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第二章 まちづくりの目標 

 

 

（１） 土地利用について 

八重瀬町の東風平地域は那覇広域都市計画区域に属しており、1,479ha のうち市街化区

域は 135ha（9.1％）、市街化調整区域 1,344ha（90.9％）となっている。また、町全

域（2,823ha）に対する市街化区域の割合は 4.8％と低い状況にある。 

八重瀬町の北側の地域は市街化調整区域となっているが、住宅地開発等による都市的土地

利用が行われており、市街化区域の拡大や地区計画の導入などについて検討が望まれる。 

集落では、人口減少や少子高齢化の進行等により活力が低下している地域もあり、定住人

口の増加など活力向上についての検討が必要である。 

伊覇・屋宜原土地区画整理区域、国道 507 号沿線においては、商業施設や業務施設が集

積しつつあり、今後は新庁舎を中心としたタウンセンターゾーンの形成が望まれる。 

本町には、ほ場整備により基盤が整った農地が広がっているが、遊休農地の解消や農業用

水の確保など農地の有効活用が求められる。 

具志頭地域は、都市計画区域外となっており、今後の開発の状況や社会状況の変化、住民

意向を踏まえつつ土地利用について検討を行う必要がある。 

 

（２） 道路交通について 

八重瀬町の道路体系は、国道 507 号、国道 331 号、主要地方道糸満与那原線などの主

要道路により構成されている。これらにおいては交通渋滞などもみられることから、国道

507 号の拡張工事のみではなく、計画されている道路の整備や交通渋滞の解消をはじめ、

利便性の高い道路ネットワークづくりが求められる。 

集落内にみられる住民の活動を支えるための生活道路には、４m 未満の道路がみられる。

住民生活の利便性、災害時の避難路や緊急車両の通行など防災面からもこれらの道路は問題

であると考えられ、生活道路の整備のありかたについて十分な検討が必要である。 

近年、近隣市町を含めて新たな公共交通の導入に向けた動きもあることから、広域的な視

点から本町の方向性について検討が望まれる。 

 

（３） みどりと水について 

八重瀬町の都市公園は、東風平運動公園や西部プラザ公園など９箇所が計画決定している

が、整備中または未整備の公園がみられ、それらの整備推進が望まれる。 

また、子供たちが安心して遊ぶことのできる公園や住民に身近で利用しやすい公園の整備

が求められており、地域のニーズに応じた公園の整備を検討する必要がある。 

八重瀬町の排水については、各家庭での合併処理浄化槽、農業・漁業集落排水事業におけ

る生活排水処理対策が行われているが、公共下水道が整備されていないため、公共下水道の

整備について検討が望まれる。 

長堂川、饒波川、報得川、雄樋川などの河川や本町の南側に位置する海や海岸、地下水に

ついては、水質の悪化がみられることから、下水道対策等による水質の向上が求められる。 

本町の北側に位置する斜面緑地や八重瀬公園を含む八重瀬岳、具志頭運動公園から南にな

１．現況と課題 
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る自然緑地等については、潤いや安らぎを与える貴重な環境要素となっていることから、こ

れらの保全が望まれる。 

市街地等においては、緑が少なく潤いの欠けた空間となっており、緑の保全とともに緑の

創出も課題である。 

また、市街地周辺等において墓地の点在がみられ、今後も増加が懸念されるため「八重瀬

町墓地基本計画書」に基づく墓地整備の検討が望まれる。 

 

（４） 景観について 

本町の北側に位置する斜面緑地や八重瀬公園を含む八重瀬岳、具志頭運動公園から南に連

なる自然緑地等については、良好な自然景観を有していることから、その保全が望まれる。

また、町内に点在する田園風景や集落風景等を見渡せる眺望点については、その整備やそこ

から見える景色の保全についても検討が必要である。 

本町の南側には、良好な自然海岸が形成されており、景観資源としても大きな魅力となっ

ており、保全が望まれる。また、世名城のガジュマルや富盛の石彫大獅子、歴史民俗資料館

前のフクギ並木、具志頭城址、屋宜家、上江門家等の歴史文化資源が数多く点在しているこ

とから、これらの保全、活用について検討が必要である。 

現在、国道 507 号が東風平三叉路付近まで整備されており、今後は国道 331 号との交

差点まで拡幅整備が予定されている。国道 507 号は南北軸、国道 331 号は東西軸として

本町の主要幹線道路として位置づけられ、拡幅整備と併せて良好な沿道景観の形成に努める

必要がある。 

また、住民ワークショップにおいて良好な景観の保全及び形成に向けて景観条例を定める

必要がある、という意見もみられた。 

 

（５） 防災について 

集落内にみられる狭隘道路は、緊急車両の通行を妨げる恐れがあるため、拡幅整備を検討

し、避難路としての機能強化を図るとともに、緊急車両が通行しやすい道路の整備を検討す

る必要がある。 

風水害、土砂災害、震災等の自然災害については、「八重瀬町地域防災計画」に基づき、

総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、防災体制の万全を期する必要がある。あわせて、

災害時における避難場所や避難ルート、避難誘導標識等の整備が望まれる。 

 

（６） 福祉について 

本町においても高齢化は進行しており、今後もその傾向は続くものと想定される。まちづ

くりにおいても、このような状況に対応するため、誰もが使い易いユニバーサルデザインの

考え方による施設整備が求められている。建築物だけでなく、道路や公園などの外部空間に

おいても人々に優しい整備のあり方について検討が望まれる。 
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（１） まちづくりの目標 

第一次八重瀬町総合計画においては、将来像を「大大地地のの活活力力ととううままんんちちゅゅのの魂魂がが創創りり出出すす

自自然然共共生生のの清清ららままちち」と設定し、活気とうるおいのある豊かなまち、自然と共生した安全・

安心なまち、結いの心で支えあう健康・福祉のまち、いのちを育む教育文化のまち、ともに

考え行動する協働のまち、財政基盤の安定した自立的なまちを目指している。 

沖縄県が定めている「那覇広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」にお

いては、都市づくりの基本理念及び基本姿勢を以下のように設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記をふまえて、八重瀬町都市計画マスタープランでは、将来像「大大地地のの活活力力ととううままんんちちゅゅ

のの魂魂がが創創りり出出すす自自然然共共生生のの清清ららままちち」を実現するため、まちづくりの目標を次のとおり設定す

る。 

 

１） 笑顔が集う便利で住み良いまちづくり 

① 良好な市街地の形成 

八重瀬町は、伊覇・屋宜原地区土地区画整理区域周辺や東風平北部地域が市街地として形

成されている。伊覇・屋宜原地区土地区画整理区域周辺では住宅地や商業・業務施設等が集

積しつつあり、東風平北部地域は那覇空港自動車道や那覇市に近接していることから、利便

性が高い地域となっており、隣接市町へのアクセス強化として東風平豊見城線の整備を推進

し、より魅力と活気あふれる住環境の良いまちづくりを目指す。 

② 集落の整備 

東風平地域の市街化調整区域や具志頭地域にある集落地域では、田園風景が広がりフクギ

等の屋敷林や石垣に囲まれた昔ながらの集落が点在している。優れた集落環境を保全すると

ともに、集落やコミュニティの維持・活性化が図れるように適正な宅地誘導を行い、地区計

画等の活用により良好な生活環境の形成を目指す。 

③ 良好な都市景観の形成 

既存市街地や新たに整備される市街地においては、良好な都市空間を形成するため、無電

柱化など都市景観に配慮したまちづくりを進めていく。 

 

２） 自然につつまれた潤いを感じるまちづくり 

① 自然環境の保全 

白川小学校の背後にある斜面緑地や八重瀬岳の樹林地、沖縄戦跡国定公園内の樹林地等の

【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 

２．まちづくりの目標 
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自然緑地は、動植物の生息環境を形成するとともに防風・防潮などの機能を有しており、保

全及び育成に努める。具志頭地域には、良好な自然海岸があり本町の大きな魅力となってお

り、その保全に努める。 

また、これら貴重な自然環境を保全するとともに、廃棄物の減量化や再資源化など環境負

荷の低減に配慮した循環型・低炭素社会を目指すものとする。 

② 市街地・集落内の緑化 

自然緑地を保全するともに、市街地や集落内に点在する緑についても保全・育成を行い、

自然につつまれた潤いを感じるまちづくりを目指す。 

③ 水辺環境の整備 

八重瀬町を流れる河川には、下水処理対策の遅れや畜産排せつ物の投棄、ほ場からの耕土

流出などの影響を受け、水質が悪化している。そのため、下水処理対策や畜産排せつ物の抑

制などにより水質の浄化を行い、水辺環境の保全・再生を目指すとともに、住民のための憩

いの場となる親水空間づくりや多自然川づくりの整備を目指す。 

また、雨水利用や地下水の保全等、水資源の有効活用についても検討を行う。 

 

３） 笑顔が溢れる安心して暮らせるまちづくり 

① 主要道路の整備等 

八重瀬町の道路体系は、国道 507 号、国道 331 号をはじめ、主要地方道糸満与那原線

などの県道や町道により構成されている。住民の多様な活動を支えるため、利便性の高い道

路ネットワークづくりを目指す。また、これらの道路整備にあたっては、子供から高齢者ま

で安心して歩ける、バリアフリー化による人にやさしい道づくりを目指す。 

そして、近隣市町を含めた広域的な視点から新たな公共交通システム導入についても検討

を行う。 

② 集落内道路の整備 

集落内の狭隘道路については拡幅など改善を検討し、安心して暮らせるための道づくりを

目指す。 

③ 災害に強いまちづくり 

地域防災計画の周知による住民意識の高揚ならびに、災害時における避難場所や避難場所

へのルートの整備を検討する。 

④ 下水道整備 

八重瀬町の下水道は、各家庭での合併処理浄化槽や農業・漁業集落排水事業における生活

排水処理対策が行われているが、河川や海域等の水質を保全するため、下水道事業整備計画

の検討を進め、環境にやさしいまちづくりを目指す。 

⑤ 公園整備 

八重瀬町では、東風平運動公園や西部プラザ公園など９箇所の都市公園が計画決定してい

る。レクリエーションや憩いの空間としての整備、機能充実を図る。 

⑥ 歩行者・自転車道の整備 

町内において歩行者・自転車優先道路の整備を検討する。また、子供から高齢者、障がい

者等だれもがゆとりをもって安心して通行できる、バリアフリー歩行空間の形成を目指すと

ともに、安全・安心で、楽しく快適に散策できる美しい道路景観づくりを住民と協働で進め
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る。 

⑦ ユニバーサルデザインによる施設整備 

公共施設や商業施設などの不特定多数の人々が利用する施設においては、ユニバーサルデ

ザインによる施設整備を進める。 

 

４） 伝統と歴史と人々がふれあうまちづくり 

① 歴史文化資源の保全と活用 

八重瀬町には、県指定文化財の「富盛の石彫大獅子」「当銘・小城の共有龕及び付属葬具

一式」や町指定文化財の「世名城のガジュマル」をはじめとした 11 の町指定文化財が指定

されている。その他にも、各地域の民俗芸能などが数多く残っており、地域に残るこれらの

歴史文化資源は、地域コミュニティの醸成に寄与するものであり、その保全に努める。また、

これらを観光資源としても活用することにより、人々がふれあうまちづくりを目指す。 

 

 

（２） 目標年次 

八重瀬町都市計画マスタープランは、平成２２年度を基準年とし２０年後の平成４２年を

目標年次とする。ただし、社会経済状況の大きな変動や上位関連計画などの改定に対して柔

軟に対応するため、必要に応じて計画の見直しを行う。 
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（１） 第一次八重瀬町総合計画の将来人口の考え方 

１） コーホート要因法による将来人口の推計 

八重瀬町の将来人口（目標年度：平成 2５、３０年）をコーホート要因法により推計を行

う。推計結果は、25,６６７人（平成 2５年）、26,038 人（平成３０年）となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 土地区画整理区域における推計人口の設定 

本町における土地区画整理区域による計画人口は、伊覇地区 3,400 人、屋宜原地区

2,200 人、富盛地区 680 人、計 6,280 人となっている。 

この 3 地区の現況人口は、1,177 人であり、計画人口 6,280 人から現況人口 1,177

人を差し引くと 5,103 人となる。このうち 7 割※１の方が町外からの流入と想定し、推

計人口を 3,572 人と設定する。 

３．将来人口フレーム 

コーホート要因法とは 

① コーホート要因法は国立社会保障人口問題研究所や市町村総合計画などで広く用いられ

ている人口推計の手法。 

② 平成 17 年の国勢調査を基準年として推計を行う。 

③ コーホート要因法は、生残率、純移動率、特殊出生率、出生性比の仮定値を用いて将来

人口を算出する。 

※（生残率、純移動率、特殊出生率、出生性比の仮定値については、次項に記載） 

④ コーホート要因法の推計の考え方は以下の通りとなる。 

コーホート法とは、ある年の男女・年齢別人口を基準として、これに出生率や社会移動

率などの要因についての仮定値をあてはめて将来人口の変化を計算する方法。 

推計には、基準人口、出生率、生残率、社会移動率を用いる。 

・5 年後の 5 歳年上の人口＝現在の人口×（生残率＋社会移動率） 

・5 年後の 0～4 歳の人口は、15 歳から 49 歳の女性が子供を産むと仮定して、それ

ぞれの年齢に出生率を乗じて算出する。 

15 歳～19 歳の女性が生む子供の数＝現在の女性の人口×出生率 

20 歳～24 歳の女性が生む子供の数＝現在の女性の人口×出生率 

25 歳～29 歳の女性が生む子供の数＝現在の女性の人口×出生率 

・ 

・ 

・ 

45 歳～49 歳の女性が生む子供の数＝現在の女性の人口×出生率 

 

このように、算出した男女・5 歳階級別の人口を積み上げて町全体の推計人口とする。 

S60 H2 H7 H12 H17 H25 H30 H35

（1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2013） （2018） （2023）

人口総数 19,918 20,718 23,033 24,626 25,121 25,667 26,038 26,345
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３） 土地改良区非農用地整備における推計人口の設定 

本町の土地改良区非農用地整備のほとんどの地区は、宅地整備が進んでいる。その中、

小城第２地区については、住宅がまだ張り付いていないことから、この地区にも人口が張

り付く事が想定できる。 

小城第２地区では 197 戸の整備計画があることから、計画人口を 670 人※１と想定し

ている。このうち 5 割※２の方を町外からの流入人口と想定し、小城第２地区における推

計人口を 335 人に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 第一次八重瀬町総合計画の将来人口 

土地区画整理区域に関しては、平成 2１年から平成３０年の 10 年間で、推計人口約

3,600 人張付くと想定する。 

土地区画整理区域の人口の伸び方については、平成 2１年から平成 2３年までは、緩や

かに伸びると想定し、平成 2４年から平成 2７年は伸び率が上昇すると想定する。また、

平成 2８年から平成３０年は緩やかに伸びると想定する。 

非農用地については、平成 21 年から平成 35 年の 15 年間で、推計人口 335 人張付く

と想定する。 

非農用地の人口の伸び方については、平成 21 年から平成 24 年までは、緩やかに伸び

ると想定し、平成 25 年から平成 31 年は伸び率が上昇すると想定する。また、平成 32

年から平成 35 年は緩やかに伸びると想定する。 

■土地改良区非農用地整備による推計人口

面積
計画人口

（ａ）
現況人口

（ｂ）
計画－現況
（ａーｂ＝ｃ）

推計人口
（ｃ×50％）

9.6 670 0 670 335

単位：面積（ｈａ）、人口（人））

小城第２
地区

合計

土地改良区非
農用地整備

33567006709.6

※１ ７割の根拠は、屋宜原地区の保留地の購入状況が、町内：町外＝3：7

となっていることから、7 割と設定している。 

※１ 小城第２地区の計画人口については、（宅地戸数（197 戸） × 

3.4 人/世帯（平成 17 年１世帯当たり人員数））による人口とする。 

※２ ５割の根拠は、小城地区非農用地の将来土地利用予定者の５３％が町

外に住所を有する者となっていることから本地区への流入人口を５割

と設定している。 

■土地区画整理区域による推計人口

面積
計画人口

（ａ）
現況人口

（ｂ）
計画－現況
（ａーｂ＝ｃ）

推計人口
（ｃ×70％）

伊覇地区 42.5 3,400 408 2,992 2,094

屋宜原地区 28.3 2,200 579 1,621 1,135

富盛地区 11.3 680 190 490 343
82.1 6,280 1,177 5,103 3,572

土地区画整
理区域

合計

（単位：面積（ｈａ）、人口（人））
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上記の事を踏まえコーホート要因法で算出した推計人口と、開発地区（土地区画整理区

域、土地改良区非農用地整備）の推計人口を合わせて、八重瀬町の将来人口（目標年度：

平成 25、30 年）について整理すると以下のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

目標年次である平成 25 年には 28,085 人、平成 30 年には 29,８49 人となる。よっ

て、基本構想における将来の目標人口は、平成 30 年度（2018 年）において 30,000

人、本基本計画の目標年次となる平成 25 年度（2018 年）においては、28,000 人と設

定する。 

 

（２） 都市計画マスタープランの将来人口 

１） 将来人口フレーム 

将来人口については、上位計画である第一次八重瀬町総合計画による将来人口フレームの

推計値を用い、八重瀬町都市計画マスタープランにおける将来人口フレームを設定する。 

目標年次である平成 42 年における将来の目標人口を 30,000 人と設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■八重瀬町の将来人口の推移

H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42

（ 2000 ） （ 2005 ） （2010） （2015） （2020） （2023） （2028）

24,626 25,121

25,454 25,836 26,197 26,443 26,468

区画整理による増加 714 3,096 3,572 3,572 3,572

非農用地による増加 33 153 285 335 335

748 3,249 3,857 3,907 3,907

24,626 25,121 26,202 29,085 30,054 30,350 30,375合計

開発区域の推計値※１

コーホート推計値

国勢調査実数値

【八重瀬町の将来人口推計】

24,626 25,121 25,454 25,836 26,197 26,443 26,468

3,907 3,9073,249

748

3,85724,626 25,121
26,202

29,085
30,054 30,350 30,375

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42

【人】

国勢調査実数値 コーホート推計値 開発区域の推計値 合計

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
（2008） （2009） （2010） （2011） （2012） （2013） （2014） （2015）

将来推計人口 25,545 25,864 26,202 26,815 27,445 28,085 28,726 29,085
１世帯当たり人員数 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0
将来世帯数 8,234 8,528 8,834 9,149 8,834 9,149 9,471 9,705

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
（2016） （2017） （2018） （2019） （2020） （2021） （2022） （2023）

将来推計人口 29,407 29,749 29,849 29,953 30,054 30,120 30,186 30,252
１世帯当たり人員数 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7
将来世帯数 9,930 10,167 10,324 10,484 10,646 10,798 10,952 11,107
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（１） 土地利用ゾーンの設定 

１） 市街地ゾーン 

伊覇・屋宜原土地区画整理区域を中心とする市街化区域と東風平北部地域を市街地ゾーン

として位置づける。市街化が進んでいるゾーンであり、住居系の土地利用が主体となってい

る。良好な居住環境の保全と創出に努めるとともに、秩序ある土地利用を図る。 

２） 集落ゾーン 

東風平地域の富盛や世名城、具志頭地域の具志頭、新城等を集落ゾーンとして位置づける。 

田園空間と調和の取れた良好な居住環境の形成に努める。 

３） 沿道商業ゾーン 

市街化区域の国道 507 号等の幹線沿道を沿道商業ゾーンとして位置付け、商業業務機能

の集積を図る。 

４） 地域サービスゾーン 

津嘉山から大倉ハイツまでの国道 507 号沿道や県道 48 号線の一部、八重瀬町役場本庁

舎周辺の国道 507 号沿道、国道 331 号沿道を地域サービスゾーンとして位置付け、地域

の利便施設等の集積を図る。 

５） 農地ゾーン 

農振農用地を基本とする区域を農地ゾーンとして位置づけ、基幹産業である農業を支える

ために、農地の保全・活用を進める。 

６） 緑地ゾーン 

八重瀬町の北側に位置する斜面緑地、八重瀬公園を含む八重瀬岳、具志頭運動公園から南

側に連なる樹林地は本町の貴重な自然緑地となっており、緑地ゾーンとして位置付け、保全

に努める。 

７） 観光・レクリエーションゾーン 

那覇ゴルフ倶楽部やサザンリンクスゴルフクラブなどの施設やサザンリンクスに隣接する

具志頭浜や玻名城海岸などの海岸資源を観光・レクリエーションゾーンとして位置づけ、本

町の主要な観光資源として活用を図る。 

本町の南側は、沖縄戦跡国定公園にも指定され、貴重な自然が残り優れた景観を有してい

ることから、その保全に努める。 

 

（２） 都市を形成する軸の設定 

１） 交通軸 

国道 507 号や国道 331 号、糸満与那原線（県道 77 号線）等の主要な道路を交通軸と

して位置付け、体系的な交通軸の形成に努める。 

２） 河川軸 

報得川、長堂川、饒波川、雄樋川、岡連川及び白水川を水の軸として位置づけ、生物の生

息・育成空間の保全など自然環境に配慮しつつ、流域の防災機能の向上を図るとともに、潤

いのある水辺環境の創出を図る。 

４．将来都市構造 
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（３） まちの拠点の設定 

１） 企業等立地検討拠点 

企業等立地検討拠点においては、「八重瀬町企業立地基本構想」で示す検討業種を誘致す

ることにより、地域活力の向上や雇用増加の充実・強化を図る。 

２） みどりの拠点 

東風平運動公園や西部プラザ公園、八重瀬公園、具志頭運動公園等をみどりの拠点として

位置付け、スポーツレクリエーション等の利用促進を図る。 

３） 水産業の拠点 

港川漁港を水産業の拠点として位置付け、体験・滞在・交流型観光と連携するなど水産業

の活力向上に努める。 
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