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ⅠⅠ  ははじじめめにに  

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、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。これ

までの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、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、

景観法の制定など、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。 

 

 

 

 

 

 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

効率的に実現することが重要と考えられます。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中部広域都市計画「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

念と基本姿勢共通目標に基づき、異文化と沖縄の伝統文化の融合、北部都市圏と南部都市圏の

結節、駐留軍用地跡地の活用など、その特性を最大限発揮したおおむね 20 年後の目指すべき姿

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、中部広域都市計画区域は、うるま市の誕生により平成 18 年に石川都市計画区域が編入

されていることから、新たな一体の都市計画区域として整備、開発及び保全していくことが重要

です。 

 

さらに中南部都市圏において返還が予定されている大規模駐留軍用地の跡地利用は、都市構

造、経済等様々な分野に大きく影響するものであるため、総合的、計画的な取り組みが急務で

ありますに際しては、良好な生活環境の確保、新たな産業の振興、交通体系の整備、自然環境

の保全・再生など、沖縄振興のための貴重な空間として、都市構造の歪みを是正し、県土構造

の再編を視野に入れた総合的かつ効率的な有効利用を図る必要があります。

 

 

 

 

 

 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を柱として都市づくりを進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中部広域都市計画「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、異文化と沖縄の伝統文化の融合、北部都市圏と南部都市圏の結節、駐

留軍用地跡地の活用など、その特性を最大限発揮したおおむね 20 年後の目指すべき姿を住民と

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、中部広域都市計画区域は、うるま市の誕生により平成 18 年に石川都市計画区域が編入

されていることから、新たな一体の都市計画区域として整備、開発及び保全していくことが重要

です。 

さらに中南部都市圏において返還が予定されている大規模駐留軍用地の跡地利用は、都市構

造、経済等様々な分野に大きく影響するものであるため、総合的、計画的な取り組みが急務で

あります。 

  ●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 

・ 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 

 中部広域都市計画区域（以下、「本区域」という。）の範囲は、沖縄市、うるま市、嘉手納

町、北谷町及び読谷村の全域とし、その規模は次のとおりです。 

 

区  分 市町村名 範   囲 面   積 

 
中部広域都市計画 
区域 

沖 縄 市 行政区域の全域 約 4,900  ha 

うるま市 〃 8,608 

嘉手納町 〃 1,504 

北 谷 町 〃 1,378 

読 谷 村 〃 3,517 

計 
（２市２町１村）  19,907 

                                  資料：平成 22 年国勢調査 

 

 なお、駐留軍用地跡地の整備等によって南部都市圏との一体性がさらに高まるものと予想さ

れることから、都市計画区域の再編について検討していきます。 

２．都市計画区域の範囲及び規模 

 中部広域都市計画区域（以下、「本区域」という。）の範囲は、沖縄市、うるま市、嘉手納

町、北谷町及び読谷村の全域とし、その規模は次のとおりです。 

 

区  分 市町村名 範   囲 面   積 

 
中部広域都市計画 
区域 

沖 縄 市 行政区域の全域 約  4,900  ha 

うるま市 〃 8,601 

嘉手納町 〃 1,504 

北 谷 町 〃 1,363 

読 谷 村 〃 3,517 

計 
（２市２町１村）  19,885 

                                  資料：平成 17 年国勢調査 

 

 なお、駐留軍用地跡地の整備等によって南部都市圏との一体性がさらに高まるものと予想さ

れることから、都市計画区域の再編について検討していきます。 
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■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。 

■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 

 本区域は、平成 22 年現在、人口約 33 万人で県人口の約２割を占める県内第二の都市圏であり、

沖縄市を中心に高次の都市機能が集積するとともに、異文化と融合・昇華した独特の文化を育んで

きており、今後、そのような特性を地域づくりに積極的に活用して、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独自の文化を発信し、個性豊かな都市圏 

  ユニバーサルデザインの中心市街地では、そこでしか買えないものやそこでしか得られない情報

等が豊富で、郊外型の商業施設とは異なるサービスの提供がなされるなどソフト面の充実が図られ

るとともに、多様な都市機能が集積するなど日常の生活活動が身近な所で可能になっており、あら

ゆる世代が交流する活気に満ちあふれた空間が形成されています。 

 また、既成市街地では、コミュニティ道路や広場等、身近な生活空間の質的充実が図られるとと

もに、エイサーや民謡などの伝統文化や芸能文化をはじめ、国際色豊かな街並みや音楽等、あらゆ

る場面において「チャンプルー」と称される独自の文化を感じ取ることができ、個性豊かで魅力的

な都市空間が創出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲安慶名地区土地区画整理事業将来イメージ（出典：しまたてぃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲フィッシャリーナ整備事業完成予想図（出典：北谷町ＨＰ） ▲大湾東地区まちのイメージ（出典：しまたてぃ）

Ⅱ 都市計画の目標 

 

１．都市の将来像 

 本区域は、平成 17 年現在、人口約 32 万人で県人口の約２割を占める県内第二の都市圏であり、

沖縄市を中心に高次の都市機能が集積するとともに、異文化と融合・昇華した独特の文化を育んで

きており、今後、そのような特性を地域づくりに積極的に活用して、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独自の文化を発信し、個性豊かな都市圏 

  ユニバーサルデザインの中心市街地では、そこでしか買えないものやそこでしか得られない情報

等が豊富で、郊外型の商業施設とは異なるサービスの提供がなされるなどソフト面の充実が図られ

るとともに、多様な都市機能が集積するなど日常の生活活動が身近な所で可能になっており、あら

ゆる世代が交流する活気に満ちあふれた空間が形成されています。 

 また、既成市街地では、コミュニティ道路や広場等、身近な生活空間の質的充実が図られるとと

もに、エイサーや民謡などの伝統文化や芸能文化をはじめ、国際色豊かな街並みや音楽等、あらゆ

る場面において「チャンプルー」と称される独自の文化を感じ取ることができ、個性豊かで魅力的

な都市空間が創出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲安慶名地区土地区画整理事業将来イメージ（出典：しまたてぃ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲フィッシャリーナ整備事業完成予想図（出典：北谷町ＨＰ） ▲大湾東地区まちのイメージ（出典：しまたてぃ） 
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②人、情報、様々な産業が交流する都市圏 

 東海岸には、特産物や工芸品の開発などの技術交流が活発に行われ、加工交易型産業の拠点地域

として輸出入を伴う製造業等が立地するとともに、の情報通信産業特別地区においては、沖縄 IT

津梁パークを中核に、国内外の情報通信産業の一大拠点を形成し、国際物流拠点産業集積地域うる

ま・沖縄地区においては、沖縄におけるものづくりの先進モデル地域及び高付加価値・高度部材産

業の拠点地域として、輸出入を伴う製造業等が立地するとともに、アグリビジネスやゼロエミッシ

ョン型ビジネス健康・バイオ等関連産業等の新たな産業と既存産業の交流など、異業種相互の連携

により、持続的に成長し、自立型経済を支える産業構造が確立しつつあります。 

 また、海に開かれた国際交流リゾートスポーツコンベンション拠点が形成されるとともに、健康

長寿をテーマとした体験・滞在型観光が定着しており、さらに、東海岸のみならず中心市街地や西

海岸との連携によって、多様性のある広域都市圏が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

③豊かな自然環境と共生した都市圏 

 本区域の魅力の一つである自然海岸や豊かな自然

緑地等は、都市の快適性を高める要素として良好に

保全されています。また、無秩序な開発によって失

われた緑地も再生が図られるとともに、川にはせせ

らぎが戻り、都市生活に潤いを与える環境が創出さ

れています。 

 高付加価値農業ゾーン等では、田園環境と自然環

境の保全が図られ、また、豊かな自然と道路や公園

などの緑化空間が連結されるなど、身近な緑が豊か

になって、自然と触れあい楽しみながら、都市生活

が享受できる快適な都市空間が創出されつつありま

す。、住民が誇りと愛着の持てる魅力的な沖縄らし

い景観が形成され、価値創造型のまちが実現してい

ます。

②人、情報、様々な産業が交流する都市圏 

 東海岸には、特産物や工芸品の開発などの技術交流が活発に行われ、加工交易型産業の拠点地域

として輸出入を伴う製造業等が立地するとともに、国内外の情報通信産業の一大拠点を形成し、ア

グリビジネスやゼロエミッション型ビジネス等の新たな産業と既存産業の交流など、異業種相互の

連携により、持続的に成長し、自立経済を支える産業構造が確立しつつあります。 

 また、海に開かれた国際交流リゾート拠点が形成されるとともに、健康長寿をテーマとした体験

・滞在型観光が定着しており、さらに、東海岸のみならず中心市街地や西海岸との連携によって、

多様性のある広域都市圏が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ▲沖縄 IT 津梁パーク中核機能支援施設イメージ（出典：沖縄 IT 津梁パークパンフレット） 

 

③豊かな自然環境と共生した都市圏 

 本区域の魅力の一つである自然海岸や豊かな自

然緑地等は、都市の快適性を高める要素として良

好に保全されています。また、無秩序な開発によ

って失われた緑地も再生が図られるとともに、川

にはせせらぎが戻り、都市生活に潤いを与える環

境が創出されています。 

 高付加価値農業ゾーン等では、田園環境と自然

環境の保全が図られ、また、豊かな自然と道路や

公園などの緑化空間が連結されるなど、身近な緑

が豊かになって、自然と触れあい楽しみながら、

都市生活が享受できる快適な都市空間が創出され

つつあります。 

 

▲勝連城跡 
▲勝連城跡 ▼残波岬（出典：ＯＣＶＢ公式ＨＰ） 

▲残波岬（出典：ＯＣＶＢ公式ＨＰ） 

▲沖縄 IT 津梁パーク 企業集積施１号棟 

（出典：沖縄 IT 津梁パークホームページ） 
▲沖縄 IT 津梁パーク アジア IT 研修センター 

（出典：沖縄 IT 津梁パークホームページ） 
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④環境にやさしい循環型・低炭素型都市圏 

 都市を挙げて廃棄物ゼロを目指し、環境教育が奨励された本区域では、住民一人一人の環境問題

に対する意識が向上しており、また、省資源化、再資源化及び環境美化に積極的に取り組んできた

結果、使用済み自動車や家電製品等の不法投棄の減少及び廃棄物排出量の減少が図られ、美しさと

品格が備わった循環型都市圏に変貌しつつあります。 

 さらに、コンパクトな都市構造が形成され、道路網が体系的に整備されるとともに、定時・定速

性に優れた基幹バスシステムや鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入による自動車から公共

交通への転換、時差出勤やモビリティ・マネジメント施策などの総合的な交通施策が功を奏して、

慢性化していた交通渋滞は解消されており、再生可能エネルギーの活用も相まって、環境にやさし

い循環型・低炭素社会低炭素型都市圏の実現に向けて着実に歩を進めています。 

 

⑤新たな魅力を生み出す都市圏 

沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）等の合意によって返還された駐留軍用地跡地には、良

好な生活環境の確保、新たな産業振興、交通体系の整備、自然環境の保全や農業を中心とする田園

空間の提供等が行われ、多様で魅力ある都市空間が形成されています。 

 同時に、広域的な幹線道路の整備や基幹バスシステム及び鉄軌道を含む新たな公共交通システム

の導入等による交通環境の改善や跡地周辺の密集市街地の一体的整備も進み、既成市街地の居住環

境の改善も図られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

④環境にやさしい循環型・低炭素型の都市圏 

 都市を挙げて廃棄物ゼロを目指し、環境教育が奨励された本区域では、住民一人一人の環境問題

に対する意識が向上しており、また、省資源化、再資源化及び環境美化に積極的に取り組んできた

結果、使用済み自動車や家電製品等の不法投棄の減少及び廃棄物排出量の減少が図られ、美しさと

品格が備わった循環型都市圏に変貌しつつあります。 

 さらに、道路網が体系的に整備されるとともに、定時・定速性に優れた基幹バスシステムの導入

による自動車から公共交通への転換、時差出勤やモビリティ・マネジメント施策などの総合的な交

通施策が功を奏して、慢性化していた交通渋滞は解消されており、環境にやさしい循環型・低炭素

社会の実現に向けて着実に歩を進めています。 

 

 

⑤新たな魅力を生み出す都市圏 

沖縄に関する特別行動委員会（ＳＡＣＯ）等の合意によって返還された駐留軍用地跡地には、良

好な生活環境の確保、新たな産業振興、交通体系の整備、自然環境の保全や農業を中心とする田園

空間の提供等が行われ、多様で魅力ある都市空間が形成されています。 

 同時に、跡地周辺の密集市街地の一体的整備も進み、既成市街地の居住環境の改善も図られてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ▲読谷飛行場跡地土地利用計画（出典：読谷飛行場跡地利用実施計画） 

▲北谷町西海岸 
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２．人ロ及び産業の規模 

（１）人口 

 本区域における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 326.5 千人 341.1 千人 345.4 千人 

注）国勢調査をベースに推計 

（２）産業 

 本区域における将来の産業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        1,093億円 1,161億円 1,229億円 

卸小売業販売額 3,370億円 3,503億円 3,581億円 

就 

業 

構 

造 

第一次産業 3.4千人( 2.7%) 2.4千人( 1.8%) 1.7千人( 1.3%) 

第二次産業 22.8千人(18.3%) 23.1千人(17.6 %) 21.9千人(16.6%) 

第三次産業 98.4千人(79.0%) 105.7千人(80.6%) 107.8千人(82.1%) 

計 124.5千人(100%) 131.1千人(100%) 131.4千人(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 

●歴史・文化の継承と個性の発揮 

 平成 12 年には、座喜味城跡や勝連城跡などの歴史的な遺産が「琉球王国のグスク及び関連遺産群」

として世界遺産に登録されました。琉球の歴史文化が世界的な評価を得たことは大きな意義があり、

これら誇りある世界遺産及びその他のグスク等の歴史資源をどのように保全、活用し、将来に継承

していくかが課題です。 

 

●中心市街地の活性化 

 中心市街地では、車社会の進展、大型店舗や行政施設の郊外進出等によって空洞化が進んでいる

ことから、市街地再開発事業等によるハード面の再整備や郊外型店舗と差別化を図ったサービスの

提供及び新たな仕掛けといったソフト面の充実とともに、併せて、無秩序な市街化の抑制、効率的

な都市施設の整備や公共交通の充実等により、集約型都市構造を実現していく必要があります。 

 また、中心市街地の魅力ある都市空間の創出のために、歩いて暮らせる環境づくりやまちなか居

住の促進、タウンモビリティの充実などによる人にやさしい交通手段の確保などにより、中心市街

地に活気を取り戻す必要があります。

 

２．人ロ及び産業の規模 

（１）人口 

 本区域における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 318 千人 334 千人 340 千人 

注）国勢調査をベースに推計 

（２）産業 

 本区域における将来の産業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        785億円 1,148億円 1,112億円 

卸小売業販売額 3,163億円 3,668億円 4,014億円 

就 

業 

構 

造 

第一次産業 4.1千人( 3.1%) 3.3千人( 2.3%) 3.0千人( 2.0%) 

第二次産業 25.3千人(19.6%) 27.6千人(19.6%) 28.3千人(19.2%) 

第三次産業 99.8千人(77.3%) 109.9千人(78.1%) 115.8千人(78.7%) 

計 129.1千人(100%) 140.7千人(100%) 147.1千人(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 

●歴史・文化の継承と個性の発揮 

 平成 12 年には、座喜味城跡や勝連城跡などの歴史的な遺産が「琉球王国のグスク及び関連遺産群」

として世界遺産に登録されました。琉球の歴史文化が世界的な評価を得たことは大きな意義があり、

これら誇りある世界遺産及びその他のグスク等の歴史資源をどのように保全、活用し、将来に継承

していくかが課題です。 

 

●中心市街地の活性化 

 中心市街地では、車社会の進展、大型店舗や行政施設の郊外進出等によって空洞化が進んでいる

ことから、市街地再開発事業等によるハード面の再整備や郊外型店舗と差別化を図ったサービスの

提供及び新たな仕掛けといったソフト面の充実とともに、併せて、無秩序な市街化の抑制、効率的

な都市施設の整備や公共交通の充実等により、集約型都市構造を実現していく必要があります。
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●ゆとりと潤いの確保 

 厳しい地方財政状況のなか、高齢化による財政支出の増加や少子化による生産年齢人口の減少が

予想される今後は、さらなる社会資本整備の重点化、効率化が必要であるとともに、個性豊かな地

域の創出が求められており、社会資本の蓄積や地域資源を有効活用した既成市街地の質的向上を図

り、ゆとりと潤いのある空間を創出することが重要と考えられます。 

 

●自立型経済の構築と交流促進 

 本区域は、戦後、基地関連産業の集積により発展を遂げたまちですが、駐留軍用地の再編及び整

理縮小等の動向を見据えて、自立した産業を振興することが重要であり、豊かな生活と雇用の安定

を確保し、持続的発展を可能にする地域経済を育成していく必要があります。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。 

 また、本区域では、市街地が米軍施設・区域を取り囲む不自然な形で形成されたことから、その

存在が土地利用上の大きな制約要因となっており、市街地を連結する東西幹線道路の整備をも阻ん

でいます。 

 一方、東海岸においては、加工交易型産業高付加価値・高度部材産業や情報通信産業（「沖縄Ｉ

Ｔ津梁パーク」）の拠点として中城湾港新港地区、さらには国際交流スポーツコンベンション等の

拠点として泡瀬地区が整備中であり、です。西海岸では、北谷町の美浜タウンリゾート・アメリカ

ンビレッジと整備中の北谷町フィッシャリーナ地区により、ウォーターフロントが整備されており、

います。さらに、本区域の中心に位置するミュージックタウン音市場は、伝統文化と異文化の融合

した音楽の発信拠点として整備されており 、これらの拠点性を高め、人及び物の流れを円滑にする

ためにも幹線道路網の整備が不可欠です。 

 したがって、交通量の増加に対応する総合的な交通体系の整備ととともにして、特に東西道路網

を強化する必要があります。 

さらに、鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入による利便性の高い公共交通ネットワーク

の構築を図る必要があります。 

●環境負荷の低減と無秩序な市街化の抑制 

近年、地球の温暖化や海洋汚染、森林の減少などに対する地球規模での環境意識の高まりのなか

島しょ地域で環境容量が小さい本県においては、特に自然環境への負荷を最小限にとどめることが

重要です。 

ここで、本区域の現状を省みると、用途地域の指定のない区域（以下、「用途白地地域」という。）

における人口増加及び建築動向が顕著であり、良好な環境を維持・保全すべき郊外部で自然緑地等

が減少傾向にある一方、既存の社会資本の蓄積が相当数あり、都市機能の維持を図るべき既成市街

地内では、低・未利用地が増加傾向にあるという都市政策上の矛盾が見られます。 

また、本区域では用途白地地域への大規模な商業施設の立地もみられ、それがさらなるスプロー

ルを誘発する要因となっていることも否めません。 

 そのような市街地が無秩序に拡散する状況は、本区域における米軍施設・区域内に残る緑地や西

海岸及び東海岸に広がる自然海岸、中城湾に面する斜面緑地など、良好な自然環境の保全の観点か

らだけでなく、都市基盤整備の効率性の観点からも健全な状況とはいえません。 

 そのため、無秩序な市街地の外延化を防止する土地利用の適正な誘導や自然環境の保全に努める

とともに、公共交通への転換等、自動車に依存しない環境づくりが必要と考えられます。 

●ゆとりと潤いの確保 

 厳しい地方財政状況のなか、高齢化による財政支出の増加や少子化による生産年齢人口の減少が
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●循環型・低炭素社会の構築と福祉のまちづくりの推進 

  人々の生活様式の多様化や産業構造の変化等に伴い、発生する廃棄物も多量であり、また多様化

しています。 

近年の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会の仕組みは、廃棄物排出量の増大や多様化をもた

らしており、とりわけ、環境容量が小さい島しょ県の本県においては、廃棄物処理問題への対応が

急務です。 本県は、ゼロエミッション・アイランド沖縄構想において、廃棄物の減量化と再資源

化、省エネルギー化や自然エネルギーの活用などを打ち出しており、環境にやさしいまちづくりの

観点からも循環型社会の形成が必要です。 

 さらに、本区域は、人口や都市機能の集中、道路整備の遅れがあるとともに交通容量の不足、路

線バスの利用率の低下などにより、交通渋滞が慢性化しています。今後、地球温暖化等の地球規模

の課題に対応するため、温室効果ガスの排出削減、省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用及

び天然ガスの活用など低炭素社会の構築が必要です。 

 また、現在、すべての人が自らの意思で自由に行動し、社会参加が可能な環境づくりが求められ

ており、行政と住民が一体となって継続的に福祉のまちづくりに取り組む必要があります。 

 

●駐留軍用地跡地の計画的整備・密集市街地の改善 

 本区域では、戦後の米軍基地建設を背景に、都市基盤が未整備なまま、無秩序に密集した市街地

が形成されました。 

 さらに、市街地は、人口の集中に伴って幹線道路沿いにスプロール化状に拡大しが進行し、また、

用途白地地域でもミニ開発が増加していることから、農地や山林・原野が除々に失われつつあり、

計画的な都市基盤整備をも困難にしています。 

 こうした中、本区域では、健全な土地利用を阻害するキャンプ桑江（南側地区）、キャンプ瑞慶

覧（ロウワ―・プラザ住宅地区等）などの駐留軍用地が返還予定であることから、米軍施設・区域

内に残される自然環境及び歴史・文化資源を保全・再生し、次世代に受け継いでいくように努める

とともに、跡地利用と一体的な密集市街地の改善など都市機能の再編・再整備を進めていく必要が

あります。 

 

●災害に強い都市づくり（防災・減災） 
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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、持続的に可能な方法で成長・発展をすることにより、歴史的

・文化的な価値も高まるものと考えられます。 

 そのため、個性的な文化を育んだ本区域においては、今ある社会資本の蓄積を有効に活用すると

ともに、独自性を高める各種施策を展開して、都市機能の更新を促進します。 

また、世界遺産等の歴史資源、自然環境や都市近郊型リゾート等の観光資源を活用した観光拠点

及び特別自由貿易地域制度等の産業支援施策等を生かしたて、観光拠点や加工交易拠点高付加価値

・高度部材産業や国際情報通信等の拠点性を高め、かつ地域共同体の醸成により誇り高い地域を形

成するとともに、魅力的で安心して暮らせる生活環境の創出、一体的な交通網の形成などの総合的

整備に努め、地理的特性とその独特の歴史文化を活用した個性あふれる多核連携型都市圏の形成を

推進します。 

 さらに、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、住民参画による地域からのまちづくりを推進しま

す。 

 

 

２）広域的位置付け 

 戦後、米軍基地が集中的に建設された本区域は、異文化と沖縄の伝統文化を融合・昇華させたい

わゆる「チャンプルー」文化と称される独自の文化を育んだ地域であり、この異なるものを有機的

に融合し個性豊かな文化へと昇華させる前向きな精神は、今日のグローバル化の時代を先取りした

ものとも言えます。 

 一方、車社会の進展等に伴って、市街地が郊外部に薄く広がり続けるとともにまちなかの商業機

能の衰退、都市基盤等の維持管理コストや環境負荷の増大等、様々な問題が生じていることから、

まちなかに行政、教育、医療、福祉、娯楽等の多様な機能を有機的に混ぜあわせた秩序ある「チャ

ンプルー」空間を創出して、各地域の拠点性を高め、機能分担や連携が図られたコンパクト（日常

の生活活動が身近な所で可能）な市街地を形成していく必要があります。 

 本区域においては、今後の駐留軍用地跡地の開発によってさらなる地域拠点の形成が見込まれる

ことから、このような国際色あふれる地域特性をいかすとともにそれぞれを核として交流・連携す

る魅力ある都市を目指し、次のような広域的位置付けを設定します。 
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わゆる「チャンプルー」文化と称される独自の文化を育んだ地域であり、この異なるものを有機的

に融合し個性豊かな文化へと昇華させる前向きな精神は、今日のグローバル化の時代を先取りした

ものとも言えます。 

 一方、車社会の進展等に伴って、市街地が郊外部に薄く広がり続けるとともにまちなかの商業機

能の衰退、都市基盤等の維持管理コストや環境負荷の増大等、様々な問題が生じていることから、

まちなかに行政、教育、医療、福祉、娯楽等の多様な機能を有機的に混ぜあわせた秩序ある「チャ

ンプルー」空間を創出して、各地域の拠点性を高め、機能分担や連携が図られたコンパクト（日常

の生活活動が身近な所で可能）な市街地を形成していく必要があります。 

 本区域においては、今後の駐留軍用地跡地の開発によってさらなる地域拠点の形成が見込まれる
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異文化交流都市圏・「チャンプルー」（多機能で個性的なまち） 

異文化交流都市圏・「チャンプルー」（多機能で個性的なまち） 



 

- 13 - 

<新> <旧> 

３）基本方針 

①地域の歴史・自然・文化をいかし、住民主体の都市づくり 

○環境と共生する都市圏づくり 

 嘉手納弾薬庫地区一帯に広がる自然緑地、残波岬一帯に広がる良好な自然海岸、与勝勝連半島の海

岸線や中城湾に面する斜面緑地などの自然環境は、都市の快適要素として貴重なものであり、積極

的な保全及び再生により快適な都市環境を創出します。 

また、生ゴミの堆肥化など、地域の地道な活動や季節の動植物をテーマとしたポケットパークの

整備や緑地空間の創出など、自然との関わりを意識し、自然と親しむ地域が主体となった環境づく

りを促進します。 

 

○文化を発信する都市圏づくり 

 地域の歴史風土やエイサーなどの各地の伝統芸能に加えて、伝統文化と異文化が融合した個性的

なチャンプルー文化など、本区域の独自性を次世代に確実に受け継いでいくとともに、国内外に積

極的に発信していきます。 

また、貴重な歴史文化資源であるグスク群や伝統

的な集落をつなぐ「琉球歴史回廊」を形成し、地域

の快適空間や観光拠点として活用を進め、人々に潤

いを与える空間を構築していきます。 

 

 

 

○地域主体の都市圏づくり 

まちづくりの情報を共有し、住民のまちづくりに

対する意識を醸成するとともに、住民との意見交換

（住民ワークショップ）などによる積極的な住民参

加を促し、地域や住民が主体となった個性的な取り

組みを支援して、住民と行政の協働による都市づく

りを推進します。 
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また、貴重な歴史文化資源であるグスク群や伝統

的な集落をつなぐ「琉球歴史回廊」を形成し、地域
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②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 

○にぎわいを再生する都市圏づくり 

 中心市街地は、空洞化が進み、都市としての活力が弱まりつつあることから、市街地再開発事業

等の導入により、土地利用密度を高めるまちなか居住を推進するとともに、します。また、中心市

街地活性化基本計画および関連事業等を活用し、職住近接をはじめ多様な都市機能が集積する空間

を創出して、日常の生活活動が身近な所で可能な市街地形成を図ります。市街地整備や街路、公園、

広場などの公共施設を整備し、街なかでのにぎわい空間の創出を図るとともに、教育、医療・福祉、

商業、文化などの施設について、中心市街地等への再配置や充実などを促進し、居住環境の整備・

充実を推進します。 

  また、特産品を扱う朝市の開催など、地域の魅力を引き出し、様々な交流を深めていく地域交流

拠点の形成を促進します。 

 

○コンパクトな都市圏づくり 

 用途白地地域における無秩序な市街地の拡大は、貴重な自然環

境を失うと同時に、都市基盤の整備という都市経営の面からも

非効率的です。 

 そのため、メリハリのある都市づくりが重要であり、各都市

拠点が機能分担・連携を図りつつ、市街地の広がりを抑制して

自然環境と共生した、多極型（衛星型）のコンパクトな市街地

（集約型都市構造）の実現を目指します。 

 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、日常の生活活動が身近な所で可能な市街地形成を図り、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、効率的な都市経営の実現を目指し

ます。 

 そして、蓄積された社会資本の有効活用、効率的な公共投資、公共交通への移行等による交通に

関するエネルギーの削減、大気汚染物質排出量の低減、自然的・農業的土地利用の保全などを促進

します。 

 

 

②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 

○にぎわいを再生する都市圏づくり 

 中心市街地は、空洞化が進み、都市としての活力が弱まりつつあることから、市街地再開発事業

等の導入により、土地利用密度を高めるまちなか居住を推進するとともに、中心市街地活性化基本
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○駐留軍用地跡地の活用による中南部の一体的な都市圏づくり 

  本区域においては、キャンプ瑞慶覧（ロウワ―・プラザ住宅地区等）などの駐留軍用地が返還予

定であり、キャンプ瑞慶覧やキャンプ桑江の駐留軍用地これらの跡地については、職住の近接化を

図るとともに良好な自然環境の保全や地区内に残された貴重な文化財の保護に努めます。魅力的な

生活環境の確保や新たな産業振興、骨格的道路網の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システムの

導入促進による交通ネットワークの構築、緑化推進など魅力ある都市空間の形成に努めます。 

都市的利用が想定されるキャンプ桑江南側地区内及び第一桑江タンクファームの跡地について

は、緑豊かな住宅地等の整備を進めるとともに職住近接のまちづくりを進めます。 

 また、読谷村大湾東地区、読谷村大木地区の駐留軍用地跡地では、土地区画整理事業等の都市的

土地利用が計画され、読谷補助飛行場、楚辺通信所、瀬名波通信施設などの駐留軍用地跡地につい

ては、集落環境や生産拠点の整備をはじめとする総合的な整備を推進し、環境と調和した居住空間

並びに引き続き公共施設整備や土地改良事業等を促進し、個性豊かな田園都市空間の形成を図りま

す。 

 

③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 

○新たな活力を生み出す都市圏づくり 

 自立型経済を構築し、都市圏全体の活性化を図るため、中城湾港新港地区においては、産業支援

港湾としての機能の充実・強化を図るため、定期船航路の実現等により、魅力ある投資環境を整備

するなど戦略的な取組により企業立地を促進し、特別自由貿易地域国際物流拠点産業集積地域うる

ま・沖縄地区を中心に加工交易型産業高付加価値・高度部材産業並びに情報通信産業の拠点形成を

図ります。 

 また、中城湾港泡瀬地区においては、東部海浜開発を促進し海洋性レクリエーション機能を導入

することにより、海に開かれた国際交流リゾートスポーツコンベンション拠点等を形成します。 

 さらに、金武湾に面する地域における体験・滞在型観光を支援する基盤整備を進めるとともに、

駐留軍用地跡地を活用して、農林業と調和を図り、付加価値の高い農業拠点として整備を図るもの

とします。 

 

○医療と福祉が連携した都市圏づくり 

 高齢化の進行に対応するため、バリアフリーの考えを進めたユニバーサルデザインの浸透を図り、

すべての人が自由に行動し、社会参加できるような人にやさしい福祉のまちづくりを推進するとと

もに、広域医療施設を核とし、各地の医療施設や福祉施設の連携強化を図る医療と福祉が連携する

まちづくりを推進します。 

 

○東海岸と西海岸の機能分担による都市圏づくり 

 本区域は、区域の中央に米軍基地が存在するため、隣接する市町村間の市街地が分断され、東海

岸と西海岸の一体性も希薄です。 

今後、東海岸における産業拠点やレクリエーション拠点の形成が進められていくなかで、東海岸と

西海岸の人の流れ、物流の効率化の観点から東西幹線となる道路を整備し、総合的な交通体系の改

善、整備を進めていきます。 

○駐留軍用地跡地の活用による中南部の一体的な都市圏づくり 

  本区域においては、キャンプ瑞慶覧などの駐留軍用地が返還予定であり、キャンプ瑞慶覧やキャ

ンプ桑江の駐留軍用地跡地については、職住の近接化を図るとともに良好な自然環境の保全や地区

内に残された貴重な文化財の保護に努めます。 
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４）将来都市構造 

 本区域は、近年、都市圏を構成する各市町村が個性豊かなまちづくりを展開し、発展してきてお

り、沖縄市からうるま市にかけての国道 330 号、沖縄石川線沿道だけでなく、各地に都市機能が配

置されています。 

中南部都市圏全体を見た場合、西海岸側を都市的土地利用が主体の高次都市機能集積ゾーン、東

海岸側を緑地等の自然的土地利用が主体の自然環境共生ゾーンと位置づけ、将来においても、その

都市構造を基本としつつ交通軸の強化等により、都市圏全体での連携と交流を深めていくことが重

要といえます。また、嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の大規模返還を機に本島中南部においては、

那覇市と沖縄市を中心とした２つの都市圏域が一体となった、長大な都市圏軸が形成されていくと

予想されます。 

今後は東海岸における開発の進展によって、新たな都市機能の配置が予想されることから、本区

域では機能を適切に分担する多核連携型の都市構造の形成を図るものとします。 

 そのため、市町村レベルでは、隣接する南部都市圏から北谷町、沖縄市及びうるま市に至る地域

の既存の社会資本の蓄積を活用し、都市機能の集積を図るとともに、読谷村には、田園環境と自然

環境の調和がとれた農住拠点を形成し、うるま市与那城及び勝連には、与勝勝連半島の豊かな自然

海岸と世界遺産勝連城跡につながる琉球歴史回廊の整備による快適な空間を創出することとしま

す。さらに、うるま市石川には、沖縄科学技術大学院大学関連施設等の整備など、沖縄本島北部地

域との結節点としての機能強化を図ります。 

また、情報通信産業及び加工交易型産業高付加価値・高度部材産業の拠点である東海岸には、国

際交流リゾートスポーツコンベンション等の拠点性も高めつつ、自然環境との共生を図るなど、地

域個性の創出や特色ある都市空間の形成に努めます。 

一方、市街地レベルでは、沖縄市の胡屋十字路及びコザ十字路、うるま市安慶名十字路、嘉手納

町嘉手納ロータリー各周辺に、地域の特色あふれるにぎわいの空間を形成するとともに、北谷町美

浜地区にスポーツ・レクリエーションを含めた娯楽空間の充実や魅力あるウォーターフロントの形

成を図り、各地域の個性と拠点性を高めることに努めます。 

  そして、沖縄自動車道、沖縄西海岸道路、国道 58 号、国道 329 号沖縄バイパス等の南北交通軸と

ともに、県道 24 号線バイパス、県道 20 号線、沖縄環状線等の東西交通軸を強化し、各地の連携・

交流を促進して、地域色豊かな多核連携型の広域都市圏構造の形成を促進するものとします。

４）将来都市構造 
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中南部都市圏全体を見た場合、西海岸側を都市的土地利用が主体の高次都市機能集積ゾーン、東
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町嘉手納ロータリー各周辺に、地域の特色あふれるにぎわいの空間を形成するとともに、北谷町美

浜地区にスポーツ・レクリエーションを含めた娯楽空間の充実や魅力あるウォーターフロントの形

成を図り、各地域の個性と拠点性を高めることに努めます。 

  そして、沖縄自動車道、沖縄西海岸道路、国道 58 号、国道 329 号沖縄バイパス等の南北交通軸と

ともに、県道 24 号線バイパス、県道 20 号線、沖縄環状線等の東西交通軸を強化し、各地の連携・

交流を促進して、地域色豊かな多核連携型の広域都市圏構造の形成を促進するものとします。 
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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、県内第二の人口を有する沖縄市を中心とした中部の拠点都市圏であり、人口や産業規

模だけでなく世帯数も増え続けていることから、住宅・宅地需要は今後も増加するものと予測され

ます。 

 一方、特に沖縄市、うるま市や読谷村においては、人口増加に伴って用途地域の外への無秩序な

市街化が進行した結果、用途の混在や緑地、農地など自然環境の減少、既成市街地からの人口流出、

中心市街地における空洞化等の居住環境や地域活力に関する問題が顕在化しています。 

 さらに、本区域は那覇広域都市計画区域と一体的な中南部都市圏を形成しつつあることから、土

地利用規制上の整合も重要と考えられます。 

このように区域区分の導入が望ましい状況ではありますが、土地に関する権利制限を伴う制度で

あることから、今後も区域区分を導入することについて住民や各市町村等とのコンセンサスを形成

していく必要があり、今回は区域区分を定めないこととします。ただし、その間も、各市町村にお

いては無秩序な市街地の外延化に対応するため、都市計画法や景観法等の他法令に基づく多様な施

策を総合的に展開することとします。 

 

２．区域区分導入に関する方針 

 今後は、市町村と連携して区域区分制度に関する情報を住民に積極的に発信するとともに、現用

途地域と用途地域外の人口集中地区、駐留軍用地跡地を市街化区域の基本として具体の区域区分と

ともに、都市再生特別措置法の立地適正化計画の必要性について検討を進めるものとします。 

 一方、区域区分を検討する間に用途地域外への市街地の外延化が進むことも想定されることから、

用途白地地域で人口増加が顕著な地域や幹線道路の沿道で環境保全上の支障が予想される地域につ

いては、早急に適正な用途を定めるなど、良好な居住環境の確保等に努めるとともに、その他の地

域については実態調査を踏まえた建ぺい率、容積率の指定や開発行為の許可を要する規模要件（以

下、開発許可対象面積という）の見直し、特定用途制限地域や風致地区の指定や景観法の活用など

総合的なスプロール抑制対策を講じます。 

 そして、そのような対策を講じても、なお市街地の外延化が進行する場合、本区域の「都市計画

区域の整備、開発及び保全の方針」を見直し、区域区分を定めるものとします。

Ⅲ 区域区分の方針 

１．区域区分の有無 
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していく必要があり、今回は区域区分を定めないこととします。ただし、その間も、各市町村にお

いては無秩序な市街地の外延化に対応するため、都市計画法や景観法等の他法令に基づく多様な施
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 今後は、市町村と連携して区域区分制度に関する情報を住民に積極的に発信するとともに、現用

途地域と用途地域外の人口集中地区、駐留軍用地跡地を市街化区域の基本として具体の区域区分の

検討を進めるものとします。 

 一方、区域区分を検討する間に用途地域外への市街地の外延化が進むことも想定されることから、

用途白地地域で人口増加が顕著な地域や幹線道路の沿道で環境保全上の支障が予想される地域につ

いては、早急に適正な用途を定めるなど、良好な居住環境の確保等に努めるとともに、その他の地

域については実態調査を踏まえた建ぺい率、容積率の指定や開発行為の許可を要する規模要件（以

下、開発許可対象面積という）の見直し、特定用途制限地域や風致地区の指定や景観法の活用など

総合的なスプロール抑制対策を講じます。 

 そして、そのような対策を講じても、なお市街地の外延化が進行する場合、本区域の「都市計画

区域の整備、開発及び保全の方針」を見直し、区域区分を定めるものとします。 
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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 

 住宅地は、人々の日常生活の基本となるところであり、快適な都市生活を享受できるよう都市全

体での土地利用計画や都市基盤等の計画的な整備により総合的な住環境の形成が必要です。 

  そのため、既成市街地においては、住環境を改善しつつ、地域特性に応じた住宅供給に努め定住

人口の確保を図ります。 

 中心市街地については、まちなか居住等の促進により、歩いて暮らせる環境づくりを図り、誰も

が安心して暮らせるよう利便性や快適性の向上に努めます。 

 また、過密化によって防災性や快適性等居住水準の低さが問題となっている地区については、居

住環境の改善による利便性や快適性の向上に努めます。 

 

②商業地 

  商業地は物品サービスの場であるとともに、多くの人々が交流する「にぎわいの場」であり、い

わゆる都市らしさを形づくる重要な機能を有しています。 

 そのため、商業機能が集積した国道 330 号沿線の沖縄市の胡屋十字路及びコザ十字路一帯、うる

ま市安慶名十字路一帯、嘉手納ロータリー一帯、うるま市石川の国道 329 号沿線については、と銀

座通りの交差点一帯等については、車社会の進展、大型店舗の郊外進出等により空洞化が進行して

いる状況もみられますが、人々が集い賑わう都市の多様な機能が集積した拠点、北部地域との結節

点でもであることから、今後とも中心的役割を担う商業地拠点として位置づけ、機能維持並びに強

化を図ります。 

また、北谷町美浜一帯については、西海岸の魅力ある商業・観光拠点としての機能強化を図りま

す。 

 さらに、駐留軍用地跡地等における新たな商業地の形成においては、交通体系の動向や市町村等

の連携のあり方等を見据え、広域的な都市構造を踏まえた上で適正に配置します。 

 

③工業地 

  工業地は、都市における生産活動の場であり、就業機会の拡大など地域経済への発展に重要な役

割を有しています。そのため、既成市街地からの移転再配置、新規企業立地のための工業用地とし

て位置付けた中城湾港新港地区は、特別自由貿易地域国際物流拠点産業集積地域制度等を有機的に

活用し、加工交易型産業高付加価値・高度部材産業等の企業立地を促進し計画的に工業地を配置し

ます。 

 また、うるま市平安座の石油関連施設やうるま市石川の埋立地についても、継続して臨海部とい

う特性を活かした工業地を配置します。
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④流通業務地 

  流通業務地は、生産と消費を結ぶ機能を有しており、地域産業及び経済の流通活動において重要

な役割を担っています。 

  中城湾港新港地区は、その一部が特別自由貿易国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区とし

て地域指定されたことから加工交易型産業国際物流拠点産業の展開が期待されており、本区域の産

業拠点として流通業務地を配置します。 

 

２）土地利用の方針 

①土地の高度利用に関する方針 

  嘉手納町新町・ロータリー地区については、市街地再開発事業により土地の高度利用が図られて

おり、今後とも中心市街地にふさわしい土地の有効利用を図っていきます。 

また、市街地再開発事業が計画されている進められている沖縄市山里については、今後、土地の

高度利用並びに有効利用を図り活気あふれる中心市街地の拠点を形成します。 

 

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

 低層の住宅地及び工業地においては、土地利用の純化を推進するものとし、地区計画、特別

用途地区等の活用により各地区にふさわしい土地利用を図ります。 

 また、中心市街地活性化を図る地区においては、都市の利便性を享受できるまちなか居住を

推進し、住宅機能と商業機能が複合した活気ある都市空間の再生を図ります。 

さらに、用途白地地域においては、良好な住環境の形成と保持を目的に、特定用途制限地域等

を活用し、用途混在の抑制や解消に努めます。  

 

③居住環境の改善又は維持に関する方針 

 本区域内の既成市街地には、建築物の密集に加えて、狭い道路や行き止まり、公園・緑地等のオ

ープンスペースの不足等が相まって「安全性」・「快適性」の面において、居住環境が悪化してい

る地区が存在します。 

 さらに、公共施設が未整備、敷地が小規模、老朽家屋が密集といった特徴を有し、戦後の米軍基

地建設に誘発された密集市街地においては、住民主体の防災まちづくりを推進する住民、ＮＰＯ、

専門家等が一体となった体制づくりを促進するとともに、道路、公園の重点整備と沿道不燃化の促

進による防災環境軸の形成や、遊休地等を積極的に活用した防災性の向上、敷地の細分化防止策等

を講じ、総合的な居住環境の改善に努めます。 

  本区域における該当地区は、以下のとおりです。 

 ・沖縄市：コザ十字路周辺の照屋、安慶田、胡屋、園田 等 

 ・嘉手納町：嘉手納 等 

  ・北谷町：吉原 等 

 ・うるま市：平敷屋 等 

また、土地区画整理事業等の面的かつ計画的に整備された市街地については、ゆとりと潤いのあ

る居住環境を保全するため地区計画や各種協定の導入を検討し、安全で快適な市街地の形成を図り

ます。
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業の展開が期待されており、本区域の産業拠点として流通業務地を配置します。 

 

２）土地利用の方針 

①土地の高度利用に関する方針 

  嘉手納町新町・ロータリー地区については、市街地再開発事業により土地の高度利用が図られて

おり、今後とも中心市街地にふさわしい土地の有効利用を図っていきます。 

また、市街地再開発事業が計画されている沖縄市山里については、今後、土地の高度利用並びに

有効利用を図り活気あふれる中心市街地の拠点を形成します。 

 

②用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

 低層の住宅地及び工業地においては、土地利用の純化を推進するものとし、地区計画、特別

用途地区等の活用により各地区にふさわしい土地利用を図ります。  

 また中心市街地活性化を図る地区においては、都市の利便性を享受できるまちなか居住を推

進し、住宅機能と商業機能が複合した活気ある都市空間の再生を図ります。 

 

 

 

 

③居住環境の改善又は維持に関する方針 

 本区域内の既成市街地には、建築物の密集に加えて、狭い道路や行き止まり、公園・緑地等のオ

ープンスペースの不足等が相まって「安全性」・「快適性」の面において、居住環境が悪化してい

る地区が存在します。 

 さらに、公共施設が未整備、敷地が小規模、老朽家屋が密集といった特徴を有し、戦後の米軍基

地建設に誘発された密集市街地においては、住民主体の防災まちづくりを推進する住民、ＮＰＯ、

専門家等が一体となった体制づくりを促進するとともに、道路、公園の重点整備と沿道不燃化の促

進による防災環境軸の形成や、遊休地等を積極的に活用した防災性の向上、敷地の細分化防止策等

を講じ、総合的な居住環境の改善に努めます。 

  本区域における該当地区は、以下のとおりです。 

 ・沖縄市：コザ十字路周辺の照屋、安慶田、胡屋、園田 等 

 ・嘉手納町：嘉手納 

  ・北谷町：吉原 

 ・うるま市：平敷屋 

 また、土地区画整理事業等の面的かつ計画的に整備された市街地については、ゆとりと潤いのあ

る居住環境を保全するため地区計画や各種協定の導入を検討し、安全で快適な市街地の形成を図り

ます。 
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④都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

  都市内の緑地は、都市生活に潤いを与える重要な要素です。 

 そのため、河川沿いの緑地や斜面緑地については積極的に保全を図り、風致地区等の地域制緑地

の指定を進めます。 

  なお、墓地の整備にあたっては、周辺地域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。 

また、駐留軍用地跡地に残る良好な緑地については、保全・創出を図る各種制度等の指定を含め、

風致の維持・創出に努めます。 

 

⑤優良な農地との健全な調和に関する方針 

  本区域には、読谷村をはじめうるま市、沖縄市北部において優良農地が多く存在しており、市街

化の進展と調整しつつ維持・保全に努めます。 

 

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 

 市街地周辺部の斜面地で宅地造成後もなお危険が予想される急傾斜地については、森林のもつ土

砂流出防止機能及び水源かん養機能等の観点から、極力林地としての保全を図ります。 

 

⑦自然環境形成の観点から必要な保全・再生・適正利用に関する方針 

  本県を代表する景勝地であるとともに観光地でもある恩納村の海岸から読谷村の残波岬一帯、与

勝勝連半島や比謝川一帯及び中部都市圏において自然環境が最も豊かな本区域の中央部について

は、今後も自然環境の保全と必要に応じた再生や適正な利用に努めます。 

 

⑧計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

 無秩序な市街地の外延化が進行する本区域においては、新市街地開発の抑制方針を明確にすると

ともに、市町村の国土利用計画や農業振興計画等と整合させ、無秩序な開発の防止、良好な緑地の

保全・管理や農業の健全な発展との調和等を図りながら、個性豊かな圏域を創造し、ゆとりある居

住形態を実現していきます。 

 まず、用途白地地域において市街化の進展が著しい地域については、市街地像を明確にした上で

早急に適正な用途を定め、望ましい市街地像の実現を促進します。 

 また、用途地域外への無秩序な外延化を抑制するため、用途白地地域においては、土地利用の動

向等を踏まえて建築物の建ぺい率、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、地区計画の活用による自然環境と調和、共生する集落環境整備や、特定用途制限地域や

風致地区の指定、開発許可対象面積の引き下げ、景観法の活用など適切な対応に努めます。 

④都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

  都市内の緑地は、都市生活に潤いを与える重要な要素です。 

 そのため、河川沿いの緑地や斜面緑地については積極的に保全を図り、風致地区等の地域制緑地

の指定を進めます。 

  なお、墓地の整備にあたっては、周辺地域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 

  本区域には、読谷村をはじめうるま市、沖縄市北部において優良農地が多く存在しており、市街

化の進展と調整しつつ維持・保全に努めます。 

 

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 

 市街地周辺部の斜面地で宅地造成後もなお危険が予想される急傾斜地については、森林のもつ土

砂流出防止機能及び水源かん養機能等の観点から、極力林地としての保全を図ります。 

 

⑦自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

  本県を代表する景勝地であるとともに観光地でもある恩納村の海岸から読谷村の残波岬一帯、与

勝半島や比謝川一帯及び中部都市圏において自然環境が最も豊かな本区域の中央部については、今

後も自然環境の保全に努めます。 

 

⑧計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

 無秩序な市街地の外延化が進行する本区域においては、新市街地開発の抑制方針を明確にすると

ともに、市町村の国土利用計画や農業振興計画等と整合させ、無秩序な開発の防止、良好な緑地の

保全・管理や農業の健全な発展との調和等を図りながら、個性豊かな圏域を創造し、ゆとりある居

住形態を実現していきます。 

 まず、用途白地地域において市街化の進展が著しい地域については、市街地像を明確にした上で

早急に適正な用途を定め、望ましい市街地像の実現を促進します。 

 また、用途地域外への無秩序な外延化を抑制するため、用途白地地域においては、土地利用の動

向等を踏まえて建築物の建ぺい率、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、地区計画の活用による自然環境と調和、共生する集落環境整備や、特定用途制限地域や

風致地区の指定、開発許可対象面積の引き下げ、景観法の活用など適切な対応に努めます。 
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３）駐留軍用地跡地等の土地利用に関する方針 

  本区域においては、キャンプ瑞慶覧（ロウワ―・プラザ住宅地区等）などの今後返還が予定され

ている駐留軍用地については、人口や産業が集積する中南部都市圏の枢要な位置に存していること

から、その跡地利用は本区域に限らず、本県全体の振興に影響するものと考えられます。 

 そのため、跡地利用に際しては中南部都市圏における位置付けや周辺市街地との関係、既成市街

地に及ぼす影響を考慮しつつ、土地区画整理事業等による計画的な面整備並びに地区計画による良

好な住環境の形成を図るとともに跡地利用を先導する中核的施設の導入や基幹道路の整備などを総

合的かつ計画的に推進します。 

 また、駐留軍用地跡地に残る貴重な緑地等の自然環境については、各種制度を活用し、緑地の保

全・創出を図ります。さらに、戦争により失われた各地域の文化財や美しい風景・景観の復元、水

・緑・生態系の保全回復を図り、世界に誇れるような沖縄らしい風景づくりや新たな風景の創出に

取り組みます。 

 

 さらに、駐留軍用地跡地の再開発利用を契機として良好な生活環境の確保、産業の振興、健全な

都市形成、交通体系の整備、自然環境の保全・再生などの観点から都市機能の再編・再整備を行い、

活力と潤いのある連担した一体的都市圏形成の推進を図ります。 

●都市的土地利用を中心とした跡地利用を図る地区 

読谷村大木地区、読谷村大湾東地区、キャンプ桑江（桑江伊平地区）、キャンプ桑江（南側

地区）、キャンプ瑞慶覧（ライカム地区ロウワー・プラザ住宅地区等）等 

●田園的土地利用を中心とした跡地利用を図る地区 

読谷補助飛行場、楚辺通信所、瀬名波通信所施設、旧東恩納弾薬庫（楚南地区）等 

３）駐留軍用地跡地等の土地利用に関する方針 

  本区域においては、キャンプ瑞慶覧などの今後返還が予定されている駐留軍用地については、人

口や産業が集積する中南部都市圏の枢要な位置に存していることから、その跡地利用は本区域に限

らず、本県全体の振興に影響するものと考えられます。 

 そのため、跡地利用に際しては中南部都市圏における位置付けや周辺市街地との関係、既成市街

地に及ぼす影響を考慮しつつ、土地区画整理事業等による計画的な面整備を図るとともに跡地利用

を先導する中核的施設の導入や基幹道路の整備などを総合的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 

 さらに、駐留軍用地跡地の再開発を契機として良好な生活環境の確保、産業の振興、健全な都市

形成、交通体系の整備、自然環境の保全・再生などの観点から都市機能の再編・再整備を行い、活

力と潤いのある連担した一体的都市圏形成の推進を図ります。 

●都市的土地利用を中心とした跡地利用を図る地区 

読谷村大木地区、読谷村大湾東地区、キャンプ桑江（桑江伊平地区）、キャンプ桑江（南側

地区）、キャンプ瑞慶覧（ライカム地区） 

●田園的土地利用を中心とした跡地利用を図る地区 

読谷補助飛行場、楚辺通信所、瀬名波通信所施設、旧東恩納弾薬庫（楚南地区） 
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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 

 

 

 

 

 本区域は、駐留軍用地の跡地利用によって南部都市圏との一体性が高まると予想されることから、

交通体系の充実に際しても、中南部都市圏全体を視野に入れ、高次都市機能が集積する拠点都市、

新たな活力を生み出す産業拠点や主要な観光拠点間での物及び人の流れを効率的に支援し、都市構

造を支える機動性の高い骨格道路網の整備、基幹バスシステムや鉄軌道を含む新たな公共交通シス

テムの導入に向けた取組を推進します。 

  また、慢性的な交通混雑の緩和、商業・業務中心地における駐車需要への対処、環境負荷の軽減

に向けたマルチモーダルの推進、ノーマライゼーション（健常者と障害者とが分け隔てなく生活で

きる社会）への対応などから、新たな公共交通システムの整備、交通ターミナルや交通結節点の強

化、自動二輪車も含めた駐車場等の適正な配置、多様な情報サービス等について総合的に推進して

いきます。 

本区域においては、都心部への人口の集中や産業の集積に伴う交通需要の増大に対応し、社会的

・経済的諸活動を円滑、安全、快適かつ効率よく維持・推進していく、「環境・振興・安心の３つ

が調和・持続する都市圏交通の構築」を目指し、以下の基本理念に基づいて施策の展開を図ります。 

 

①環境 

a.公共交通利用促進による環境改善 

b.道路交通円滑化による環境改善 

②振興 

a.公共交通、道路交通のモビリティを高めることによる振興 

b.都市圏の拠点性の育成や強化を支える交通システムの展開による振興 

c.観光交通の魅力を高めることによる振興 

③安心 

a.公共交通の利便性を高めることで通院、買物、通学などの安全、安心の実現 

b.道路整備の推進による交通事故の削減 

 

 さらに、道路交通施設の整備にあたっては、透水性・低騒音舗装等による環境負荷の低減や、ユ

ニバーサルデザインにより、歩行者が安全かつ安心して歩くことができる優しい都市空間の形成に

努めます。 

  また、電線類地中化無電柱化や沿道緑化による景観向上やポケットパークなど溜まりの空間とと

もに、少子高齢化社会に向けて子供からお年寄りまで安心して歩ける歩行者空間を確保するなど、

道路空間の質的向上を図ります。 

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 

 

 

 

 

 本区域は、駐留軍用地の跡地利用によって南部都市圏との一体性が高まると予想されることから、

交通体系の充実に際しても、中南部都市圏全体を視野に入れ、高次都市機能が集積する拠点都市、

新たな活力を生み出す産業拠点や主要な観光拠点間での物及び人の流れを効率的に支援し、都市構

造を支える機動性の高い骨格道路網の整備を推進します。 

 

  また、慢性的な交通混雑の緩和、環境負荷の軽減に向けたマルチモーダルの推進、ノーマライゼ

ーション（健常者と障害者とが分け隔てなく生活できる社会）への対応などから、新たな公共交通

システムの整備、交通ターミナルや交通結節点の強化、多様な情報サービス等について総合的に推

進していきます。 

本区域においては、都心部への人口の集中や産業の集積に伴う交通需要の増大に対応し、社会的

・経済的諸活動を円滑、安全、快適かつ効率よく維持・推進していく、「環境・振興・安心の３つ

が調和・持続する都市圏交通の構築」を目指し、以下の基本理念に基づいて施策の展開を図ります。 

 

①環境 

a.公共交通利用促進による環境改善 

b.道路交通円滑化による環境改善 

②振興 

a.公共交通、道路交通のモビリティを高めることによる振興 

b.都市圏の拠点性の育成や強化を支える交通システムの展開による振興 

c.観光交通の魅力を高めることによる振興 

③安心 

a.公共交通の利便性を高めることで通院、買物、通学などの安全、安心の実現 

b.道路整備の推進による交通事故の削減 

 

 さらに、道路交通施設の整備にあたっては、透水性・低騒音舗装等による環境負荷の低減や、ユ

ニバーサルデザインにより、歩行者が安全かつ安心して歩くことができる優しい都市空間の形成に

努めます。 

  また、電線類地中化や沿道緑化による景観向上やポケットパークなど溜まりの空間とともに、少

子高齢化社会に向けて子供からお年寄りまで安心して歩ける歩行者空間を確保するなど、道路空間

の質的向上を図ります。 

快適な交通網を形成し、人と環境にやさしい交通施設 快適な交通網を形成し、人と環境にやさしい交通施設 
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２）整備水準の目標 

 おおむね 20 年後の主要幹線、幹線及び補助幹線道路の整備目標を 3.5km/km2（平成 25 年度末現

在 2.8km/km2）とし、基本方針に基づく着実な整備を推進するとともに、すべての路線において混

雑度 1.0 未満 1.5 以下を目標にして、ハード・ソフト施策の連携による渋滞交差点の渋滞緩和解消に

努めます。 

また、都市交通に関しては、中南部都市圏での公共交通利用率を 10％（平成 18 年現在、約 4.4％）

まで増加させ、自動車利用率を１割削減（平成 18 年現在、約 69％）することを目標とします。 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

 道路計画においては、地域住民の生活環境及び自然環境の悪化を招いたり、歴史・文化資源を損

なわないよう適正配置するとともに、都市構造や土地利用との整合、道路機能の明確化等を図りな

がら、今後、さらに増大していくと予想される自動車交通を円滑に処理できる道路網の形成に努め

ます。 

また、世界遺産を中心とした琉球特有の歴史や文化、自然環境等の地域資源を活かし、地域活性

化や観光振興に寄与するシーニックバイウェイ（琉球歴史ロマン街道）の取り組みを推進します。 

 

a.自動車専用道路高規格幹線道路 

 沖縄自動車道は、沖縄本島を南北に走る骨格的な道路であることから、幹線道路と連携するスマ

ート IC インターチェンジを整備し、アクセス性の向上に努め、利用促進を図ります。 

２）整備水準の目標 

 おおむね 20 年後の主要幹線、幹線及び補助幹線道路の整備目標を 3.5km/km2（平成 17 年度末現

在 2.5km/km2）とし、基本方針に基づく着実な整備を推進するとともに、すべての路線において混

雑度 1.0 未満を目標にして、ハード・ソフト施策の連携による渋滞交差点の解消に努めます。 

 

また、都市交通に関しては、中南部都市圏での公共交通利用率を 10％（平成 18年現在、約 4.4

％）まで増加させ、自動車利用率を１割削減（平成 18年現在、約 69％）することを目標とします。 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①道路 

 道路計画においては、地域住民の生活環境及び自然環境の悪化を招いたり、歴史・文化資源を損

なわないよう適正配置するとともに、都市構造や土地利用との整合、道路機能の明確化等を図りな

がら、今後、さらに増大していくと予想される自動車交通を円滑に処理できる道路網の形成に努め

ます。 

また、世界遺産を中心とした琉球特有の歴史や文化、自然環境等の地域資源を活かし、地域活性

化や観光振興に寄与するシーニックバイウェイ（琉球歴史ロマン街道）の取り組みを推進します。 

 

a.自動車専用道路 

 沖縄自動車道は、沖縄本島を南北に走る骨格的な道路であることから、幹線道路と連携するスマ

ート IC を整備し、アクセス性の向上に努め、利用促進を図ります。
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b.主要幹線道路 

  都市内を南北方向に走る沖縄西海岸道路、国道 58 号、国道 330 号及び国道 329 号は、主要幹線道

路として位置付け、円滑な交通処理や将来交通量に対応した道路整備を進めていきます。 

さらに、沖縄市都心部周囲の環状道路として都心部の通過交通を排除するため、沖縄環状線の整

備を推進します。 

 

c.幹線道路 

  幹線道路として、沖縄環状線と連携した県道 24 号線バイパス、及び県道 20 号線及び沖縄嘉手納

線の整備を推進し、東西幹線の道路網の充実を図ります。 

 

d.補助幹線道路・生活道路 

  道路網を整序しつつ利便性を高めるため、補助幹線道路を配置するとともに、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生活道路を配置します。 

 

②公共交通機関 

  蓄積された社会資本を最大限活用した新たな公共交通体系として、主要幹線を定時で運行す

る「基幹バスシステム」や都心放射状バス路線の整備を促進するとともに、他の交通機関とのス

ムーズな乗り継ぎを可能とするような交通結節点としてのバスターミナル整備についても検討しま

す。併せて、軌道系鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入については、基地跡地利用を含め

た市街地展開や需要動向等も勘案しつつ総合的に検討していきます。 

 

③港湾 

  中城湾港新港地区及び泡瀬地区は、産業拠点機能、国際交流リゾートスポーツコンベンション機

能をもつ港湾として位置付け、整備の促進を図ります。また、新港地区では、総合静脈物流拠点港

（リサイクルポート）を推進し、循環型社会の構築を図ります。 

 

④交通管理 

  道路交通混雑の緩和や公共交通の利便性向上、観光交通に対する移動しやすい環境等の整備を図

るため、機動性や定時性等の確保を支援する高度道路交通システム（ITS）の充実や時差出勤やカー

・シェアリングの導入促進等の、モビリティ・マネジメント施策による自動車需要総量の適正化な

ど、交通需要マネジメント（TDM）について検討を進めます。

b.主要幹線道路 

  都市内を南北方向に走る沖縄西海岸道路、国道 58 号、国道 330 号及び国道 329 号は、主要幹線道

路として位置付け、円滑な交通処理や将来交通量に対応した道路整備を進めていきます。 

さらに、沖縄市都心部周囲の環状道路として都心部の通過交通を排除するため、沖縄環状線の整

備を推進します。 

 

c.幹線道路 

  幹線道路として、沖縄環状線と連携した県道 24 号線バイパス、県道 20 号線及び沖縄嘉手納線の

整備を推進し、東西幹線の道路網の充実を図ります。 

 

d.補助幹線道路・生活道路 

  道路網を整序しつつ利便性を高めるため、補助幹線道路を配置するとともに、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生活道路を配置します。 

 

②公共交通機関 

  蓄積された社会資本を最大限活用した新たな公共交通体系として、主要幹線を定時で運行す

る「基幹バスシステム」や都心放射状バス路線の整備を促進するとともに、他の交通機関とのス

ムーズな乗り継ぎを可能とするような交通結節点としてのバスターミナル整備についても検討しま

す。併せて、軌道系を含む新たな公共交通システムの導入については、基地跡地利用を含めた市街

地展開や需要動向等も勘案しつつ総合的に検討していきます。 

 

③港湾 

  中城湾港新港地区及び泡瀬地区は、産業拠点機能、国際交流リゾート機能をもつ港湾として位置

付け、整備の促進を図ります。また、新港地区では、総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）を

推進し、循環型社会の構築を図ります。 

 

④交通管理 

  道路交通混雑の緩和や公共交通の利便性向上、観光交通に対する移動しやすい環境等の整備を図

るため、機動性や定時性等の確保を支援する高度道路交通システム（ITS）の充実や時差出勤やカー

・シェアリングの導入促進等の、モビリティ・マネジメント施策による自動車需要総量の適正化な

ど、交通需要マネジメント（ＴＤＭ）について検討を進めます。 
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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 

沖縄西海岸道路（読谷道路・嘉手納バイパス・嘉手納地区・

北谷道路拡幅） 

県道24号線バイパス、県道20号線、沖縄環状線、具志川環状

線、沖縄嘉手納線 

中央残波線、具志川沖縄線、県道36号線バイパス 

伊計平良川線、与那城具志川線、県道８号線、沖縄石川線 

与勝半島南側道路 

ターミナル 交通結節点（モノレール・基幹バスシステム関連） 

港 湾 中城湾港新港地区、中城湾港泡瀬地区 

 

 

（２）下水道及び河川に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

①下水道 

 本区域内においては、下水道の普及により河川及び海域等の水質は改善されつつありますが、依

然として環境基準に達していない水域があるため、今後とも下水道整備を推進します。 

 

②河川 

  流域における市街化の進展等に伴う流出量の増大、保水能力の低下など河川に係る諸条件が悪化

し、水害が多発しているため、都市河川の整備を推進します。特に、浸水被害が多発している比謝

川においては、総合的な治水対策を推進します。 

 また、河川は、生物の多様な生息・生育空間であり、都市における貴重な潤いあるオープンスペ

ースであることから、河川整備にあたっては自然環境の保全・再生を図るとともに、住民の憩いの

場となるよう地域住民の意見を反映した多自然川づくりに努めます。 

 

２）整備水準の目標 

①下水道 

 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） 258 318 

普 及 率 （％） 77 89 

※処理対象人口とは利用可能人口を示す。     資料：庁内資料 

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 

沖縄西海岸道路（読谷道路・嘉手納バイパス・嘉手納地区・

北谷道路） 

県道24号線バイパス、県道20号線、沖縄環状線、具志川環状

線、沖縄嘉手納線 

中央残波線、具志川沖縄線、県道36号線バイパス、伊計平良

川線、与那城具志川線、沖縄石川線 

ターミナル 交通結節点（モノレール・基幹バスシステム関連） 

港 湾 中城湾港新港地区、中城湾港泡瀬地区 

 

 

（２）下水道及び河川に関する都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

①下水道 

 本区域内においては、下水道の普及により河川及び海域等の水質は改善されつつありますが、依

然として環境基準に達していない水域があるため、今後とも下水道整備を推進します。 

 

②河川 

  流域における市街化の進展等に伴う流出量の増大、保水能力の低下など河川に係る諸条件が悪化

し、水害が多発しているため、都市河川の整備を推進します。特に、浸水被害が多発している比謝

川においては、総合的な治水対策を推進します。 

 また、河川は、生物の多様な生息・生育空間であり、都市における貴重な潤いあるオープンスペ

ースであることから、河川整備にあたっては自然環境の保全・再生を図るとともに、住民の憩いの

場となるよう地域住民の意見を反映した多自然川づくりに努めます。 

 

２）整備水準の目標 

①下水道 

 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） 233 344 

普 及 率 （％） 71 99 

※処理対象人口とは利用可能人口を示す。 
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②河川 

 本区域内の二級河川（5 河川、整備に必要な延長約 27km）について、積極的な整 

備を推進します。 

年次 
平成22年 

（現況） 

平成42年 

（目標） 

河川整備率（％） 39 50 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①下水道 

  中部第二流域下水道は沖縄市、北谷町、嘉手納町及び読谷村において、中城湾流域下水道は沖縄

市、うるま市において、それぞれ整備が進められており、今後、市街化の状況に対応した整備を推

進します。 

  また、読谷村の楚辺地区及びうるま市の石川地区は単独公共下水道として供用開始をしており、

今後も良好な生活環境創出のため、整備を推進します。 

 

②河川 

 流域開発が著しく、浸水被害が増大傾向にある比謝川等の河川流域は、総合的な雨水対策を推進

し、重点整備を行うとともに、多自然川づくりを積極的に推進し、地域に親しまれる河川環境の保

全に努めます。 

 

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 

下水道 
具志川浄化センターの増設 

ポンプ場及び管渠の改築 

河 川 
比謝川、天願川、白比川、与那原川、川崎川 

石川川 

 

（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、その向上を図るため、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。 

②河川 

 本区域内の二級河川（5 河川、整備に必要な延長約 26km）について、積極的な整 

備を推進します。 

年次 
平成17年 

（現況） 

平成37年 

（目標） 

河川整備率（％） 33 53 

 

３）主要な施設の配置の方針 

①下水道 

  中部第二流域下水道は沖縄市、北谷町、嘉手納町及び読谷村において、中城湾流域下水道は沖縄

市、うるま市において、それぞれ整備が進められており、今後、市街化の状況に対応した整備を推

進します。 

  また、読谷村の楚辺地区及びうるま市の石川地区は単独公共下水道として供用開始をしており、

今後も良好な生活環境創出のため、整備を推進します。 

 

②河川 

 流域開発が著しく、浸水被害が増大傾向にある比謝川等の河川流域は、総合的な雨水対策を推進

し、重点整備を行うとともに、多自然川づくりを積極的に推進し、地域に親しまれる河川環境の保

全に努めます。 

 

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  
 
 下水道 具志川浄化センターの増設 

河 川 比謝川、天願川、白比川、石川川 

 

（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、その向上を図るため、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。 
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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 

 

 

 

 

 本区域内には、戦後の米軍基地建設に伴う土地接収に伴い都市基盤が未整備のまま無秩序に市街

地が形成され、都市機能が低下している地区が多く存在することから、広域的な視点にたった都市

機能の再編・再整備を行うため、以下の方針によって中心市街地の再開発や土地区画整理事業、住

宅地区改良事業等市街地開発事業を促進します。 

① 今後は新市街地開発の抑制を基本とし、ハード面とソフト面の連携による中心市街地の活性

化、密集市街地の改善、電線類地中化無電柱化等良好な景観形成をはじめとした既成市街地に

おける再整備を優先的に進めます。その際、社会資本の蓄積の有効活用を図り、コンパクトな

都市の実現を目指すとともに、既成市街地内の低・未利用地は必要に応じて防災拠点や公園・

緑地としての活用を図るなど居住環境の向上に努めます。 

② 駐留軍用地の跡地利用については、地権者等の意向に配慮しながら土地利用の需要・供給の

バランスに配慮した段階的な開発に努め、新市街地開発抑制方針の例外として整備を促進しま

す。また、既成市街地の環境改善と一体的な駐留軍用地の跡地利用についても検討することと

します。 

 

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 

沖縄市 土地区画整理事業 美里 81.4 沖縄市 施行中 

美里第二 73.0 沖縄市 施行中 

安慶田  8.8 〃 〃 

中の町  3.4 〃 〃 

未定 
ﾛｳﾜｰ・ﾌﾟﾗｻﾞ住宅地区 16.0 未定 

返還予定 

駐留軍用地 

市街地再開発事業 山里第一 1.3 組合 〃 

うるま市 土地区画整理事業 安慶名 16.2 うるま市 施行中 

北谷町 土地区画整理事業 桑江伊平 45.8 北谷町 〃 

未定 ｷｬﾝﾌﾟ桑江南側 60.6 未定 返還予定 

駐留軍用地 

キャンプ瑞慶覧 未定 〃 〃 

読谷村 
土地区画整理事業 

大湾東 26.5 組合 施行中 

大木 18.3 〃 〃 

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 

 

 

 

 

 本区域内には、戦後の米軍基地建設に伴う土地接収に伴い都市基盤が未整備のまま無秩序に市街

地が形成され、都市機能が低下している地区が多く存在することから、広域的な視点にたった都市

機能の再編・再整備を行うため、以下の方針によって中心市街地の再開発や土地区画整理事業、住

宅地区改良事業等市街地開発事業を促進します。 

① 今後は新市街地開発の抑制を基本とし、ハード面とソフト面の連携による中心市街 地の活

性化、密集市街地の改善、電線類地中化等良好な景観形成をはじめとした既成市街地における

再整備を優先的に進めます。その際、社会資本の蓄積の有効活用を図り、コンパクトな都市の

実現を目指すとともに、既成市街地内の低・未利用地は必要に応じて防災拠点や公園・緑地と

しての活用を図るなど居住環境の向上に努めます。 

② 駐留軍用地の跡地利用については、地権者等の意向に配慮しながら土地利用の需要・供給の

バランスに配慮した段階的な開発に努め、新市街地開発抑制方針の例外として整備を促進しま

す。また、既成市街地の環境改善と一体的な駐留軍用地の跡地利用についても検討することと

します。 

 

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 

沖縄市 

 

 

 

土地区画整理事業 美里 81.4 沖縄市 施行中 

美里第二 73.0 〃 〃 

第一（安慶田）  8.8 〃 〃 

第二（中の町）  3.4 〃 計画 

未定 ﾗｲｶﾑ地区 
(ﾛｳﾜｰﾌﾟﾗｻﾞ地区) 16.0 未定 

返還予定 

駐留軍用地 

市街地再開発事業 山里第一 1.3 〃 計画 

うるま市 土地区画整理事業 安慶名 16.2 うるま市 施行中 

北谷町 土地区画整理事業 桑江伊平 45.8 北谷町 〃 

未定 ｷｬﾝﾌﾟ桑江南側 60.6 未定 返還予定 

駐留軍用地 

キャンプ瑞慶覧 未定 〃 〃 

読谷村 土地区画整理事業 大湾東 26.5 組合 施行中 

未定 大木 17.8 〃 計画 

テーマが明確で個性的な市街地 テーマが明確で個性的な市街地 
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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 

 

 

 

  本区域は、東に天願川、西に比謝川が流れ、北に緑地が集中するとともにその中央を広大な嘉手

納弾薬庫の森林が占めて森林の東西には農村地帯が広がり、さらに半島や島しょを有する多様な区

域です。 

 しかしながら、広大な軍用地に分断されて、残された土地に都市開発が進んだことから、緑地は

軍用地や傾斜地などの範囲に限定されており、北部圏から南部都市圏へとつながる緑地回廊の形成

と緑の拠点の適正な配置と確保が必要です。 

 そのため、森や川そして海辺とまちをつなぐ緑地の形成、グスクから望む緑の景色と入江の再生、

金武湾の豊かな海を育む水辺の充実を図り、緑豊かな潤いのある生活空間の創出を図ります。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

の確保にも貢献するよう努めます。 

 また、キャンプ桑江における伊礼原遺跡の公園化や読谷補助飛行場返還跡地の赤犬子・展望広場

公園等駐留軍用地跡地の緑の拠点整備、勝連城跡・知花城跡等の公園化、さらに天願川・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緑地的環境を保全・形成するため、地域制緑

地による緑の担保と緑地回廊の形成、海岸・水辺の緑づくりを重点的に推進します。 

さらに、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緑地の確保の目標水準 

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 

2,064 ha 30％ 

 

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 270 ha 648 ha 

都市計画区域人口1人当
たりの整備面積 

8.26㎡／人 20.00㎡／人 

平成 22 年（現況）：「沖縄の都市公園」「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 

 

 

 

  本区域は、東に天願川、西に比謝川が流れ、北に緑地が集中するとともにその中央を広大な嘉手

納弾薬庫の森林が占めて森林の東西には農村地帯が広がり、さらに半島や島しょを有する多様な区

域です。 

 しかしながら、広大な軍用地に分断されて、残された土地に都市開発が進んだことから、緑地は

軍用地や傾斜地などの範囲に限定されており、北部圏から南部都市圏へとつながる緑地回廊の形成

と緑の拠点の適正な配置と確保が必要です。 

 そのため、森や川そして海辺とまちをつなぐ緑地の形成、グスクから望む緑の景色と入江の再生、

金武湾の豊かな海を育む水辺の充実を図り、緑豊かな潤いのある生活空間の創出を図ります。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

の確保にも貢献するよう努めます。 

 また、キャンプ桑江における伊礼原遺跡の公園化や読谷補助飛行場返還跡地の赤犬子展望公園等

駐留軍用地跡地の緑の拠点整備、勝連城跡・知花城跡等の公園化、さらに天願川・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緑地的環境を保全・形成するため、地域制緑地によ

る緑の担保と緑地回廊の形成、海岸・水辺の緑づくりを重点的に推進します。 

さらに、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緑地の確保の目標水準 

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 

2,064 ha 30％ 

 

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 248 ha 671 ha 

都市計画区域人口1人当
たりの整備面積 

7.81㎡／人 20.0㎡／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 

地域の歴史文化を活かし、豊かな自然と潤いのある都市環境 地域の歴史文化を活かし、豊かな自然と潤いのある都市環境 
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３）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統 

 嘉手納弾薬庫内の森林地域、天願川・比謝川・長田川沿いの自然緑地を保全し、金武湾や中城湾

においては、海辺の自然環境に配慮した水辺の拠点を配置します。 

  また、座喜味城跡公園、勝連城跡周辺の公園整備を推進するとともに、勝連城跡や伊波城跡、宇

江城城跡一帯、知花城跡の公園化を目指します。 

 

②レクリエーション系統 

  スポーツ・レクリエーション活動ができる公園の整備に努めます。 

  また、利用域を３つに分け、圏域に不足するテーマ性のある公園整備を目指します。 

 ・西海岸：駐留軍用地跡地の利用 

 ・中城湾：泡瀬地区（水辺の探訪スポーツコンベンション拠点） 

 ・東海岸金武湾：知花城跡、伊波城跡（歴史風土の探訪） 

 

③防災系統 

  地震災害時等の広域防災拠点として、都市公園の整備を進めます。 

 知花城跡一帯の緑地は、市街地の公共空地系統と結ぶ広域的な避難拠点として公園化を目指すと

ともに、海岸部からの避難に対応できる広域防災公園の整備を進めます。 

 

④景観形成系統 

  天願川、比謝川、石川川、白比川や中城湾など市街地外周部の水辺空間については、まちの輪郭

を整える景観緑地帯の形成に努めるとともに、残波岬、座喜味城跡や勝連城跡など来訪者が多い景

勝地については、眺望地点として確保し、公園整備に努めます。 

３）主要な緑地の配置の方針 

①環境保全系統 

 嘉手納弾薬庫内の森林地域、天願川・比謝川・長田川沿いの自然緑地を保全し、金武湾や中城湾

においては、海辺の自然環境に配慮した水辺の拠点を配置します。 

  また、座喜味城跡公園の整備を推進するとともに、勝連城跡や伊波城跡、宇江城城跡一帯、知花

城跡の公園化を目指します。 

 

②レクリエーション系統 

  スポーツ・レクリエーション活動ができる公園の整備に努めます。 

  また、利用域を３つに分け、圏域に不足するテーマ性のある公園整備を目指します。 

 ・西海岸：駐留軍用地跡地の利用 

 ・中城湾：泡瀬地区（水辺の探訪） 

 ・東海岸金武湾：知花城跡、伊波城跡（歴史風土の探訪） 

 

③防災系統 

  地震災害時等の広域防災拠点として、都市公園の整備を進めます。 

 知花城跡一帯の緑地は、市街地の公共空地系統と結ぶ広域的な避難拠点として公園化を目指すと

ともに、海岸部からの避難に対応できる広域防災公園の整備を進めます。 

 

④景観形成系統 

  天願川、比謝川、石川川、白比川や中城湾など市街地外周部の水辺空間については、まちの輪郭

を整える景観緑地帯の形成に努めるとともに、残波岬、座喜味城跡や勝連城跡など来訪者が多い景

勝地については、眺望地点として確保し、公園整備に努めます。 
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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 

（現況） 

平成32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ます。 2.59㎡／人 4.00㎡／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
るものとします。 

3.90 ㎡／人 5.61㎡／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、その維持を推進しま
す。 

1.46 ㎡／人 1.47㎡／人 

その他の公園緑地 
(都市緑地、特殊公園等) 

緑地回廊の形成に資するテー
マ性のある公園等の配置を検
討します。 

0.32 ㎡／人 8.92㎡／人 

合 計  8.26 ㎡／人 20.00㎡／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 

 
 
■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 

（現況） 

平成32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
定を検討します。 

2.1 ha 442.1ha 

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し
ます。 

0 ha 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
管理の充実に努めます。 

213.0 ha 213.0ha 

地域において枢要な市街地内
緑地については、市町村条例制
定による確保を検討します。 

0 ha 84.0ha 

合 計  215.1 ha 781.1ha 

※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）：「沖縄の都市公園」「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 

（現況） 

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ます。 2.74 ㎡／人 3.57㎡／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
るものとします。 

3.24 ㎡／人 4.69㎡／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、その維持を推進しま
す。 

1.50 ㎡／人 1.43㎡／人 

その他の公園緑地 
(都市緑地、特殊公園等) 

緑地回廊の形成に資するテー
マ性のある公園等の配置を検
討します。 

0.33 ㎡／人 6.13㎡／人 

合 計  7.81 ㎡／人 15.82㎡／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 

 
 
■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 

（現況） 
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
定を検討します。 

2.1 ha 295.4ha 

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し
ます。 

0 ha 28.0ha 

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
管理の充実に努めます。 

195 ha 219.6ha 

地域において枢要な市街地内
緑地については、市町村条例制
定による確保を検討します。 

0 ha 56.0ha 

合 計  197.1 ha 599.0ha 

※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 
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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 

 勝連城跡公園、伊波城跡歴史公園、沖縄県総合運動公園等については、おおむね 10 年以内の整

備を図ります。 

 

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 

 市街地内緑地及び天願川、比謝川水系や中城湾～勝連一帯の斜面、倉敷ダム周辺などの圏域の骨

格を形成する緑地及び市街地内緑地の保全を図るため、段階的に風致地区等の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 

 本区域内は、沖縄市を中心として活力とにぎわいのある都市景観とともに、歴史・文化的に価値

の高い史跡空間、海岸や斜面緑地などの貴重な自然景観、クサティ森や御嶽林等を有する集落景観

等、多様な景観を有しています。よって、これらの景観要素の調和に配慮しつつ、景観法の活用等

により良好な景観形成に努め、自然、歴史、伝統文化に育まれた沖縄らしい景観・風景を次世代に

守り継ぎます。 

 特に、沖縄市のコザゲート通り、くすのき通りを含む胡屋十字路一帯、うるま市の海中道路を含

む与勝勝連半島海域・島しょ地域、読谷村の残波岬一帯等においては、個性的なまちなみ景観の創

出や良好な自然景観の保全を重点的に図るとともに、世界遺産の勝連城跡、座喜味城跡の遺産群等

については、文化交流型観光への取組の一環として、歴史的景観の保全、これと調和した周辺整備

及び観光ルート化等を促進し図ります。 

 また、市街地内外における緑地の保全・整備により、緩衝緑地として潤いのある都市空間の創出

に努め、さらに、無電柱化やそれぞれの地域にふさわしいタウンカラー等の検討を進め、地区計画、

景観地区等の活用により個性豊かで良好な地域景観の創出を図ります。 

 併せて、建築物の壁面緑化や屋上緑化、公共施設の緑化、街路植栽等による緑豊かな都市空間の

創出等、個性的な都市景観の形成を促進します。 

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 

 勝連城跡公園、伊波城跡歴史公園、沖縄県総合運動公園等については、おおむね 10 年以内の整

備を図ります。 

 

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 

 市街地内緑地及び天願川、比謝川水系や中城湾～勝連一帯の斜面、倉敷ダム周辺などの圏域の骨

格を形成する緑地及び市街地内緑地の保全を図るため、段階的に風致地区等の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 

 本区域内は、沖縄市を中心として活力とにぎわいのある都市景観とともに、歴史・文化的に価値

の高い史跡空間、海岸や斜面緑地などの貴重な自然景観、ク 

サティ森や御嶽林等を有する集落景観等、多様な景観を有しています。よって、これらの景観要素

の調和に配慮しつつ景観法の活用等により良好な景観形成に努めます。 

 

 特に、沖縄市の胡屋十字路一帯、うるま市の海中道路を含む与勝半島海域、読谷村の残波岬一帯

等においては、個性的なまちなみ景観の創出や良好な自然景観の保全を重点的に図るとともに、世

界遺産の勝連城跡、座喜味城跡の遺産群等については、文化交流型観光への取組の一環として、歴

史的景観の保全、これと調和した周辺整備及び観光ルート化等を促進し図ります。 

 また、市街地内外における緑地の保全・整備により、緩衝緑地として潤いのある都市空間の創出

に努め、さらに、無電柱化やそれぞれの地域にふさわしいタウンカラー等の検討を進め、地区計画、

景観地区等の活用により個性豊かで良好な地域景観の創出を図ります。 

 併せて、建築物の壁面緑化や屋上緑化、公共施設の緑化、街路植栽等による緑豊かな都市空間の

創出等、個性的な都市景観の形成を促進します。 
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（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の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。 

（福祉のまちづくりは単独項目として独立） 

（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の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 

 住民の生活生命と財産を守り、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が欠かせません。 

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、河川や海岸、急傾斜地

等における防災対策を積極的に推進し、また、平成 23 年 3 月の東日本大震災及び平成 28 年 4 月の

熊本地震の教訓を踏まえ、既成市街地における面的基盤整備や沿道不燃化を促進するとともに、道

路、公園の整備等、避難経路の多重性や避難場所の確保、緊急輸送道路における無電柱化、防災情

報システムの強化・拡充、密集市街地における防災機能の改善、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）の確保に努めます。 

 また、台風の常襲地域に位置する本県においては、河川改修による治水機能の向上及び防災機能

の向上に努めるとともに、地域社会の防災対応力の向上を図るため、自主防災組織の普及拡大、ハ

ザードマップの作成、防災訓練・防災教育の実施など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）都市防災に関する施策の概要 

①火災対策 

 火災を防止するため、または火災が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、道路、その他の

公共施設の維持管理を強化します。 

 また、避難経路、避難場所、公共施設等の防災上重要な地区及び商業・業務施設等の集積を図る

地区においては、防火地域、準防火地域を指定し、計画的に建築物の不燃化を図るとともに、道路、

公園の整備や沿道不燃化を推進して防災環境軸の形成に努めます。 

 

 

②震災対策地震・津波対策 

 本区域においては、米軍基地建設に伴う土地接収により、健全な市街地形成が妨げられてきたこ

とから、道路が狭いなど都市基盤未整備の区域が多く、緊急車両が進入できないなどの問題も見ら

れます。 

 このため、都市内の主要な道路や公園等において、災害時の避難、救援、消防活動の骨格となる

防災ネットワークの整備を図るとともに、公共施設、公園等の施設整備に際しては、防災拠点とし

てのオープンスペース確保、津波避難ビルの指定、建築物耐震化・不燃化等の地域防災機能強化に

努め、歴史的見地等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、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。 

 

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 

 住民の生活と財産を守り、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が欠かせません。 

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、河川や海岸、急傾斜地

等における防災対策を積極的に推進し、また、既成市街地における面的基盤整備や沿道不燃化を促

進するとともに、道路、公園の整備等、避難経路の多重性や避難場所の確保、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ます。 

 

 

 また、台風の常襲地域に位置する本県においては、河川改修による治水機能の向上及び防災機能

の向上に努めるとともに、地域社会の防災対応力の向上を図るため、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）都市防災に関する施策の概要 

①火災対策 

 火災を防止するため、または火災が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、道路、その他の

公共施設の維持管理を強化します。 

 また、避難経路、避難場所、公共施設等の防災上重要な地区及び商業・業務施設等の集積を図る

地区においては、防火地域、準防火地域を指定し、計画的に建築物の不燃化を図るとともに、道路、

公園の整備や沿道不燃化を推進して防災環境軸の形成に努めます。 

 

 

②震災対策 

 本区域においては、米軍基地建設に伴う土地接収により、健全な市街地形成が妨げられてきたこ

とから、道路が狭いなど都市基盤未整備の区域が多く、緊急車両が進入できないなどの問題も見ら

れます。 

 このため、都市内の主要な道路や公園等において、災害時の避難、救援、消防活動の骨格となる

防災ネットワークの整備を図るとともに、公共施設、公園等の施設整備に際しては、防災拠点とし

てのオープンスペース確保、建築物耐震化等の地域防災機能強化に努めます。 
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③浸水対策 

  本区域においては、台風や集中豪雨などの風水害対策とともに、流域における市街化の進展等に

伴う流出量の増大などにより、低地帯を中心に氾濫常襲区域があることから、今後も浸水対策が必

要です。 

 したがって、水害を防止し、または風水害が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、海岸、

下水道、道路、その他の施設の整備及び維持管理を強化します。 

  さらに、緑地の保全や透水性舗装及び浸透桝等の浸透施設の整備を通して水循環システムを改善

し、水害に強いまちづくりを進めます。 

 

④土砂災害対策 

  土砂災害から住民の生命と財産を守るため、砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策を推進します。 

 また、土砂災害のおそれのある区域については、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新

規立地の抑制、一定の要件に合致する既存住宅の移転促進等を推進します。 

 

⑤石油備蓄基地防災対策 

  災害時の安全性確保のため、防災緩衝地帯として緑地等の設置及び周辺市街地の耐震不燃化を促

進します。

③浸水対策 

  本区域においては、台風による風水害対策とともに、流域における市街化の進展等に伴う流出量

の増大などにより、低地帯を中心に氾濫常襲区域があることから、今後も浸水対策が必要です。 

 

 したがって、水害を防止し、または風水害が発生した場合の被害拡大を防ぐため、河川、海岸、

下水道、道路、その他の施設の整備及び維持管理を強化します。 

  さらに、緑地の保全や透水性舗装及び浸透桝等の浸透施設の整備を通して水循環システムを改善

し、水害に強いまちづくりを進めます。 

 

④土砂災害対策 

  土砂災害から住民の生命と財産を守るため、砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策を推進します。 

 また、土砂災害のおそれのある区域については、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新

規立地の抑制、一定の要件に合致する既存住宅の移転促進等を推進します。 

 

⑤石油備蓄基地防災対策 

  災害時の安全性確保のため、防災緩衝地帯として緑地等の設置及び周辺市街地の耐震不燃化を促

進します。 
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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 

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、社会福祉施設、医療施設、官公庁舎、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. 

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 

 

 

異文化交流都市圏・チャンプルー 

 ■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 

 

 

異文化交流都市圏・チャンプルー 

 ■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～区域区分（線引き）導入に向けて～ 

 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、持続的に可能な方法で成長・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。 

 とりわけ、人口増加が顕著な本区域では、規制が緩やかな用途白地地域への無秩序な外延化が進

行し、また既成市街地内には低・未利用地が増加するなど、薄く広がる市街地が形成されてきまし

た。この全国的な傾向でもある薄く広がる拡散型の都市構造は、高齢者などの生活利便性の低下、

後追い的なインフラの整備・維持管理コストの増大、環境負荷の増大など、様々な問題を引き起こ

すことが懸念されます。 

 また、さらなる社会資本整備の重点化・効率化が必要な今後は、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社会資本の蓄積を有

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するとともに、緑の充実によるゆとりや

潤いの空間やポケットパーク等の整備による憩いの空間の創出、自然環境資源の魅力向上などへの

重点投資が特に重要です。 

 このように、既成市街地の質的向上とともに貴重な自然環境を保全し、効率的な都市経営を実現

するためには、人口増加が予想される本区域においては、無秩序な外延化に歯止めをかけることが

極めて重要と考えられます。 

 今後は、区域区分（線引き）の導入に向けて、住民や関係市町村とさらに検討を積み重ねていく

こととしますが、その間も、無秩序な市街地の外延化への対応が必要であることから、用途白地地

域における建築物の建ぺい率、容積率等の建築形態規制の見直しや開発許可対象面積の引き下げ、

特定用途制限地域や風致地区の指定、さらには、景観法の活用など、用途白地地域の秩序ある土地

利用を図るための多様な施策の展開を検討することとします。 

◎都市の質的向上～区域区分（線引き）導入に向けて～ 

 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。 

 とりわけ、人口増加が顕著な本区域では、規制が緩やかな用途白地地域への無秩序な外延化が進

行し、また既成市街地内には低・未利用地が増加するなど、薄く広がる市街地が形成されてきまし

た。この全国的な傾向でもある薄く広がる拡散型の都市構造は、高齢者などの生活利便性の低下、

後追い的なインフラの整備・維持管理コストの増大、環境負荷の増大など、様々な問題を引き起こ

すことが懸念されます。 

 また、さらなる社会資本整備の重点化・効率化が必要な今後は、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社会資本の蓄積を有

効活用し、緑の充実によるゆとりや潤いの空間やポケットパーク等の整備による憩いの空間の創出、

自然環境資源の魅力向上などへの重点投資が特に重要です。 

 このように、既成市街地の質的向上とともに貴重な自然環境を保全し、効率的な都市経営を実現

するためには、人口増加が予想される本区域においては、無秩序な外延化に歯止めをかけることが

極めて重要と考えられます。 

 今後は、区域区分（線引き）の導入に向けて、住民や関係市町村とさらに検討を積み重ねていく

こととしますが、その間も、無秩序な市街地の外延化への対応が必要であることから、用途白地地

域における建築物の建ぺい率、容積率等の建築形態規制の見直しや開発許可対象面積の引き下げ、

特定用途制限地域や風致地区の指定、さらには、景観法の活用など、用途白地地域の秩序ある土地

利用を図るための多様な施策の展開を検討することとします。 

 

●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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●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。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。 

 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等を活用

した地域で合意形成し、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。 

●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。 

 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等を活用

した地域で合意形成し、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。 
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●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。 

 

●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、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を担います。 

 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。 

 


