（安心できる）島しょ都市圏 

 本区域では、市街地の内外を問わず、地区計画などを活用した住民主体のまちづくりが浸透してお

り、良好な景観が創出されています。 

 特に、既成市街地では、身近な緑地やオープンスペースの充実によりゆとりと潤いのある都市空間

の創出と身近な生活機能の充実が図られるなど、居住環境が質的に向上しており、宅地供給等、定住

条件も着実に整備されて、歩いて暮らせる安全・安心なまちが実現しつつあります。 

 また、昔からのシマを単位とした交流が活発に行われると同時に、伊良部大橋等の基盤整備によっ

て、宮古圏域内の交流や物流が促進されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲中心市街地のイメージ 

 

⑥ＳＯＨＯ（スモールオフィス・ホームオフィス）が定着した地域をつなぐ情報都市圏 

 島しょ都市である本区域では、産業振興や生活の利便性向上等に資する情報化情報通信基盤環境の

充実化が積極的に進められています。その結果、情報面では島しょの不利性が克服されつつあり、マ

ルチメディア関連産業等の情報通信産業振興地域制度を活用した ICT（情報通信技術）関連企業等の

立地・高度化を促すことによって若年層の雇用創出が図られた情報先進都市圏に変貌しつつありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤便利で快適、うむやす（安心できる）島しょ都市圏 

 本区域では、市街地の内外を問わず、地区計画などを活用した住民主体のまちづくりが浸透し

ており、良好な景観が創出されています。 

 特に、既成市街地では、身近な緑地やオープンスペースの充実によりゆとりと潤いのある都市

空間の創出と身近な生活機能の充実が図られるなど、居住環境が質的に向上しており、宅地供給

等、定住条件も着実に整備されて、歩いて暮らせる安全・安心なまちが実現しつつあります。 

 また、昔からのシマを単位とした交流が活発に行われると同時に、伊良部大橋等の基盤整備に

よって、宮古圏域内の交流や物流が促進されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲活性化された中心市街地（西里通り）の姿 

 

⑥ＳＯＨＯ（スモールオフィス・ホームオフィス）が定着した情報都市圏 

 島しょ都市である本区域では、産業振興や生活の利便性向上等に資する情報化が積極的に

進められています。その結果、情報面では島しょの不利性が克服されつつあり、マルチメデ

ィア関連産業等の立地によって若年層の雇用創出が図られた情報先進都市圏に変貌しつつ

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲情報関連産業立地のイメージ等 

▲IT企業のイメージ 
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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 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 46.8千人 45.9千人 43.7千人 

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 

生規 

産模 

工 業 出 荷 額        167 億円 149 億円 130 億円 

卸小売業販売額 678 億円 654 億円 655 億円 

就 

業 

構 

造 

第一次産業 5.4千人(22.4%) 3.9千人(16.1%) 3.2千人(13.5%) 

第二次産業 3.6千人(14.8%) 3.9千人(16.4%) 4.1千人(16.9%) 

第三次産業 15.1千人(62.8%) 16.3千人(67.6%) 16.9千人(69.6%) 

計 24.0千人(100 %) 24.1千人(100 %) 24.3千人(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 

●計画的な土地利用 

 本区域内の用途地域の指定のない区域（以下、「用途白地地域」という。）では、農業的土地利用

が広がるなかに大小の集落が分散して立地しており、集落周辺の一部では宅地化が進行しつつありま

す。 

また、市街地周辺の用途白地地域では、近年、商業施設の立地がみられるとともに、用途混在等の

問題が顕在化しつつある反面、市街地内では、低・未利用地が増加傾向にあるなど、全体として市街

地の外延化が進んでいます。 

そのため、用途地域における土地利用の整序や用途白地地域の適正な規制・誘導等により、計画的

な都市的土地利用を展開していく必要があります。 

 

●豊かな都市空間の形成 

 道路は、都市内の各地域を結ぶように整備されていますが、中心市街地には一方通行の道路が多い

ことから、体系的な道路整備など道路網の充実による利便性向上とともに、安心して自転車が利用で

きるような環境づくりが必要です。 

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 47.2千人 47.2千人 47.2千人 

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17年 平成27年 平成37年 

生規 

産模 

工 業 出 荷 額        153 億円 188 億円 194 億円 

卸小売業販売額 623 億円 771 億円 826 億円 

就 

業 

構 

造 

第一次産業 4.7千人(21.0%) 3.8千人(16.9%) 3.4千人(15.4%) 

第二次産業 3.5千人(15.9%) 3.9千人(17.3%) 3.8千人(17.2%) 

第三次産業 14.0千人(63.1%) 14.8千人(65.8%) 15.0千人(67.4%) 

計 22.2千人(100 %) 22.4千人(100 %) 22.2千人(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 

●計画的な土地利用 

 本区域内の用途地域の指定のない区域（以下、「用途白地地域」という。）では、農業的土地利用

が広がるなかに大小の集落が分散して立地しており、集落周辺の一部では宅地化が進行しつつありま

す。 

また、市街地周辺の用途白地地域では、近年、商業施設の立地がみられるとともに、用途混在等の

問題が顕在化しつつある反面、市街地内では、低・未利用地が増加傾向にあるなど、全体として市街

地の外延化が進んでいます。 

そのため、用途地域における土地利用の整序や用途白地地域の適正な規制・誘導等により、計画的

な都市的土地利用を展開していく必要があります。 

 

●豊かな都市空間の形成 

 道路は、都市内の各地域を結ぶように整備されていますが、中心市街地には一方通行の道路が多い

ことから、体系的な道路整備など道路網の充実による利便性向上とともに、安心して自転車が利用で

きるような環境づくりが必要です。 
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 また、本区域は、総量的に緑が少ない上に、無秩序な市街化によってさらに減少しつつあり、貴重

な地下水を涵養し、都市景観の向上に寄与する公園や緑地等を計画的に整備する必要があります。さ

らに、それらの緑地においては、御嶽や井泉などの貴重な歴史・文化資源を含んでおり、その保全・

活用再生・適正利用が望まれます。 

 

●魅力ある市街地環境の形成 

 既成市街地や既存集落では、昭和時代のたび重なる台風被害によって建替えられた鉄筋コンクリー

ト建造物の多くが機能更新の時期を迎えています。 

 一方、中心市街地では商業機能の空洞化により、都市活力の低下や地域共同体の崩壊、伝統文化の

衰退などが懸念されています。 

 そのため、老朽化した既成市街地の防災性向上や中心市街地の都市機能更新とともに、まちなか居

住を実現する快適で質の高い住環境のを創出及び地域間連携によりし、求心力を向上させる必要があ

ります。 

 さらに、都市機能更新並びに住環境の創出と併せて、魅力ある都市景観の形成を図る必要がありま

す。 

 

●循環型・低炭素型の都市の形成 

 本区域は、サンゴ礁に囲まれた亜熱帯の自然環境が豊かな地域であるとともに、低平で表流水がほ

とんどなく、雨水は地中に浸透する石灰岩の島であり、飲料水や農業用水など生活用水の多くを豊富

な地下水に依存する状況にあります。しかしながら、地下水は、下水道整備の遅れ等に起因した生活

雑排水の地下浸透によって水質悪化が懸念され、地下水を含めた水質の保全に取り組み、健全な水の

循環を確保する必要があります。 

また、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標を掲げて先駆的な取り組みにチャレンジする環境モ

デル都市に認定されたことから、今後、サトウキビ等による自給自足エネルギーの実現など、目標の

実現に向けた取り組みが重要となります。 

 このように、島しょ地域の本区域では、環境容量に限りがあることから、地下水保全をはじめとし

た循環型・低炭素社会の構築が急務です。 

 

●都市の個性の創出 

 市町村合併並びに伊良部大橋建設が整備されたことによって都市計画区域外の伊良部地域との交

流がさらに緊密になるものと想定されます。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。 

 このような動向を注視して、宮古圏域内での都市計画区域の拡大を検討しつつ、石灰岩でできた低

い島であることや台風常襲地帯であることなどの立地特性も考慮し、地域ごとの個性と可能性をいか

したまちづくりを進めることが重要であり、景観においても、地域の魅力ある景観特性を把握し、そ

の保全・形成を図っていく必要があります。 
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●市町村合併効果の発揮一体的・総合的な展開 

本区域においては、地方分権の進展や少子・高齢化といった社会環境の変化に加え、住民のライフ

スタイルの多様化にともなう生活圏の拡大、若年層の流出、さらには厳しい財政状況などの様々な課

題に対応していくため、平成 17年 10月に市町村合併を行いました。 

この合併の効果を十分に発揮するため、伊良部地域の都市計画区域編入も含めて検討し、一体的・

総合的に都市計画を展開していく必要があります。 

 

●災害に強い島づくり（防災・減災） 

 台風の常襲地である本区域においては、先の東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、県民の生命、

財産を守るために、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の確保

をふくめた防災まちづくりのあり方についての検討などが必要です。 

 

●福祉のまちづくり 

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。 

 

●市町村合併効果の発揮 

本区域においては、地方分権の進展や少子・高齢化といった社会環境の変化に加え、住民のライフ

スタイルの多様化にともなう生活圏の拡大、若年層の流出、さらには厳しい財政状況などの様々な課

題に対応していくため、平成 17年 10月に市町村合併を行いました。 

この合併の効果を十分に発揮するため、伊良部地域の都市計画区域編入も含めて検討し、一体的・

総合的に都市計画を展開していく必要があります。 
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４．都市づくりについて 

１）基本理念 

 都市は、長期間にわたり機能を維持し、持続的に成長・発展することにより、歴史的・文化的な価値が

高まるものと考えられることから、本区域においては、島しょ地域という環境の中で育まれた独自の伝

統や文化、人間性を活かし、豊かで美しい自然環境との共存・共生する個性豊かなまちの実現を目指

します。さらに、市町村合併の効果を十分に発揮するため、一体的な都市構造の構築を推進します。 

 また、本県独自の歴史、文化、自然等に育まれたおおらかな精神や相互扶助の習わし等、やさしく

暖かい人間性をいかして、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」を行政と住民が一体とな

って進めるとともに、より実効性の高い都市計画を展開するため、住民参加型の地域からのまちづく

りを推進していきます。 

 さらに、県内唯一の環境モデル都市として、世界に誇れる低炭素島しょ社会を実現するために、ク

リーンエネルギーなどの環境技術の革新を進めるほか、低炭素都市への転換を推進し、温室効果ガス

の排出が少ない地域経済社会を形成します。 

 

 

２）広域的な位置付け 

 本区域は、回りを海に囲まれ美しい海浜環境に恵まれた隆起サンゴ礁の島しょ都市であり、御嶽等

の多くの文化遺跡や豊かな自然など独特の文化と風土を有しています。 

 また、その美しい自然環境や伝統文化をいかして広く開かれた島の「わいどー・わいど」（ともに

がんばろう）を合い言葉にスポーツアイランド構想を進めており、トライアスロン、プロ野球や各種

スポーツのキャンプ等のスポーツイベントを通して国内外との交流を深めるとともに「健康都市」と

しての独自性を明確にしています。 

 しかしながら、近年は若年層の島外流出や中心市街地の衰退が深刻で、また、市街地周辺の田園環

境が失われつつあり、人の健康だけでなく自然や市街地も豊かで良好な健康都市の実現を目指す必要

があります。 

 

 このように、まちづくりにおいても「健康」というキーワードが重要であることから、本区域の特

性をいかし魅力を醸成する広域的な位置付けを次のとおり設定します。 

 

 

 

３）基本方針 

 

 

 

※「人・がんずう（健康）、自然・ゆがふ（豊穣）、街・ぷからす（活気）」 

 住民との意見交換の過程で提案された、人が健康であることは当然ながら、良好な自然環境と調和しつつ街を造り上げ、

そして街は常に活気があふれている健康都市・宮古のイメージを表す造語 
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健康交流都市圏・がんずうみゃーく（健康な宮古） 

「人・がんずう（健康）、自然・ゆがふ（豊穣）、街・ぷからす（活気）」 

― 人も自然も健康なまち・ばんたがみゃーく（私達の宮古） ― 

健康交流都市圏・がんずうみゃーく（健康な宮古） 

「人・がんずう（健康）、自然・ゆがふ（豊穣）、街・ぷからす（活気）」 

― 人も自然も健康なまち・ばんたがみゃーく（私達の宮古） ― 
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①土地利用が健全な都市づくり 

 既成市街地では、蓄積された社会資本を活用した基盤整備を進め

て、商業業務地や住宅地など都市拠点を構成する土地の有効利用を

図り、市街地内の密度維持などコンパクトな市街地の形成に努めま

す。 

 また、郊外部では、無秩序な市街地の外延化を抑制しつつ、既存

集落を中心に都市的土地利用を集約し、拠点性を高めるとともに、

周辺の優良農地の維持保全を図り、集落と農地が調和した農住環境

の形成を進めます。 

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、効率的な都市経営を目指します。 

 このように、それぞれの特性を活かした適正な土地利用を促進します。 

 

②便利で快適な都市づくり 

 住民生活における利便性の向上や経済活動を支える都市施設の整備推進のため、都市内の人や物の

円滑な流れに資する道路網を形成するとともに、都市外との物流や交流の拡大に資する港湾機能の拡

充に努めます。 

 

③良好な市街地環境を創出する都市づくり 

 個性あるまちづくりを進めるため、地域

ごとの伝統的な井泉などの歴史・文化資源

を最大限活用するとともに、それらと伝統

行事・祭事を連携させることにより「琉球

歴史回廊」の形成を図ります。既成市街地

内では基盤整備等による質の高い住環境の

向上を図り、中心市街地では魅力向上に資

する整備を進めて、良好な市街地環境の創

出に取り組みます。 

 また、平良港トゥリバー地区の整備を進

め、にぎわいと回遊性のある市街地環境の

形成に努めます。 

 

④自然と共生する持続可能な低炭素型都市

づくり 

 本区域では、亜熱帯の貴重な自然資源や生態系の維持保全に努めるとともに、地下水保全に資する

緑地の確保を図り、環境と共生する都市づくりを進めます。 

 また、本区域が将来にわたって持続的に発展し続けるよう、エコアイランドの実現に向けて、環境

保全型農業、風力発電、バイオマス等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

リッド実証事業や天然ガスの活用廃棄物の減量化や資源リサイクルの推進、サトウキビ等の活用によ

る自給自足エネルギー供給や自然エネルギーの運輸エネルギー利用などに積極的に取り組み、低炭素 
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 住民生活における利便性の向上や経済活動を支える都市施設の整備推進のため、都市内の人や物の

円滑な流れに資する道路網を形成するとともに、都市外との物流や交流の拡大に資する港湾機能の拡

充に努めます。 

 

③良好な市街地環境を創出する都市づくり 

 個性あるまちづくりを進めるため、地域

ごとの伝統的な井泉などの歴史・文化資源

を最大限活用するとともに、それらと伝統

行事・祭事を連携させることにより「琉球

歴史回廊」の形成を図ります。既成市街地

内では基盤整備等による質の高い住環境の

向上を図り、中心市街地では魅力向上に資

する整備を進めて、良好な市街地環境の創

出に取り組みます。 

 また、平良港トゥリバー地区の整備を進

め、にぎわいと回遊性のある市街地環境の

形成に努めます。 

 

④自然と共生する持続可能な都市づくり 

 本区域では、亜熱帯の貴重な自然資源や

生態系の維持保全に努めるとともに、地下水保全に資する緑地の確保を図り、環境と共生する都市づ

くりを進めます。 

 また、本区域が将来にわたって持続的に発展し続けるよう、廃棄物の減量化や資源リサイクルの推

進、サトウキビ等の活用による自給自足エネルギー供給や自然エネルギーの運輸エネルギー利用など

に積極的に取り組み、低炭素社会の実現に向けた都市づくりを進めます。 
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社会の実現に向けた都市づくりを進めます。 

 

⑤安全な暮らしが享受できる都市づくり 

 周囲を海に囲まれる島しょ都市圏の本区域では、台風、地震・津波や高潮等の災害を考慮し、津波

避難ビルの指定など都市全体の防災機能の向上を図るとともに、海岸植生等を防災まちづくりに活用

するなど、防災機能を有する資源の保全や利活用を図り、亜熱帯の特色ある災害に強い都市づくりを

進めます。 

 

⑥地域主体の都市圏づくり 

 都市づくりへの積極的な住民参加を実現するため、行政は住民提案制度をはじめとした都市計画制

度の普及・啓発に努めるとともに、地域住民が主体となった地域固有の資源を生かした個性豊かな都

市づくりを積極的に支援します。特に、景観に関しては地域の歴史や文化、自然など独自性を活かす

ことが重要であることから、地域住民の参画、協働を促進します。 

 

４）将来都市構造 

 本区域では、平良港と宮古空港を結ぶ軸線を都市の骨格軸に位置付けて、用途白地地域での無秩序

な市街化を抑制し、都市軸上に位置する宮古島市の中心市街地の居住環境改善を図って、中心市街地

の活性化並びにまちなか居住を促進し、求心力と拠点性を高めるとともに、リゾート拠点のトゥリバ

ー地区や市街地内の歴史・文化拠点と有機的に連結して、市街地の回遊性を高めます。 

宮古島空港は、市街地と農住ゾーンの間に位置しており、この地区周辺一帯は交流機能や防災機能

等を配置して都市的土地利用を補完する空間としての利用を検討します。 

また、農住ゾーンが広がる郊外部では、生産活動を担う城辺、下地、上野の中心地区を地域拠点と

して都市的土地利用の集約化を図るとともに、自然環境との調和に配慮し、都市拠点との間の連携・

交流に資する基盤整備を促進します。 

 さらに、観光拠点、レクリエーション拠点、歴史・文化拠点や貴重な自然環境等の緑の拠点及び自

然資源拠点などの地域資源を保全するとともにまちづくりに活用して、各拠点間を機能的に連結し、

平坦な島の個性を高めた健康交流都市圏を実現します。

 

 

⑤安全な暮らしが享受できる都市づくり 

 周囲を海に囲まれる島しょ都市圏の本区域では、津波や高潮等の災害を考慮し、都市全体の防災機

能の向上を図るとともに、海岸植生等を防災まちづくりに活用するなど、防災機能を有する資源の保

全や利活用を図り、亜熱帯の特色ある災害に強い都市づくりを進めます。 

 

 

⑥地域主体の都市圏づくり 

 都市づくりへの積極的な住民参加を実現するため、行政は住民提案制度をはじめとした都市計画制

度の普及・啓発に努めるとともに、地域住民が主体となった地域固有の資源を生かした個性豊かな都

市づくりを積極的に支援します。特に、景観に関しては地域の歴史や文化、自然など独自性を活かす

ことが重要であることから、地域住民の参画、協働を促進します。 

 

４）将来都市構造 

 本区域では、平良港と宮古空港を結ぶ軸線を都市の骨格軸に位置付けて、用途白地地域での無秩序

な市街化を抑制し、都市軸上に位置する宮古島市の中心市街地の居住環境改善を図って、まちなか居

住を促進し、求心力と拠点性を高めるとともに、リゾート拠点のトゥリバー地区や市街地内の歴史・

文化拠点と有機的に連結して、市街地の回遊性を高めます。 

 

 

 また、農住ゾーンが広がる郊外部では、生産活動を担う城辺、下地、上野の中心地区を地域拠点と

して都市的土地利用の集約化を図るとともに、自然環境との調和に配慮し、都市拠点との間の連携・

交流に資する基盤整備を促進します。 

 さらに、観光拠点、レクリエーション拠点、歴史・文化拠点や貴重な自然環境等の緑の拠点及び自

然資源拠点などの地域資源を保全するとともにまちづくりに活用して、各拠点間を機能的に連結し、

平坦な島の個性を高めた健康交流都市圏を実現します。
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  将来都市構造附図 
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Ⅲ 区域区分の方針 

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。 

 本区域は人口約４万７千人が居住する宮古圏域の拠点ですが、人口や産業はおおむね横ばいあるい

は減少傾向にあることから、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

うとともに他法令との連携強化を図るとともにり、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、用途白地地域における特定用途制限地域の指定や建築形態規制、開発行為の許可を要す

る規模要件の見直し等、総合的なスプロール対策を講ずることによって、無秩序な外延化は抑制可能

と考えられます。 

Ⅲ 区域区分の方針 

 

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。 

 本区域は人口約４万７千人が居住する宮古圏域の拠点ですが、人口や産業はおおむね横ばいあるい

は減少傾向にあることから、他法令との連携強化を図るとともに、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、用途白地地域における特定用途制限地域の指定や建築形態規制、開発行

為の許可を要する規模要件の見直し等、総合的なスプロール対策を講ずることによって、無秩序な外

延化は抑制可能と考えられます。 
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Ⅳ 主要な都市計画の決定の方針 

 

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 

 本区域全体の人口はおおむね横ばいですが、宮古島市の郊外部の城辺や上野、下地においては人口

減少で推移しています。 

 また、既成市街地には老朽化した建築物が散在しており、都市機能の更新を図る必要があります。 

 そのため、既成市街地では、居住環境の改善やまちなか居住の魅力向上と定住化の促進、地域共同

体の育成などを図りつつ、住宅地として土地利用を進めていきます。 

 城辺、上野及び下地の既存集落においては、ゆとりある住環境の形成と農業的土地利用との調和を

図るとともに、地域個性や歴史文化を継承する地域共同体の維持に資する住宅地の配置に努めます。 

 また、既存の社会資本ストックを活かしつつ、都市基盤施設の質的向上により、良質な定住環境の

形成に努めます。 

 

②商業地 

 本区域では、平良城辺線沿道の大型商業施設の立地に併せて商業販売額の伸びが顕著であり、活発

な商業活動が展開されている一方で、公設市場や飲食店、商店街が集まる平良の中心市街地では、空

き店舗が増加するなどの空洞化が進行しています。 

 そのため、中心市街地では、道路や公園の整備など中心市街地の再整備や商店街の活性化、まちな

か居住、市民サービス機能の導入等による商業機能の充実と他機能との連携を図るとともに、「まち

の顔」として引き続き商業地を配置します。 

 また、市街地周辺部における新たな商業機能の立地はさらなる市街地の外延化を促進し、用途混在

を誘発することから、適正な規制・誘導を図り、商業地の配置は慎重に対応します。 

 

③工業地 

 平良港の機能拡充に伴って優位性がさらに高まると予想されることから、平良港背後地の工業地の

機能を維持し、機能集積を図ります。 

 

④流通業務地 

 流通業務地は、人流・物流拠点である平良港及びその背後地に集積しており、引き続きその機能維

持に機能拡充やアクセス向上に努めます。さらに、平良港下崎地区においては物流機能の強化を図り

ます。 

Ⅳ 主要な都市計画の決定の方針 

 

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 

 本区域全体の人口はおおむね横ばいですが、宮古島市の郊外部の城辺や上野においては人口減少で

推移しています。 

 また、既成市街地には老朽化した建築物が散在しており、都市機能の更新を図る必要があります。 

 そのため、既成市街地では、居住環境の改善やまちなか居住の魅力向上と定住化の促進、地域共同

体の育成などを図りつつ、住宅地として土地利用を進めていきます。 

 城辺、上野及び下地の既存集落においては、ゆとりある住環境の形成と農業的土地利用との調和を

図るとともに、地域個性や歴史文化を継承する地域共同体の維持に資する住宅地の配置に努めます。 

 

 

 

②商業地 

 本区域では、平良城辺線沿道の大型商業施設の立地に併せて商業販売額の伸びが顕著であり、活発

な商業活動が展開されている一方で、公設市場や飲食店、商店街が集まる平良の中心市街地では、空

き店舗が増加するなどの空洞化が進行しています。 

 そのため、中心市街地では、道路や公園の整備など中心市街地の再整備や商店街の活性化等による

商業機能の充実と他機能との連携を図るとともに、「まちの顔」として引き続き商業地を配置します。 

 また、市街地周辺部における新たな商業機能の立地はさらなる市街地の外延化を促進し、用途混在

を誘発することから、適正な規制・誘導を図り、商業地の配置は慎重に対応します。 

 

 

③工業地 

 平良港の機能拡充に伴って優位性がさらに高まると予想されることから、平良港背後地の工業地の

機能を維持し、機能集積を図ります。 

 

④流通業務地 

 流通業務地は、人流・物流拠点である平良港及びその背後地に集積しており、引き続きその機能維

持に努めます。さらに、平良港下崎地区においては物流機能の強化を図ります。 

みゃーく（宮古）の歴史を伝え、未来をつくる土地利用 みゃーく（宮古）の歴史を伝え、未来をつくる土地利用 
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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 

 平良港周辺の用途地域においては、基盤整備等に併せた土地の高度利用を促進し、各種都市機能の

集積を図ります。 

 また、コースタルリゾート地区（トゥリバー地区）においては、リゾート・レクリエーション機能

を主体とした土地の高度利用を検討します。 

 

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

宮古空港に隣接する準工業地域については、住居系用途の立地が大部分を占めることから、住居系

用途への転換を検討します。 

また、平良城辺線沿道及び東環状線沿道の用途白地地域については、既に市街化している区域にお

いては土地利用の現況を踏まえつつ、将来の市街地像を明確にした上で、用途地域の指定を検討しま

す。 

 

③居住環境の改善又は維持に関する方針 

 既成市街地においては、老朽住宅地の改善や密集住宅地におけるオープンスペースの確保に努める

とともに、身近な緑化を促進し、良質でゆとりある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 

湧水や墓地周辺の緑地や御嶽林など市街地に残る身近な緑地は、都市内の貴重な緑地空間であるこ

とから、その維持・保全を図ります。その際、風致地区や緑地保全地域、景観法等の活用を促進しま

す。 

また、道路緑化や屋敷内緑化等による緑の創出に努めるともに、墓地の整備にあたっては周辺の土

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、秩序ある土地利用を促進します。 

 

⑤優良な農地との健全な調和に関する方針 

 農業生産基盤の整備が進んだ郊外部には、集落と農地が広がる良好な田園環境が形成されているこ

とから、優良農地を保全し、その豊かな環境の維持に努めます。 

 

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 

 災害に強いまちを実現するため、沿道不燃化等の既成市街地の防災機能の向上を推進し、市街地周

辺の緩衝帯となる緑地やオープンスペースへの無秩序な開発を抑制します。また、津波防災地域づく

りの観点から、津波災害特別警戒区域における一定の開発行為・建築の制限を検討します。 

⑦自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

 緑地は、動植物の生息域の確保、地下水の涵養、水質維持など都市内の環境維持に欠かせないもの

であり、都市の骨格となる断層崖上の緑地を中心にまとまった緑地を積極的に維持・保全するととも

に、特に、東平安名崎の風衝植生など貴重な緑地は、緑地保全地域や風致地区等の指定による保全に

努めます。 

また、海岸部については、動植物のビオトープとなる干潟及び自然海岸の保全や回復を図り、美ら

海をつくるサンゴ礁の保全に努めます。 

２）土地利用の方針 

①土地の高度利用に関する方針 

平良港周辺の用途地域においては、基盤整備等に併せた土地の高度利用を促進し、各種都市機能の

集積を図ります。 

また、コースタルリゾート地区（トゥリバー地区）においては、リゾート・レクリエーション機能

を主体とした土地の高度利用を検討します。 

 

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

宮古空港に隣接する準工業地域については、住居系用途の立地が大部分を占めることから、住居系

用途への転換を検討します。 

また、平良城辺線沿道及び東環状線沿道の用途白地地域については、既に市街化している区域におい

ては土地利用の現況を踏まえつつ、将来の市街地像を明確にした上で、用途地域の指定を検討します。 

 

 

③居住環境の改善又は維持に関する方針 

既成市街地においては、老朽住宅地の改善や密集住宅地におけるオープンスペースの確保に努める

とともに、身近な緑化を促進し、良質でゆとりある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 

湧水や墓地周辺の緑地や御嶽林など市街地に残る身近な緑地は、都市内の貴重な緑地空間であるこ

とから、その維持・保全を図ります。その際、風致地区や緑地保全地域、景観法等の活用を促進しま

す。 

また、道路緑化や屋敷内緑化等による緑の創出に努めるともに、墓地の整備にあたっては周辺の土

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、秩序ある土地利用を促進します。 

 

⑤優良な農地との健全な調和に関する方針 

農業生産基盤の整備が進んだ郊外部には、集落と農地が広がる良好な田園環境が形成されているこ

とから、優良農地を保全し、その豊かな環境の維持に努めます。 

 

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 

災害に強いまちを実現するため、沿道不燃化等の既成市街地の防災機能の向上を推進し、市街地周

辺の緩衝帯となる緑地やオープンスペースへの無秩序な開発を抑制します。 

 

⑦自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

緑地は、動植物の生息域の確保、地下水の涵養、水質維持など都市内の環境維持に欠かせないもの

であり、都市の骨格となる断層崖上の緑地を中心にまとまった緑地を積極的に維持・保全するととも

に、特に、東平安名崎の風衝植生など貴重な緑地は、緑地保全地域や風致地区等の指定による保全に

努めます。 

また、海岸部については、動植物のビオトープとなる干潟及び自然海岸の保全や回復を図り、美ら

海をつくるサンゴ礁の保全に努めます。 
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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、開発許可対象面積の引き下げ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等、

計画的な土地利用に努めます。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、レクリエーション系の土地利用については、周辺地

域の環境に十分配慮した開発と計画的なレクリエーション施設整備に努めます。 

 

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 

 

 

                                         

 

 都市内の個性ある発展を支えるために、都市拠点や地域拠点あるいはレクリエーション系拠点や自

然系拠点等各拠点を連結する幹線及び補助幹線道路の整備・充実を進め、利便性向上を図るとともに、

健康交流都市圏として個性ある南国らしい道づくりを促進します。 

 さらに、交流拠点である平良港の整備を推進し、機能拡充を図るとともに市街地内、特に港と市街

地の回遊性・連続性を確保する都市計画道路の整備を推進します。 

 併せて、ユニバーサルデザインを取り入れた歩道の確保、自転車利用を促進する自転車道整備、無

電柱化等歩行者にやさしく、沿道の動植物や景観に配慮した道づくりを推進します。 

 

２）整備水準の目標 

 おおむね 20年後の主要幹線道路、幹線及び補助幹線道路の整備目標を 6.8km/km2（平成 25年度現

在 6.2km/km2）とし、基本方針に基づいて着実な整備を推進します。 

 

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、開発許可対象面積の引き下げ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等、

計画的な土地利用に努めます。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、レクリエーション系の土地利用については、周辺地

域の環境に十分配慮した開発と計画的なレクリエーション施設整備に努めます。 

 

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 

 

 

                                         

 

 都市内の個性ある発展を支えるために、都市拠点や地域拠点あるいはレクリエーション系拠点や自

然系拠点等各拠点を連結する幹線及び補助幹線道路の整備・充実を進め、利便性向上を図るとともに、

健康交流都市圏として個性ある南国らしい道づくりを促進します。 

 さらに、交流拠点である平良港の整備を推進し、機能拡充を図るとともに市街地内、特に港と市街

地の回遊性・連続性を確保する都市計画道路の整備を推進します。 

 併せて、ユニバーサルデザインを取り入れた歩道の確保、自転車利用を促進する自転車道整備、無

電柱化等歩行者にやさしく、沿道の動植物や景観に配慮した道づくりを推進します。 

 

２）整備水準の目標 

 おおむね 20 年後の主要幹線道路、幹線及び補助幹線道路の整備目標を 5.0km/km2（平成 17 年度現

在 4.9km/km2）とし、基本方針に基づいて着実な整備を推進します。

歩いても走っても楽しく、人と環境にやさしい交通施設 歩いても走っても楽しく、人と環境にやさしい交通施設 
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３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

 幹線道路の国道 390 号や補助幹線道路の高野西里線、市場通り線、下里通り線等の拡幅整備を推進

するとともに、道路網のさらなる充実を図るため、城辺下地線や保良上地線平良下地島空港線、マク

ラム通り線、東環状線等の整備を推進します。 

 また、事業中の平良下地島空港線（伊良部大橋）の整備を促進します。 

  生活道路は道路網を整序しつつ利便性及び防災機能を高めるため、区域内で発生又は集中する交通

を円滑に集散し、さらに通過交通を誘発しないよう配置します。 

 

②港湾 

 平良港については、物流拠点としての内貿・外貿機能の拡充を図るとともに、人流拠点として国際

交流機能の向上に努め、公共交通機能の充実による、市街地との一体性強化によって人と環境に優し

い港湾整備を図ります。 

 また、トゥリバー地区においては、コースタルリゾート事業を促進し、観光・レクリエーション拠

点として機能を配置します。 

 

③空港 

 島しょ地域である本区域においては、島民の重要な足である宮古空港の機能を維持するとともに、

下地島空港についても都市機能として位置付け、新たな定期便やチャーター便の就航、さらには、平

常時における国際的な航空関連教育の拠点形成、災害時における拠点形成等、国際貢献並びに地域振

興に資する利活用の検討を促進します。 

宮古空港については、旅客機能を確保・維持するとともに、下地島空港については、都市機能とし

て位置づけ、多様な航空需要の創出をもたらす利活用を促進し、両空港の共存・共栄を図ります。 

 

④公共交通機関 

 バス交通を基幹交通としての機能強化を図るため、空港や港湾、中心市街地、地域拠点及び広域医

療機関等を結ぶ公共交通軸を中心に、路線バスやコミュニティバス等の連携によるバス交通ネットワ

ークの構築に努めます。 

 

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 

国道390号、平良下地島空港線、（伊良部大橋）、高野西里線、 

市場通り線、下里通り線、城辺下地線（長間～与那覇間）、保良上

地線（友利～上地間）、マクラム通り線、東環状線、大原線、荷川

取線、大道線、高校東線、球場西線 

港 湾 平良港（下崎地区、漲水地区、トゥリバー地区、大浦地区） 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

 幹線道路の国道 390 号や補助幹線道路の高野西里線、市場通り線、下里通り線等の拡幅整備を推進

するとともに、道路網のさらなる充実を図るため、城辺下地線や保良上地線等の整備を推進します。 

 また、事業中の平良下地島空港線（伊良部大橋）の整備を促進します。 

  生活道路は道路網を整序しつつ利便性及び防災機能を高めるため、区域内で発生又は集中する交通

を円滑に集散し、さらに通過交通を誘発しないよう配置します。 

 

 

②港湾 

 平良港については、物流拠点としての内貿・外貿機能の拡充を図るとともに、人流拠点として国際

交流機能の向上に努め、人と環境に優しい港湾整備を図ります。 

 また、トゥリバー地区においては、コースタルリゾート事業を促進し、観光・レクリエーション拠

点として機能を配置します。 

 

 

③空港 

 島しょ地域である本区域においては、島民の重要な足である宮古空港の機能を維持するとともに、

下地島空港についても都市機能として位置付け、新たな定期便やチャーター便の就航、さらには、平

常時における国際的な航空関連教育の拠点形成、災害時における拠点形成等、国際貢献並びに地域振

興に資する利活用の検討を促進します。 

 

 

 

④公共交通機関 

 バス交通を基幹交通としての機能強化を図るため、空港や港湾、中心市街地、地域拠点及び広域医

療機関等を結ぶ公共交通軸を中心に、路線バスやコミュニティバス等の連携によるバス交通ネットワ

ークの構築に努めます。 

 

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 

国道390号、平良下地島空港線（伊良部大橋）、高野西里線、 

市場通り線、下里通り線、城辺下地線（長間～与那覇間）、 

保良上地線（友利～上地間）、東環状線、大原線、荷川取線、大道

線、高校東線、マクラム通り線 

港 湾 平良港（下崎地区、漲水地区、トゥリバー地区、大浦地区） 
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（２）下水道に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 公共下水道の整備が遅れている本区域においては、市街地内の公共下水道の整備・拡充を図り、普

及率の向上に努めます。 

 また、郊外部の既存集落においては、農業集落排水や合併浄化槽等により地下水を含む水環境の保

全に努めます。 

 

２）整備水準の目標 

 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） 8.1 10 

普及率（％） 15 21 

※処理対象人口とは利用可能人口を示す。          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 
宮古島市浄化水管理センターの増設 

ポンプ場及び管渠の改築 

 

（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、廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進及び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

の調和に配慮することとします。 

また、本区域に１箇所しかない民間の火葬場の老朽化を踏まえ、環境に配慮した葬斎場の整備を促

進します。 

 

（２）下水道に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

 公共下水道の整備が遅れている本区域においては、市街地内の公共下水道の整備・拡充を図り、普

及率の向上に努めます。 

 また、郊外部の既存集落においては、農業集落排水や合併浄化槽等により地下水を含む水環境の保

全に努めます。 

 

２）整備水準の目標 

 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） 7.0 27 

普及率（％） 13 55 

※処理対象人口とは利用可能人口を示す。 

 

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 宮古島市浄水管理センターの増設 

 

（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、廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進及び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

の調和に配慮することとします。 

また、本区域に１箇所しかない民間の火葬場の老朽化を踏まえ、環境に配慮した葬斎場の整備を促

進します。 
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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 

 

 

 

 

 既成市街地においては、老朽市街地の更新や老朽化した公営住宅の建替え・改善、道路の修景整備

等とともに居住環境改善に資する面整備等を推進します。 

 空洞化や商業機能の低下が進む中心市街地においては、「下里・西里地区都市再生整備計画」の取

組みを核として、活性化を図るとともにまちなか居住を促進するため、公園、道路の整備などハード・

ソフトの一体的整備を推進します。 

 また、観光リゾート機能の核であるコースタルリゾートエリア（トゥリバー地区）の整備とともに

港と市街地の回遊性・連続性を高める市街地整備を進めます。 

 さらに、市街地整備に併せて、ＳＯＨＯ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促進を図ります。 

 

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。 

市町村名 事業名 地区名 面積(ha) 施行者 備考 

宮古島市 

土地区画整理事業 
竹原地区 23.6 宮古島市 施行中 

大原第２地区 3.5 〃 計画 

都市再生整備計画に基づく 

各種事業 
下里・西里地区 13.3 〃 計画 

中心市街地活性化事業 中心市街地地区  〃 〃 

エコまちづくり事業 

（先導的都市環境形成促進事業） 
平良市街地内 186.0 〃 〃 

埋立事業 トゥリバー地区 32.0 〃 施行中 

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 

 

 

 

 

 既成市街地においては、老朽市街地の更新や老朽化した公営住宅の建替え・改善等とともに居住環

境改善に資する面整備等を推進します。 

 空洞化や商業機能の低下が進む中心市街地においては、活性化を図るとともにまちなか居住を促進

するため、公園、道路の整備などハード・ソフトの一体的整備を推進します。 

 また、観光リゾート機能の核であるコースタルリゾートエリア（トゥリバー地区）の整備とともに

港と市街地の回遊性・連続性を高める市街地整備を進めます。 

 さらに、市街地整備に併せて、ＳＯＨＯ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促進を図ります。 

 

 

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。 

市町村名 事業名 地区名 面積(ha) 施行者 備考 

宮古島市 

土地区画整理事業 竹原地区 23.6 宮古島市 施行中 

都市再生整備計画に基づく 

各種事業 
下里・西里地区  〃 計画 

中心市街地活性化事業 中心市街地地区  〃 〃 

エコまちづくり事業 

（先導的都市環境形成促進事業） 
  〃 〃 

 

 

 

環境に調和し、活気と人情のある市街地整備 環境に調和し、活気と人情のある市街地整備 
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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 

 

 

 

 宮古島は、石灰岩台地の平坦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

り立っている地域にあり、そのため、良好なサンゴ礁海域が周囲を取り巻いていることが大きな特徴

です。また平坦な地形の下で活動的なスポーツレクリエーション、マリーンレクリエーションが活発

に行われ、人々のふれあいや交流が盛んな地域です。 

 一方、港と一体的に発達してきた平良市街地は、土地利用の密度も高く、周辺部に緑地も配置され

て、まとまりのある構成を維持してきましたが、近年は港湾の拡大や空港の整備により都市的土地利

用が用途地域の外にも広がる傾向にあります。また、本区域は、飲料水の全てと農業用水のほとんど

を地下水に依存しているため、地下水を含めた健全な水の循環が重要であります。 

 そのため、市街地の周辺における良好な都市環境の形成、拠点的な緑地の形成、自然環境とのつな

がりの確保、強化など健康交流都市圏としての都市環境づくりを進め、次のような緑の都市の形成を

図ります。 

 ・石灰岩の台地に自然を広げる緑地帯の形成 

 ・海の環境を育む緑の環境の充実 

 ・丘の眺望と海辺のふれあいを楽しむ拠点の確保 

・豊富で良質な地下水を確保する水源かん養林等の確保 

また、墓地の集約化を図り、良好な自然地等への墓地の拡散を防ぐため、広域的な観点から墓園の

整備について検討します。 

 

２）緑地の確保水準 

①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 

1,058 ha 71％ 

 

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 115 ha 394 ha 

都市計画区域人口１人当た
りの整備面積 24.48 ㎡／人 75.80 ㎡／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 

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 

 

 

 

 宮古島は、石灰岩台地の平坦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

り立っている地域にあり、そのため、良好なサンゴ礁海域が周囲を取り巻いていることが大きな特徴

です。また平坦な地形の下で活動的なスポーツレクリエーション、マリーンレクリエーションが活発

に行われ、人々のふれあいや交流が盛んな地域です。 

 一方、港と一体的に発達してきた平良市街地は、土地利用の密度も高く、周辺部に緑地も配置され

て、まとまりのある構成を維持してきましたが、近年は港湾の拡大や空港の整備により都市的土地利

用が用途地域の外にも広がる傾向にあります。また、本区域は、飲料水の全てと農業用水のほとんど

を地下水に依存しているため、地下水を含めた健全な水の循環が重要であります。 

 そのため、市街地の周辺における良好な都市環境の形成、拠点的な緑地の形成、自然環境とのつな

がりの確保、強化など健康交流都市圏としての都市環境づくりを進め、次のような緑の都市の形成を

図ります。 

 ・石灰岩の台地に自然を広げる緑地帯の形成 

 ・海の環境を育む緑の環境の充実 

 ・丘の眺望と海辺のふれあいを楽しむ拠点の確保 

・豊富で良質な地下水を確保する水源かん養林等の確保 

また、墓地の集約化を図り、良好な自然地等への墓地の拡散を防ぐため、広域的な観点から墓園の

整備について検討します。 

 

２）緑地の確保水準 

①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 

1,058 ha 71.0％ 

 

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 100.0 ha 389.88 ha 

都市計画区域人口１人当た
りの整備面積 21.1 ㎡／人 86.5 ㎡／人 

平成 17 年（現況）：「沖縄の都市公園」 

平成 37 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出

自然を感じ、うまんちゅに優しい都市環境 自然を感じ、うまんちゅに優しい都市環境 
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<新> <旧> 
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、地下水の涵養や水質保全に資する市街地と郊外と

の緩衝緑地の確保を図るとともに、特に石灰岩堤上の緑地及び大野山林一帯の樹林地は、環境保全系

の拠点として位置付け、保全を図ります。 

 また、池間湿原や与那覇湾の干潟、東平安名崎の風衝植生等の貴重な植生については保全に取り組

むとともに、大嶽城跡や高腰城跡一帯の緑地は歴史や文化と触れあえる緑地として、御嶽や洞井（う

りがー）の周辺緑地は身近な緑地として保全・修復に努めます。 

 

②レクリエーション系統 

 観光・レクリエーション機能を向上させるため、植物園や博物館が立地する大野越公園（大野山林）

一帯から海岸一帯を宮古探訪及び交流拠点として位置づけるとともに、コースタルリゾート地区（ト

ゥリバー地区）においてレクリエーション緑地の配置を進めます。また、様々な交流・体験の場とな

る広域公園の配置について検討を進めます（仮称）宮古広域公園の整備を進めます。 

 また、都市内各所に立地するリゾート施設や観光資源等をレクリエーション系統緑地として位置付

け、住民の健康増進に寄与する公園として整備を図ります。 

 

③防災系統 

 カママ嶺公園は、市街地において津波にも対処できる避難公園として位置付け、整備を図るととも

に、海からの環境圧を軽減し、都市の環境を維持する防風林帯の整備や緑地帯による緑化軸の形成を

促進します。 

 また、市街地内の公園緑地や幹線道路等は、オープンスペースや生活道路等と結び、防災環境軸の

形成に努めます。 

 

④景観形成系統 

 西平安名崎や砂山ビーチ、与那覇前浜など本都市の特徴的なエリアについては景観保全地域として

維持し、東平安名崎や大嶽城址公園等の風光明媚な場所については眺望点として整備を促進します。 

 また、海岸地域や空港へのアクセス道路等については、南国の雰囲気を醸し出す緑化に努めます。 

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、地下水の涵養や水質保全に資する市街地と郊外と

の緩衝緑地の確保を図るとともに、特に石灰岩堤上の緑地及び大野山林一帯の樹林地は、環境保全系

の拠点として位置付け、保全を図ります。 

 また、池間湿原や与那覇湾の干潟、東平安名崎の風衝植生等の貴重な植生については保全に取り組

むとともに、大嶽城跡や高腰城跡一帯の緑地は歴史や文化と触れあえる緑地として、御嶽や洞井（う

りがー）の周辺緑地は身近な緑地として保全・修復に努めます。 

 

②レクリエーション系統 

 観光・レクリエーション機能を向上させるため、植物園や博物館が立地する大野越公園（大野山林）

一帯から海岸一帯を宮古探訪及び交流拠点として位置づけるとともに、コースタルリゾート地区（ト

ゥリバー地区）においてレクリエーション緑地の配置を進めます。また、様々な交流・体験の場とな

る広域公園の配置について検討を進めます。 

 また、都市内各所に立地するリゾート施設や観光資源等をレクリエーション系統緑地として位置付

け、住民の健康増進に寄与する公園として整備を図ります。 

 

③防災系統 

 カママ嶺公園は、市街地において津波にも対処できる避難公園として位置付け、整備を図るととも

に、海からの環境圧を軽減し、都市の環境を維持する防風林帯の整備や緑地帯による緑化軸の形成を

促進します。 

 また、市街地内の公園緑地や幹線道路等は、オープンスペースや生活道路等と結び、防災環境軸の

形成に努めます。 

 

④景観形成系統 

 西平安名崎や砂山ビーチ、与那覇前浜など本都市の特徴的なエリアについては景観保全地域として

維持し、東平安名崎や大嶽城址公園等の風光明媚な場所については眺望点として整備を促進します。 

 また、海岸地域や空港へのアクセス道路等については、南国の雰囲気を醸し出す緑化に努めます。 
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<新> <旧> 

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 配置方針 平成22年 平成32年 

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

に努めます。 
6.31㎡／人 6.37㎡／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

内容の充実に努めます。 
9.54㎡／人 8.65㎡／人 

広域公園 

海と海辺を活かした公園をテー

マに、観光交流と地域振興に資す

る拠点公園（規模50ha以上）を適

所前浜地区に配置します。 

0㎡／人 9.62㎡／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

進と整備を図ります。 
8.63㎡／人 51.17㎡／人 

合  計  24.48㎡／人 75.80㎡／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 

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 配置方針 平成17年 平成27年 

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

に努めます。 
4.73㎡／人 6.69㎡／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

内容の充実に努めます。 
7.90㎡／人 9.04㎡／人 

広域公園 
海をテーマに、観光交流と地域振

興に資する拠点公園（規模50ha

以上）を適所に配置します。 
0㎡／人 6.31㎡／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

進と整備を図ります。 
8.57㎡／人 40.86㎡／人 

合  計  21.1㎡／人 62.90㎡／人 

平成 17 年（現況）：「沖縄の都市公園」 

平成 27 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 
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<新> <旧> 

■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22年 平成32年 

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又は新

規制度に期待する条例緑地への指定

を検討します。 

0 ha 1.0ha 

風致地区 
緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

周辺の環境緑地帯の形成やアプロー

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 ha 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。 

922.0ha 922.0ha 

合  計  922.0ha 973.0ha 

※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 

 

 

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 

 （仮称）宮古広域公園（広域）は、おおむね 10 年以内の着手に努めます。 

また、パイナガマ公園（近隣）については、整備を促進します。 

 

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 

 平良市街地外周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）都市景観形成に関する方針 

１）基本方針 

 地区計画等を活用して市街地や集落の魅力向上や宮古の原風景の回復に資する景観誘導方策の積

極的導入を図るとともに、点在する歴史資源等を保全・活用して良好で連続した景観の構築を図りま

す。 

 また、緑地協定等による屋敷内緑化や道路緑化等によって緑の総量を増やし、地場産材の活用や屋

敷囲いの生け垣化、石垣化を進めるとともに、緑の里親制度等を活用した住民主体の緑化活動を促し

て身近な空間の景観向上を図ります。また、屋上緑化や壁面緑化等の建物緑化についても促進します。 

 特に、良質な海浜、岬等地域固有の優れた景観を有する本区域は、景観法等の活用により、積極的

に自然環境、景観の保全を図ります。 

また、区画整理事業中の竹原地区においては、地区計画の導入により良好な市街地景観の形成を図

ります。

■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17年 平成27年 

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又は新

規制度に期待する条例緑地への指定

を検討します。 

0 ha 0.7ha 

風致地区 
緑地保全地域 

特別緑地保全地区 
 

周辺の環境緑地帯の形成やアプロー

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 ha 33.33ha 

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。 

922.0ha 922.0ha 

合  計  922.0ha 956.0ha 

※端数処理の関係上、内訳の和は必ずしも一致しない。 平成 17 年（現況）：「沖縄の都市公園」 

 平成 27 年（目標）：「沖縄県広域緑地計画」より算出 

 

 

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 

 宮古公園（広域）は、おおむね 10 年以内の着手に努めます。 

また、パイナガマ公園（近隣）については、整備を促進します。 

 

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 

 平良市街地外周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）都市景観形成に関する方針 

１）基本方針 

 地区計画等を活用して市街地や集落の魅力向上や宮古の原風景の回復に資する景観誘導方策の積

極的導入を図るとともに、点在する歴史資源等を保全・活用して良好で連続した景観の構築を図りま

す。 

 また、緑地協定等による屋敷内緑化や道路緑化等によって緑の総量を増やし、地場産材の活用や屋

敷囲いの生け垣化、石垣化を進めるとともに、緑の里親制度等を活用した住民主体の緑化活動を促し

て身近な空間の景観向上を図ります。また、屋上緑化や壁面緑化等の建物緑化についても促進します。 

 特に、良質な海浜、岬等地域固有の優れた景観を有する本区域は、景観法等の活用により、積極的

に自然環境、景観の保全を図ります。 

また、区画整理事業中の竹原地区においては、地区計画の導入により良好な市街地景観の形成を図

ります。
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<新> <旧> 

（３）福祉のまちづくりに関する方針 

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。 

道路においては、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します。また、公園においても、高齢者や障害者が利用しやすいよう

バリアフリー化を推進します。 

さらに、官公庁舎、医療施設、商業施設等、生活のために不特定多数の住民が利用する施設におい

ても、福祉のまちづくり条例に基づきバリアフリー化の一層の促進を図ります。 

また、公共交通の充実を図り、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。 

「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」へ移動 

（３）福祉のまちづくりに関する方針 

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。 

道路においては、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します。また、公園においても、高齢者や障害者が利用しやすいよう

バリアフリー化を推進します。 

さらに、官公庁舎、医療施設、商業施設等、生活のために不特定多数の住民が利用する施設におい

ても、福祉のまちづくり条例に基づきバリアフリー化の一層の促進を図ります。 

また、公共交通の充実を図り、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。 
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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。 

そのため、災害時の被害の最小化を図る「減災」の考え方を踏まえつつ、諸機能の適正な配置、防

災拠点の整備、被害拡大の防止や災害復旧の備えとしてのオープンスペースの確保、ライフラインの

多重化・多元化等を進めます。特に、台風の常襲地域に位置する本区域においては、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し、避難路や避難場所の確保、さらには、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や情報提供イン

フラ整備に努めます。 

 

２）都市防災のための施策の概要 

①火災対策 

 市街地における建物の不燃化、道路緑化や敷地内緑化の推進とともに、身近な避難路の確保・整備、

オープンスペースの確保を図り、一体的な防災環境軸形成を促進します。 

 

②震災対策地震・津波対策 

 埋立地等の液状化対策や建物等の耐震対策、港湾における耐震強化岸壁の整備等に取り組み、避

難・復旧拠点となる防災公園の整備を図ります。 

ハザードマップなどの住民に対する防災計画の周知、避難場所の周知などソフト面の対策とあわせ

て、避難経路の確保などハード面の充実に努めるともに、歴史的見地から想定される最大クラスの地

震・津波の発生に対して人的・物的被害の最小化に取り組みます。また、海岸部においては、リーフ

を維持及び保全し、緑地等の緩衝帯を形成するとともに、高台の公園確保や避難ビルの指定を図り、

津波災害防止に努めます。 

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。 

 

③浸水対策 

 台風の常襲地である本区域においては、台風や集中豪雨などの風水害対策として低地部の雨水排除

機能を高めるため、排水路の整備や道路等構造物の透水性向上を図るとともに、緑地整備による保水

力向上に努めます。

 

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。 

そのため、災害時の被害の最小化を図る「減災」の考え方を踏まえつつ、諸機能の適正な配置、防

災拠点の整備、被害拡大の防止や災害復旧の備えとしてのオープンスペースの確保、ライフラインの

多重化・多元化等を進めます。特に、台風の常襲地域に位置する本区域においては、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し、避難路や避難場所の確保、さらには、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の確保に努めるとともに、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や

情報提供インフラ整備に努めます。 

 

 

２）都市防災のための施策の概要 

①火災対策 

 市街地における建物の不燃化、道路緑化や敷地内緑化の推進とともに、身近な避難路の確保・整備、

オープンスペースの確保を図り、一体的な防災環境軸形成を促進します。 

 

②震災対策 

 埋立地等の液状化対策や建物等の耐震対策、港湾における耐震強化岸壁の整備等に取り組み、避

難・復旧拠点となる防災公園の整備を図ります。 

 また、海岸部においては、リーフを維持及び保全し、緑地等の緩衝帯を形成するとともに、高台の

公園確保を図り、津波災害防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

③浸水対策 

 台風の常襲地である本区域においては、低地部の雨水排除機能を高めるため、排水路の整備や道路

等構造物の透水性向上を図るとともに、緑地整備による保水力向上に努めます。 
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６．福祉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、官公庁舎、社会福祉施設、医療施設、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. 

建築物だけでなく、歩行空間及び日常生活における住宅など、公共空間等におけるユニバーサルデ

ザインの導入を図ります。 

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 
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Ⅴ 将来像の実現に向けて 

●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 

 

 

健康交流都市圏・がんずうみゃーく 

 ■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 

    

                 行政      県 

              

       国 

                           市 

                  町          村 

Ⅴ 将来像の実現に向けて 

●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 

 

 

健康交流都市圏・がんずうみゃーく 

 ■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 

    

                 行政      県 

              

       国 

                           市 

                  町          村 
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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、持続可能な方法で的に成長・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

や文化の継承が困難な状況にあります。 

 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、既存ストックを活用した市街地形成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蓄積された社会資本を有効活用し、これらと連携した公共

交通ネットワークを構築し、また熱帯樹木や花等を使用した潤い空間や集客交流施設の整備による身

近な憩い空間の創出等、既成市街地への重点投資が重要です。 

 

◎都市計画区域の再編 

本区域においては、地方分権の進展や社会状況の変化などの様々な課題に対応していくため、平成

17 年 10 月に市町村合併を行いました。この合併の効果を十分に発揮するため、一体的・総合的に都

市計画を展開していく必要があり、今後、伊良部大橋が供用されるたことによる都市活動の変化など

を勘案しつつ、伊良部地域の都市計画区域編入も含めて検討していく必要があります。 

 

●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。 

◎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

や文化の継承が困難な状況にあります。 

 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蓄積された社会資本を有

効活用し、熱帯樹木や花等を使用した潤い空間や集客交流施設の整備による身近な憩い空間の創出

等、既成市街地への重点投資が重要です。 

 

 

◎都市計画区域の再編 

本区域においては、地方分権の進展や社会状況の変化などの様々な課題に対応していくため、平成

17 年 10 月に市町村合併を行いました。この合併の効果を十分に発揮するため、一体的・総合的に都

市計画を展開していく必要があり、今後、伊良部大橋が供用されることによる都市活動の変化などを

勘案しつつ、伊良部地域の都市計画区域編入も含めて検討していく必要があります。 

 

●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 ●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などを活用し、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、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、説明責任を果たして都市づくりの意識を醸成していくと同時に、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・活用再生・適正利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。 
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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。 

 

うむやす 
「安心できる」を意味する宮古地域の

言葉。 

 

エコアイランド沖縄 
再生可能エネルギーの導入促進や省エ

ネルギーの推進等により、沖縄が目指す

先進的な環境モデル地域のこと。宮古島

市では、大規模な新エネルギー導入に向

けた実証事業など、環境モデル都市の実

現に向けた様々な取組が進められている。 

 

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。 

 

エコリゾートアイランド 
沖縄県が目指す環境保全と観光振興が

両立した沖縄観光のイメージの一つ。自

然環境に配慮した観光地づくりや環境共

生型観光ツアーの促進等に取り組むこと

により、実現を図ることとしている。 

 

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。 

 

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。 

 

環境共生型観光 
沖縄が持つ観光資源（自然・歴史・文

化）を活用するとともに、適切な保全に

も配慮した観光のこと。 

 

環境共生住宅 
地球環境を保全する観点から、エネル

ギー・資源・廃棄物などの面で十分な配

慮がなされ、また周辺の自然環境と親密

に美しく調和し、住み手が主体的に関わ

りながら、健康で快適に生活できるよう

工夫された、環境と共生するライフスタ

イルを実践できる住宅、およびその地域

環境のこと。 

 

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

のワイ愛が高く、重交通、広幅員、高規

格の道路であることが多い。 

 

がんずう 
「健康」「丈夫」を意味する宮古地域の

言葉。 

 

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） 

 

区域区分制度 
無秩序な市街化を防止し、計画的に市

街化を進めるために、都市計画区域を市

街化区域と市街化調整区域とに区分して

定めること。これを「区域区分」といい、

いわゆる「線引き」と呼ばれる。これま

では都市計画の前提としてすべての都市

計画区域において行う必要があったが、

法改正により制度メニューのひとつとし

て区域区分の有無を県が選択可能となっ

た。 

 



クリーンエネルギー [clean energy] 
電気、熱、動力への利用に際して、温

室効果ガスや環境有害物質の排出量が少

ないエネルギーのこと。再生可能エネル

ギーや天然ガスのほか、発電時の排熱利

用などの化石燃料の高度利用が含まれる。 

 

グリーン・ツーリズム [green tourism]  
みどり豊かな農山漁村地域において農

漁業体験や生活体験を行うことによって、

その自然、文化、人々との交流を楽しむ

滞在型の余暇活動のこと。 

 

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。 

 

高次都市機能 
都市機能のうち、日常生活圏域を超え

た広域圏を対象とする施設などにより、

多くの人々に教育、文化、医療、行政、

産業、交通、情報等について質の高いサ

ービスを提供できる機能のこと。 

高度浄水処理施設 
水道水源の水質悪化等により、通常の

浄水処理方法（沈澱、ろ過）では、十分

には取り除くことが難しい異臭味などを

処理するための施設。 

 

高度道路交通システム（ＩＴＳ） 
最先端の情報通信技術を用いて、交通

管理の最適化等を図り、道路交通の安全

性、輸送効率、快適性の向上を図るシス

テムの総称。国土交通省や警察庁などが

推 進 し て い る 。 ITS は Intelligent 

Transport Systems の略。 

 

 



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。 

 

国際交流・貢献拠点 
アジア·太平洋地域の平和と持続的発

展への貢献を目指し、学術、文化、平和、

人材育成などの幅広い分野における国際

交流や貢献活動の拠点。 

 
国際物流拠点産業集積地域 

国際物流拠点産業の集積による産業及

び貿易の振興を図るため、沖縄振興特別

措置法第 42 条に基づき指定される地域

のこと。同地域内においては、製造業や

倉庫業等、空港・港湾の物流機能を活用

した事業を展開する事業者に対し、地域

内での設備投資に係る投資税額控除や法

人税課税所得の特別控除等の優遇措置が

適用される。 

 

国際物流ハブ 
拠点（ハブ）となる空港や湾港を中心

に路線ネットワーク（スポーク）を展開

させて貨物を中継することにより、従来

の拠点間相互輸送よりも輸送効率を向上

させた輸送方式をハブ・アンド・スポー

ク［hub-and-spoke］と呼ぶ。国際物流

ハブとは、そのハブとしての輸送機能を

活用して、物の輸送・保管・荷役・包装・

流通加工などの国際間の物流を効率的に

行う機能を指す。 

 

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。 

 

混雑度（道路混雑度） 
 道路の混雑の程度を表す指標。道路

の交通量を交通容量で除した値で示し、

混雑度 1.0 を快適な旅行速度が維持でき

る限界とみなす。 

 

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。 

 

産業廃棄物 
廃棄物処理法で定義されている用語で、

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラスチックなど 20 種類の廃棄物を

指す。なお、事業所における事業活動に

伴って発生する産業廃棄物以外の廃棄物

（一般家庭から出るごみと同じ性状のも

の）は一般廃棄物として扱われる。 

 

産業廃棄物管理型最終処分場 
微生物による分解などで性状が変化す



る産業廃棄物（木くずなど）を埋め立て

ることができる最終処分場。地下水汚染

を防止するため、最終処分場には遮水シ

ートや浸出水を処理する施設の設置等が

義務付けられている。 

 

市街地の拡散 
既成市街地周辺部や郊外部に散逸的に

市街地が形成されること。 

 

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。 

 

自然保護地域 
自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保

護区など、自然的・社会的条件からみて

特に保全が必要な地域・地区の総称。沖

縄県内では平成 24 年５月現在、自然公

園７ヵ所、自然環境保全地域 12 地域、

鳥獣保護区 25 ヵ所等が指定されている。 

 

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。 

 

省エネ住宅 
省エネルギー住宅の略称。室内環境を

一定に保ちながら、使用するエネルギー

量を少なくできる住宅のこと。 

 

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。 

 

スポーツアイランド沖縄 
沖縄の特性を生かしたスポーツ振興の

コンセプト。①県民が健康・長寿である

ため生涯を通してスポーツに親しめるこ

と、②国内外で活躍するトップアスリー

トを輩出すること、③我が国、南端のス

ポーツ交流拠点として年間を通したスポ

ーツコンベンションが開催されているこ

と、の３つが実現できている状態のこと。 

 

ス ポ ー ツ ・ ツ ー リ ズム  ［ sports 
tourism］ 

スポーツを「観る（観戦）」、「する（楽

しむ）」だけでなく、スポーツそのものを

観光資源として捉え、他の地域資源や観

光資源とも組み合わせることで、スポー

ツを通じた新たな旅行の魅力を創り出す

観光スタイルのこと。 

 

３Ｒ（スリーアール） 
Reduce（リデュース：廃棄物の量を減

らす）、Reuse（リユース：不要になった

ものを工夫して再度使う）、Recycle（リ

サイクル：再生できるものは資源として

再生利用する）の３つの頭文字をとった

もので、環境と経済が両立した循環型社

会を形成していくためのキーワード。 

 

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。 

 

ゼロ・エミッション 
 国連大学が１９９４年に提唱したコ

ンセプト。産業活動における生産等の工

程を再編成し、不用物の相互利用等によ

って廃棄物をゼロにすることを目指すこ

と。 

 

 

た行 

体験交流型観光 
沖縄の生活文化や農業、漁業、工芸等

を実際に体験することを通じて、地域住

民とのふれあいや都市と農村との交流を

図ることなどを主な目的とした観光。 

 

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。 

 

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。 

 

 

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 

パーントゥ 
旧平良市の島尻集落と旧上野村の野原



集落に年中行事として現存している、厄

祓いと嘉例をつける来訪神祭祀。本来は、

怪物・化け物を意味する方言だが、厄祓

い上に転化している。 

 

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。 

 

ばんたがみゃーく 
「私達の宮古」を意味する宮古地域の

言葉。 

 

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。 

 

ぷからす 
「活気」、「楽しい」、「嬉しい」を意味

する宮古地域の言葉。 

 

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。 

 
 

わ行 

わいどー 
「がんばろう」、「ともにがんばろう」

を意味する宮古地域の言葉。 
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