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第１章 はじめに 

 

（１）まちづくりの変遷 

八重瀬町は、平成 18（2006）年 1月 1日に東風平町と具志頭村が合併して誕生しました。 
平成 21（2009）年には、合併に際して定めた「新町建設計画」や「町民憲章」を踏まえ、
町の最上位計画である「第 1 次八重瀬町総合計画」を策定し、町の将来像として“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”を掲げ、社会福祉や子育て、産業、都市基
盤など分野ごとに示した方針のもと八重瀬町として総合的なまちづくりがスタートしました。 
平成 23（2011）年には、総合計画の将来像の実現に向けて、町民とのワークショップなど
からまちづくりの目標をつくり上げ、都市計画の総合的な指針を示す「八重瀬町都市計画マ
スタープラン」を策定しました。 

 
（２）都市計画マスタープランの改定 

「八重瀬町都市計画マスタープラン（H23.3）」は平成 22（2010）年度を基準年に、平成
42（2030）年を目標年次とした 20 年間の計画として策定しました。 
策定から約10年が経過し、東風平地域では、伊覇・屋宜原地区土地区画整理事業や国道507
号をはじめとする道路整備など都市化が進展し、具志頭地域においても土地開発圧力の高ま
りがみられ、町全体として都市の状況が変化してきています。 
また、本計画の上位計画であ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（沖縄県）」の改定や「第 2 次八重瀬町総合計画」の策定などの動きもあり、整合性を図
る面からも本計画の見直しが必要となりました。 
以上のことから、本計画は、町民アンケートや現況の整理を踏まえ、関係課で構成する庁内
委員会、専門家や地域団体の代表で構成する検討委員会での検討により、令和3（2021）年度
に改定しました。 
 

 

 

 

 

 

 

  

１．八重瀬町のまちづくり 
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（１）都市計画マスタープランの役割 

都市計画マスタープランとは、都市づくりの総合的な指針であり、町全体や各地域が進むべ
き方向性を町民・事業者・行政で共有するためのものです。また、庁内各課において実施さ
れる個別具体の都市計画は本計画に即する必要があり、まちづくりの様々なシーンで活用し
ていくことで、より効率的で効果的に将来像に近づいていくことになります。 
都市計画マスタープランの主な役割は下記に示す通りです。 

 

（２）都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2に規定される法定計画です。 
沖縄県が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や本町の「第二次八重瀬町
総合計画」を上位計画として、これらに即して定めるものです。  

２．都市計画マスタープランについて 

① 都市の将来像の明示 
都市全体あるいは地区別の将来像を明示

し、行政のみならず、NPO、事業者等、
様々な主体が共有するまちづくりの目標を設
定します。 

➁ 市町村が定める都市計画の方針 
市町村が定める都市計画は、都市計画マス

タープランに基づいて運用を行っていきま
す。 

③ 都市計画の総合性・一体性の確保 
各個別都市計画の総合性・一体性を図ると

ともに、広域的な都市づくりへの整合性が確
保されることが求められています。 

④ 住民の理解・具体の都市計画の 
合意形成の円滑化 

住民参加により策定されることで、様々な
主体が都市の課題や方向性について合意し、
具体の都市計画の決定・実現が円滑に進むこ
とが期待されます。 
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（３）都市計画マスタープランの目標年次 

八重瀬町都市計画マスタープランは、令和 4（2022）年を基準年とし、20 年後の令和 24
（2042）年を目標年次とします。 
ただし、社会経済状況の大きな変動や上位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います。 

 

（４）都市計画マスタープランの構成  
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（５）都市計画マスタープランの対象区域 

本町は、東風平地域が那覇広域都市計画区域、具志頭地域が都市計画区域外となっており、
一つの町域に異なる土地利用規制が存在しています。 
本来、都市計画マスタープランの対象は、都市計画区域が基本となりますが、本町において
は、都市計画区域外である具志頭地域も含め町全域を一体の都市として捉えるため、八重瀬
町行政区域全域を対象区域とします。  
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（１）人口・世帯 

国勢調査における八重瀬町の人口は平成 27（2015）年で 29,066 人となっており、本町の人
口は現在のところ増加の一途をたどっています。 
合併後の平成 22（2010）年から平成 27（2015）年の変化を見ると、5 年間で 2,385 人の増
加であり（増加率 8.9％）その内訳では、8 割が都市計画区域（東風平地域）、2 割が都市計
画区域外（具志頭地域）での人口増となっています。 
住民基本台帳を基にした世帯数の推移では、一世帯当たりの人員が平成 22（2010）年 2.9人
から令和 2（2020）年で 2.6 人と減少傾向にあり、特に都市計画区域外（具志頭地域）で、一
世帯当たりの人員が大きく減少しています。 

  

３．現況と課題 

■人口総数及び増加率

単位：人、％

人口 率

18,990 19,918 20,718 23,033 24,626 25,121 26,681 29,066 2,385 8.9

12,060 13,148 14,150 15,938 16,879 17,086 18,627 20,547 1,920 10.3

2,093 1,885 3,745 5,777 5,683 5,722 7,383 9,138 1,755 23.8

うちＤＩＤ区域 － － - - - - - 8,154 - -

9,967 11,263 10,405 10,161 11,196 11,364 11,244 11,409 165 1.5

うちＤＩＤ区域 － － - - - - - 58 - -

6,930 6,770 6,568 7,095 7,747 8,035 8,054 8,519 465 5.8
資料：国勢調査

都市計画区域外（具志頭地域）

H22年～27年の増減

行政区域

都市計画区域（東風平地域）

市街化区域

市街化調整区域

←前　合併（H18）　後→

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

■世帯数及び一世帯当たり人員
単位：人、世帯

平成22年 平成27年 令和2年
人口 27,278 29,562 31,475

世帯数 9,494 11,004 12,342
一世帯当たり人員 2.87 2.69 2.55

人口 18,871 20,763 22,436
世帯数 6,516 7,574 8,525

一世帯当たり人員 2.90 2.74 2.63
人口 8,407 8,799 9,039

世帯数 2,978 3,430 3,817
一世帯当たり人員 2.82 2.57 2.37

資料：住民基本台帳

行政区域

都市計画区域
（東風平地域）

都市計画区域外
（具志頭地域）

18,990 19,918 20,718 
23,033 24,626 25,121 26,681 

29,066 

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

人口の推移 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域外



6 

（２）将来人口の見通し 

本町の掲げる人口ビジョンでは、今後もしばらく人口増加が予測されており、令和 22
（2040）年には、約 34,000 人まで増加が見込まれています。国土技術政策総合研究所「将来
人口・世帯数予測ツール V2」の予測によると、中心市街地である、伊覇、屋宜原、東風平の
行政区で人口増加が予測されます。 

シミュレーション１：合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の
2.1）まで上昇したとした場合のシミュレーション 

シミュレーション２：合計特殊出生率が人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準の
2.1）まで上昇し、かつ人口移動が均衡したとした（移動がゼロとなっ
た）場合のシミュレーション 

 

 

   

■平成 27(2015)年と令和 22(2040)年の居住地メッシュ(総人口) 

※コーホート要因法
(社人研)により作成 

出典：第 2 次 八重瀬町総合計画 2019（平成 31）年 3 月 

■八重瀬町のパターン別人口推計 

出展：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」を使用して抽出 

総人口[人]

 20未満

 20以上40未満

 40以上60未満

 60以上80未満

 80以上100未満

 100以上

平成 27（2015）年 令和 22（2040）年 
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（３）土地利用 

本町は、東風平地域が那覇広域都市計画区域に属し
ており、具志頭地域は都市計画区域外となっていま
す。 
町全域 2,696ha のうち、都市計画区域が 1,479ha 
（55％）、都市計画区域外が 1,217ha（45％）とな
っています。本町の都市計画区域は、市街化区域と市
街化調整区域に区分されています。市街化区域は、す
でに市街地を形成している区域や優先的に市街化を図
っていくべき区域であり、市街化調整区域は無秩序に
市街地が拡大していくのを防ぐため、市街化の進展を
調整・抑制していく区域です。本町では、市街化区域
135ha（9.1％）、市街化調整区域 1,344ha（90.9％）
に指定されており、町全域に対する市街化区域の割合
は 5％と低い状況にあります。 
町全域の土地利用の状況を見ると、農地が半数近く
を占めており、山林やその他の自然地も含め自然的土
地利用の比率が高い状況です。 

 

  

■土地利用状況
単位：ha,％

   自  然  的  土  地  利  用 都  市  的  土  地  利  用

面積 0.0 646.3 646.3 150.5 7.2 60.3 864.3 177.0 20.6 12.8 210.4 0.3 75.6 169.8 0.3 0.0 7.8 150.5 614.7 1,479.0
割合 0.0% 24.0% 24.0% 5.6% 0.3% 2.2% 32.1% 6.6% 0.8% 0.5% 7.8% 0.0% 2.8% 6.3% 0.0% 0.0% 0.3% 5.6% 22.9% 55.0%
面積 0.3 571.9 572.2 187.6 7.4 66.2 833.3 116.7 18.1 4.9 139.8 3.8 33.8 103.7 1.6 0.0 4.5 90.4 377.7 1,211.0
割合 0.0% 21.3% 21.3% 7.0% 0.3% 2.5% 31.0% 4.3% 0.7% 0.2% 5.2% 0.1% 1.3% 3.9% 0.1% 0.0% 0.2% 3.4% 14.0% 45.0%
面積 0.3 1,218.1 1,218.5 338.1 14.5 126.5 1,697.6 293.7 38.7 17.7 346.6 4.1 109.4 273.5 2.0 0.0 12.3 241.0 992.4 2,690.0
割合 0.0% 45.3% 45.3% 12.6% 0.5% 4.7% 63.1% 10.9% 1.4% 0.7% 12.9% 0.2% 4.1% 10.2% 0.1% 0.0% 0.5% 9.0% 36.9% 100.0%

参考資料：具志頭地域の都市計画区域に関する検討調査

八重瀬町

東風平地域

具志頭地域

その他の
空地 小計

田 畑 小計 住宅
用地

商業
用地

工業
用地 小　計

合
　
計

農　　地

山　林 水　面 その他の
自然地 小計

宅　　　　地
農林漁
業施設
用地

公益施
設用地 道路用地 交通施

設用地

その他
の公的
施設

その他
の公的
施設
用地
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都市計画区域である東風平地域では、市街化区域内の伊覇・屋宜原地区において土地区画整
理及び地区計画の導入により良好な市街地の基盤整備を進めてきました。 
都市計画区域の９割を占める市街化調整区域で自己用住宅等の立地が緩和される区域（都市
計画法第 34 条第 11 号及び 12 号による沖縄県条例で指定する区域）においては、宅地開発が
増加しており、市街化圧力の高まりが見られます。しかし、それ以外の市街化調整区域では、
関係法令等に基づく土地利用規制により宅地開発等も困難である土地となっていることから、
町民からも柔軟な土地利用が求められています。 
一方、都市計画区域外である具志頭地域では、町独自の開発に関する条例※１及び景観計画
における、一定規模以上の開発や建築行為の届出制度によって、秩序ある発展及び町民の生
活環境の保全形成を行っています。しかし、それだけでは対応できない建物用途の混在など
を起因とする住環境や営農環境の悪化が課題となっています。これ以上の状況悪化を防ぐた
め、町民との合意形成のもと土地利用コントロールの手法について検討を進めていくことが
求められています。 
また、本町の土地利用を進める上での課題のひとつとして、地籍図（公図）や登記簿の地目
と現況がかけ離れている箇所が複数ある事があげられます。各種事業の着手やスムーズな進
行に影響を及ぼすことが想定されます。 

  ※１：八重瀬町開発行為の手続等に関する条例 
 
 

■町民意見 

  

資料：都市計画マスタープラン改定に伴うアンケート調査（令和元年実施） 
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（４）産業別就業人口 

平成7年から平成27年の産業別の就業者の推移をみると、第1次産業は年々減少しており、
第 2次産業はほぼ横ばい、第 3次産業が大きく伸びています。また、産業別就業者数割合をみ
ると、平成 7 年から 20 年間で第 1 次産業の構成比が約半数となっており、農業従事者が大き
く減少していることが伺えます。 

  

■産業別就業者数の推移
単位：人、％

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

就業者数
（人）

構成比
（％）

Ａ．農業・林業 1,699 16.9% 1,402 13.0% 1,445 12.6% 1,171 10.2% 1,065 8.6%
Ｂ．漁業 56 0.6% 55 0.5% 38 0.3% 39 0.3% 30 0.2%

第1次産業合計表 1,755 17.4% 1,457 13.6% 1,483 12.9% 1,210 10.5% 1,095 8.8%
Ｃ．鉱業，採石業，砂利採取業 15 0.1% 16 0.1% 11 0.1% 5 0.0% 7 0.1%
Ｄ．建設業 1,330 13.2% 1,406 13.1% 1,394 12.1% 1,190 10.4% 1,277 10.3%
Ｅ．製造業 633 6.3% 688 6.4% 709 6.2% 732 6.4% 738 5.9%

第2次産業合計表 1,978 19.6% 2,110 19.6% 2,114 18.4% 1,927 16.8% 2,022 16.3%
Ｆ．電気・ガス・熱供給・水道業 66 0.7% 62 0.6% 66 0.6% 66 0.6% 73 0.6%
Ｇ．情報通信業 187 1.6% 196 1.7% 219 1.8%
Ｈ．運輸業，郵便業 664 5.8% 712 6.2% 658 5.3%
Ｉ．卸売業，小売業 1,839 18.3% 2,100 19.5% 1,883 16.4% 1,722 15.0% 1,812 14.6%
Ｊ．金融・保険業 196 1.9% 201 1.9% 215 1.9% 214 1.9% 215 1.7%
Ｋ．不動産業，物品賃貸業 69 0.7% 63 0.6% 63 0.5% 162 1.4% 201 1.6%
Ｌ．学術研究，専門・技術サービス業 - - - - - - 316 2.8% 313 2.5%
Ｍ．宿泊業，飲食サービス業 - - - - 522 4.5% 590 5.1% 605 4.9%
Ｎ．生活関連サービス業，娯楽業 - - - - - - 479 4.2% 438 3.5%
Ｏ．教育，学習支援業 - - - - 477 4.2% 584 5.1% 653 5.3%
Ｐ．医療，福祉 - - - - 1,403 12.2% 1,672 14.6% 2,120 17.1%
Ｑ．複合サービス事業 - - - - 163 1.4% 98 0.9% 144 1.2%
Ｒ．ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの) 2,734 27.2% 3,217 29.9% 1,452 12.7% 657 5.7% 836 6.7%
Ｓ．公務 671 6.7% 738 6.9% 745 6.5% 654 5.7% 704 5.7%

第3次産業合計表 6,328 62.9% 7,172 66.7% 7,840 68.3% 8,122 70.7% 8,991 72.3%
Ｔ．分類不能 7 7.0% 12 0.1% 40 0.3% 229 2.0% 324 2.6%

合      計 10,068 106.9% 10,751 100.0% 11,477 100.0% 11,488 100.0% 12,432 100.0%
資料：国勢調査

791 7.4%

産業大分類

753 7.5%
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（５）道路交通 

本町の道路体系は、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を軸
に構成されています。これらの主要道路は、朝夕の通勤・通学時間帯の交通渋滞への町民の
不満もあり、国道 507 号拡幅工事や東風平豊見城線の早期整備など、利便性の高い道路ネッ
トワークの促進が求められています。 
また、町民アンケートによると、今後のまちづくりにおいて道路交通分野での施策としては、
東風平と具志頭の両地域の町民に共通して「自家用車を使わず、移動しやすい公共交通の充
実を図る」ことが優先されるべきであるとの結果となっています。本町においては、既存の
公共交通サービスを利用することが困難な集落もある中で、今後は集落内での高齢化も進み、
より一層、地域に根差した小回りの利く交通サービスが求められています。 

 
■町民意見 

  

資料：都市計画マスタープラン改定に伴うアンケート調査（令和元年実施） 
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（６）みどり・水 

本町の都市公園等は、東風平運動公園や西部プラザ公園など 14 箇所 48.3 ㏊が計画決定して
おり、現在、約 70％である 33.8 ㏊が供用されています。都市計画区域における 1 人当りの都
市公園面積は 14.9 ㎡で、平成 31（2019）年の全国平均 10.6 ㎡/人よりも高い水準となってい
ます。また、都市公園の他に、その他の公園などが 27箇所、約 15.3haが供用されており、全
ての公園を合わせると約 49.1ha が供用済みで、八重瀬町民 1 人当りの公園供用面積は、約
15.4 ㎡/人となっています。 

 
一方で、町内でも公園の立地に偏りが見られ、町民アンケートからも地域毎に利便性に差が
あることがわかっています。子どもたちが安心して遊ぶことのできる公園や、住民に身近で
利用しやすい公園など、地域ニーズに応じた公園の整備が求められています。 
また、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
にあ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ます。一方で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す。 

  

■八重瀬町都市公園 ■八重瀬町のその他の公園

公園名 面積(㎡) 面積(㎡)
1 東風平運動公園 運動公園 22.50 166,613 1 上田原農村公園 868 78,000
2 西部プラザ公園 総合公園 13.20 79,310 2 宜次農村公園 1,379 14,365
3 長田門原公園 地区公園 4.00 5,736 3 小城農村公園 3,177 12,659
4 伊覇近隣公園 近隣公園 1.41 14,164 4 志多伯農村公園 2,242
5 八重瀬公園 近隣公園 4.37 43,682 5 高良農村公園 1,042 2,098
6 馬場公園 街区公園 0.13 1,301 6 当銘農村公園 2,045 6,353
7 宮森公園 街区公園 0.20 1,960 7 友寄農村公園 2,596 296
8 屋宜原中央公園 街区公園 0.60 5,998 8 富盛農村公園 2,987 4,900
9 富盛中央公園 街区公園 0.71 7,126 9 外間農村公園 821 1,952

10 屋宜原西公園 街区公園 0.25 2,499 10 世名城農村公園 5,742 1,431
11 屋宜原東公園 街区公園 0.28 2,800 11 1,350
12 伊覇１号公園 街区公園 0.19 1,899 12 1,057
13 伊覇２号公園 街区公園 0.21 2,097 13 2,509
14 伊覇３号公園 街区公園 0.27 2,717 14 2,015

15 445
16 370
17 306

48.32 337,902 小計 10箇所 22,899 130,106
153,005

■1人当たり公園面積（㎡/人）

東風平地域
番号 公園名 公園区分

計画面積
(ha)

供用面積
(㎡)

番号

港川遺跡公園
みなとがわ公園
みなとがわ緑地公園

玻名城農村公園

具志頭地域
公園名

21.3㎡22,655人 14.9㎡

具志頭運動公園
具志頭城址公園

座嘉武井公園
具志頭農村公園
後原農村公園
仲座農村公園
長毛農村公園

港川農村公園
新城農村公園
大頓農村公園
与座農村公園
世持井公園

戦争遺跡公園(ヌヌマチガマ)

※人口については、令和3年5月末住民登録人口

※その他公園については、供用面積。（港川フィッシャーは未供用）

17箇所
その他の公園面積合計　B供用率(%)

都市公園面積合計　A
69.9%

都市計画区域（都市公園Aのみ）
八重瀬町全域（都市公園A、その他公園Bの合計）

対象範囲

31,901人 －　 15.4㎡

人口 計画面積 供用面積
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本町の汚水処理については、農業集落排水 4.9％と漁
業集落排水 3.4％を除く約 9割の世帯が浄化槽による個
別処理を行っています。しかし、その中でも合併浄化
槽による汚水処理が 4 割に留まっていることから、多
くの家庭で平成 13年以降新設が禁止されている処理能
力の低い単独浄化槽による処理が行われていると考え
られます。単独浄化槽は、し尿排水処理のみを行い、
生活雑排水は河川や海等の公共用水域へ放流されるた
め、水質悪化の要因となります。 
また、浄化槽から排出される浄化槽汚泥について
は、町内のし尿処理施設にて処理が行われています
が、人口増加に伴い町内の施設だけでは処理ができな
い状況となっています。そのため、町外での処理を行
う等、財政的な負担も課題となっています。  

▲既整備集落排水・処理場位置図 

参考：沖縄県市町村別汚水処理施設整備状況
（事業区分別）平成 31 年 3月 

汚水処理施設整備状況 

港川地区 
排水処理施設 

雄樋川地区汚水処理施
 

清澄苑 
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（７）景観 

本町の景観形成においては、平成 25（2013）年に景観法に基づく「八重瀬町景観計画」の
策定及び「八重瀬町景観条例」を施行し、地域別の景観特性を踏まえた方針のもと、良好な
景観形成のための行為の制限等を定めることにより、本町の良好な景観を次世代へより良い
形で引き継ぐための取組みを進めてきました。また、景観計画、景観条例のほかにも地区計
画により、建築物等の高さや形態・意匠に関するルールを定めています。 
このような取組みを進める中、近年では、多様な屋根・外壁材を使用した住宅の増加や国道

507号の拡幅整備の進展などにより、主に都市部での景観が急速に変化してきています。また、
東風平北部地域の市街化区域編入等による今後の土地利用の転換への考慮も必要となり、ま
ち並みが変わりゆく中で、良好な自然環境や景観の保全・活用、魅力的な都市景観の形成に
よる本町らしい景観づくりの推進が求められています。 

 
（８）防災 

本町では、自然災害などが発生した非常時におい
て避難場所となる指定緊急避難場所 19 カ所、指定避
難場所 13 カ所を指定しています。また、大規模な災
害時に応急対策の迅速かつ的確な実施を行うため、
豊見城市、姉妹都市である高知県香南市、町内では
商工会や 5 つの民間事業者との災害協定を結ぶ等、
防災に取り組んでいます。今後さらに町民への周知
を行い、防災への意識を高めていく必要がありま
す。 
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
を期する必要があります。特に本町では、大雨時の
国道 507 号等の冠水や浸水、饒波川や報得川の氾濫
など、水害が大きな課題となっています。そのた
め、報得川では河川の改良工事が進められています
が、工事完了までには長期間かかる見込みとなって
おり、早急な河川改良や他市町村にまたがる上流域
を含め広域的な検討が求められています。 

 
また、土地区画整理区域の市街地整備における道路の整備や人口増加により、交通量が増加
していますが、信号機の設置などの道路や歩行環境の整備が追い付いていない状況にありま
す。さらに、集落内に狭あい道路も多くみられ、緊急車両の通行を妨げる恐れがあるため、
非常時の緊急車両の通行や避難路の確保はもちろん、通常時から事件や事故を防ぐ、安全な
道路及び歩行環境の整備が求められています。 

▲饒波川の氾濫 

▲国道 507号の冠水 
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（９）福祉・子育て 

本町では、令和元（2019）年に老年人口（65 歳以上）の割合が 21％を超え超高齢社会とな
っています。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ます。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ます。 

 
 
また一方では、年少人口も年々増加しています。特に土地区画整理区域の市街地整備による
人口増加が著しく、東風平小学校では、文部科学省の定める標準規模 12～18 学級を大きく上
回り 31 学級、白川小学校でも 26 学級となっており、町民アンケートにおいても児童数増加
による教育の質の低下などが懸念されています。また、保育園や学童の待機児童数も年々増
加がみられ、中学校についても、現状として生徒数の大きな変化はみられないものの、今後
増加が予測されており、対応が求められています。 

参考：住民基本台帳 

4,837 4,689 4,486 4,682 4,762 4,832 4,928 5,014 5,205 5,329 5,488 5,698 5,789 5,934 6,001 

17,245 

17,193 

17,423 
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18,245 

18,482 

18,695 

18,830 

18,789 

18,818 

18,818 
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18,789 
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八重瀬町の3区分別人口

年少人口 生産年齢人口 老年人口 （構成比）
14歳以下 15～64歳 65歳以上 （人）

資料：庁内資料 資料：庁内資料 
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第２章 まちづくりの目標  

 

第 2 次八重瀬町総合計画においては、将来像に“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”を掲げ、すべての町民がいきいきと元気に暮らし、誇りと自信をもって、
心豊かで明るく活力あるまちを目指しています。 
この将来像の実現に向け、まちづくりの目標を次の通り設定します。 

 

笑顔が集う便利で住み良いまちづくり 

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ます。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
ちづくりを目指します。 

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ます。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します。 

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きます。 

 

自然につつまれた潤いを感じるまちづくり 

自然環境の保全 
白川小学校の北側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ます。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して、その保全・活用に努めます。 
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・低炭素社会を目指します。 

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します。 

１．まちづくりの目標 
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水辺環境の整備 
本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、水質が悪化しています。衛生的で安らぎが感じられる
河川となるよう、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、町民のための憩いの場となる親水空間の
確保に努めます。 
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います。 

 

笑顔が溢れる安心して暮らせるまちづくり 

主要道路の整備等 
本町の道路体系は、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ます。町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します。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
づくりを目指します。 
さらに、どの地域からでも快適に移動できるよう本町における公共交通システム
のあり方についても検討を行います。 

集落内道路の整備 
集落内の狭あい道路については交通規制などを検討し、集落内の人々が安心して
暮らせる道づくりを目指します。 

災害に強いまちづくり 
地域防災計画の周知による町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します。 

汚水処理 
本町の汚水は、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処
理が行われています。河川や海域等の水質を保全するため、下水道事業の検討を進
め、環境にやさしいまちづくりを目指します。 

公園・緑地整備 
本町では、東風平運動公園や西部プラザ公園など 14箇所の都市計画公園等が計画
されています。レクリエーションや憩いの空間としての整備、機能充実を図ります。 

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します。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
観づくりを町民と協働で進めます。 
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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ます。 

 

伝統と歴史と人々がふれあうまちづくり 

歴史文化資源の保全と活用 
本町には、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 13 の町指定
文化財があります。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、
その保全に努めます。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します。 

 

 

 

 

 

「第 2 次八重瀬町総合計画」同様、将来人口の設定にあたっては、本町が掲げる人口ビジョ
ンの目標と整合を図り、目標年次である令和 24（2042）年の将来人口を 3 万 4 千人とします。 
なお、人口ビジョンにおいては、合計特殊出生率の上昇や区画整理等での住宅地の供給が引
き続き見込まれること等を勘案した設定のもと、将来人口推計を行っています。 

 
  

２．将来人口フレーム 

※令和２年までは住民基本台帳（3 月）の実績値、令和７年以降は人口ビジョンの推計値 

令和 24（2042）年 
約 34,000 人 
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「ゾーン」「軸」「拠点」の 3 つの要素により、目指すべき将来の都市構造を設定します。 
「ゾーン」は土地利用の用途区分ごとのまとまりで面的な要素、「軸」は都市の骨格を形成
する主要な道路等で線的な要素、「拠点」はまちの魅力を高める機能を配置する点的な要素
です。 
それぞれの要素が機能を発揮し、相互に連携することでまちづくりの目標の実現を目指しま
す。 

■将来都市構造を構成する要素 

ゾーン 

市街地ゾーン 低中層住宅を中心に、サービス機能や物流機能な
ど多様な都市機能の集積を進めるゾーン 

タウンセンターゾーン 
役場庁舎を中心に都市活動を支える機能を集約さ
せ、活発な人・物・経済活動の交流により賑わい
創出を図るゾーン 

沿道商業ゾーン 商業・業務施設を誘導するとともに、交通環境や
景観に配慮してにぎわいを創出するゾーン 

地域サービスゾーン 日常的な生活利便施設や地域活動に資する施設の
集積を進めるゾーン 

集落ゾーン 山・川・海・田畑など自然豊かな風景と調和のと
れた、ゆとりある田園居住環境を保全するゾーン 

緑地ゾーン 本町北側の斜面緑地、八重瀬岳、南側に連なる樹
林地などの自然緑地を保全・活用するゾーン 

観光 
・レクリエーションゾーン 

本町特有の自然景観や海岸資源を保全しつつ、憩
いやレジャーへ活用・展開するゾーン 

農地ゾーン 安定的な農業を支え、ブランド力を高めるために
優良な農地の保全・活用を図るゾーン 

軸 
道路交通軸 周辺都市との広域的なつながり、市内の拠点間の

つながりを維持・強化する交通軸 

河川軸 流域の防災性を向上させ、生物の生息・育成環境
や水辺景観として保全・活用する自然環境軸 

拠点 

企業立地検討拠点 町内の雇用の場創出、地域活力の向上を図るため
企業等の立地の可能性検討を進める拠点 

みどりの拠点 環境保全、スポーツ交流、防災などの多様な機能
を充実・強化を進める拠点 

水産業の拠点 水産業の活力向上のため、周辺のみなとまちの景
観や漁場の保全、観光への展開を進める拠点 

３．将来都市構造 
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第３章 全体構想 

 
本町は、人々の暮らしや仕事の場となる市街地や集落、農業生産の場となる農地、まちに潤
いをもたらす自然緑地等、多様な土地利用が展開しています。土地区画整理事業等で市街化が
進行する東風平地域とともに、沖縄戦跡国定公園に指定された雄大な自然環境が残る具志頭海
岸一帯など自然的土地利用も多く存在することが本町の特徴となっています。将来像「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、各地域の特色を活か
しながら町全体の魅力を高めるメリハリのある土地利用を推進します。 

 
（１）地域特性に応じた土地利用の推進 

暮らしの場となる住宅地、買い物の場となる商業地、働く場となる工業地、農作物を生
産する農地など、地域特性を踏まえた土地利用を適切に配置し、秩序ある土地利用を図り
ます。 

１）市街地検討地区 

 市街化区域に隣接する既成市街地や住宅団地を含む都市的土地利用が進む地区であ
り、市街化への要望が高い地区となっています。このため、将来都市構造上の拠点
や主要な幹線道路沿道周辺については、町全体からみた種々の優位性を踏まえ、都
市的土地利用を計画的に誘導します。 

 自己用住宅等の立地緩和区域（都市計画法第 34 条第 11 号）や社会インフラ整備が
整っているもしくは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区については、
良好な市街地景観の形成など質的向上を目指して地区計画の活用や基盤整備の導
入、段階的な市街化区域の編入についても検討を行います。 

２）低層住宅地区 
 市街化区域であり、戸建て住宅や低層の共同住宅等からなる低密度の住居系地区で

す。地区計画等の活用により低層住宅の良好な住環境を維持します。 

３）中高層住宅地区 
 市街化区域であり、中高層の住宅を中心に病院や商業・業務施設等が共存する地区

です。みどりの空間やオープンスペースを確保し、ゆとりある都市景観の創出を図
ります。 

４）商業業務拠点地区 
 中心市街地の核として、活発な人・物・経済活動が交流する賑わいのある場の創出

に向け、商業・業務施設の立地誘導を図ります。 

５）沿道サービス地区 
 市街化区域内の幹線道路沿道において、利便性の高い立地的特性を活かし、背後地

との調和に配慮しつつ、商業・業務施設の立地誘導を図ります。 

１．土地利用に関する方針 
 



 

21 

６）地域サービス地区 
 南の駅やえせ周辺の国道 507 号及び国道 331 号の沿道において、日常生活を支える

サービス機能やコミュニティ機能を充実させ、地域の拠点づくりを図ります。 

７）工業地区 
 広域的な道路交通の利便性を活かし、工業系を主体とした土地利用を誘導します。 

８）集落地区 
 無秩序な開発や宅地の細分化を抑制し、各地区特有の優れた集落景観や自然的・歴

史的環境を保全・活用した落ち着きある居住環境づくりに努めます。 

 住宅需要の高まりがみられる都市計画区域内の既存集落地域では、社会インフラ整
備が整っているもしくは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区について
は、市街化調整区域の地区計画の活用により、無秩序な宅地の広がりを抑えつつ良
好な住環境整備に努めます。 

 土地改良事業の非農用地区域に指定されている宅地整備地区では、社会インフラ整
備が整っているもしくは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区について
は、市街化調整区域の地区計画の活用を検討し、周辺農地と調和した良好な住環境
整備に努めます。 

９）観光・レクリエーション地区 
 周辺の自然環境への影響に十分配慮しつつ、優れた眺望景観や自然緑地などの地域

資源を活用したレクリエーション機能の維持・充実を図ります。 

 沖縄戦跡国定公園にも指定されている具志頭海岸一帯は、良好な自然環境を保全し
つつ、史跡や戦跡などの地域資源を活かし、回遊性のある一体的な観光まちづくり
を促進します。 

10）農地地区 
 ほ場整備により農業用水等が確保された優良農地においては、営農環境を保全する

とともに遊休農地の解消に向けた取組みや農地の高度利用等を進めます。 

 かんがい排水未整備地区においては、農業用水確保に取り組み、農地の生産性向上
を図ります。 

 農業公共投資がされていない生産性の低い農地かつ都市的土地利用への転換が見込
める土地については有効利用を図ります。 
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（２）企業立地誘導の推進 

 地域経済の活性化と町内での安定した雇用の創出をめざし、社会インフラ整備が整っ
ているもしくは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区について、地区計画
等の活用により計画的な企業立地誘導を進めます。 

 企業立地実施計画に基づき地域未来投資促進法の活用や工場適地の指定等の手法によ
り、第一種農地や農振農用地等の除外が見込まれる地域についても、企業立地誘導に
ついて今後検討するものとします。 
 

（３）都市計画区域の検討 

 本町は東風平地域が那覇広域都市計画区域で、具志頭地域が都市計画区域外となって
います。今後、社会状況の変化と具志頭地域の土地利用動向を見据えながら、町民へ
の都市計画に関する啓発活動を行いつつ、町民のまちづくりの意向を踏まえ、都市計
画区域への編入等、町民が望む土地利用のあり方について調査、検討を進めます。 
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本町は、国道 507 号、主要地方道那覇糸満線、主要地方道糸満与那原線、国道 331 号等の幹
線道路を軸として骨格的な道路網が形成されています。これらを基本として段階構成による体
系的な道路ネットワークの形成を図るともに、公共交通のあり方について検討を進め、多様な
移動手段が選択でき、誰もが円滑、安全、快適に移動できる交通環境づくりに向けて取り組み
ます。 

 
（１）効率的な道路網の構築 

道路を主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路、生活道路に区分し、これらの段階構成
による道路網を構築し、町内のスムーズの移動ならびに町内外の連携や交流を促進しま
す。 

１）主要幹線道路 
 主要幹線道路は、都市の骨格を形成する主要な道路として、円滑な物流や交流が

確保されるよう、充分な車道幅員と安全な歩道を整備・維持について、働きかけ
ます。 

 南北軸である国道 507 号は、拡幅整備の促進や無電柱化などの道路環境の改善に
ついて働きかけます。 

 東西軸である国道 331 号は、沖縄本島南部の観光ルートとしての役割もあり、歩
道整備や無電柱化などの道路環境の改善について働きかけます。 

 東風平豊見城線については、早期事業化に向けて働きかけていきます。 
 主要地方道糸満与那原線については、本島南部の中心を東西で結び、八重瀬町の

市街地を通る道路であることから、拡幅整備について働きかけます。 
 那覇空港自動車道南風原南 IC付近においては、町域へのスムーズな接続に向けて

渋滞緩和の対策について働きかけます。 

２）幹線道路 
 幹線道路は、本町と周辺市町とのネットワーク道路として、利便性や快適性が確

保されるよう道路整備・機能維持について働きかけます。 

３）補助幹線道路 
 補助幹線道路は、主要幹線道路や幹線道路を補完する道路として、集落環境の安

全性確保に配慮しつつ、町民の生活利便性の確保に向けて取組みを進めます。 
 国道 507 号に接続する道路については、十字路化の検討を進め、安全で円滑な通

行に向けて取組みを進めます。 

４）生活道路 
 生活道路は、主要幹線道路、幹線道路または補助幹線道路で囲まれた区域の交通

を処理する道路として、「八重瀬町中長期道路整備計画」等において、生活道路
の整備方針や実施計画（新設・改良等）を示し、歩行者の安全が確保される環境
づくり及び機能の維持・向上を図ります。 

２．道路・公共交通に関する方針 
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（２）多様な移動手段が選択しやすい環境づくり 

誰もが安全かつ快適に移動することができ、徒歩、自転車、車いす、自動車、バスなど多
様な移動手段が選択できる町内の交通環境づくりを進めます。 

１）快適な道路空間の整備・維持管理 
 主要幹線道路等の整備にあたっては、バリアフリーを考慮した歩行者空間を確保

し、子どもから高齢者などすべての人々が安心して通行できる人にやさしい道づく
りを推進します。 

 街路樹の維持管理を行い、緑陰のある快適な道路空間の保全に努めます。 

２）自転車ネットワークの整備検討 
 地域の交通特性や道路空間の状況把握により、自転車ネットワークの整備検討を行

います。 

３）地域に根ざした公共交通のあり方検討 
 町民ニーズを踏まえ、交通弱者の移動の権利の確保及び交通に関する地域格差の改

善に向けて検討を進めます。また、県や近隣市町、事業者等との連携のもと、鉄軌
道を含む新たな公共交通網についても検討を進めます。 
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自然環境には、生物の生息の場や良好な景観形成だけでなく、気温上昇の抑制や水質の浄
化、雨水の貯留・浸透による防災・減災などの様々な機能を有しています。これらの機能をグ
リーンインフラとして保全活用し、人々が心地よく生活できる環境づくりを進めるために、本
町が持っている豊かな自然環境を活かした公園や緑地空間の整備を進め、地域の魅力向上と活
性化に繋げます。さらに豊富な水資源の保全と活用方法の検討を行い、資源の有効活用に取り
組みます。 

 
（１）多様な機能を持つ公園の整備・活用 

 都市計画区域内における一人あたりの都市公園面積 20 ㎡を目標に整備を進めます。
また、八重瀬町全体としては、その他公園を含めた町民一人あたりの公園面積につ
いても 20 ㎡を整備目標とします。 

 八重瀬町スポーツ観光交流施設整備事業を進め、具志頭運動公園陸上競技場にスポ
ーツ観光交流施設として、サッカー場やクラブハウスを含むスポーツ交流施設、ま
た、町民の生涯スポーツ人口の増加と健康増進に資する公認パークゴルフ場やウォ
ーキングコース等の整備を行うことで、生涯スポーツの推進とスポーツコンベンシ
ョンの推進を図ります。 

 Park-PFI 等、民間活力導入の検討を進め、財政負担を抑えつつ既存の公園の質の向
上を図ります。 

 東風平運動公園については、現在の状況や今後の動向を勘案し、周辺道路の位置づ
けの見直し、また誘導サインの配置検討等を行い、利用しやすい公園の整備に努め
ます。 

 既存の公園や未整備公園についても、計画時から現在における需要の変化や地域バ
ランスを考慮し、社会情勢の変化に応じて改修や計画の見直しを図り整備と活用を
進めます。 

 公園施設の適正な管理と必要に応じた長寿命化計画の策定により、安全で快適な施
設の維持に努めます。 

 
（２）みどりの保全・活用 

 白川小学校北側の斜面緑地や八重瀬岳一帯、本町の南側に位置する具志頭城址や
多々名グスク一帯等に残る自然緑地は、保全に努めるとともに、開発行為を起因と
する災害の発生についても留意します。また、墓地周辺のみどりについても引き続
き保全を図ります。 

 市街地においては、オープンスペースの確保や公共施設の緑地空間の積極的な創出
などにより、市街地におけるうるおい空間づくりに取り組みます。 

３．みどりと水に関する方針 
 



28 

 八重瀬岳の南側の自然緑地及び海岸一帯は、自然公園区域に指定されており、「八
重瀬町景観計画」や「八重瀬町景観条例」「八重瀬町自然環境及び観光資源保全条
例」の活用を促進し、同地区の自然環境や動植物等の保全に努めます。 

 海岸環境等の自然を保全・活用し、ホロホロ―の森での散策活動や具志頭の海岸沿
いのボルダリングエリア（具志頭ボルダー）等、アウトドアスポーツや体験型観
光、環境学習などの多様な分野での展開を図り、地域の魅力向上に繋げます。 

 自然緑地等における開発行為については、関係課・機関との十分な協議の上、自然
環境に及ぼす影響が極力小さくなるよう調整を行い、良好な自然環境の保全に努め
ます。 
 

（３）水資源の保全・活用 

 生活排水や畜舎などからの垂れ流しや農薬等の使用による湧水や地下水、河川等の
水質悪化を防ぐために、継続的な巡視パトロールや令和元（2019）年から行ってい
る琉球大学との水質資源に関する共同研究「水循環プロジェクト」等の関係機関と
連携した取組みを行い、「八重瀬町地下水保護管理条例」等による届出の制度を活
用し、良好な水質の保全と豊かな水量の確保に努めます。 

 本町の貴重な自然環境である長堂川や饒波川、報得川、雄樋川、白水川等の河川に
ついては、多自然川づくりや町民の憩いの場となる親水空間の確保に努めます。 
 

（４）下水道等整備の検討 

 下水道等については、平成 27（2015）年度に策定した「八重瀬町下水道基本構想」
に基づき、本町の財政状況や社会情勢の変化を踏まえ、効率的で実情に沿った汚水
処理の実現に向けた整備方針の検討に努めます。 
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本町の特徴的な景観として、友寄の斜面緑地、八重瀬岳一帯のみどりの景観、慶座絶壁（ギ
ーザバンタ）や具志頭浜などのダイナミックな地形が見せる海岸・海浜景観などの豊かな自然
景観、昔ながらの赤瓦や石垣が残る集落景観、点在する歴史文化資源などがあげられます。ま
た、伊覇・屋宜原地区土地区画整理事業地区では、新たな市街地景観が形成されています。良
好な景観を次世代に引き継ぐとともに、良好な都市景観の創出を推進します。 

 
（１）地域の特徴を活かした景観まちづくり 

 景観法に基づく「八重瀬町景観計画」及び「八重瀬町景観条例」、「八重瀬町自然
環境及び観光資源保全条例」における届出等の制度を活用し、貴重な自然景観や良
好な都市景観の保全・創出を図ります。 

 八重瀬岳、具志頭城址、小城展望台、慶座絶壁（ギーザバンタ）など眺望景観を有
するポイントについては、視点場や視対象となるエリアの景観形成により眺望点を
活かした景観まちづくりを推進します。 

 市街地においては、積極的な緑化やオープンスペースの確保等により、潤いある都
市景観の創出に努めます。 

 
（２）骨格的道路及び水辺の景観軸を中心とした景観まちづくり 

 骨格的道路軸における、沿道緑化や無電柱化、沿道建築物等の形態及び色彩の規
制・誘導などの取組みにより、良好な道路景観づくりを推進します。 

 河川沿岸の緑化充実や親水性の確保に努め、良好な水辺の景観づくりを推進しま
す。 
 

（３）歴史文化資源を活かした景観まちづくり 

 指定文化財ならびに御嶽や拝所、井泉（カー）など地域に残る歴史文化資源につい
ては、地域住民との協働により、それらの保全と継承に取り組みます。また、空間
整備やサイン整備など地域資源としての活用促進に努めます。 

 各地域の獅子舞やエイサー、綱引きや棒術などの伝統行事は、地域のアイデンティ
ティ形成にとって重要であり、これらが保全・伝承・育成される環境づくりに努め
ます。 

  

４．景観に関する方針 
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自然災害に対して生活の安全を確保することは、まちづくりにおいて重要な視点の一つとな
っています。甚大な被害をもたらした東日本大震災のような地震や津波だけでなく、近年では
地球温暖化が要因と考えられる豪雨による自然災害が頻発しています。本町各地域において
も、人々が安全に安心して住み続けることのできる災害に強いまちづくりを行うために、防
災・減災へ取り組みます。さらに、日常時の事件や事故を防ぎ、子どもからお年寄りまでが住
み良いまちづくりを進めます。 

 
（１）災害種別の対策 

災害が起きた際に、被害を最小限に抑えるための取組みを災害の種別ごとに検討し、より
安全性の高い対策を講じます。 

１）風水害 
 上流域の都市化進展により、台風等の大雨を要因とする河川の氾濫・冠水・浸水

被害が問題となっています。そこで関係機関に対して早急な河川改良の必要性を
訴え、他市町にまたがる上流域を含め広域的な視点での検討や対策を行います。 

 報得川の改良工事が県の管轄で進行していますが、長期間かかるため、改良工事
期間における浸水対策として貯水ピットの設置を検討します。 

 土地利用の改変や近年の気候変動等を受けて、排水処理が追い付かない状況が発
生しているため、雨水排水の影響を踏まえた開発や整備に努めます。 

２）地震・火災 
 「八重瀬町耐震改修促進計画」に基づき、八重瀬町における住宅・特定建築物な

どの耐震診断及び耐震改修を促進します。 
 ブロック塀の倒壊の恐れのある箇所については、通行者への危険があるだけでな

く、避難や緊急車両等の通行における支障も生じる可能性があるため、既存のブ
ロック塀における調査を行い、現状の把握及び地区計画等による設置制限の検討
に努めます。 

 地震火災の危険度が高い地区については、重点的に防火地域又は準防火地域の指
定を実施し、建物の不燃化を推進します。 

３）土砂災害 
 土砂災害のおそれがある斜面緑地等については、危険性の周知や警戒避難体制の

強化、住宅等の新規立地の抑制について検討します。 

４）津波・高潮 
 津波、高潮などの災害に対する適切な防護水準を確保するとともに、海岸環境の

整備と保全及び海岸の適切な利用を図るため、施設の整備に加えソフト面の対策
を講じ、これらを総合的に推進します。 

  

５．安全安心のまちづくりに関する方針 
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５）その他 
 採石場などについては、土地の大幅な改変が進みつつあることから、国や県と連

携し災害・転落防止等の安全対策の徹底に努めます。 
 

（２）非常時における準備 

非常時への備えとして、地域における防災組織の育成や、避難場所の確保、避難ルートや
緊急車両の通行における動線や標識等の整備に取り組みます。 

 

１）地域防災の意識向上 
 「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

制の強化に努めます。 
 自主防災組織が白川ハイツと新城の 2か所あり、訓練等に取り組んでいます。ま

た、港川・長毛地域では年に 1 回避難訓練が行われています。このような組織へ
の活動支援やその他の地域での自主防災組織の育成に取り組みます。 

 地域防災拠点として、公共施設、公園などの施設整備については、オープンスペ
ースの確保や建築物の耐震化等を推進し、庁舎等の既存の公共施設についても、
現状の防災機能把握及び強化を行い、地域防災拠点機能の向上に努めます。 

２）避難場所及び災害備蓄の確保 
 現在、指定緊急避難場所 19 か所、指定避難場所 13 か所を指定しており、引き続

き定期的な避難場所等の見直しや追加、県内及び県外の地方公共団体における具
体的な取組みについて調査研究を進めながら、民間施設等との連携について検討
します。 

 災害備蓄については、法定数の確保を目指し、新たな備蓄倉庫などの設置を検討
します。 

３）緊急動線の確保 
 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ります。 
 本町の集落内には狭あい道路が多く、災害時の避難や緊急車両の通行への支障が

懸念されます。そのため、狭あい道路の災害防除など避難及び緊急車両が通行し
やすい道路の管理に努めます。 

 地域毎に避難ルートの明確化を行い、的確な避難誘導案内標識、避難場所標識及
び津波注意標識の設置や適正な維持管理に努めます。 

４）地域社会との連携 
 大規模な災害時に、応急対策の迅速かつ的確な実施を行うため 5 つの民間事業者

との災害協定を結んでいます。引き続き、災害に備えて町民、事業者、NPO、ボ
ランティア団体等との連携を図り、新たな災害協定の検討、現状の協定内容の見
直しを行います。 
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５）通信体制の強化 
 災害時における予警報の伝達や災害情報、その他災害応急対策に関する情報伝達

を円滑かつ迅速に行えるよう、防災行政無線の高度化等の検討を進めます。 

６）災害廃棄物の処理 
 災害廃棄物処理計画の策定を検討し、災害時の状況に即した災害廃棄物の適正か

つ円滑な処理に努めます。 

７）観光防災の強化 
 災害時における観光避難民に対し、災害備蓄の確保など観光防災を強化すること

により観光客へ安心・安全な観光地を提供できるように努めます。 
 

（３）交通事故の対策 

 市街地地区の人口増加や事業所の立地により交通量の増加がみられることから、
安全で秩序のある交通環境とするため、交通事故の発生状況等から優先すべき箇
所を含めた信号機設置の要請、カーブミラーや交通安全啓発看板の設置を行いま
す。 
 

（４）防犯体制の強化 

 事件や事故を未然に防ぐため、自治会との連携を図りながら防犯灯の設置拡大に
努めます。 
 

（５）空き家対策 

 空き家の実態調査を継続して行い、空き家対策について検討を行います。 
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少子高齢化社会において、まちの活力を維持していくためには、子どもを産み育て、住み慣

れた地域で健康に住み続けられる環境が重要となります。また、障がいの有無にかかわらず、す
べての人々が個人として尊重され、生きがいを持って社会参加できるまちづくりの視点も重要と
なります。人々に優しい住みよいまちの実現に向けて、ユニバーサルデザインの理念に基づいた
施設整備等を促進します。 

 
（１）ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進 

 建築物や道路、公園など様々な施設において、ユニバーサルデザインの理念に
基づき、すべての人にとって、公平でわかりやすく、安全で使いやすい整備を
進めます。 

 公共施設や医療施設、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、車いす利用者を想定したスロープの設置や段差の解消など「沖縄県福祉
のまちづくり条例」に基づくバリアフリー化の促進を図ります。 

 公共施設整備にあたっては、高齢者や障がい者、乳幼児連れ等の当事者意見を
反映する機会を設けるなど、よりニーズに沿った施設整備となるよう取組みを
推進します。 

 
（２）歩いて暮らせるまちづくりの推進  

 町民ニーズを踏まえた本町における公共交通のあり方についての検討等によ
り、自動車交通に依存せず地域で暮らし続けることのできる環境づくりに向け
た取組みを進めます。 

 安全に通行できる道づくりや緑陰の創出、交流がうまれやすいスペースの確保
等により、町民の健康づくりと地域コミュニティの形成に寄与する環境づくり
に努めます。 
  

６．福祉のまちづくりに関する方針 
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住民サービスの場となる役場庁舎、義務教育を行う小学校・中学校、住民のレクリエーショ
ンや休息の場となる公園など、町内には多くの公共施設があります。それらの公共施設を、町民
にとって魅力のある、利用しやすい空間として整備または活用に向けた取組みを推進します。 

 

（１）公共施設の長寿命化推進 

 公園、町営住宅、自治会集会所、橋梁等の公共施設においては、老朽化状況の把握
とともに、これまでの事後的な修繕から予防的な維持管理への転換を図り、安全対
策の強化及び改築・更新等を図っていくとともに長寿命化を推進します。 

 既存の公共施設で老朽化や低・未利用の施設に関しては、「八重瀬町公共施設等総
合管理計画」に基づき、状況に応じ耐震改修及び内部の改修等を施し、機能拡充や
集約化、民間活力を活用した施設の整備・運営、また施設廃止や用途変更等を行
い、財政負担の軽減及び施設の有効活用に努めます。 

 

（２）公共施設の整備 

 八重瀬町中央公民館については、平成 31（2019）年策定「八重瀬町生涯学習・文
化振興拠点施設基本計画」において、リニューアルについて検討を行いました。今
後、利用可能な補助事業等について関係機関と調整し、施設整備の事業採択に向け
て取り組みます。 

 町内の各種公共施設や文化財等への誘導のための案内板の整備を推進します。 
 

（３）年少人口増加への対応 

 土地区画整理区域の市街地整備や民間開発等による人口増加に対し、周辺小学校の
増築工事で対応してきました。今後は、人口推移を勘案し、校区の選択制も含めて
随時対応を検討します。 

 給食センターでは、児童・生徒数の増加により調理食数が増える一方、施設・設備
の老朽化が進んでいるため、施設リニューアルや広域連携での建設の検討に取り組
みます。 

 就学前の子ども達の教育・保育に資する施設の需要が高まっていることから、保育
園の新設検討や町内幼稚園の認定こども園への移行により解消を図ります。 

 
（４）墓地整備の計画 

 各地域における墓地区域や公営墓地の設定について協議し、整備の方向性について
検討を進めます。 

 

７．公共施設に関する方針 
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第４章 地域別構想 

本章では、町全体の方針を示した「第 3 章全体構想」をもとに、各地域の現状や課題を踏ま
えた地域ごとの方針を定めます。各地域が掲げる将来像の実現に向け、関連する 4 つの分野
（土地利用、道路、安全安心、暮らし）で地域まちづくり方針を整理します。 

 

地域区分は、平成 23 年に策定した前期計画を踏襲し、次の 7 地域に区分します。 

地域区分 行政区 
人口 
（人） 

世帯数 
（世帯） 

面積 
（ha） 

人口密度 
（人/ha） 

東風平北部地域 

外間、宜次 
友寄、大倉ハイツ 
友寄第一団地 
白川ハイツ 
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） 

5,085 1,664 348.3 14.6 

東風平東部地域 

東風平、伊覇 
県営伊覇団地 
上田原、屋宜原 
屋宜原団地 
県営屋宜原団地 
志多伯（一部） 

10,598 3,510 341.8 31.0 

東風平西部地域 志多伯、当銘、小城 2,103 656 216.0 9.7 

東風平南部地域 富盛、世名城、高良 2,761 948 572.9 4.8 

具志頭北部地域 新城、後原 2,383 790 305.3 7.8 

具志頭東部地域 具志頭、港川、長毛 
県営長毛団地 

3,560 1,207 299.5 11.9 

具志頭西部地域 
玻名城、大頓、安里 
与座、仲座 
県営大頓団地 

2,576 850 606.2 4.2 

※人口、世帯数については平成 27 年国勢調査より 

※面積は、国土地理院の面積測定方法が変更される前の数字である  

１．地域区分 
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■地域区分図 

  



東風平北部地域 
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東風平北部地域 

（１） 地域の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本地域は、外間、宜次、友寄、大倉ハイツ、友寄第一団地、白川ハイツ、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 11 の行政区で構成されて
います。 
土地利用としては、西側と東側に農地が広がり、中央の都市計画法第 34 条第 11 号区域に
は、白川ハイツなどの開発団地が形成されています。また、宜次、友寄地区において、土地改
良区非農用地による宅地整備が行われています。 
白川ハイツなど開発団地周辺には、民間総合病院や南部商業高等学校、県立島尻特別支援学
校、長田門原公園（地区公園）などが立地しており、地域内の主な道路として、北側に那覇空
港自動車道が横断し、国道 507 号、主要地方道那覇糸満線、県道 48 号線が縦断しています。
また、二級河川の長堂川と普通河川の饒波川が流れています。 

  

２．地域まちづくり方針 
 

写真 

写真 
 

写真 
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（２） 地域の課題 

分野 課題 
土地利用  八重瀬町の玄関口にふさわしい土地利用が求められる 

 都市的土地利用のポテンシャルが高い地区や都市計画法第 34 条第
11 号区域及び開発団地など、計画的な土地利用を誘導するため市街
化区域編入が望まれる 

 市街化区域編入にあたって、地区計画等の計画的な土地利用の誘導
が必要 

 国道 507 号沿道の土地利用のあり方について検討が必要 
 主要地方道那覇糸満線周辺の企業立地・誘導が望まれる 
 県道 48 号線周辺に企業立地・誘導が望まれる 
 市街化調整区域における柔軟な土地利用が求められる 
 農地の集約化が求められる 
 遊休農地の活用について検討が必要 

道路  県道東風平豊見城線の早期の道路整備が望まれる 
安全安心  大雨・台風時における、饒波川の氾濫や冠水への対策が必要 

 斜面緑地で崩壊している箇所が一部みられるため、対策が必要 
 外間の土砂災害警戒区域指定箇所について対策が求められる 

暮らし  子どもたちが安心して遊べる公園や住民に身近で利用しやすい公園
の整備について検討が必要 

 長田門原公園の魅力ある整備促進が望まれる 
 河川の浄化が望まれる 
 農地や河川からの悪臭への対策が必要 
 昔ながらの景観や自然環境を大切にしたまちづくりが必要 
 医療福祉施設の充実が望まれる 
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（３） 地域の将来像 

 

 
【将来像の考え方】 
八重瀬町の玄関口として、美しい花や緑が人々を迎え、安心・安全・便利な環境が整っ
たまち 

 
（４） 地域まちづくりの基本方針 

１）土地利用に関する方針 

 地域の利便性及び活力の向上を図るため、段階的な市街化区域の編入について検討
を行います。 

 市街化区域の編入にあたり、用途地域の指定により計画的な土地利用の誘導を図り
ます。 

 自己用住宅等の立地緩和区域（都市計画法第 34 条第 11 号）や社会インフラ整備
が整っているもしくは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区について
は、地区計画の活用を検討し、良好な市街地景観の形成など質的向上を目指しま
す。 

 南風原町字津嘉山から大倉ハイツまでの国道 507 号及び県道 48 号線沿道は、利便
性の高い立地的特性を活かし、背後地との調和に配慮しつつ、商業・業務施設の立
地誘導を図ります。 

 企業等立地検討拠点については、南風原南インターチェンジに近接する利便性を活
かし、地域活力の向上に寄与する商業・工業・業務施設等の誘導について検討しま
す。 

２）道路に関する方針 

 県道東風平豊見城線の早期事業化に向けて働きかけていきます。 

３）安全安心のまちづくりに関する方針 

 交通量増加に伴う交通事故リスクが高まっている道路箇所については、歩行者の安
全対策に努めます。 

 本地域を流れる長堂川と饒波川については、関係機関と連携し、水災害防止に向け
た整備を検討します。 

 土砂災害の恐れがある斜面緑地等については、危険性の周知や警戒避難体制の強
化、住宅等の新規立地の抑制について検討します。 

  

緑と花につつまれた 便利で住み良い 八重瀬の玄関 
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４）暮らしに関する方針 

 長田門原公園の整備を進め、地域の憩いの場となる空間の創出に努めます。また、
非常時・緊急時等に対応できる空間としての活用を図ります。 

 本地域の南側に位置する樹林地は、北部地域の景観に寄与しており住民に潤いと癒
しを与えるだけでなく、本町の貴重な緑地帯として保全に努めます。 

 長堂川や饒波川については、多自然川づくりや町民の憩いの場となる親水空間の確
保に努めます。 

 本地域には、有形民俗文化財の「宜次の獅子像」や無形民俗文化財の「友寄の獅子
舞」などの歴史文化的資源が点在していることから、これらの歴史文化的資源の保
全・活用に努めます。 
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東風平東部地域 

（１） 地域の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本地域は、東風平、伊覇、県営伊覇団地、上田原、屋宜原、屋宜原団地、県営屋宜原団
地、志多伯（一部）の 8つの行政区で構成されています。 
本地域の、およそ４割が市街化区域に指定されており、伊覇・屋宜原地区土地区画整理
事業による面整備及び地区計画が定められ、八重瀬町の中心市街地として開発が進む地
域です。また、市街化調整区域にある上田原集落や東風平集落周辺及び屋宜原団地周辺
においては、都市計画法第 34 条第 11 号の区域が指定されています。 
本地域には、八重瀬町役場をはじめ、東風平小学校、東風平中学校、八重瀬町保健セン
ター、東風平運動公園、伊覇近隣公園などの公共施設が立地しています。地域内の主な
道路としては、国道 507 号が縦断し、主要地方道糸満与那原線が横断しています。ま
た、二級河川である報得川と農業用排水路である岡連川が流れています。 
  

写真 

写真 
 

写真 
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（２） 地域の課題 

分野 課題 
土地利用  南部の中心地として機能の充実が望まれる 

 伊覇・屋宜原地区土地区画整理区域における町の中心市街地として
賑わいの創出が望まれる 

 国道 507 号沿道を中心とした店舗等の整備が望まれる 
 東風平三叉路付近は、旧東風平町の時代から町の中心市街地として

栄えた経緯を踏まえ、企業立地・誘致が望まれる 
 主要地方道糸満与那原線北側の市街化調整区域一帯の都市的土地利

用が望まれる 
 企業局タンクから白川小学校前までの区間での企業立地・誘致が望

まれる 
 市街化調整区域における柔軟な土地利用が求められる 

道路  東風平三叉路付近の町道学校線の早期整備及び国道 507号未整備部
分と主要地方道糸満与那原線の道路拡幅整備が望まれる 

 南城市と隣接した主要地方道糸満与那原線と町道屋宜原幹線 1号線
の交差点のラウンドアバウト化が望まれる 

 一級町道高良線は、交通量が増え走行スピードも速いため、子ども
の通学路として安全対策が必要 

 緊急車両の通行について不安があるため、旧集落内の狭あい道路の
拡幅整備が望まれる 

 高等学校への自転車通学者の事故が懸念される 
安全安心  土地区画整理事業により整備された区域については、防災行政無線

が聞こえにくい状況となっているため、改善が求められる 
 土地区画整理事業により整備された道路への信号機設置が望まれる 
 大雨・台風時における、報得川・岡連川の氾濫や冠水への対策が必

要 
 斜面緑地は崩壊の危険性があるため、対策が必要 

暮らし  公園の遊具整備が望まれる 
 東風平運動公園について、街路灯など全体における早期整備完了及

び排水能力が不足しているため改善が求められる 
 河川の浄化が望まれる 
 緑を残し景観に配慮したまちづくりが求められる 
 旧集落や字東風平の田園風景の保全が望まれる 
 市街化区域内を中心に、主要な道路の無電柱化による景観形成の検

討が望まれる 
 子どもが増加しており、学校区選択制等の対応検討が求められる 
 老朽化した八重瀬町中央公民館の早期整備が望まれる 
 町営プール（50ｍ）の跡地利活用が望まれる 
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（３） 地域の将来像 

 

 
【将来像の考え方】 
自然と市街地の調和がとれた、人々が集い交流する、便利で暮らしやすく住みたいと思
えるまち 

 

（４） 地域まちづくりの基本方針 

１）土地利用に関する方針 

 八重瀬町役場周辺の商業業務拠点地区は、活発な人・物・経済活動が交流する賑わ
いのある場の創出に向け、商業・業務施設の立地誘導を図ります。 

 伊覇・屋宜原地区土地区画整理区域においては、地区計画の活用による良好な居住
環境の形成・維持を図るとともに、本町の中心市街地として商業・業務機能の充実
を図ります。 

 国道 507 号や主要地方道糸満与那原線は、沿道における商業・業務施設の立地誘
導に加え、旧東風平町時代に町の中心市街地として栄えていた東風平三叉路周辺に
おける一体的な土地利用の高度化を図ります。 

 市街化区域に囲まれた主要地方道糸満与那原線北側の市街化調整区域一帯は都市的
土地利用の計画的な誘導を検討します。 

 企業等立地検討拠点については、白川小学校南側の町道西嶺線及び国道 507 号沿
道において、地域活力の向上に寄与する企業立地・誘導を検討します。 

 自己用住宅等の立地緩和区域（都市計画法第 34 条第 11 号）や社会インフラ整備
が整っているもしくは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区について
は、地区計画の活用を検討し、良好な市街地景観の形成など質的向上を目指しま
す。 

２）道路に関する方針 

 国道 507 号は、拡幅整備の促進や無電柱化などの道路環境の改善について働きか
けます。 

 主要地方道糸満与那原線は、拡幅整備の促進について働きかけます。 

 南城市と隣接した主要地方道糸満与那原線と町道屋宜原幹線 1号線の交差点の改良
について検討します。 

３）安全安心のまちづくりに関する方針 

 災害時における情報伝達を円滑にかつ迅速に行えるよう、防災行政無線の高度化等
の検討を進めます。 

笑顔の集う 潤いと活力が調和した ベストタウン 
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 市街地地区の人口増加や事業所の立地により交通量の増加がみられる箇所について
は、信号機設置の要請、カーブミラーや交通安全啓発看板の設置等、安全な交通環
境づくりに取り組みます。 

 本地域を流れる報得川と岡連川については、関係機関と連携し、水災害防止に向け
た整備を検討します。 

 土砂災害の恐れがある斜面緑地等については、危険性の周知や警戒避難体制の強
化、住宅等の新規立地の抑制について検討します。 

４）暮らしに関する方針 

 東風平運動公園については、公園周辺の現状及び社会情勢を勘案し、施設等の見直
しや案内看板の配置検討等を行い、利用しやすい公園整備に努めます。 

 報得川については、多自然川づくりや町民の憩いの場となる親水空間の確保に努め
ます。 

 主要幹線道路については、景観軸となる国道 507 号を中心に、良好な道路景観を創
出します。また、道路沿道の緑化や無電柱化の促進、沿道建築物の規制・誘導等、
沿道景観の形成に努めます。 

 本地域には、有形民俗文化財「伊覇の石獅子」や「東風平の石獅子」などの歴史文
化的資源が点在しており、これらの歴史文化的資源の保全・活用に努めます。 

 児童生徒数の増加に対して、校区の選択制も含めて随時対応を検討します。 

 中央公民館のリニューアルについては、利用可能な補助事業等について関係機関と
調整し、施設整備に向けて取り組みます。 
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東風平西部地域 

（１） 地域の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本地域は、志多伯、当銘、小城の 3 つの行政区で構成されています。 
土地利用としては、小城集落、志多伯集落が都市計画法第 34 条第 11 号区域に指定、当銘集
落が都市計画法第 34 条第 12 号区域に指定されており、小城地区では土地改良区非農用地にお
ける宅地整備も行われています。また、集落と西部プラザ公園を除く土地利用の殆どは農地と
なっています。 
本地域には、白川幼稚園や白川小学校、西部プラザ公園などの公共施設が立地しており、地
域内の主な道路としては、主要地方道糸満与那原線、県道 134 号線が横断しています。また、
農業用排水路である岡連川が流れています。 
  

写真 
 

写真 
 

写真 
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（２） 地域の課題 

分野 課題 
土地利用  白川小学校周辺の非住居系の沿道活用や土地改良区非農用地の有効

活用が望まれる 
 分家住宅のための宅地の確保が望まれる 
 志多伯地区において土地改良区非農用地区域の設定による住宅地の

確保が望まれる 
道路  安全確保のため歩道整備の検討が望まれる 

 豊見城市、糸満市方面への幹線道路の整備が望まれる 
安全安心  大雨・台風時における、岡連川の氾濫や冠水への対策が必要 

 白川小学校周辺の交通安全・防犯体制の強化が望まれる 
暮らし  西部プラザ公園の早期整備が望まれる 

 農地や河川からの悪臭への対策が必要 
 田園景観の維持が望まれる 
 子どもが増加しており、学校区選択制等の対応検討が求められる 
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（３） 地域の将来像 

 

 
【将来像の考え方】 
見晴らしの良い高台があり、伝統・芸能・文化・スポーツが盛んで、活気と安らぎのあ
るまち 

 
（４） 地域まちづくりの基本方針 

１）土地利用に関する方針 

 白川小学校南側の町道西嶺線において、地域活力の向上に寄与する企業立地・誘導
を検討します。 

 本地域の土地改良区非農用地区域については、社会インフラ整備が整っているもし
くは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区については、市街化調整区域
の地区計画（非農用地活用型）の活用を検討し、住宅地の確保を目指します。 

 新たな土地改良区非農用地区域設定についても検討し、住宅地の確保に努めます。 

２）道路に関する方針 

 生活道路については、地域住民の生活に最も身近な道路として、機能の維持・向上
を図り、歩行者の安全が確保される環境づくりに努めます。 

３）安全安心のまちづくりに関する方針 

 交通量増加に伴う交通事故リスクが高まっている道路箇所については、歩行者の安
全対策に努めます。 

 本地域を流れる岡連川については、関係機関と連携し、水災害防止に向けた整備を
検討します。 

 白川小学校周辺道路については、小学生が登下校に通行することから、自治会との
連携を図りながら重点的な防犯灯の設置拡大に努めます。 

４）暮らしに関する方針 

 西部プラザ公園については、貴重な樹林地の保全に努めるとともに、子ども広場や
駐車場などの早期整備及び、Park-PFI 等、民間活力の導入検討を進め、公園の質
の向上を図ります。また、非常時・緊急時等に対応できる空間としての活用を図り
ます。 

 西部プラザ公園や小城馬場広場展望台には、田園風景や集落風景を見渡せる眺望点
があり、眺望点とその周辺の整備、保全を進め、眺望の対象となるエリアの景観形
成に努めます。 

クサティ杜に抱かれた 伝統文化が息づき 心やすまるまち 
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 町指定文化財となっている「当銘のガジュマル」「当銘・小城の共有龕」などの歴
史文化的資源が点在していることから、これらの保全・活用に努めます。 

 児童生徒数の増加に対して、校区の選択制も含めて随時対応を検討します。 
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東風平南部地域 

（１） 地域の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本地域は、富盛、世名城、高良の３つの行政区で構成されています。 
土地利用としては、富盛田園土地区画整理事業により、富盛地区集落地区計画が定められて
います。地域の多くが農地となっており、世名城集落、知念原屋集落は都市計画法第 34 条第
11 号の区域が指定され、富盛集落、高良集落は都市計画法第 34 条第 12 号の区域が指定されて
います。また、世名城集落と富盛集落では土地改良区非農用地による宅地整備が行われていま
す。 
本地域には、県立南部工業高等学校や八重瀬岳、八重瀬公園、富盛中央公園、ゴルフ場等が
立地しています。地域内の主な道路として、国道 507 号が縦断し、県道 52号線が横断してい
ます。また、二級河川である報得川が流れています。 
  

写真 
 

写真 
 

写真 
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（２） 地域の課題 

分野 課題 
土地利用  土地改良区非農用地の有効活用が望まれる 

 市街化調整区域における柔軟な土地利用が求められる 
 国道 507 号沿道の農用地の規制緩和及び、都市的土地利用が望まれ

る 
 鉱山採掘の規制や採掘後の土地利用を検討する必要がある 
 現況と登記地目との乖離の改善が望まれる 

道路  国道 507 号の未整備部分については、早急な道路整備が望まれる 
 県道 52 号線の十字路化早期整備及び通学路における歩道整備が望ま

れる 
 生活道路などの環境改善が望まれる 
 高等学校への自転車通学者の事故が懸念される 

安全安心  大雨・台風時における、河川の氾濫や国道 507 号などの冠水への対
策が必要 

暮らし  子どもが安心して遊ぶことのできる公園の整備が望まれる 
 やえせ桜まつり会場となっている八重瀬公園の駐車場間の道幅が狭

く危険な為、対応が必要 
 八重瀬公園周辺にみられる不法投棄の取り締まりが必要 
 八重瀬岳の森林の保全が望まれる 
 世名城、高良にて悪臭の苦情が出ており対応が望まれる 
 八重瀬岳から望む田園風景の保全が望まれる 
 集落景観の保全が望まれる 
 富盛の石彫大獅子があるジリグスクの周辺整理が望まれる 
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（３） 地域の将来像 

 

 
【将来像の考え方】 
桜彩る八重瀬岳の麓にあり、笑顔と希望に溢れ、豊かな自然と共存できる安らぎのまち 

 
（４） 地域まちづくりの基本方針 

１）土地利用に関する方針 

 富盛田園土地区画整理区域においては、集落地区地区計画の活用による良好な居住
環境の形成・維持を図ります。 

 本地域の土地改良区非農用地区域については、社会インフラ整備が整っているもし
くは整えられる見込みがあり、合意形成がとれた地区については、市街化調整区域
の地区計画（非農用地活用型）の活用を検討し、住宅地の確保を目指します。 

 本地域の南側を観光・レクリエーション地区と位置づけ、ゴルフ場等のレクリエー
ション機能・施設の充実を図るとともに、自然的環境と調和した土地利用を図りま
す。 

 鉱山採石場については、法に基づく適正な事業後措置を行うとともに、今後の対応
について関係者を含め検討を行います。 

２）道路に関する方針 

 国道 507 号は、拡幅整備の促進や無電柱化などの道路環境の改善について働きかけ
ます。 

 県道 52 号線は、十字路化の早期整備及び現道の歩道整備により通学路としての安
全性向上を働きかけます。 

３）安全安心のまちづくりに関する方針 

 交通量増加に伴う交通事故リスクが高まっている道路箇所については、歩行者の安
全対策に努めます。 

 本地域を流れる報得川については、関係機関と連携し、水災害防止に向けた整備を
検討します。 

 八重瀬岳の樹林地は、大雨や地震等の自然災害により崩壊する危険性があることか
ら、関係機関との連携を図り、災害の未然防止事業対策等に努めます。 

 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、国や県と連携し
災害・転落防止等の安全対策の徹底に努めます。 

  

桜と笑顔が 咲き誇り 希望溢れる 八重瀬の麓 
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４）暮らしに関する方針 

 八重瀬公園を含む八重瀬岳一帯は、沖縄戦跡国定公園にも指定されており、潤いや
安らぎを与える貴重な空間となっていることから、継続的な巡視パトロールを行い
保全に努めます。 

 八重瀬岳や富盛の石彫大獅子のあるジリグスクには、田園風景や集落風景を見渡せ
る眺望点があり、眺望点とその周辺の保全を進め、眺望の対象となるエリアの景観
形成に努めます。 

 本地域には、県指定文化財の「富盛の石彫大獅子」や町指定文化財の「世名城のガ
ジュマル」等の歴史文的化資源が点在していることから、これらの保全・活用に努
めます。 

  



東風平南部地域 

62 

  
 



具志頭北部地域 

63 

具志頭北部地域 

（１） 地域の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本地域は、新城、後原の２つの行政区で構成されています。 
土地利用としては、大部分が、農地として利用されており、養豚・乳用牛・肉用牛・花き栽
培等が営まれています。 
本地域には、戦争遺跡公園（ヌヌマチガマ）、新城小学校、新城幼稚園、具志頭運動公園の
多目的広場が立地しており、地域内の主な道路としては、県道 17 号線、県道 52 号線、県道
131 号線が整備されています。また、二級河川である雄樋川が流れています。 

  

写真 
 

写真 
 

写真 
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（２） 地域の課題 

分野 課題 
土地利用  住宅地に近い農地においては、住宅建築の緩和が望まれる 

 県道 131 号線沿道の土地利用が望まれる 
 スポーツ観光交流施設東側に企業立地の可能性があり、協議・検討

が必要 
 具志頭多目的広場向かいの有効活用検討が望まれる 
 商業施設の誘致が望まれる 
 優良農地の保全や農業用水の確保が望まれる 
 後原ソージ原は、ほ場未整備の土地が残っており、農振除外が求め

られている 
 都市計画区域外の為、用途の混在が発生しており、建築物の建て方

について一定のルール作りが望まれる 
道路  農地としてインフラ整備された区域の宅地化による、道路や排水路

等の不具合が発生しており対応が必要 
 スポーツ観光交流施設へのアクセス道路整備が必要 
 通学路における歩道の整備が望まれる 
 カーブミラーの設置など交通安全対策が望まれる 

安全安心  大雨・台風時における、冠水への対策が必要 
 後原・新城地域はこれまでドリーネが雨水処理機能を果たしていた

が、近年の雨量に耐えられなくなっており、排水末端としての調
査・管理が必要 

暮らし  遊具のある公園の整備が望まれる 
 雄樋川の水質の向上が望まれる 
 農地や河川からの悪臭への対策が必要 
 赤瓦住宅の保全が望まれる 
 戦争遺跡公園（ヌヌマチガマ）は他の戦争遺跡と連携した平和学習

体制の構築が必要 
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（３） 地域の将来像 

 

 
【将来像の考え方】 
田園につつまれ、ゆとり・潤い・癒しがあり、子どもからお年寄りまで生き生きして、
地域のつながり（結）のあるまち 

 
（４） 地域まちづくりの基本方針 

１）土地利用に関する方針 

 後原集落は散居型の集落形態、新城集落は背後にクサティ杜を有した伝統的な集落
形態を成しており、これらの集落においては、建物用途混在の悪化につながる無秩
序な開発について協議・調整し、優れた集落景観の保全や周辺農地と調和のとれた
良好な住環境の保全・形成を図ります。 

 企業等立地検討拠点については、県道 131 号線沿道の利便性を活かし、地域活力の
向上に寄与する非住居系の施設等の誘導について検討します。 

 県道 131 号線沿道の農振白地地域については、背後地の農地や自然的・歴史的環境
の保全に配慮しつつ、生活利便性の向上に向けた土地利用を図ります。 

 農振白地地域の開発については、景観計画や開発に関する条例等に基づく協議・調
整を行い、良好な宅地水準の確保を図ります。 

 戦争遺跡公園（ヌヌマチガマ）や八重瀬町スポーツ観光交流施設などの観光資源の
有効活用に資する土地利用を進めます。 

 本地域では、養豚・乳用牛・肉用牛・花き栽培等が営まれており、生産性の高い農
業、畜産業を確立するため、遊休農地の解消、農地流動化など農地の高度利用に努
めます。 

 農業公共投資がされていない生産性の低い農地かつ都市的土地利用への転換が見込
める土地については有効利用を図ります。 

 地域住民のまちづくりの意向を踏まえ、都市計画区域への編入等、地域住民が望む
土地利用のあり方について調査、検討を進めます。 

２）道路に関する方針 

 県道 52 号線は、現道の歩道整備により通学路としての安全性向上について働きか
けます。 
  

田園広がる 元気と癒しと結いの郷 
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３）安全安心のまちづくりに関する方針 

 本地域を流れる雄樋川については、関係機関と連携し、水災害防止に向けた整備に
ついて働きかけます。 

４）暮らしに関する方針 

 後原農村公園、新城農村公園の整備を行い、遊具の整備等、地域の憩いの場となる
空間の創出に努めます。 

 新城集落の背後等にみられる自然緑地については、本地域の住民に潤いと癒しを与
える貴重な緑地帯となっていることから、継続的な巡視パトロールを行い保全に努
めます。 

 雄樋川については、多自然川づくりや町民の憩いの場となる親水空間の確保に努め
ます。 

 本地域には、良好な田園景観や赤瓦住宅の残る集落景観を有しており、周辺環境と
調和した景観の保全に努めます。 

 新城グスクには、八重瀬岳を見渡せる眺望点があり、眺望点とその周辺の保全及び
眺望の対象となるエリアの景観形成に努めます。 

 本地域には、「新城グスク」や「新城の石獅子」等の歴史文化的資源が点在してい
ることから、これらの保全・活用に努めます。 
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具志頭東部地域 

（１） 地域の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本地域は、具志頭、港川、長毛、県営長毛団地の４つの行政区で構成されています。 
土地利用としては、国道沿いを中心に集落が形成されており、集落を囲むように自然緑地と
農地が広がっています。そして、南側の海岸線は、自然公園に指定されおり、貴重な海岸環境
が残っています。 
本地域には、南の駅やえせ、歴史民俗資料館、八重瀬町具志頭老人福祉センター、具志頭小
学校、具志頭中学校、県立向陽高等学校、具志頭運動公園などが立地しています。地域内の主
な道路としては、東西方向に国道 331 号が走り、西側では国道 507 号、東側では雄樋川沿いに
県道 17 号線が縦断しています。また、二級河川である雄樋川が流れています。南側は太平洋
に面しており、貴重な自然海岸環境が残っています。 

  

写真 
 

写真 
 

写真 
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（２） 地域の課題 

分野 課題 
土地利用  観光資源として、国道 331 号沿道の南の駅やえせを中心に、地域の

活性化や賑わいの創出が望まれる 
 商業施設の立地など、日常生活の利便性の向上が望まれる 
 環境面に配慮した、住みよい住環境の形成が必要 
 町内唯一の港である港川漁港の有効活用が望まれる 
 良好な自然環境や集落環境の保全が望まれる 
 国道 331 号沿いの農振白地地域は無秩序な開発の抑制対応が必要 
 耕作放棄地の対策や、生産性の高い優良農地の保全などが必要 
 公図地籍と現況の乖離を改善する必要がある 

道路  国道 507 号の未整備区間について早急な道路整備が望まれる 
 スポーツ観光交流施設へのアクセス道路整備が必要 
 県道 17 号線沿いの維持管理が望まれる 
 見通しが悪い道路や歩道の無い道路の整備が望まれる 
 幹線道路や生活道路等における適切な維持管理が望まれる 

安全安心  観光客等の来訪者の利用が多い道路に対して、安全運転を呼び掛け
る看板の設置が望まれている 

 大雨・台風や高潮時における、雄樋川などの氾濫や冠水への対策が
必要 

 港川、長毛の津波災害警戒区域について、新たな避難所設置等の検
討が求められる 

暮らし  公園への遊具の設置や再整備が望まれる 
 具志頭城址のある丘陵の斜面緑地の保全が必要 
 雄樋川の水質の向上が望まれる 
 畜産施設からの悪臭への対策が必要 
 具志頭城址や多々名グスク一帯の自然緑地においてカラスの繁殖に

よる、農作物への影響が生じており対策が求められる 
 ぐしちゃん浜の利用者によるゴミが問題となっており、対策が必要 
 集落景観や自然景観及び自然海岸線や砂浜の環境保全が望まれる 
 具志頭のフクギ並木や南の駅やえせの V字ガジュマルは地域のシン

ボルとなっており、保全が望まれる 
 港川遺跡と関連する遺跡との連携が必要 
 スポーツ観光交流施設を中心とした地域活性化が望まれる。また施

設への誘導案内板設置が求められる 
 八重瀬町具志頭老人福祉センターの老朽化における対応が必要 
 医療福祉施設の充実が望まれる 
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（３） 地域の将来像 

 

 
【将来像の考え方】 
豊かな自然と共生し、伝統芸能を伝える、集落と農地が調和した環境にやさしいまち 

 
（４） 地域まちづくりの基本方針 

１）土地利用に関する方針 

 南の駅やえせを中心とする国道 507 号、国道 331 号沿道は地域サービス地区とし
て位置づけ、日常生活を支えるサービス機能やコミュニティ機能を充実させ、にぎ
わいのある地域の拠点づくりを図ります。 

 企業等立地検討拠点については、国道 507 号沿道において、地域活力の向上に寄与
する企業立地・誘導を検討します。 

 港川漁港及び周辺のみなとまちは、本地域の産業・観光資源として、景観形成・保
全、漁場の保全、観光への展開に資する土地利用を図ります。 

 雄樋川や白水川の河川、海、具志頭城址周辺の自然緑地を有する自然豊かな地域で
あり、それら良好な自然環境と調和した良好な住環境の保全・形成を図ります。 

 農振白地地域の開発については、景観計画や開発に関する条例等に基づく協議・調
整を行い、良好な宅地水準の確保を図ります。特に、主要幹線道路沿いなど、開発
のポテンシャルが高い区域については、周辺環境への配慮を行います。 

 地域住民のまちづくりの意向を踏まえ、都市計画区域への編入等、地域住民が望む
土地利用のあり方について調査、検討を進めます。 

２）道路に関する方針 

 国道 507 号は、拡幅整備の促進や無電柱化などの道路環境の改善について働きかけ
ます。 

 スポーツ観光交流施設整備に伴うアクセス道路の整備を検討します。 

 国道 331 号や県道 17 号線等は点在する観光資源を結ぶルートとしても活用される
道路であり、維持管理を充実させ快適な道路空間の形成について働きかけます。 

３）安全安心のまちづくりに関する方針 

 観光客が多く訪れる本地域において、交通事故リスクが懸念される道路箇所での、
歩行者の安全対策に努めます。 

 海岸や本地域を流れる雄樋川、白水川については、関係機関と連携し、津波や氾濫
等の水災害防止に向けた整備を検討します。 

  

海と緑と歴史感じる 清らまち 
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４）暮らしに関する方針 

 具志頭運動公園については、八重瀬町スポーツ観光交流施設整備事業を推進し、ス
ポーツ交流施設として、サッカー場やクラブハウスを含むスポーツ交流施設、ま
た、町民の生涯スポーツ人口の増加と健康増進に資するパークゴルフ場の整備を行
い、地域の活性化に繋げます。 

 南側の太平洋に面する緑地帯と地域中央の南北に伸びる緑地帯があり、豊かな自然
緑地を形成していることから、良好な既存集落環境と一体的に、自然環境の保全に
努めます。 

 自然海岸については、不法投棄禁止の看板設置や継続的な巡視パトロールを実施
し、適切な保全と維持管理のもと、親水性・安全性・環境面へ配慮した活用を検討
します。 

 雄樋川、白水川については、多自然川づくりや町民の憩いの場となる親水空間の確
保に努めます。 

 具志頭運動公園や具志頭城址、雄樋川大橋等には、壮大な海や田園風景・集落風景
を見渡せる眺望点があり、眺望点とその周辺の保全及び眺望の対象となるエリアの
景観形成に努めます。 

 本地域に残る具志頭のフクギ並木や南の駅やえせの V 字ガジュマル、その他、有
形・無形の歴史文化的資源については、景観資源としても位置づけ、地域住民の協
力のもと、その保全・活用に努めます。 
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具志頭西部地域 

（１） 地域の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本地域は、玻名城、大頓、安里、与座、仲座、県営大頓団地の６つの行政区で構成されてい
ます。 
大部分が農地として利用されており、国道沿いを中心に集落が形成されています。また、南
側の海岸線は、自然公園に指定されおり、一部がゴルフ場として利用されている他、貴重な海
岸環境が残っています。 
本地域には、JA具志頭支店、特別養護老人ホーム、具志頭社会体育館、町中央公民館具志頭
分館などの公共公益施設が立地しています。地域内の主な道路として、国道 331 号が横断し、
地域の東側には国道 507 号が縦断しています。 

  

写真 
 

写真 
 

写真 
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（２） 地域の課題 

分野 課題 
土地利用  土地改良区非農用地の整備による住宅用地の確保が望まれる 

 良好な自然環境や集落環境の保全が望まれる 
 農業振興地域の農用地区域における、土地利用の緩和が望まれる 
 商業施設の立地など、日常生活の利便性の向上が望まれる 
 耕作放棄地の対策や、生産性の高い優良農地の保全などが必要 

道路  国道 507 号の未整備区間については早急な道路整備が望まれる 
 国道 507 号の拡幅工事及び右折帯の設置が求められている 
 糸満市、南城市方面への公共交通のアクセスが悪いため対応が必要 

安全安心  大雨・台風や高潮時における、冠水対策が必要 
暮らし  子ども達が安心して遊べる公園や身近に遊べる公園の整備について

検討が必要 
 自然公園区域内の環境保全が必要 
 多々名グスクのある丘陵の斜面緑地や自然海岸線、砂浜の保全が望

まれる 
 農地等からの悪臭への対策が求められる 
 集落景観や自然景観の保全が必要 
 慶座絶壁（ギーザバンタ）などは優れた景観眺望点としての活用が

必要 
 世持井（ヨモチガー）等の歴史文化的資源については、観光にも寄

与する景観資源としての保全・活用が必要 
 玻名城の郷ビーチの利用者によるゴミの不法投棄対策や活用方法の

検討が求められる 
 ホロホロ―の森（具志頭遊歩道）の駐車場不足への対応や安定した

維持管理体制（草刈り等）の構築が必要 
 八重瀬町中央公民館具志頭分館を活用するための整備が望まれる 
 具志頭社会体育館の老朽化における対応が必要 
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（３） 地域の将来像 

 

 
【将来像の考え方】 
陸・海・空の豊かな自然の中で、伝統文化・歴史を受け継ぎ、人々が集うまち 

 
（４） 地域まちづくりの基本方針 

１）土地利用に関する方針 

 既存集落については、昔ながらの集落景観が残るところが多く、無秩序な開発を抑
制し、優れた集落景観の保全や周辺農地と調和のとれた良好な住環境の保全・形成
を図ります。 

 企業等立地検討拠点については、国道 507 号及び国道 331 号沿道において、地域
活力の向上に寄与する企業立地・誘導を検討します。 

 本地域の南側を観光・レクリエーション地区と位置づけ、ゴルフ場等のレクリエー
ション機能・施設の充実を図るとともに、自然的環境と調和した土地利用を図りま
す。 

 新たな土地改良区非農用地区域設定についても検討し、住宅地の確保に努めます。 

 農振白地地域の開発については、景観計画や開発に関する条例等に基づく協議・調
整を行い、良好な宅地水準の確保を図ります。 

 本地域には、ほ場整備により基盤が整った農地が広がっており、これらの保全を図
るとともに、遊休農地の解消、農地流動化など農地の高度利用に努め、本町におけ
る農業のモデル地区としての整備を進めます。 

 地域住民のまちづくりの意向を踏まえ、都市計画区域への編入等、地域住民が望む
土地利用のあり方について調査、検討を進めます。 

２）道路に関する方針 

 国道 507 号は、拡幅整備の促進や無電柱化などの道路環境の改善について働きかけ
ます。 

３）安全安心のまちづくりに関する方針 

 海岸や白水川については、関係機関と連携し、津波や浸水等の水災害防止に向けた
整備を検討します。 

  

自然と伝統と人々がふれあう 元気なまち 
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４）暮らしに関する方針 

 玻名城農村公園や安里農村公園、与座農村公園、仲座農村公園、大頓農村公園、座
嘉部井公園の改修を行い、遊具の整備等、地域の憩いの場となる空間の創出に努め
ます。 

 安里、与座、仲座の背後にある緑地と、国道 331 号と並行に連なる緑地帯があり、
集落を包むように豊かな自然緑地を形成していることから、集落と合わせた一体的
な自然環境の保全に努めます。 

 自然海岸については、不法投棄禁止の看板設置や継続的な巡視パトロールを実施
し、適切な保全と維持管理のもと、親水性・安全性・環境面への配慮を行います。 

 多々名城跡や慶座絶壁（ギーザバンタ）、玻名城のゴルフ場・宿泊施設周辺には、
壮大な海と砂浜などの海岸環境を見下ろせる眺望点があり、眺望点とその周辺の保
全及び眺望の対象となるエリアの景観形成に努めます。 

 本地域に残る有形・無形の歴史文化的資源については、景観資源としても位置づ
け、地域住民の協力のもと、その保全・活用に努めます。 

 ホロホロ―の森（具志頭遊歩道）については、観光資源として活用を図るために、
駐車場の整備や維持管理体制の強化に取り組みます。 
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第５章 実現化に向けて 

都市計画マスタープランを基に都市整備を推進し、将来像を実現していくためには、町民・事
業者・行政がビジョンを共有し、それぞれの役割を果たしながら連携してまちづくりに関わって
いくことが大切です。 
 

 
住民や事業者が主体的にまちづくりを進めていくためには、自分達のまちの状況を知り、理解
し、より良いまちにするために何が出来るのかを話し合う場が必要です。 
都市計画に関する情報の積極的な発信やシンポジウム・勉強会などの開催に努め、住民・事業
者の意識向上を図ります。また、まちづくりに関する各種計画の策定にあたっては、意見収集・
合意形成の過程において、アンケートやヒアリング、ワークショップ、説明会など多様な手法に
よって、共に考え話し合う機会づくりに努めます。 

 

 
（１） 都市計画マスタープランの積極的な活用 

庁内において、本マスタープランの方針を共有することで、各課で担う個別計画の目指すべ
き方向性を統一し効率的で効果的な取組みを推進します。また、本マスタープランを八重瀬
町のまちづくりの指針として、庁内関係課や県や国、関係機関、周辺市町との連携・協議に
積極的に活用し、限られた財源の効率的投資や持続可能なまちづくりに取り組みます。 

（２） 新たな技術活用や官民連携の推進 
近年、IoT、ビックデータ、AI など新たな技術革新が進み、これらの技術を活用した

Society5.0の実現が期待されています。 
都市計画分野においては、行政が保有するインフラデータのオープン化や ICT などを組み
合わせ、都市の現況や課題の把握、計画立案や進捗管理に活かすとともに、交通渋滞の解消
など、住民や観光客の利便性向上などに寄与することが期待されます。 
また、現在の社会経済状況下で限られた予算や資源を最大限活かすことや、ICT 活用を積極
的に行う観点から、PPP/PFI など官民連携の導入も期待されています。 
本町においても、これら先進技術を活用し、将来の都市の実態や課題などを効率的かつ正確
に捉え、都市的課題の解決に向けた施策・事業を推進します。 

  

１．協働によるまちづくりの推進 
 

２．効率的・効果的な計画の推進 
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本マスタープランの実効性を確保するためには、計画の進捗状況について定期的な進行管理を
行うことが重要です。 
そのため、住民や事業者のまちづくりに対する意識や意向の変化について確認するなどして、

PDCA サイクルを運用するとともに、本マスタープランに基づくまちづくりの進行状況を把握・
評価することが望まれます。 
都市計画マスタープランは、都市計画法に基づくまちづくりを進めていく上で、その成果が得
られるまでに一定の期間が必要と考えられますが、今後の法制度の改正や人口・産業動向をはじ
めとする社会経済情勢の変化や住民の意向等を総合的に踏まえ、必要に応じて、柔軟に見直しを
図ります。 

【見直しが想定される例】 
 都市計画基礎調査（都市計画法第 6 条）等の結果により、人口フレームなどの見直しが

必要になった場合 
 上位計画の策定、改定により整合性を図るため内容の修正が必要となった場合 
 法改正等により将来の都市像実現のため新たな都市計画制度の活用が生じた場合 
 社会経済情勢の変化や住民意識・ニーズの変化による新たな施策への展開が必要となっ

た場合 

３．計画の柔軟な見直し 
 




