５） 都市公園
八重瀬町の都市公園の状況をみると、運動公園 1 箇所、総合公園 1 箇所、地区公園 1
箇所、近隣公園 2 箇所、街区公園 9 箇所の計 14 箇所、約 48.01ha が計画決定してい
る。このうち、供用開始されている公園は 8 箇所あり、面積は約 16.09ha、供用率は
33.51％で、一人当たり公園面積は 6.4 ㎡／人となっている。
■ 八重瀬町の都市公園
番 号

公園名

公園区分

計画面積 供用面積

６・５・東１
東１
４・３・東２
３・３・八１
４・３・東１
２・２・東１
２・２・東２
２・２・東３
２・２・東４

東風平運動公園
運動公園
23.10
西部プラザ公園
総合公園
13.20
長田門原公園
地区公園
4.00
伊覇近隣公園
近隣公園
1.40
八重瀬公園
近隣公園
3.60
馬場公園
街区公園
0.10
宮森公園
街区公園
0.18
屋宜原中央公園
街区公園
0.60
富盛中央公園
街区公園
0.70
屋宜原西公園
街区公園
0.3
屋宜原東公園
街区公園
0.3
第１号街区公園
街区公園
0.2
第２号街区公園
街区公園
0.2
第３号街区公園
街区公園
0.2
都市公園合計
14箇所
48.01
供用率（％）
一人当たり公園面積（㎡／人）
※一人当たり公園面積の人口は平成17年国勢調査

10.33
0.72
0.00
0.00
3.60
0.13
0.18
0.60
0.00
0.3
0.3

当初決定
年月日
S57.3.4
H4.1.17
H14.9.17
H20.3.6
S53.2.20
S50.12.12
S54.8.26
H17.2.25
H17.12.9

16.09
33.51
6.4

６） その他の公園
八重瀬町には都市公園の他に 24 箇所、約 5.2ha（東風平地区 10 箇所：1.7ha、具
志頭地区 14 箇所：3.6ha）が整備されている。また、自然公園地域である「沖縄戦跡
国定公園（541.0ha）」が指定されている。
■ 八重瀬町のその他の公園
旧東風平町
公園名
上田原農村公園
宜次農村公園
小城農村公園
志多伯農村公園
高良農村公園
当銘農村公園
友寄農村公園
その他の公園
富盛農村公園
外間農村公園
世名城農村公園

旧具志頭村

面積（ha）
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1

公園名
面積（ha）
具志頭運動公園
1.8
みなとがわ公園
0.2
0.2
みなとがわ緑地公園
安里農村公園
0.1
座嘉武井公園
0.1
具志頭農村公園
0.2
後原農村公園
0.1
仲座農村公園
0.1
長毛農村公園
0.1
玻名城農村公園
0.1
港川農村公園
0.2
新城農村公園
0.2
大頓農村公園
0.04
与座農村公園
0.1
小計
10箇所
1.7ha
14箇所
3.6ha
24箇所
合計
5.2ha
一人当たり公園面積（㎡／人）（都市公園（供用面積）+その他の公園）
8.5
※一人当たり公園面積の人口は平成17年国勢調査
※その他の公園については計画面積
沖縄戦跡国定公園（海域を含む）
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541.0ha
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２．上位関連計画の整理
（１） 新町建設計画
１） 将来像
「大地の活力とうまんちゅの魂が造り出す自然共生の清らまち」

２） 計画の期間
平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間

３） 将来人口
平成 27 年・・・28,700 人

平成 32 年・・・29,900 人

４） 計画策定の基本方針
① 新町の基本方針を定めるに当っては、将来を見据えた長期的な視野に立つものとしま
す。
② 公共的施設の整備と適正配置については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十
分配慮し、地域バランス、さらに財政事情を考慮しながら逐次実施していくものとし
ます。
③ 財政計画については、地方交付税、国や県の補助金、合併特例債等の依存財源を過大
に見積もることなく、新町において健全な財政運営が行われるよう十分留意して策定
するものとします。
④ ハード・ソフト両面の施策・事業に配慮するものとします。

５） 基本理念
① 活気とうるおいのある豊かなまち
② 清らかな水と緑のあるまち
③ ふれあいと優しい心が育つまち
④ 町民と行政の協働でつくるまち

６） 基本方針
① 魅力と活力を創出する産業のまちづくり
② 調和のとれたうるおいのある安全・安心のまちづくり
③ 自然と人が共生する環境にやさしいまちづくり
④ 人と人の結いとやさしさが支えるふれあいのまちづくり
⑤ 夢と未来を開く心豊かなまちづくり
⑥ 個性ある町民主役の協働のまちづくり
⑦ 効率的な行財政基盤を確立するまちづくり
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７） 施策方向
魅力と活力を創出する産業のまちづくり
・農業の振興
・水産業の振興

・商工業の振興

・観光の振興

調和のとれたうるおいのある安全・安心のまちづくり
・市街地及び集落整備
・交通体系の整備
・住宅、生活環境の整備
・上下水道の整備
・地域安全、防災体制の整備
・情報通信基盤の整備
自然と人が共生する環境にやさしいまちづくり
・循環型社会の構築
・自然環境の保全
人と人の結いとやさしさが支えるふれあいのまちづくり
・健康づくりの推進
・高齢者福祉の充実
・子育て支援
・障害者福祉の充実
・地域福祉の推進
夢と未来を開く心豊かなまちづくり
・就学前教育の充実
・学校教育の充実
・平和教育の推進
・生涯教育、社会教育の充実
・スポーツの振興
・文化、芸術の振興と歴史、文化資源の継承
・交流と連携の推進
個性ある町民主役の協働のまちづくり
・町民協働のまちづくりの推進・男女共同参画社会の形成・コミュニティの形成
効率的な行財政基盤を確立するまちづくり
・効率的な行政組織
・財政運営の効率化

８） 地域別整備の方針
町域を「八重瀬町・玄関口ゾーン」「プラザ・公園市街地ゾーン」「『歴史のみち』田
園・丘陵ゾーン」「福木・にぎわいゾーン」「歴史観光・海岸ゾーン」の 5 つの地域に分
け、それぞれの地域整備方針を設定する。

- 114 -

（２） 第一次八重瀬町総合計画
１） 将来像
「大地の活力とうまんちゅの魂が造り出す自然共生の清らまち」

２） 計画の期間
平成 21 年度から平成 30 年度までの 10 年間

３） 将来人口
平成 30 年・・・30,000 人

４） 基本目標
１．活気とうるおいのある豊かなまち
２．自然と共生した、安全・安心なまち
３．結いの心で支えあう健康・福祉のまち
４．いのちを育む教育文化のまち
５．共に考え行動する協働のまち
６．財政基盤の安定した自立的なまち

５） 基本目標の達成に向けた施策の方針
産業の振興による魅力と活力あるまちづくり
・農業の振興
・水産業の振興
・商工業の振興
・観光・レクリエーションの振興
・雇用対策の強化
調和のとれた安全・安心なまちづくり
・市街地及び集落整備
・上下水道の整備

・交通体系の整備

・住宅・生活環境の整備

・地域安全・防災・防火体制の整備

・情報通信基盤の整備

人と自然が共生する環境にやさしいまちづくり
・循環型社会の構築
・自然環境・生活環境の保全
結いの心で支え合うふれあいのまちづくり
・健康づくりの推進 ・食育の推進 ・高齢者福祉の充実 ・子育て支援の推進
・障がい者福祉の充実 ・母子・父子、寡婦福祉の充実 ・地域福祉の推進
夢と未来を拓く心豊かなまちづくり
・家庭教育・幼児教育の充実
・学校教育の充実
・平和教育の推進
・生涯学習の充実・人材育成の推進
・スポーツ・レクリエーションの振興
・文化・芸術の振興と歴史・文化資源の継承
・交流と連携の推進
協働の心でつくる町民が主役のまちづくり
・協働のまちづくりの推進・男女共同参画社会の形成・コミュニティの活動の強化
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情報の共有による開かれたまちづくり
・情報伝達・共有の仕組みづくり

・対話によるまちづくりの推進

健全な行財政基盤を確立するまちづくり
・効率的な行政運営
・効率的な財政運営

６） 土地利用に関する基本的な課題
① 旧東風平町の地域は那覇広域都市計画区域で、旧具志頭村の地域は都市計画区域外
となっており、一つの行政区域の中で異なる土地利用規制となっている。
② 都市計画制度を知らない町民が大多数である。
③ 町民に対して都市計画制度の周知を図るとともに、都市計画区域編入について検討
する必要がある。
④ 墓地のあり方についての検討が必要である。

７） 土地利用の基本方向
八重瀬町は、本島南部に位置しており、市街地、集落、農地、森林、海岸域など多様な
土地利用が図られています。将来にわたって、まちの振興・発展となる町土の利用にあた
っては、自然環境の保全、地域の歴史的・文化的条件、社会・経済的条件などに配慮した
秩序ある開発に努めるものとします。
また、土地利用に関する関係法（国土利用計画法／国土利用計画、都市計画法／都市計
画マスタープラン・みどりの基本計画、農業振興地域の整備に関する法律／農業振興地域
整備計画、森林法／森林計画、自然公園法）などとの整合を図り、計画的な規制・誘導の
適正な土地利用を図っていきます。
・

自然環境の保全

・

農地の保全と有効利用

・

秩序ある土地利用

・

レクリエーションゾーンの整備

・

土地利用の検討
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（３） 第一次八重瀬町国土利用計画
１） 計画期間
目標年次：平成３０年度

２） 将来人口
将来人口：30,000 人

３） 基本理念及び基本方針
町土は限りある資源であり、将来にわたりまちの振興・発展の基盤となるかけがえのない
財産である。その利用にあたっては、公共の福祉を優先し、自然環境の保全、地域の歴史
的・文化的条件、社会・経済条件、広域的条件などに配慮し、健康で文化的な生活環境の確
保と地域性豊かな町土の均衡ある発展を基本理念として、本町の将来像である『大地の活力
とうまんちゅの魂が創り出す自然共生の清らまち』の実現に向けて、総合的かつ計画的に
行われることが重要である。
■基本方針
① 良好な田園・自然景観や歴史的・文化的景観の保全等、本町の自然的・社会的条件等
を踏まえた個性ある景観の保全・形成に努める。また、新市街地においても良好な景
観形成に努める。
② 農業的土地利用については、生産の場であるとともに、身近な自然的環境要素として
重要な農業環境の保全・育成のため、優良農地の保全・整備とその高度利用に努める。
また、耕作放棄地については適切な利用を図る。
③ 田園環境と都市環境の調和に配慮する中で、地域経済活動の円滑化と住民生活の安全
性・快適性・利便性の確保に努める。
④ 土地利用の転換については、土地利用は一度転換してしまうと容易に元に戻すことが
できないことや、自然環境や景観に影響を与えることから、土地利用に関わる各種計
画との整合を図り、適正且つ計画的な規制・誘導を図る。
⑤ 人間活動と自然とが調和した物質循環の維持、都市的土地利用に当たっての自然環
境への配慮、水循環との調和、緑地、水面等による環境負荷の低減、原生的な自然
地域を核として生態的なまとまりを考慮したエコロジカル・ネットワークによる自
然環境の保全・再生・創出など、循環と共生を重視した循環型社会の構築に資する
町土利用を図る。
⑥ 土地区画整理区域により新たに形成されつつある市街地においては、広域的な立地
条件を生かすとともに、本町の中心として、都市機能の集積や良好な居住環境の創
出等、住民の生活利便性の向上に資する土地利用を図り、計画的な市街化を促進す
る。

４） 地域類型別の町土利用の基本方向
ア

市街地地域

イ

田園地域
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ウ

自然・レクリエーション地域

５） 利用区分別の町土利用の基本方向
ア 農用地
イ 森林
ウ 原野
エ 水面・河川・水路
オ 道路
カ 宅地（住宅地、工業地、その他の宅地）
キ その他（公用・公共用施設、レクリエーション用地、採石場、墓地、廃棄物処
理施設用地）
ク 低未利用地
ケ 海岸域

６） 地域別の概要
■東風平北部地域
○ 農用地については、本地域の全域が市街化調整区域及び農業振興地域となってい
る。地域の西側から南側の農用地区域はほ場整備により基盤が整った農地が広がっ
ており、生産性の高い優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地については、遊
休農地対策のため耕作放棄地対策事業等の活用・農地の利用集積を図る事業の創設
等を進め、その有効利用を促進する。
○ 森林については、地域南側の斜面地付近においては、まとまった緑地がみられるこ
とから、丘陵地や斜面地の無秩序な開発を抑制することとあわせて、積極的にその
保全に努める。
○ 河川について、本地域内を流れる長堂川・饒波川においては、河川沿いで増水時に
冠水等も発生することから、災害防止に向けた総合的な治水対策が求められてい
る。今後とも、関係機関と連携し、増水時に対応可能な河川改修等に加え、堆積物
除去などの河川管理を図るとともに、その原因となる耕土の流出防止対策、家畜排
せつ物に関する法律の適切な運用、市街地の保水能力向上などに努める。
○ また、饒波川河岸においては、一部区間で桜並木や護岸法面等の緑化が進められる
など、親水性に配慮した整備が行われていることから、潤いのある水辺環境の創出
に努める。
○ 道路については、広域交通の利便向上を図るため、国道 507 号、県道東風平・豊見
城線の整備を促進する。
○ 宅地については、本地域が県都那覇市に近い立地条件にあることから、住宅等とい
った都市的土地利用の需要が高く、昭和 50 年前後から国道 507 号沿道を中心に民
間開発による住宅団地開発等が進められるなど都市化の進展がみられる。これらの
開発住宅団地一帯については、周辺地域における適切な宅地化誘導・計画的な面整
備の導入と併せ、市街化区域編入を検討していくものとし、良好な居住環境創出に
向けた秩序ある住宅地の形成に努めるものとする。また、今後は、緑の創出や良好
な居住環境の保全、住宅地景観の創出など住宅地の質的向上が求められる。
○ さらに、地域の北端部である那覇空港自動車道周辺については、南風原南インタ
ーチェンジの整備に伴う流通業務地としてのポテンシャルを活かし、工業地等の
適正誘導を図るものとする。
○ その他については、地域の憩いの場として長田門原公園の積極的な整備を推進して
いくものとする。また、南部家畜市場の跡地における土地利用の方向性についても
関係機関と協議し、地域の活性化に資するような施設の誘致を検討する。

■東風平東部地域
○ 農用地については、既成市街地の周囲にはほ場整備された優良農地が広がってお
り、市街地をとりまく良好な田園風景を形成している。今後は、優良農地の保全を
図るとともに、遊休農地対策のため耕作放棄地対策事業等の活用・農地の利用集積
を図る事業の創設等を進め、その有効利用を促進する。
○ 森林については、既成市街地東側や既成市街地内に貴重な緑地が僅かに残ってお
り、市街地一帯の貴重な緑地空間として公園整備を進めるとともに、周辺の植生に
ついては積極的に保全・育成に努める。
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○ 河川については、本地域を流れる報得川の整備について関係機関と連携し、堆積物
除去などの河川管理に努め、その原因となる耕土の流出防止対策、家畜排せつ物に
関する法律の適切な運用等、また台風や集中豪雨による流域の災害の防止や安全性
の向上を図るなどの総合的な治水対策に努める。また、親水性に配慮した河川環境
づくりに努めるとともに、水質向上を促進していくものとする。
○ 道路については、主要交差点の慢性的な交通渋滞が発生していることから、ネット
ワークの形成を含めた道路整備の充実が求められており、国道 507 号の拡幅整備を
促進するとともに、主要地方道糸満与那原線の整備等、国・県等との連携のもと、
主要道路における円滑な交通を支える道路ネットワーク整備を図るものとする。さ
らに、町道については、土地区画整理地内の道路新設を推進するとともに、幹線道
路と連結する町道整備に努めるものとする。
宅地については、本地域の大半が市街化区域に指定されており、近隣商業地域、準住
居地域、第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、第一種低層住居専用地域の
用途指定がなされている。地域内には既成市街地がみられるとともに、伊覇・屋宜
原地区土地区画整理事業による新たな市街地形成が進みつつある。
○ 土地区画整理事業による新たな市街地においては、道路、公園、下水道等の都市施
設の整備を図り、新たな宅地需要を受け止めていくとともに、地区計画の適正な運
用により良好な市街地形成を図るものとする。また、南北軸である国道 507 号、東
西軸である主要地方道糸満与那原線の結節点であることから、広域的な拠点として
利便性の向上が期待される地域であり、国道 507 号の整備に伴い、その沿道地域並
びに、土地区画整理地区内において町民生活の利便性の向上に資する商業・業務施
設等の集積を図る。そうした中、タウンセンターゾーンにおいては、本町の新たな
顔として位置づけ、今後、新庁舎の位置について検討し、広域的な拠点としての利
便向上と、中心市街地としての整備を促進する。
○ 既成市街地については町役場（東風平庁舎）をはじめ各種公共施設が集積してお
り、幹線道路沿いには商業施設が立地するなど中心地区を形成している。一方で既
成市街地内においては、道路改良が求められている状況がみられることから、道路
改良等を進める中で、居住環境の向上に努める。
○ その他については、整備が進められている東風平運動公園の施設拡充を推進する。

■東風平西部地域
○ 農用地については、地域の北側は、ほ場整備された優良農地が広がっており、南側
には集落のまとまりがみられるなど、農用地の区域と集落域の区域が明確に区分さ
れていることが特徴となっている。優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の
流動化対策等を進め、その有効利用を促進する。
○ 森林については、西部プラザ公園周辺一帯においては、貴重な植生がみられること
から、自然資源を活かした公園整備に努めるとともに、周辺の植生については積極
的に保全・育成に努める。
○ 道路については、安全性・快適性に配慮した県道整備を促進するとともに、町道・
農道の改良等を推進する。
○ 宅地については、集落が、小丘緑地を背後に持つ旧集落の形態を残した良好な居住
地となっており、拝所や石垣、屋敷林等もみられるなど、良好な田園集落景観を構
築している。しかし、農業従事者やその分家家族を対象とした宅地の創出が求めら
れており、都市計画等の協議を踏まえた非農用地区画の確保が進められている。そ
うした一方で、集落内に農地や雑種地等もみられ、秩序ある土地利用に向けた取り
組みが求められる状況にあり、住宅需要に対しては、集落及び集落外縁部の農地・
原野等からの転換を基本とし、必要な用地の確保を図るとともに、小城地区におい
て計画的に確保が図られる非農用地での住宅地形成を促進する。
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○ 集落内や小丘には、拝所等の史跡が残されており、祭りや行事等に使われている。
また、井戸や湧泉もみられるが、その多くが未利用のため枯渇しつつあり、農業用
水等への活用を図る中で積極的に保全していくことが求められている。
○ その他については、現在、西部プラザ公園の整備が進められており、テミグラグス
クや志多伯遺跡や湧水を活かした憩いの場の形成が図られつつある。

■東風平南部地域
○ 農用地については、本地域の平地部分のほとんどが農用地の広がる田園地帯となっ
ており、農業生産基盤整備におけるほ場整備もほぼ完了するなど、島尻地域の主要
な農業生産地域となっている。優良農地については、その保全に努めるとともに農
地の有効利用やかんがい施設等を整備することにより生産性の向上を図る。なお、
八重瀬岳周辺の農用地については、近接するレクリエーション機能の拡充に向け、
ふれあい農園や体験農業の場としての活用を図るものとする。また、耕作放棄地に
ついては遊休農地対策のため耕作放棄地対策事業等の活用・農地の利用集積を図る
事業の創設等を進め、その有効利用を促進する。
○ 森林については、八重瀬岳は、沖縄本島南部で与座岳と並ぶ高所の台地にあり、そ
の先端部の北側崖下に城跡もみられる。八重瀬岳一帯は、沖縄戦跡国定公園（一部
特別地域）にも指定されており、眺望的にも優れていることから、内外のレクリエ
ーション・リゾート地域として期待されており、八重瀬公園の拡充に向けた取り組
みを検討していくものとする。併せて、自然環境への影響に充分配慮を図りつつ、
周辺一帯のレクリエーション機能の拡充を促進する。
○ 河川については、本地域を流れる報得川においては、増水時に冠水等も発生するこ
とから、関係機関と連携し、河川拡幅や堆積物除去などの河川管理を図るととも
に、その原因となる耕土の流出防止対策、家畜排せつ物に関する法律の適切な運用
等、総合的な治水対策に努める。また、親水性に配慮した河川環境づくりに努める
とともに、水質向上を促進していくものとする。
○ 道路については、国道 507 号の改良整備を促進し、主要道路における円滑な交通を
支える道路ネットワーク整備を図るものとする。
○ 宅地については、高良集落が小さくまとまっているのに対し、富盛・世名城両集落
は比較的人口規模が大きく、農業従事者やその分家家族を対象とした宅地の創出が
求められている。そうした中、富盛集落においては、富盛田園土地区画整理事業に
より新たな宅地の形成が進んでおり、集落地区計画のもと良好な居住環境の創出に
努める。また、世名城においては、都市計画等の協議を踏まえた非農用地区域の確
保が図られているが、一般の宅地需要に対応できないこと等の理由により、住宅の
整備が進んでいない状況にあり、積極的な住宅地形成を促進する。
○ その他については、採石場において大規模な地形改変が進んでいることから、災害
防止・転落防止等の安全対策の徹底に努めるとともに、自然環境や景観に配慮しつ
つ、採掘後の跡地利用を視野に入れた効果的・効率的な採掘誘導に努めるものとす
る。また、採石場の周辺一帯には八重瀬岳やゴルフ場も立地していることから、レ
クリエーション地域の形成に資する土地利用への転換が望まれている。
■具志頭北部地域
○ 農用地については、本地域においては養豚・肉用牛・花き栽培等が営まれているが
散居集落を含むため、農業基盤整備が遅れている地域である。優良農地について
は、その保全に努めるとともに農地の有効利用やかんがい施設等を整備することに
より生産性の向上を図る。
○ 森林については、新城集落を囲むようにリュウキュウマツ群落等からなるまとまっ
た緑地がみられることから、その積極的保全を図る。特に新城集落東南部の緑地に
は、新城グスク跡の史跡等もみられることからも森林の積極的な保全・育成に努め
る。
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○ 河川については、本地域を流れる雄樋川、横手川においては、関係機関と連携し、
堆積物除去などの河川管理を図るとともに、その原因となる耕土の流出防止対策、
家畜排せつ物に関する法律の適切な運用等、総合的な治水対策に努める。また、親
水性に配慮した河川環境づくりに努めるとともに、水質向上を促進していくものと
する。
○ 道路については、地域に隣接する広域的な観光拠点へのアクセスルートである県道
131 号線、通学路としても利用されている県道 52 号線の拡幅により安全性・快適
性に配慮した県道の整備を促進するとともに、町道・農道等の整備を推進する。
○ 宅地については、後原集落は、散居型の集落であり、畜舎と住宅が混在しており、
ムイ

生活環境の改善が求められている。また、新城集落は背後にクサティ森を有した伝
統的な集落形態をしており、良好な集落環境の保全が望まれる。また、宅地需要に
対しては、集落内及び集落外縁部、幹線道路沿いの農地・原野等からの転換によ
り、必要な用地の確保を図るものとする。加えて、集落域については、良好な田園
景観の保全に配慮しつつ、生活関連施設の整備に努める。
○ その他については、新城集落東南部は、遺跡が多く分布しており、隣接する広域的
な観光拠点と併せて、地域文化の振興を含めた観光レクリエーション資源としての
整備を検討する。
■具志頭東部地域
○ 農用地については、本地域の北東部は、ほ場整備が完了した優良農地が広がる田園
地帯となっており、その保全に努めるとともに農地の有効利用やかんがい施設等を
整備することにより生産性の向上を図る必要がある。
○ 森林については、地域の南側に、良好な自然環境を有する海岸段丘等があり、沖縄
戦跡国定公園（一部特別地域）に指定されている。そのうち、具志頭西部地域の
多々名グスク跡から具志頭城址にかけてまとまった緑地がみられ、それらの緑地に
おいては、歴史資源を有することからも森林の積極的な保全・育成に努める。
○ 河川については、本地域を流れる雄樋川や白水川においては、堆積物除去などの河
川管理を図るとともに、その原因となる耕土の流出防止対策、家畜排せつ物に関す
る法律の適切な運用等、総合的な治水対策に努める。また、親水性に配慮した河川
環境づくりに努めるとともに、水質向上を促進していくものとする。特に、白水川
水系の汚染を改善していくための農地保全対策等を強化していくことが求められ
る。
○ 道路については、県道 17 号線の拡幅により安全性・快適性に配慮した県道の整備
を促進するとともに、町道・農道等の整備を推進する。
○ 宅地については、本地域は具志頭地域の都市機能が集積している地域であり、町役
場（本庁舎）や郵便局、向陽高校などの公共公益施設が立地しており、国道 331 号
沿道に宅地及び事務所等が分布する。本地域西側に位置する具志頭集落は旧具志頭
村の中心集落であるが、集落内は道路が狭隘であり、居住環境の改善が求められ
る。ただし、拝所、史跡、石垣や屋敷林等、伝統的な集落景観に配慮する。港川集
落は、雄樋川河口に位置する漁村集落であり、漁村特有の過密な集落形態となって
おり、今後、居住環境の改善が求められる。宅地需要に対しては、集落内及び集落
外縁部、幹線道路沿いの農地・原野等からの転換により、必要な用地の確保を図る
ものとする。加えて、集落域については、良好な田園景観の保全に配慮しつつ、生
活関連施設の整備に努める。
○ その他については、港川フィッシャー遺跡、具志頭城址等を地域文化の振興を含め
た観光レクリエーション資源として整備を検討する。その際、カサノリ等の生育環
境への影響を十分考慮するなど、自然環境との調和を図るものとする。
○ 沿岸部においては、漁業生産の場を確保するために漁業環境の保全を図るととも
に、漁場利用の促進を図る。海岸部においては沖縄戦跡国定公園（一部特別地域）
にも指定されている雄大な海蝕崖が続いており、その良好な自然景観を保全し、海
浜部分においては、海水浴場としての活用を促進する。
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■具志頭西部地域
○ 農用地については、本地域の平地部分のほとんどが農用地の広がる田園地帯となっ
ている。農業生産基盤整備におけるほ場整備もほぼ完了するなど、島尻地域の主要
な農業生産地域となっており、生産性の高い優良農地の保全を図るとともに、生産
性の向上に努める。また、耕作放棄地については遊休農地対策のため耕作放棄地対
策事業等の活用・農地の利用集積を図る事業の創設等を進め、その有効利用を促進
する。慶座周辺の農用地については、ふれあい農園や体験農業の場としての活用を
検討する。
○ 森林及び海岸部については、本地域には、良好な自然環境を有する海岸段丘等があ
り、沖縄戦跡国定公園（一部特別地域）にも指定されている。その海岸段丘等にお
いては、具志頭東部地域の具志頭城址から多々名グスク跡にかけてまとまった緑地
がみられ、それらの緑地においては、歴史資源を有することからも森林の積極的な
保全・育成に努める。また、その他の森林についても、優良農地の確保との整合性
に配慮しながら、保全に努める。
○ 道路については、国道 331 号及び国道 507 号の改良整備を促進し、主要道路にお
ける円滑な交通を支える道路ネットワーク整備を図るものとする。
○ 宅地については、玻名城、安里、与座及び仲座の集落は、国道 331 号沿いに連担し
ており、集落内は碁盤目状に道路が配置されている。また、大頓の集落について
は、散居型の集落となっている。玻名城、安里、与座及び仲座の一体的な集落につ
いては、比較的良好な居住環境を有しており、拝所、史跡、石垣や屋敷林等、伝統
的な集落景観を有していることから、その保全に努める。新たな宅地需要に対して
は、集落内及び集落外縁部、幹線道路沿いの農地・原野等からの転換により、必要
な用地の確保を図るものとする。
○ その他については、多々名グスク跡を地域文化の振興を含めた観光レクリエーショ
ン資源としての整備を検討する。その際、カサノリ等の生育環境への影響を十分考
ギーザ

慮するなど、自然環境との調和を図るものとする。また、慶座バンタから雄大な海
蝕崖が眺められることから、その良好な自然環境を保全する。また、住民の憩いの
場として、公園等の整備を図る。
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（４） 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」
１） 共通理念
「我した島沖縄の特色あるまちづくり」

２） 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

３） 都市計画区域の範囲及び規模
那覇広域都市計画区域の範囲は、那覇市、浦添市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、西原
町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村の全域及び八重瀬町の一部（東風平地域）と
なっている。
なお、八重瀬町具志頭地域については、今後の動向を踏まえ、関係する自治体と調整を
図った上で、那覇広域都市計画区域への編入等、都市の一体性を勘案して適切に対処する
こととします。

４） 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、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。

５） 都市計画の目標
■ 都市の将来像
① 誰もが安心して暮らせるにぎわいのある都市圏
② 地域独自のものに誇りをもち、その心が発信できる都市圏
③ 多様な生活様式が可能な都市圏
④ 世界に開く広域交流都市圏
⑤ 連携と交流が盛んな活気あふれる都市圏
⑥ 環境にやさしい循環型・低炭素型都市圏
⑦ 知的交流が盛んな情報先進都市圏
⑧ 観光・コンベンション・ショッピングで魅力ある都市圏

６） 都市づくりについて
⑤ 基本方針
i

地域の歴史・自然・文化をいかし、住民主体の都市づくり

ii

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

iii 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
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⑥ 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
■ 多様な住まい方が実現する都市圏づくり
本区域では、都市の利便性、効率性を享受するまちなか居住や、豊見城市や西原町な
どにおける市街地郊外部の閑静な住宅地、糸満市や八重瀬町、中城村における豊かな自
然環境をもつ農村地域で暮らす田園居住等、多様な住まいの空間を提供し、それぞれの
交流が促進される都市圏づくりを推進します。

⑦ 将来都市構造
優良農地が広がる糸満市、八重瀬町、南風原町は、農林業と調和する田園空間を創出
し、与那原町、西原町、中城村及び北中城村を経て中部都市圏に至る東海岸は、豊かな
骨格の緑を保全しつつリゾート性を高めた自然環境と共生する空間の形成を促進するも
のとします。

７） 主要な都市計画の決定方針
① 市街地における建築物の密度構成に関する方針
那覇市の首里一帯、宜野湾市の嘉数一帯、北中城村、西原町、南風原町、八重瀬町等
の既成市街地は、低密度住宅地として居住環境の維持改善に努めます。

② 市街化調整区域の土地利用の方針
■ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針
糸満市真栄里から摩文仁、八重瀬岳にわたる沖縄戦跡国定公園として指定された地域
については、良好な自然環境の保全を図り、特に海岸線については、その保全と適正利
用に努めます。また、その他の地域であっても、森林、河川等の良好な自然環境は積極
的に保全を図ります。
■ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針
市街化調整区域における都市的土地利用にあたっては、市町村の国土利用計画や農業
振興計画等と整合を図るとともに、農業生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう
地域の実状に応じた市街化調整区域における地区計画制度等の活用により既存集落の地
域コミュニティを維持し、計画的かつ適正な土地利用に努めます。併せて、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、良好な環境形成に努めます。
特に、郊外部における豊かな自然を活かした快適な居住環境の確保と活力ある地域づ
くりの推進、都市機能の享受を可能にする連携、交流の強化が求められており、既存集
落内においては、自然環境と調和し、地域活力の維持に資する都市的土地利用の集約化
を推進します。
また、市街化調整区域における産業の振興、居住環境の改善その他都市機能の維持又
は増進に著しく寄与する開発についても、市街化調整区域が市街化を抑制する区域であ
ることから、地区計画等の活用により、いたずらに開発や市街化を促進することのない
よう十分に配慮します。
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８） 施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
① 主要な施設の配置の方針
■ 幹線道路
国道 331 号の整備を促進するとともに、国道 507 号、真地久茂地線、南風原中央線、
豊見城中央線、糸満与那原線等の幹線道路整備を推進し、都市内交通の円滑化を図りま
す。

９） 下水道及び河川に関する都市計画の決定の方針
① 主要な施設の配置の方針
■ 下水道
糸満市の単独公共下水道における処理施設と管渠の整備を促進するとともに、八重瀬
町における公共下水道整備の検討を進めます。

１０） 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
既成市街地内の農地及び遊休農地については、土地区画整理区域の導入、公的機関によ
る住宅建設等、土地の有効利用を促進するとともに、市街化が進行している地域におい
ては、生活環境の向上に資する質の高い宅地供給を促進し、市街地の拡大が進む那覇市
周辺地域については、地域商業拠点としての機能を併せ持つ良好な住宅市街地の形成を
促進します。併せて、健全な市街地の形成に資するよう、民間開発の適切な誘導に努め
ます。

１１） 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
■ 景観形成系統
ハンタ（高所の端、断崖絶壁）の丘や石灰岩の斜面と河川、入江や湿地やサンゴ礁な
ど地形の骨格上にある緑地は保全を図ります。
また、これらを見渡せる台地上部や海岸先端部の緑地は、展望公園として整備を図る
とともに、首里、浦添、中城等の城跡緑地や平和祈念公園等の台地端部の公園は、機能
維持に努め、豊見城城跡、八重瀬岳一帯等は、その公園化を検討します。
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（５）

第４次沖縄県国土利用計画

（平成 21 年 3 月 31 日）

１） 計画期間
基準年次・・・平成 16 年
目標年次・・・平成 29 年

２） 目標人口
目標人口・・・142.8 万人

３） 地区別概要
地域の区分は、本県における自然的、経済的及び社会的条件を勘案し、沖縄振興計画の
圏域区分に即して、次の５区分とする。
地区区分
北部地域
中部地域

構成市町村
国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、名護市、恩納
村、宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
うるま市、沖縄市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中
城村、宜野湾市、西原町
浦添市、那覇市、豊見城市、糸満市、八重瀬町、南城市、与那

南部地域

原町、南風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡
名喜村、南大東村、北大東村

宮古地域
八重山地域

宮古島市、多良間村
石垣市、竹富町、与那国町

４） 地区別概要（南部地域）
南部地域は、沖縄本島南部及び慶良間諸島、久米島、渡名喜島、粟国島、南・北大東島
等の離島からなり、県土の 16.3 パーセント(371 平方キロメートル)を占める。この地域
のうち、沖縄本島南部は丘陵・台地、離島は山地・丘陵又は台地・段丘等と様々な地形か
らなり、多様な地域性を有している。さらに、離島においては、排他的経済水域の保全等
の面で重要な役割を担っている。
この地域のうち、都市部においては、戦後の無秩序な形成により過密化が進んだ市街地
の再編・再整備を推進するとともに、人口の集中から生じる交通混雑や環境問題等様々な
都市問題に対処する必要がある。
また、今後は、物流を始めとする国際交流拠点の形成、これらへのアクセス道路、情報
通信基盤の整備等も総合的に推進し、居住環境の向上及び都市機能の強化を図ることが期
待される。
次に、農漁村及び離島地域においては、都市地域との交流・連携を促進し、都市機能の
享受を可能にするとともに、豊かな自然環境の保全を図りながら、それを活用しつつ、多
様なニーズに対応した農林水産業の展開、余暇需要に対応する観光・リゾート地域の形成、
快適な居住環境の整備等、地域特性を生かした活力ある地域づくりを行うことが期待され
る。
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今後、この地域においては、駐留軍用地跡地利用を視野に入れながら、空港及び港湾の
機能強化、各地域間の交流・連携の強化を促進する道路等を含めた総合的な交通体系の整
備、都市機能の再編・再整備、物流や国際交流の拠点形成のための整備、農林水産業振興
のための基盤整備、公園・緑地、環境衛生施設、厚生福祉施設等の公用・公共用施設の整
備、グリーンツーリズム、ブルーツーリズム等の体験・滞在型観光を促進するための観
光・リゾート施設及びレクリエーション施設の整備等が見込まれるが、これらの実施に当
たっては、豊かな自然環境を保全し、防災、景観等にも配慮した上で、適正な土地利用を
図る必要がある。

ア） 農用地については、原野、耕作放棄地からの転換により増加するものの、道路、宅
地、水面・河川・水路等への転換が見込まれるため、およそ 24 ヘクタール減少し、
8,880 ヘクタール程度となる。

イ） 森林については、宅地、道路等への転換が見込まれ、およそ 169 ヘクタール減少し、
8,671 ヘクタール程度となる。

ウ） 原野については、道路、農用地等への転換が見込まれ、およそ 44 ヘクタール減少
し、8 ヘクタール程度となる。

エ） 水面・河川・水路については、ダムの建設、農業生産基盤の整備等が見込まれ、お
よそ 89 ヘクタール増加し、628 ヘクタール程度となる。

オ） 道路については、高規格幹線道路、一般道路、農道及び林道の整備が見込まれ、お
よそ 527 ヘクタール増加し、3,280 ヘクタール程度となる。

カ） 宅地については、人口及び世帯数の増加に伴う住宅地の増加や工業用地、事務所・
店舗用地の増加が見込まれ、およそ 496 ヘクタール増加し、5,783 ヘクタール程
度となる。

キ） その他については、空港、港湾等の公用・公共用施設用地等が増加するものの、農
用地、宅地、道路等への転換による減少が見込まれ、9,927 ヘクタール程度となる。
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（６）

第３回沖縄本島中南部都市圏パーソントリップ調査報告書（平成２０年度）

１） 都市交通マスタープランの基本理念
都市交通マスタープランの基本理念として「環境」「振興」「安心」の 3 つに注目し、
基本方針として「環境・振興・安心の 3 つが調和・持続する都市圏の構築」を掲げる

【環境】
本都市圏は自動車への依存が高く、全国一の車の増加率や、公共交通の低迷など
を抱えている。
次世代のために都市圏全体の交通環境の改善に責任をもって取り組むことは重要
なテーマ
■ 公共交通利用の促進（車からの転換）による環境改善
■ 道路交通円滑化（渋滞緩和）による環境改善
○ 目標
Ⅰ将来の公共交通利用率を 10％まで増加させることを目指す。
Ⅱ将来の自動車率を現況の約 69％から約 62％へと約 1 割削減することを目指
す。

【振興】
沖縄の自立振興において、「新たな基地跡地利用による振興」、「地域の振
興」、「観光による振興」などを支える交通システムの展開は最も挑むべきテーマ
■ 公共交通、道路交通のモビリティ（移動性）を高めることによる振興
■ 都市圏の拠点機能の育成や強化を支える交通システムの展開による振興
■ 観光交通の魅力を高めることによる振興
○ 目標
Ⅰ公共交通や自動車による移動時間を現況より 20％短縮することを目指す。
Ⅱ将来の公共交通利用率を 10％まで増加させることを目指す。

【安心】
少子高齢化社会に向けて、子供からお年寄りまでの全ての人々や、来訪する人々
が都市圏で活動するうえで、安全・安心な社会を構築することは最も基本となるテ
ーマ
■ 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、安心を実現
■ 道路整備の推進による交通事故等の削減を図る。
○ 目標
Ⅰ道路の役割に応じた整備を進めることで、通過交通を可能な限り地域への道路
へ流入させない事を目指す。
Ⅱ道路整備の推進によって救急搬送エリアの拡大を目指す。
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２） 幹線道路ネットワークの設定
① 連結の原則
(ア) 主要幹線道路で連結されていない隣接市町村間を連結する。
(イ) 歴史・文化・観光拠点、研究機関、救急医療施設を連結する。
(ウ) 主要幹線道路相互を連結する。

② 配置の原則
(エ) 都心部の商業地は、500ｍ間隔に配置：主に那覇市、沖縄市を検討の対象
(オ) 住居地域、工業地域においては、1,000ｍ間隔に配置：各市町村を検討の対象
(カ) 主要幹線道路として新たに整備される道路の旧道部は、幹線道路として設定：国
道 58 号、国道 329 号、国道 330 号の旧道部に適用

③ 各道路に期待される機能
図面上

期待される機能

道路番号

【関連する拠点】

24

地域拠点相互を連結する
【地域拠点：南風原、八重瀬、東風平】
24-1

地域拠点間を連結する
地域拠点、沿道地域から那覇空港自動車道への流入出する交通を円滑に
処理する
救急医療施設への円滑な移動を支援する
【地域拠点：南風原、東風平】

24-2

地域拠点相互を連結する
【地域拠点：八重瀬、東風平】

25

地域拠点相互を連結する
【地域拠点：糸満、与那原、東風平、大里】
25-2

地域拠点相互を連結する
【地域拠点：東風平、大里】

25-3

地域拠点相互を連結する
【地域拠点：糸満、東風平】

27

都市拠点、地域拠点間を連結する
南部観光ゾーンの周遊性を高める
【都市拠点：那覇市

地域拠点：豊見城、糸満、南城、八重瀬、与那

原、知念、佐敷】
27-3

地域拠点相互を連結する
歴史・文化・観光拠点相互を連結し、南部観光ゾーンの周遊性を高める
救急医療施設への円滑な移動を支援する
【地域拠点：糸満、八重瀬】

27-4

地域拠点相互を連結する
南部観光ゾーンの周遊性を高める
【地域拠点：南城、八重瀬
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歴史・文化・観光拠点：玉泉洞】

■幹線道路ネットワーク案
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３．委員会関係名簿
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（議会事務局長）

8.

新垣 進

（住民環境課長）

9.

仲榮眞 弘実 （税務課長）

10. 永山 清和

（健康保険課長）
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（区画整理課長）

13. 玉城 光次
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（順不同、敬称略）
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10. 玉城 光次

（八重瀬町経済課長）
（順不同、敬称略）
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（３） 都市計画審議会名簿
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４．八重瀬町都市計画マスタープラン策定経緯
年月日

経

平成２１年
平成２２年

平成２３年

緯

八重瀬町都市計画マスタープラン基礎調査編作成
５月２４日

職員勉強会（ワークショップ）

６月１４日

第１回地域住民ワークショップ（東風平北部地域）

６月１７日

第１回地域住民ワークショップ（東風平東部地域）

６月２１日

第１回地域住民ワークショップ（東風平西部地域）

６月２４日

第１回地域住民ワークショップ（東風平南部地域）

６月２８日

第１回地域住民ワークショップ（具志頭北部地域）

７月１日

第１回地域住民ワークショップ（具志頭東部地域）

７月５日

第１回地域住民ワークショップ（具志頭西部地域）

７月８日

第２回地域住民ワークショップ（東風平北部地域）

７月１２日

第２回地域住民ワークショップ（東風平東部地域）

７月１５日

第２回地域住民ワークショップ（東風平西部地域）

７月２０日

第２回地域住民ワークショップ（東風平南部地域）

７月２２日

第２回地域住民ワークショップ（具志頭北部地域）

７月２６日

第２回地域住民ワークショップ（具志頭東部地域）

７月２９日

第２回地域住民ワークショップ（具志頭西部地域）

１１月２日

第１回庁内委員会

１１月１５日
１２月６日

第１回検討委員会
第２回庁内委員会

１２月１６日

第２回検討委員会

１２月１６日
１月４日
２月１日
２月４日

庁内関係各課との調整
庁内関係各課との調整
第３回庁内委員会
第３回検討委員会

２月７日～
２月１８日

パブリックコメント

２月７日
２月８日
２月 16 日
２月２２日
２月２３日
２月２５日
３月９日
３月２５日
３月２８日

住民説明会（八重瀬町中央公民館）
住民説明会（具志頭農村改善センター）
沖縄県都市計画モノレール課 意見照会
住民説明会（八重瀬町中央公民館）
住民説明会（具志頭農村改善センター）
八重瀬町都市計画審議会
議会説明
公告・縦覧
沖縄県都市計画モノレール課 通知
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用 語 集
参考文献：

三訂 都市計画用語事典（都市計画用語研究会編著）
まちづくりキーワード事典 第三版（三船康道+まちづくりコラボレーション著）
沖縄大百科事典（沖縄タイムス社発行）

景観用語辞典（篠原修編著）
※その他、個別に参考としたホームページ等を記載（URL は平成 22 年 3 月現在）

あ 行
沖縄県福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくり条例は平成９年３月に制定
され、平成１０年４月から全面施行されてい
る。
福祉のまちづくりに関し、県、市町村、事業
者及び県民の責務を明らかにするとともに、
基本方針を定め、これに基づく施策を総合的
かつ計画的に推進することによって県民の福
祉を増進することを目的としている。
沖縄戦跡国定公園
沖縄戦跡国定公園の区域は、糸満市摩文仁を
中心に八重瀬町の一部及びこれらの地先海域
を含めた5,059haとなっている。公園指定の趣
旨は、第二次大戦における日米両国の激戦地
として知られている本島南部の戦跡を保護す
ることにより、戦争の悲惨さ、平和の尊さを
認識し、20万余りの戦没者の霊を慰めるとと
もに、延長11キロメートルにおよぶ雄大な海
蝕崖景観の保護を目的に設けられた公園のこ
と。
屋外広告物
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に
表示されるもので、看板、立看板、はり紙、
はり札、広告塔、広告版、建物その他の工作
物等に掲出され、または表示されたもののこ
と。

か 行

路網を形成する道路のこと。通過交通の割合が高
く、重交通、広幅員、高規格の道路であることが
多い。
狭隘道路
法律上の定義はないが、行政（都道府県・市町
村）が使用する場合は主に幅員4m未満の2項道路
を指す。
クサティ森
クサティ【腰当】「信頼し、寄り添い身をまか
す」という意味。家や村は寒い北風を防ぐ丘や山
をクサティにして南面する立地が良いとされ、そ
の丘や山を「クサティ森」という。
景観計画
景観行政団体が、景観行政を進めるために定める
基本的な計画のことである。景観計画には、決め
るべき必須事項と選択事項がある。必須事項とし
ては、景観計画区域と方針、届出対象行為（条例
で追加や限定が可能）ごとの景観形成上の制限内
容（景観形成基準）等、選択事項としては、屋外
広告物の制限に関する事項、景観重要公共施設の
整備方針、占用基準等を定めることができる。ま
た、通常行われる行為については届出に対する勧
告が可能である。他方、建築物・工作物の色彩や
デザインに関する形態意匠に関わる行為について
は、条例に位置づけることで、変更命令まで可能
となる。
景観資源
景観上、重要と思われる資源（要素）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
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①国土利用に関する基本構想、②利用目的に応じ
た区分ごとの規模の目標および地域別の概要、③
②を達成するための必要な措置、を定める。

景観条例
景観づくりの理念や目標、具体的なまちづくり
の誘導や市民の意見の反映などに関し、必要な
手続きや方策等を制度的に定める条例をいう。
都道府県単位又は市町村単位で、議会の議決を
経て制定される。

さ
景観地区
特に良好な景観を形成することを目的に、都市
計画として市町村が決定する地区のことである。
建築物の形態意匠、高さ、壁面位置等について
総合的に規制することが可能となる。
景観法
都市、農山漁村等における良好な景観の形成
を図るため、良好な景観の形成に関する基本
理念及び国等の責務を定めるとともに、景観
計画の策定、景観計画区域、景観地区等にお
ける良好な景観の形成のための規制、景観整
備機構による支援等所要の措置を講ずる我が
国で初めての景観についての総合的な法律の
ことをいう。
高齢化社会
高齢者（65歳以上）人口の比率が高い水準で安
定した社会のこと。国連では、高齢者人口比率
が7％以上で「高齢化社会」、14％以上で「高
齢社会」と定義されており、さらに近年、同
21％以上を「超高齢社会」と呼ぶ場合がある。
コーホート要因法
コーホート要因法は、国立社会保障人口問題
研究所や市町村などで広く用いられている人
口推計の手法である。コーホートとは、ある
年（またはある期間）に出生した集団のこと
であり、コーホート要因法は、その集団ごと
の時間変化を４つの要因（出生率、生残率、
純移動率、出生比率）をあてはめて、人口の
変化を推計する方法である。
国土利用計画
国土利用計画に基づき国、都道府県、市町村
がそれぞれの区域について定める、国土の利
用に関する計画（国土利用計画法第4条）。総
合的かつ計画的な土地の利用を確保するため

行

市街化区域
都市計画区域内で、すでに市街地を形成している
区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に
市街化を計るべき区域のこと。→区域区分、市街
化調整区域
市街化調整区域
都市計画区域内で、市街化を抑制すべき区域のこ
と。→区域区分、市街化区域
自然公園区域
すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その
利用増進を図り、国民の保護、休養及び教化に資
するために設けられた区域で、国立公園、国定公
園及び県立自然公園の３種類がある。①国立公園
とは、わが国の風景を代表するにたる傑出した自
然の風景地で、法律に基づいて環境大臣が指定す
るものをいう。②国定公園とは、国立公園に準ず
る自然の風景地で、都道府県の申し出を受けて、
法律に基づいて環境大臣が指定するものをいう。
③県立自然公園は、県内にある優れた自然の風景
地で、条例に基づいて県が指定するものをいう。
自然公園法
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利
用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及
び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に
寄与する法律のことをいう。
住民参画
情報公開、住民の意見聴取といった従来の「住民
参加」にとどまらず、多様な住民意見を反映し、
住民の視点を生かした政策を行うために、地域政
策の計画立案、意思決定において、行政と住民と
の意見交換、合意形成を行うこと。
集落地区計画
都市計画区域内にあり、農業振興地域内にある集
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落地域について、良好な営農条件及び居住環
境の確保を図るための計画。農業の生産条件
と都市環境との調和のとれた地域の整備を推
進するため都市計画法に基づき、市町村が定
める。
主要幹線道路
主として地方生活圏及び主要な都市圏域の骨
格を構成するとともに地方生活圏相互を連絡
する道路のこと。
主要生活道路
居住環境地区の居住者が、通勤･通学、買物な
どで日常的に利用する中心的な道路のこと。
将来人口フレーム
都市づくりの基本指針となる総合計画や都市計
画マスタープランなどにおいて、５年、10年、
20年後の中・長期の目標となる将来の人口を推
計し、計画的なまちづくりを進めるための将来
の都市の規模を想定した基本的な指標となるも
の。
スプロール
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
非効率化を招く。
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。
総合計画
地方自治法第2条第4項に定められている、自
治体の全ての計画の基本となる計画。通常、
自治体の目指す将来像と将来の目標を明らか
にした基本構想、基本的施策を実現するため
に必要な施策を示した基本計画、施策につい
て具体的な事業内容や実施時期を明記した実
施計画の３つからなる。

た

行

多自然川づくり
単なる自然保護だけでなく、自然を積極的に再生
しながら水辺の環境づくりを進めるという考え方
を基調として、自然材料（石材、木材、植物）を
使った川づくりをいう。
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
等からみて、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。
低炭素社会
経済活動を維持しながら、地球温暖化の要因であ
る温室効果ガス（特に二酸化炭素（CO2））の排
出を、できる限り削減する社会。具体的な方策は
多岐にわたるが、都市計画においては、運輸部門
のCO2排出量の9割を占める自動車交通からの脱却
を図るため、公共交通を中心としたコンパクトな
市街地の形成を推進することなどが挙げられる。
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居住機能のこと。
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。
都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整
備､開発及び保全の方針)
都市計画法第6条の2に基づき、都道府県が、都市
の目標、区域区分の有無及び方針、主要な都市計
画の決定の方針を都市計画区域毎に定めるもの。
都市計画法
都市計画の内容及びその決定手続、都市計画性便、
都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を
定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある
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整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公
共の福祉の増進に寄与する法律のこという。
都市計画法第34条第11号の区域
市街化調整区域で「自己用住宅の立地緩和」
をする区域のこと。区域は県が指定しており、
自己用住宅に限り建築可能である。
都市計画（市町村）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、地域毎の将来象等、都
市計画法第18条の2に基づき当該「市町村の都
市計画に関する基本的な方針」を定めるもの。
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。
都市景観
都市は、建物、道路、橋、水、緑などさまざま
な要素から成り立っており、また人々の活動の
場となっている。都市景観とは、このような外
部空間の見え方であるとともに、多くの人々が
視覚的に共有する空間である。
都市公園
都市公園法にいう都市公園には、次のものがあ
る。
①国営公園（広域的な利用に供するもの及び国
家的な記念事業等として設置するもの）
②地方公共団体が設置する都市公園（街区公
園・近隣公園・地区公園・総合公園・運動公
園・広域公園等）
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
土地利用現況上の「住宅用地」「商業用地」
「工業用地」「公共・公益用地」「道路用地」
「交通施設用地」「その他の公的施設用地」
「その他の空地」のことをいう。
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及

び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の
変更及び公共施設の新設又は変更を行う事業であ
り、健全な市街地の造成を図ることにより公共の
福祉の増進に資することを目的としている。

な

行

農地法
国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来
における国民のための限られた資源であり、かつ、
地域における貴重な資源であることにかんがみ、
耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている
重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のもの
にすることを規制するとともに、農地を効率的に
利用する耕作者による地域との調和に配慮した農
地についての権利の取得を促進し、及び農地の利
用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確
保するための措置を講ずることにより、耕作者の
地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつ
て国民に対する食料の安定供給の確保に資する法
律をいう。
ノーマライゼーション
障がいをも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

バリアフリー
高齢者、障がい者が社会参加する上での障壁（バ
リア）をなくす（フリー）こと。
ビオトープ
bio（バイオ：生命）とtopos（トポス：場所）の合
成語で「生物の生育空間」という意味。ドイツ連
邦自然保護局では「有機的に結びついた生物群。
すなわち生物社会（一定の組み合わせの種により
構成される生物群集）の生息空間」と位置づけて
いる。
風致地区
都市計画法に基づく地域地区の1つ。都市の風致
の維持保全を目的としており、指定を受けると建
築物の建築や木竹の伐採等についての規制がある。
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ンの考え方のこと。
補助幹線道路
道路網の中で幹線道路を補う道路。幹線道路
と区画道路とを連絡し、近隣住区内の生活幹
線道路の役割を果たす。

ま 行
みどりの基本計画
平成6年の都市緑地保全法の改正により創設さ
れた。従来の緑のマスタープランと都市緑化
推進計画を統合し、総合的な緑についてのマ
スタープランとなる「緑地の保全及び緑化の
推進に関する基本計画」のこと。区市町村が
自主性を持って策定するもので、都市におけ
る緑とオープンスペースの総合的な整備・保
全を図るための計画として、緑地に関する規
制、誘導、整備などの諸施策を推進する指針
ともなる。
無電柱化
道路の地下空間を活用して、電力線や通信線
などをまとめて収容する電線共同溝などの整
備による電線類地中化や、表通りから見えな
いように配線する裏配線などにより、道路か
ら電柱をなくすこと。安全で快適な道路空間
を確保し、道路景観の改善などの効果が期待
される。

ら

行

緑地協定
都市緑地法第45～54条に基づく、都市の良好な環
境を確保するため、緑地の保全又は緑化の推進に
関する事項について、土地所有者等の全員の合意
により協定を結ぶ制度。緑地協定には、第45条規
定（既にコミュニティの形成が行われている地区
における協定）と、第54条規定（宅地開発事業に
おいて分譲を受けた者が緑地協定に従うもの）の
2種類がある。
わ

行

ワークショップ
都市計画・まちづくりの分野では、地域にかかわ
る諸問題に対応するために、様々な立場の参加者
が、経験交流や魅力的な共同作業を通じて、地域
の課題発見、創造的な解決策や計画案の考案、そ
れらの評価などを行っていく活動をいう。

Ａ～Ｚ
ＮＰＯ
行政や企業とは独立した存在として、福祉・環
境・まちづくり等の様々な分野の社会的な公益活
動を行う民間非営利組織・団体。なお、特定非営
利活動促進法（NPO法）による認証を受けた特定非
営利活動法人（NPO法人）に限らない。

や 行
八重瀬町自然環境及び観光資源保全条例
八重瀬町の良好な自然環境を保全することによ
って、自然と人の共生を推進し、もって豊かな
自然の恵みを享受するとともに、八重瀬町の観
光資源を保全することにより現在及び将来の町
民（滞在者及び旅行者を含む。）の暮らしにう
るおいと安らぎを確保することを目的とした条
例。
ユニバーサルデザイン
特定の人々のみ念頭に置くのではなく、すべて
の人々にとってよりよいことを目指したデザイ
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