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『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』
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ースの確保や防災拠点の整備を進めるとともに、ライフラインの多重化・多元化、水系の総

合的管理、農用地の保全管理など総合的に高めていく必要がある。

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 土地区画整理事業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。

（２）地域類型別の町土利用の基本方向

町土利用の基本方針を踏まえ、地域類型別の基本方向は次の通りとする。

ア 市街地地域

市街地地域は、既成市街地や土地区画整理事業による新規宅地が整備されつつある地域及

び住宅団地が連担するなど市街化が進行している区域である。

市街地地域においては都市軸の整備や幹線・生活道路ネットワークの確立、安心して遊べ

る公園・緑地や下水道等の整備及びユニバーサルデザインを考慮した居住環境を確保するこ

とにより生活環境の形成及び利便性の向上に資するまちづくりを進め、田園環境と調和した

魅力と活気あふれる市街地の形成に努める。

土地区画整理事業により創出される新たな市街地については、地区計画などにより良好な

居住環境を形成するとともに、整備された生活基盤を活かし、商業・業務地の形成や公共施

設の計画的配置を行うなど、八重瀬町のまちづくりの拠点となる市街地づくりを推進す

る。 
県都那覇市を中心とした都市圏域の拡大による強い住宅需要を受け、ベッドタウン的に開

発行為が行われてきた住宅団地一帯については、周辺地域での適切な宅地化誘導・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。

また、国道（507号）沿道を中心とした地区については計画的な土地利用の誘導及び本町の

北の玄関口にふさわしい商業・業務空間の創出など魅力ある市街地の整備を推進する。
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イ 田園地域

田園地域は、本町の大部分を占める農用地とそれらの中に集落が点在する区域である。田

園地域においては、農地と集落のバランスの取れた土地利用が図られ、自然と調和した良好

な田園景観を形成している。田園地域内の農用地においては農業生産基盤整備等による農地

の生産力の向上や遊休農地の解消を図り、優良農地の保全・整備に努め、集落地域において

は、田園環境との調和や先人から受け継がれてきた集落環境の保全に努めながら、地域活力

の維持・増進や安全で安心して暮らせる快適な生活環境の形成を図るため、生活環境施設の

適切な配置、非農用地の有効かつ適正な活用を図る。併せて、地区計画等の導入や町民主体

の協定づくりなどにより、地域緑化や文化資源等の活用などを促進し、生活環境の質的な向

上を図る。 
また、本地域においては、都市計画法が適用される東風平地域と、適用されない具志頭地

域があり、土地利用の規制状況に大きな差違が生じていることから、一つの行政区として均

衡ある土地利用を図る観点から一体的な土地利用の規制・誘導が求められるところである。

具志頭地域においては、現時点での都市計画区域への編入は行わないものとするが、今後の

社会状況の変化と隣接する南城都市計画区域の状況を見据えながら、町民へ都市計画に関す

る啓発活動を行いつつ、町民の意向を踏まえ都市計画区域への編入及び土地利用の規

制について検討していく。

さらに、景観法の活用等により良好な田園・自然景観の積極的な保全・活用を図るものと

する。

ウ 自然・レクリエーション地域

緑豊かな丘陵地、熱帯性石灰岩台地、河川、海岸域などは、憩いや安らぎを創出する他、

治水・防災等の多様な機能を有し、生物の生息・生育空間であり、歴史的・文化的資源を包

含するなど、八重瀬町にとって貴重な環境要素であることから、無秩序な開発を抑制し、積

極的にその保全・活用を図る。 
特に八重瀬岳一帯、具志頭城址一帯の丘陵地、沖縄戦跡国定公園の雄大な海蝕岸一帯の海

岸域及び河川は、八重瀬町の自然的・歴史的財産であるとともに、優れた景観資源であるこ

とから、自然環境の保全に十分配慮した上で、既存施設等と連担したレクリエーションゾー

ンの形成を図るなど、環境学習や憩いの空間づくりを進める。

（３）利用区分別の町土利用の基本方向

町土利用の基本方針を踏まえ、今後の町土の利用目的に応じた区分ごとの基本方向は次のとお

りとする。

ア 農用地

農用地については、県下でも農業基盤が進んだ地域としての特性を活かし、水資源の確保
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や農地の保全整備、農業生産基盤の整備に努め、生産力の向上を図るとともに、肥沃な土壌

と自然特性を活かした亜熱帯農業の確立を図り、安定した農業経営を確立する。農家の組織

化、後継者や担い手の確保・育成、新規就農者の受入れや、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により農業経営の強化を図る。また、

農用地は本町の田園環境を構成する重要な土地利用であるとともに、水源かん養等の公益的

機能を有することから、保全を基本とする。ふれあい農園や体験農業等、体験・滞在・交流

型観光との連携した幅広い活用を図る。また、エコファーマーの育成を図り、有機農業を

中心とする循環型の環境保全型農業を構築する。

一方、拠点性の高まりによる人口増を適切に受けとめていく意味において、土地利用の量

的調整も求められていることから、市街化区域及びその隣接地域、宅地等介在農地、集落外

縁部等については、非農用地の有効かつ適正な活用等により宅地等への計画的な土地利用の

転換を図るものとする。

なお、農用地の他地目への転用に際しては、農業振興の観点及び自然環境との調和に留意

し、充分な検討・調整のもと、無秩序なかい廃の抑制に努める。

イ 森林

森林については、町土の保全、水源かん養、保健休養、自然環境の保全、二酸化炭素の吸

収作用等の公益的機能を有していることから、将来世代が森林の持つ多面的機能を享受でき

るよう、積極的に森林資源の保全・育成を図る。 
また、クサティ森

ムイ

を構成する小丘緑地や、拝所などを含む貴重な森林については、潤いや

安らぎを与える貴重な環境要素であることから、積極的に保護するものとする。

まとまった自然緑地を有する森林については、生物の生息・生育空間であり、保全を図る

とともに、都市近郊の貴重な自然資源でもあることから、環境学習やレクリエーションなど

の場として活用を図るものとする。

なお、地域振興を目的とした土地利用の転換に際しては、周辺環境との調整に充分留意す

る。 

ウ 原野

原野については、自然環境を形成する機能に充分配慮しつつ、農用地や宅地、公共施設用

地等への転換を促進する。

なお、原野のうち、水辺植生、野生生物の生息・生育地等貴重な自然環境を有しているも

のや、文化財等と一体となって存在する原野など、生態系及び景観の維持等といった観点か

らその保全・活用に努める。また、劣化している場合は再生を図る。 

エ 水面・河川・水路

水面については、農業的な利用に資するよう保全を図るとともに、流域内の開発について

は保水機能を損なわないよう、その土地利用に配慮する。
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河川については、生物の生息・生育空間の保全など自然環境に配慮しつつ、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。また、潤いのある水辺環境の創出に向け、

多自然川づくりや、緑化、水質の保全・改善等による河川環境の向上に努め、河川の良好な

自然環境を活かした、住民の憩いの場となる親水空間や公園等の整備を進める。

水路は、農業用排水路の機能維持に努めるとともに、自然環境に配慮した計画的な農業基

盤整備のもと、必要に応じ新設・改良を図る。 
また、水面・河川、鍾乳洞（地下川）及び水路の整備に当たっては、流域の特性に応じた

健全な水循環系の構築等を通じ、自然環境の保全・再生に配慮する。

オ 道路

一般道路は、住民生活及び生産活動等の拡充及び町土の有効且つ適正な利用に資するため、

広域交通から生活交通に至る体系的な交通ネットワークとの整合を図りつつ、整備及び必要

な用地の確保を図る。 
なお、その整備にあたっては、バリアフリーに配慮するとともに、歩行空間の確保、必要

に応じて環境施設帯の設置、道路緑化等により良好な沿道環境の保全・創造を図るなど安全

性・快適性の向上に努める。また、災害時の避難ルートの確保など防災機能の向上に配意す

るとともに、環境の保全に配慮する。田園地域においては、産業振興を支援し、定住化、活

性化を促進する道路整備を進めるとともに、地域の景観や歴史・文化的資源を活かした個性

ある道づくりなど、地域特性を活かした特色ある道路空間の形成に努める。

農道については、農業の生産性向上、農用地の適正な維持・管理に資するため、自然環境

に十分配慮しつつ、既存農道の維持・改良や、新設整備を推進し、必要な用地の確保を図る。 
これらの道路整備にあたっては、沿線住民の生活環境や農業環境、自然環境や歴史的景観

等に及ぼす影響に充分配慮する。

力 宅地

① 住宅地については、高齢化の進展や核家族化の進展などに対応した望ましい居住水準と居

住環境の維持・形成に努めるとともに、自然・歴史的環境等地域特性に配慮した良好な居

住環境の形成に努める。また、耐震・環境性能を含めた既存ストックの質的向上を図ると

ともに、生活関連施設の整備及び良好な都市環境の形成に配慮しながら、必要な用地の確

保を図る。 
今後も予想される人口・世帯数の増加に適切に対応していくため、市街化区域内におい

て、計画的に防災に配慮した住宅地形成を誘導していくものとする。また、低未利用地の

有効利用等により、オープンスペースの確保に努めるとともに、道路整備等を進める中で、

安全性、快適性を備えた良好な市街地の形成を図るものとする。

集落については、農業環境の保全を図るため、無秩序な開発を規制し、優れた集落景観

や自然的・歴史的環境の保全に配慮しつつ、生活関連施設の整備を図り、地域緑化や文化

資源の活用など地域の魅力を活かし育む住宅・生活環境の整備に努める。
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また、新たな住宅地については、土地区画整理事業や計画的な非農用地の活用

を基本とし、地区計画の導入を図るなど、無秩序な開発の抑制と宅地のまとまり

を重視した土地利用を促進し、自然や田園環境と調和した新たな住宅地開発を適

切に誘導する。

また、町民が求める住宅・生活環境づくりを推進するため、地区計画の導入や

町民主体の協定づくりなどの活動を推進する。

② 工業地については、周辺の自然環境や生活環境、農業環境との調和に配慮し、公害の防止

や緩衝的緑地の確保などを図りつつ、適切な誘導・配置を行う。 

③ その他の宅地（事務所、店舗など）については、商業の活性化や良好な商環境の形成に配

慮を行うとともに、土地区画整理事業や道路整備事業等、都市基盤の形成と連動した

商業施設、業務施設の誘致・育成を図り、消費者の多様なニーズに対応した魅力

ある商業空間の形成を図る。 

キ その他

① 公用・公共用施設については、町民の生活上重要な機能を有することからまちづくりの発

展や交通の利便に配慮するとともに、ニーズの多様化等に対応した施設水準の向上及び充

実を図るため、施設機能に即した配置計画のもと必要な用地の確保を図り、周辺環境に配

慮した整備に努める。

特に、本町の新たなまちづくりに資するよう、核となる新庁舎の整備検討を推進すると

ともに、町民ホール（中央公民館）の整備や、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検討する。

さらに、施設の整備に当たっては、耐震性の確保と災害時における施設の活用に配慮す

るとともに、施設の拡散を防ぐ観点から既存施設の再生利用やまちなか立地に配慮する。

② レクリエーション用地については、自然地形の改変を最小限にとどめるとともに、野生動

植物の生息・生育環境を確保するなど周辺の自然環境との調和に配慮しつつ必要な整備を

行う。また、南部地域の主要観光ルートの通過点という立地特性を活かし、広域的

な観光・レクリエーション行動に資する資源として有効利用を図るものとする。

③ 採石場等については土地の大幅な改変が進みつつあることから、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、効果的・効率的な採掘誘導に努めるものとする。

④ 墓地については、墓地地域の設定や公営墓地の整備等により無秩序な開発を抑制し、周辺
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地域の土地利用や自然環境との調和に配慮した墓地の集約化を図り、良好な景観形成に努

める。

⑤ 廃棄物処理施設用地については、周辺生活環境や自然環境に十分に配慮し、住宅地とその

周辺及び八重瀬岳等の良好な自然環境を有する地域への立地を可能な限り避け、適正な配

置に努めるものとする。

ク 低未利用地

低未利用地のうち、空地、資材置場等の都市の低未利用地は、再開発用地や防災・

自然再生のためのオープンスペース、公共用施設用地、居住用地、事業用地等として

の再利用を図る。 
耕作放棄地については、所有者等による適切な管理に加え、多様な主体が直接的・

間接的に参加することを促進することなどにより、農用地としての活用を積極的に図

るとともに、それぞれの地域の状況に応じて施設用地や、森林等の農用地以外への転

換による有効利用を図る。 

ケ 沿岸域

沿岸域は、本町のすぐれた自然であり、町民生活及び漁業等生産活動のためのかけがえのな

い資産である。また、レクリエーションの場として住民に親しまれている地域である。海浜レ

クリエーションの場として利用を促進するとともに、積極的に環境の保全に努める。また、限

られた沿岸域であるため、各種利用にあたっては、調和的な海面利用を促進する。

さらに、沿岸域の多様な生態系及び景観の保全・再生や赤土等流出防止対策、水質

汚濁防止対策、漂着ゴミ対策及び漁業環境の保全を図るとともに、町土の保全と安全

性の向上に資するため、海岸の保全を図る。 

２．町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別概要

（１）町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

① 計画は基準年次を平成17年（2005年）とし、目標年次は平成30年（2018年）とする。

② 町土の利用に関して基礎的な前提となる人口及び世帯数は第一次八重瀬町総合計画に基

づき次の通り想定する。

平成30年（2018年）：およそ30,000人、およそ10,300世帯

③ 町土の利用区分は農用地、森林、宅地等の地目区分とする。

④ 町土の利用区分ごとの規模の目標については、町土の利用現況と変化についての調査に基
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づき、想定される将来人口などを前提とし、各種計画と用地原単位などをしんしゃくして、

利用区分ごとに必要な土地面積を予測し、土地利用の実態との調整を行い定めるものとする。

⑤ 目標年次における利用区分ごとの規模の目標は次表の通りである。

⑥ なお、以下の数値については、今後の社会経済の不確定さなどをかんがみ、弾力的に理解

されるべき性格のものである。

■ 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標（単位：ha）

実績値(ha)

平成17年
（2005）

平成25年
（2013）

平成30年
（2018）

平成17年 平成25年 平成30年

1,310.0 1,299.5 1,267.5 48.7% 48.3% 47.1%

農地 1,253.0 1,242.5 1,210.5 46.6% 46.2% 45.0%

採草放牧地 57.0 57.0 57.0 2.1% 2.1% 2.1%

198.0 188.3 188.3 7.4% 7.0% 7.0%

274.1 237.9 229.7 10.2% 8.8% 8.5%

31.3 31.2 31.2 1.2% 1.2% 1.2%

水面 0.4 0.4 0.4 0.0% 0.0% 0.0%

河川 14.6 14.6 14.6 0.5% 0.5% 0.5%

水路 16.3 16.2 16.2 0.6% 0.6% 0.6%

193.6 226.3 237.5 7.2% 8.4% 8.8%

一般道 170.0 192.3 202.2 6.3% 7.2% 7.5%

農道 23.6 34.0 35.3 0.9% 1.3% 1.3%

林道 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

273.4 308.0 335.8 10.2% 11.5% 12.5%

住宅地 253.8 284.3 309.4 9.4% 10.6% 11.5%

工業地 3.5 5.7 7.5 0.1% 0.2% 0.3%

その他 16.1 18.0 18.9 0.6% 0.7% 0.7%

409.6 398.8 400.0 15.2% 14.8% 14.9%

2,690.0 2,690.0 2,690.0 100.0% 100.0% 100.0%

森林

利用区分
目標面積(ha) 構成比

農用地

その他

合計

原野

水面・河川・水路

道路

宅地

− 8 −
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④ 地域の概要及び平成30年における地域別の利用区分ごとの規模の目標は、次のと

おりである。

ア 東風平北部地域

本地域は町北部に位置し、東西に伸びる長堂川・饒波川沿いの低地と小丘からなる波浪状の起

伏をなしている。本地域は町土の約13.3％にあたる348.3haを占め、宜次・外間・友寄・友寄第

一団地・白川ハイツ・大倉ハイツ・県営外間団地・友寄東ハイツ・県営外間高層住宅・伊覇（一

部）・屋宜原（一部）の行政区からなる地域である。

● 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。
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イ 東風平東部地域

本地域は町の北東部に位置しており、地域の北側から西側にかけて小丘が連なり、概ね南向き

に傾斜する地形となっている。本地域は町土の約12.6％にあたる341.8haの面積を占め、東風平・

伊覇・上田原・屋宜原・志多伯（一部）・屋宜原団地・県営屋宜原団地の行政区からなる地域で

ある。

● 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。

● 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
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ウ 東風平西部地域

本地域は町の北西部に位置しており、地形については、赤石・テミグラなどの小丘を頂点とす

る丘陵が東西に伸び、南北方向は急斜面を伴った斜面地となっている。本地域は町土の約7.6％

の216.0haを占め、志多伯・当銘・小城の行政区からなる地域である。

● 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。

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。
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エ 東風平南部地域

本地域は町域の中央西部に位置し、切り立った崖を有する八重瀬岳一帯の台地と勢理城などの

小丘を頂点とする波浪状の地形からなっている。町土の約21.4％の572.9haを占め、富盛・世名

城・高良の行政区からなる地域である。

● 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
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オ 具志頭北部地域

本地域は町域の中央東部に位置し、地形については、新城集落の北側丘陵地を頂点に南北に緩

やかに下っている。また、本地域が本町における平坦な島尻層（泥岩）の南端付近である。町土

の約11.4％の305.3haを占め、新城・後原の行政区からなる地域である。

● 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。

● 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、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
ムイ

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。
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カ 具志頭東部地域

本地域は町域の南東部に位置し、地形は地域の西側から東側に下っており、地域南側には海岸

が広がる。町土の約11.0％の299.5haを占め、具志頭・港川・長毛・県営長毛団地の行政区から

なる地域である。

● 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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「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」
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廃棄物発生の抑制とリユース及びリサイクルの一層の促進に向けて、市民の意識の向上を

図るとともに、発生した廃棄物の適正処理を維持するため、必要な施設整備とその維持管理

を行う。また、廃棄物の不適正処理の防止に向けた監視を行うとともに、不適正処理事例に

ついては適切且つ迅速な原状回復に努める。

自然景観の保全及び生物多様性の観点からみて優れた自然については、行為規制等により

適正な保全を図る。また、市街地等、自然が減少した地域においては、積極的に自然の創出

と量的確保を図る。 
歴史的風土の保存、文化財の保護等を図るため、開発行為の規制を行う。また、斜面や稜

線の緑、農地や集落景観等、魅力ある田園風景を形づくる要素の維持及び育成を図る。 
良好な環境を確保するため、公共事業の計画段階等において環境保全上の配慮を行うとと

もに、開発行為等については、「自然公園法」、「沖縄県県土保全条例」、「沖縄県赤土等

流出防止条例」などの各種規制措置等により、適切に対処する。また、町土及び環境の保全

を企図した条例の制定を図り、開発行為の規制・誘導の制度の構築と実施に努める。

（６）土地の有効利用の促進

ア 農用地については、生産組織や後継者の育成を図るとともに、生産性の拡充と経営の安定

化を図るため、生産基盤の適正な維持管理を推進する。耕作放棄地等については、今後の利

用動向等に配慮しつつ、農地の流動化対策による遊休化の抑制を図るなど、有効利用に向け

た必要な措置を講ずる。

イ 森林については、造林等による森林資源の計画的整備に努める。また、都市近郊における

貴重な森林レクリエーションの場、環境学習の場として多面的機能の活用促進を図る。 
さらに、集落周辺の森林については、利用状況及び森林としての諸機能の発揮に応じて、

自然環境の保全に配慮しつつ、その有効利用を図る。 
ウ 水面・河川・水路については、治水及び利水機能の発揮に留意していくとともに、農業生

産の向上と自然環境の保全のため必要な用地の確保・整備を図る。また、生物の多様な生息・

生育環境としての機能を発揮できるよう、必要な水量・水質の確保や整備を図るとともに、

地域景観と一体となった水辺空間、水と人とのふれあいの場の形成を図る。 
エ 道路については、道路整備網計画の策定を図り、町全域の計画的な道路ネットワークの整

備に努めるとともに、安全で快適な道路環境の形成を図る。また、電線類の地中化、道路緑

化等を推進して、良好なまちなみ景観の形成を図る。 
オ 宅地のうち、住宅地については、居住環境の質的向上を図るとともに、計画的な宅地の形

成に努めるものとする。また、将来の住宅需要への対応に際しては、宅地のまとまりに配慮

を図る中で、未利用地の有効利用に努める。

工業地については、周辺環境との調和、隣接市町村における工業立地状況等も勘案しつつ、

適正な配置に努める。

カ その他の土地利用のうち、公共・公用施設用地については、行政需用やレクリエーシﾖン

需用に対応するため、施設の適正配置とその整備に努める。

キ 土地の所有者が良好な土地管理と有効な土地利用を図るよう、誘導する。あわせて、定期

借地権制度の活用等による有効な土地利用を図る。 
ク 墓地については、需要に応じた町等の経営による整備で集約化を検討し、健全なまちづく

り及び町土の有効利用に努める。
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（７）土地利用転換の適正化

ア 土地利用の転換を図る場合においては、その不可逆性及び影響の大きさに充分留意した上

で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本の整備状況、その他自然的・社

会的条件を勘案して適正に行うこととする。

イ 森林の利用転換を行う場合は、災害の発生、景観や自然環境の悪化等公益機能の低下を防

止することに充分配慮し、周辺の土地利用との調整を図りつつ行うものとする。また、原野

の利用転換については、環境の保全に配慮しつつ周辺の土地利用との調整を図る。

ウ 農用地の利用転換を行う場合は、農産物生産の確保、農業経営の安定及び地域農業や地域

景観・自然環境等に及ぼす影響に充分留意するとともに、非農業的土地利用との計画的な調

整、無秩序な転用抑制を図りつつ、優良農用地が適正に確保できるよう充分配慮する。

エ 大規模な土地利用の転換については、地域に与える自然的社会的影響が広範であるため、

周辺地域を含めて事前に充分な調整を行い、町土の保全と安全性の確保、環境の保全等に配

慮しつつ、適切に進めるものとする。また、地域住民の意向等、地域の実情を踏まえた適切

な対応を図るとともに、第一次八重瀬町総合計画等、まちづくり計画との整合を図る。

（８）多様な主体の町土管理への参画

土地の所有者以外の者が、それぞれの特長を生かして町土の管理に参加することにより、

町土の管理水準の向上など直接的な効果だけでなく、地域への愛着のきっかけや、地域にお

ける交流促進、土地所有者の管理に対する関心の喚起など適切な町土利用に資する効果が期

待できる。このため、海岸清掃活動、地元農産品や地域材製品の購入、緑化活動に対する寄

付など、所有者、地域住民、企業、行政、他地域の住民など多様な主体が様々な方法により

町土の適切な管理に参画していく取り組みを促進していく。

（９）町土に関する調査の推進及び成果の普及・啓発

町土の適正な利用を図るため、必要に応じて土地利用の現況や自然的、社会的、文化的条

件などの町土に関する基礎的調査や町土利用に関する実態把握等を行うとともに、その総合

的な利用を図る。

また、開発行為や土地利用転換等に関する情報を事前に収集整備し、それらの情報が有効

かつ的確に利活用されるようシステム化を図ること等により、土地利用等の適切な運用に資

するとともに、住民の町土に関する理解の促進を図るため、調査結果の普及、啓発に努める。

（１０）指標の活用

持続可能な町土管理に資するため、計画の推進等に当たって各種指標の活用を図る。
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