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（仮称）宮古広域公園基本計画（案）パブリックコメントに対する沖縄県の考え方 

 ご意見 沖縄県の考え方 

１ p.12 イ）年間利用者数の推計について 

観光入り込み客数は平成 27 年には 50 万人、平成 28 年は 70 万人見

込みであり、平成 37 年には 100 万人を超えていると思われるため、観

光入り込み客数の将来目標値を、50 万人から 100 万人に修正されたい。 

○本基本計画では、根拠のある目標値として平成 22 年に策定された宮古島

市観光振興基本計画での将来目標値を用いて算定しています。同計画の策

定後にクルーズ船の寄港が急増したことなどにより来島者数も急増してい

ますが、現時点ではこれに代わる予測値がないことから、計画上は 50 万

人として見込んでいます。 

○今後、設計を進める段階で、関係機関から最新の入域観光客数の予測値を

入手するなどして、適切な駐車台数や駐車場配置を検討してまいります。

なお、現在の駐車場計画は周辺に拡大余地のある計画としております。 

p.29 4.施設計画 表２施設の主な内容 a.大型バス駐車場について 

観光客が 100 万人であることを前提とすれば、大型バスの駐車場は 10

台では不足と思われる。 

 

p.25 図７多様な楽しみの拠点 24 宮古馬牧場について 

p.31 表４施設の主な内容 24 宮古馬牧場について 

平成 37 年には、中国等海外からの観光客は 10 万人を超えると思われ

る。口蹄疫対策等の観点から、宮古馬やヤギ類の家畜の牧場系はリスク

が高く、安全な対策がとれないようであれば削除されたい。 

 

○県農林水産部等の関係機関と協議・連携の上、適切な安全対策が取れるよ

う努めてまいります。 

p.34 海辺の森強化ゾーン 表７施設の主な内容 

29 もーあしび広場は、観光客と地元民の交流空間として位置づけられて

いるが、そのような交流がされるかどうか疑問に感じる。 

○これからの準備期間のみならず、開園後も宮古圏域住民の公園づくりへの

参加を進め、様々なご意見を取り入れながら、適切な交流の場となるよう

取り組んでまいります。また、交流を促すイベントや利用プログラムの提

供などもあわせて検討してまいります。 

2 昨今、宮古島には野球、ゴルフ、スキー、陸上、駅伝等、多くの大学や

実業団の冬季合宿が盛んに開催されています。特に陸上、駅伝の合宿で

は道路環境や前浜、砂山に代表されるような砂浜トレなど各チームの皆

様に好評を頂いています。 

その一方、多くのチームからクロスカントリーコースの設置を望む声が

数多く寄せられています。また中学駅伝大会の実施も考え、一周 3km の

コースを園内に設置することで、その使用価値、地域への貢献も多大に

なると思います。ぜひ 3km のクロカンコース願う。 

○本公園の取組方針には多彩なスポーツコンベンションへの対応が定められ

ております。今後、設計を進める段階で、クロスカントリーコースの需要

を把握し、計画している他の施設との関係も整理しながら導入可能性を検

討してまいります。 

3 新たに公園を造ることには反対です。 

理由１．既成の数ある公園が荒れ放題になっており、管理が行き届いて

おらず、使用不可状態になっている。又同じことになりかねないと思わ

れる。 

 

○本公園の管理運営については県が主体となり、指定管理者制度などにより

民間活力を導入するとともに、市民協働により多様な方が参加できる体制

を整えることで、適切な管理運営が実施されることを目指しています。 



2 

 

 ご意見 沖縄県の考え方 

 理由 2．地域住民の近くに小規模ですぐに歩いて行ける、集まれる、遊

べる公園を造って欲しいです。安心して安全にすごせる場を造って下さ

い。 

○身近な公園の整備については宮古島市の役割であることから、今回のご意

見について宮古島市へ情報提供いたします。 

4 現在、宮古島市には市が管理する公園が十数ヵ所ありますが、公園とし

て機能してるのはほんのひとにぎりです。管理もヒサンです。公園を計

画、開園するのは結構ですが、開園した後の管理や設備はどのようにな

るのか、そちらもきっちりしていただかないと、宮古島市にある雑草畑

になってしまった公園やゴミや汚い場所を化してしまい税金のムダにな

りますので、建てっぱなしはやめて下さい。 

それだったら、その税金で既存の公園の設備・管理にまわした方が良い

と思います。 

○本公園の管理運営については県が主体となり、指定管理者制度などにより

民間活力を導入するとともに、市民協働により多様な方が参加できる体制

を整えることで、適切な管理運営が実施されることを目指しています。 

5 「公園作り」大賛成です。市民は勿論のこと、観光客も楽しめる様にな

るとよろしいかと思います。雨が降った時に観光できる場の１つとして

温室の植物園（多種類のブッソウゲ、果実、南国の花）大きくなくても

充実した植物園、市民の憩いの場にも成るかと思います。 

 

○本公園では現在の土地利用や植生などを踏まえて、自然を守り育てるため

の植栽や新しい景観を生み出すための植栽などを計画しています。植物園

や温室などについては、現在のところ整備する予定はありませんが、市民

による育ての森の導入など、市民が親しめる公園づくりを目指しています。 

それから 1 つ申し上げると、ここ 1～2 年、前浜ビーチで品格の無い若

者達がマリン商売をやりたい放題、危険です。前浜のイメージダウンに

つながる様な気がしてなりません。市の管理はなされていない状況で、

がっかりです。 

○ビーチ部分も公園に取り込むことで、適正な管理が行えるような仕組みを

今後検討してまいります。 

6 駐車場合計 450 台は多く感じられますが、海でイベントした場合使用す

る駐車場が分散しており少なすぎるように感じます。大きなイベントに

も対応可能な受け入れ（駐車場）確保はとても大事です。歩いて行ける

距離も考え皆がストレスなく使用できる施設にして欲しいと思っていま

す。駐車場をメインと考え、その周りに施設がある設計にしてほしいで

すね。1000 台以上は最低でも必要ではないでしょうか。 

○今後、設計を進める段階で、公園での開催が想定されるイベントの規模や

内容に基づき、仮設施設での対応も含めて適切な駐車台数や駐車場配置を

検討してまいります。 

 

7 台風の時にお酒飲む人の意見には賛成できません。子供たちに、やる事

やってからわがまま言いなさいとか言う権利ないです。ふざけるのもい

い加減にして下さい。 

そんな意見を通すのなら、「スポーツアイランド宮古島」にふさわしい体

育館を建てることをお願いします 

○体育館については、宮古島市内に複数の既存施設があり、また新たにスポー

ツ利用も可能なドーム型施設が建設されることから、現在のところ整備す

る予定はありません。 
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 ご意見 沖縄県の考え方 

8 県では｢ミヤ-クヌ・オー・イム・パーク(宮古の青い海公園)｣をテーマに、

宮古島において県営公園計画つくりを進めておりますが、その計画は前

浜ビーチを中心にして進められている。宮古島には大きな河川がなく陸

上部の土砂が海に流れて汚染することがない。そのせいか、島全体の海

岸や浜辺はどの島よりも真っ白で締麗な砂浜が多い。 

今度整備の中心となっている前浜ビーチは東洋一の綺麗な砂浜を有し、

旧下地町内に位置している。同町内には南東部にまるで池のようないつ

でも静かな入江湾も存在している。この湾のすぐ隣には久場川按司の居

城跡もあって、グスク時代のようすを伝える石垣も残っている。按司は

荒天時でも静かな入江湾を利用して交易を営み栄えていた。グスクの近

くには按司が使っていたと言われる泉（マグーガーやグーガー）も入江

湾に注いでいる。 

また、なんといっても宮古の歴史上では 270 年もの長さに渡って宮古農

民を苦しめた人頭税の廃止運動が輝いていると思います。その廃止運動

の火の手があがり島内の総代主（各地域の農民の代表者）たちが集結し

て廃止運動のことについて密談を重ねたパチャガサキも同湾の出口あた

りにあって、今では先人の偉業を伝える石碑が立っている。その廃止運

動を理論的に指導した城間正安氏が住んでいた屋敷跡や、廃止運動を縁

の下で支えた川瀬亀吉氏の屋敷や彼の顕彰碑も湾のすぐ近くにあって、

宮古島民が燃えた足跡を見ることができる。 

アメリカ統治の頃、琉球政府の副主席を務めていた与儀達敏氏の屋敷跡

も湾の近くに残っている。彼は立法院義貞なども務めていたが、政治や

行政面だけでなく、宮古の方言を最初に手掛け研究した方で学術面での

功績も大きい。入江湾の周辺は宮古の歴史を訪ね歩くのに適したところ

であるものと考える。 

また、入江湾には魚をはじめ海ブドウやアナラ（モズクに似た海草）等

も採れ、地域住民の生活の足しになっている。秋頃になるとアカハラダ

カやサシバの飛来地ともなり、冬になるとシラサギも飛来して毎年渡り

鳥の観察地ともなっている。同湾の奥にはマングローブ林が茂っていて

亜熱帯の景観を形成している。石で囲って魚を採る原始的な漁法と言わ

れる｢ウキミャー｣なども残っていて、昔の漁法を知ることができる良い

海となっている。 

(仮称)宮古広域公園基本計画(案)では利用者が一体的に回遊・利用できる

施設として｢うえのドイツ文化村｣、｢イムギャーマリンガーデン｣、｢東平

安名崎｣等々を想定していますが、それらの既存施設への途中に入江湾は

○本公園では、宮古島市全域の文化資源、自然資源や観光施設との連携や機

能分担を計画しています。この中には入江湾と周辺も含まれると考えてお

り、今後、宮古島市による保全や整備の取り組みと連携して、適切に活用

して行きたいと思います。 

○本事業では入江湾におけるサイクリングロードの整備は難しいと考えます

が、本公園周辺の自転車ネットワークの形成については、県及び宮古島市

の道路事業と連携して取り組んでまいります。 
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 ご意見 沖縄県の考え方 

位置していますので、是非当計画(案)に入江湾を入れていただき、湾内は

シーカヤックの練習場として利用し、湾内の泉は来島者の憩いの場所と

して整備し、毎年、その季節、季節に飛来してくる渡り鳥の観察場所も

整備して、それらを繋ぐ交通のネットワークとして湾の周囲にサイクリ

ングロードを整備することを提案します。またサイクリングロードは、

上述した歴史的遺産や景観の探索として利用すれば当計画はより地域の

ニーズに応える計画となることと思いますので、是非、入江湾も宮古広

域公園基本計画(案)に入れていただくようお願いいたします。 

9 観光客ならまだしも、市民の来園について考えると市街地近辺にするべ

き。宮古島市民は面倒をさけたがる人が多いように思われるので市街地

近辺でなければ来園者は少なくなる。今までにも中心部から離れた位置

に立派な公園はつくられたが、どれも来園者数はいまいちである。なの

で地域振興や地域住民の日常を考えるなら市街地近辺は必須事項である。 

○本公園は、「宮古の青い海」を活かし、観光客にも圏域住民にも利用して

いだける公園を目指しています。これに適した場所として、いくつかの候

補地の中から様々な条件を絞り込み、現在の前浜地区を選んでいます。 

○市街地からは少し遠くなりますが、それを補うだけの魅力ある公園づくり

を進めてまいります。 

10 子どもからお年寄りまで幅広い年層で楽しめるような公園にして欲しい。 ○幅広い年齢層の利用者が楽しめる公園を目指して、公園づくりを進めてま

いります。 

○ユニバーサルデザイン（誰もが利用しやすい施設設計・デザイン・管理運

営）については、公園全体で取り組んでまいります。 

 

完成したら管理や整備をきちんとやった方がよい。 ○本公園の管理運営については県が主体となり、指定管理者制度などにより

民間活力を導入するとともに、市民協働により多様な方が参加できる体制

を整えることで、適切な管理運営が実施されることを目指しています。 

海の近くよりは、高台等につくった方が安全になると思う（台風や津波

に備える）。 

○本公園は、「宮古の青い海」を活かし、観光客にも圏域住民にも利用して

いだける公園を目指しています。これに適した場所として、いくつかの候

補地の中から様々な条件を絞り込み、現在の前浜地区を選んでいます。 

○計画地の特性に見合った災害時の安全対策として、避難施設の整備や管理

運営対策などの両面から取り組んでまいります。 

11 林間キャンプ場とありますが、これをオートキャンプ場へとできません

か。島に青少年自然の家や民宿キャンプ村等ありますが、どれも充分に

利活用できているとは思えません。 

子どもからお年寄りまでの利用のできる形態と切に願います。この計画

されている公園の形態でしたら、周辺とのアクセシビリティを考慮して

も、オートキャンプ場にすることで、車イス利用の方や足腰の弱い方も

楽しめます。ユニバーサルデザインで計画を進めていただけないでしょ

○今後、設計を進める段階で、林間キャンプ場、オートキャンプ場の需要想

定に基づき、適切な規模・施設内容を検討してまいります。 

○ユニバーサルデザイン（誰もが利用しやすい施設設計・デザイン・管理運

営）については、公園全体で取り組んでまいります。 
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うか。宮古島にはオートキャンプ場は１つもありません。東村つつじエ

コパークのようなものができると嬉しいです。 

12 車イスでも利用しやすい公園。 

トイレの中に折りたたみ式ベッドがあったり、整備されている歩道。車

イスでも利用できる様なあずま屋、ペットがお散歩しやすいようにして

ほしい。 

平良市内にも公園を作ってほしい。 

車イスが利用しやすい駐車場。 

○ユニバーサルデザイン（誰もが利用しやすい施設設計・デザイン・管理運

営）については、公園全体で取り組んでまいります。 

○平良市街地における身近な公園整備については宮古島市の役割であること

から、今回のご意見について宮古島市へ情報提供いたします。 

13 市民プールを作って下さい ○本公園では、計画地の自然と景観を最大の魅力と捉え、これに大きな影響

を及ぼさない範囲での利活用、そのための必要最小限の施設整備を行なう

ことを方針としています。 

○プール、スーパー銭湯、観覧車等はこの方針には当てはまらないため、現

在のところ整備する予定はありません。 

 

温泉、お風呂またはスーパー銭湯があれば、ますます観光客も市民もリ

ピーターで訪れる気がします 

日本最南端の観覧車 

大阪の万博公園みたいな感じがいいです。 

14 渡り鳥や野鳥等が生息できるような自然環境をつくってほしい。 

写真愛好家も増え、市内植物園、大野山林等にカメラ持参する姿が見ら

れます。家に引きこもらないようアウトドアを積極的に進めることが精

神的にも健康になれる。 

そのような環境づくりを考えた施設が必要。 

○本公園では、計画地の自然と景観を最大の魅力と捉え、これに大きな影響

を及ぼさない範囲での利活用、そのための必要最小限の施設整備を行なう

ことを方針としています。 

○この中で多様な生物生息場となる環境の保全・育成、生物を観察するため

の利用プログラムについても、今後検討してまいります。 

15 遊具施設は取り付けた後も点検おこたらず、安全な公園造りをお願いし

ます。 

一角には津波避難所（高い建物）も必要ですね。 

予定地はトライアスロンのスイムスタート地。競技者 1700 名、役員

500 余名、観客 3000 名。現在はスイム観戦する場所が制限（貴賓席、

役員席）されている。多くの観客に見せるスペース造り必要。 

○本公園の管理運営については県が主体となり、指定管理者制度などにより

民間活力を導入するとともに、市民協働により多様な方が参加できる体制

を整えることで、適切な管理運営が実施されることを目指しています。 

○計画地の特性に見合った災害時の安全対策については、避難施設の整備や

管理運営対策などの両面から取り組んでまいります。 

○大規模イベントに必要な施設については、設計を進める段階で、想定され

るイベントの規模や内容に基づき、仮設施設での対応も含めて適切な施設

規模や配置を検討してまいります。 

16 宮古島発祥のマジックガーデンゴルフ専用のコースを作ってほしいもの

です。子供からお年寄りまで、頭を使った駆け引きのある軽スポーツを

取り入れて、島内限定のスポーツを提供する事で、観光スポーツアイラ

ンドを PR する事ができます。 

○本公園の取組方針には多彩なスポーツコンベンションへの対応が定められ

ております。今後、設計を進める段階で、マジックガーデンゴルフの需要

を把握し、計画している他の施設との関係も整理しながら導入可能性を検

討してまいります。 
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県の生涯学習スポーツの認定も受けています。 

17 アスレチックの遊具広場にロッククライムの遊具がほしい。できれば大

きめな（おおのやまにあるみたいな）。 

全身運動になるし、達成感が得られ、もっと早くのぼるようにとか、他

のルートに挑戦したりとか、頭と体を使った運動が出来るスポーツなの

で、ぜひ子供と一緒に遊べたらと思う。ご検討よろしくお願いします。 

○本公園の取組方針には多彩なスポーツコンベンションへの対応が定められ

ております。今後、設計を進める段階で、クライミングウォールの需要を

把握し、計画している他の施設との関係も整理しながら導入可能性を検討

してまいります。 

18 このような大規模な開発が必要だとは、全く思いません。植物園や周辺

の施設活用で十分です。 

それよりも、千代田の防災、減災を目的とした避難拠点となるような公

園をつくることの方が早急に必要だと思います。 

○本公園では、計画地の自然と景観を最大の魅力と捉え、これに大きな影響

を及ぼさない範囲での利活用、そのための必要最小限の施設整備を行なう

ことを方針としています。 

○広域的な防災機能については、宮古島市や関係機関においてそのあり方に

関する検討が進んでいないことなどから、県として検討を行う段階に至っ

ていないと考えております。よって、前浜地区のみでの早期整備に取り組

んでまいります。 

19 （１）水道供給量に関して、本公園を設置する与那覇地域は限界に達し

ているように思います。本計画を実行するためには、この水道供給量を

補完する施策が宮古島市としても不可避と察しますが、この市負担額が

市行政を圧迫しないように、県としての支援をよろしくお願いいたしま

す。 

○園内での水利用については、多量の水を必要とする施設（プール等）の導

入は避け、雨水利用システムの導入等によりできるだけ使用量を抑えるこ

とで、市の上下水道や農業用水に過度の負担をかけることが無いよう配慮

してまいります。 

（２）情報開示いただいた検討委員会議事録では、防災機能を重視する

意見が一貫して堅持されていましたが、最終第７回目において、千代田

ＣＣを自衛隊駐屯地として活用する旨、市が申し出たことで、当該公園

候補地から外されたようです。それと同時に、重要視されていた防災機

能も計画から除外されたことは、宮古島市民として一抹の不安を覚えて

います。 

前浜だけでは確保できない防災機能に関して、引き続きのご検討を宜し

くお願い致します。 

○本公園は、「宮古の青い海」を活かし、観光客にも圏域住民にも利用して

いだける公園を目指しています。これに適した場所として、いくつかの候

補地の中から様々な条件を絞り込み、現在の前浜地区を選んでいます。 

○地震に伴う津波が発生する場合には、公園内が浸水する恐れが高いため、

計画地の特性に見合った災害時の安全対策については、避難施設の整備や

管理運営対策などの両面から取り組んでまいります。 

○広域的な防災機能については、宮古島市や関係機関においてそのあり方に

関する検討が進んでいないことなどから、県として検討を行う段階に至っ

ていないと考えております。よって、前浜地区のみでの早期整備に取り組

んでまいります。 
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（３）千代田ＣＣの自衛隊利用に関しては、地先部落はじめ多くの市民

が反対しています。今後、旧大福牧場のように千代田ＣＣが自衛隊駐屯

候補地から撤回された場合、再度、千代田ＣＣへの防災機能分散をご検

討頂きたくよろしくお願いいたします。 

○本公園は、「宮古の青い海」を活かし、観光客にも圏域住民にも利用して

いただける公園を目指しています。これに適した場所として、いくつかの

候補地の中から様々な条件を絞り込み、現在の前浜地区を選んでいます。 

○広域的な防災機能については、宮古島市や関係機関においてそのあり方に

関する検討が進んでいないことなどから、県として検討を行う段階に至っ

ていないと考えております。よって、前浜地区のみでの早期整備に取り組

んでまいります。 

（４）広域防災公園の県候補地として、宮古島をご推奨頂きたくよろし

くお願いいたします。宮古島は空港北側に平良市という市街地を要して

います。この平良市街地からの近方避難はカママミネ公園という高台適

地があります。一方、空港南側の下地・上野地域にも１万名におよぶ市

民と観光客が居住していますが、近傍に高台避難地はありません。宮古

島市長が５年間も粘り強く要請し続けてきた千代田ＣＣ周辺は、この南

部に住する市民や観光客の災害避難地としてはベストな立地です。今後

とも、検討委員会の主旨を継承し、計画検討をご継続頂けるよう宜しく

お願いいたします。 

○広域的な防災機能については、宮古島市や関係機関においてそのあり方に

関する検討が進んでいないことなどから、県として検討を行う段階に至っ

ていないと考えております。よって、前浜地区のみでの早期整備に取り

組んでまいります。 

（５）宮古島市に確認頂きたいのですが、市民生命の保全に不可欠とさ

れてきた防災公園候補地としての千代田ＣＣを、自衛隊駐屯地になすこ

とで、１万規模の市民や観光客の逃げ場がなくなり、災害に乗じた紛争

が重なれば、軍事目標となる自衛隊駐屯地（千代田ＣＣ）はむしろ危険

地帯となり、下地や上野に住まう市民や観光客が津波災害や着上陸侵攻

等の犠牲にならざるを得なくなります。防災公園から自衛隊駐屯地への

真逆の活用は、市民としても全く納得の行かないものです。県として市

の判断根拠をご確認頂ければ幸いです。 

○今回のご意見について宮古島市と情報共有を図ってまいります。 

 


