
― 住民説明会用資料 ―

※2022年1月住民説明会時点の内容です。

今後、パブリックコメント等を踏まえて内容を変更する可能性があります。



おおよそ20年後の

『都市の将来像』と

将来像の実現に向けた

『都市計画の指針』

を示すものです
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都市計画マスタープランとは



将来目指すべきまちの姿を「将来の都市像」として定め、行政のみな
らず、事業者や各種団体など様々な主体が共有するまちづくりの目標を
設定します。

将来都市像の実現

協働のまちづくり

の推進

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
について協力し合い、協働によるまちづくりを推進するための指針とし
ての役割を担います。

また、住民や権利者の理解と関係者の都市計画への参加を容易にする
ため、都市の将来像を明らかにし、都市の将来像の共有化を図ります。

まちづくりに関する

事業の推進

広域的整合性を

もった計画づくり

土地利用、市街地整備、道路、公園、緑地、景観など都市計画法に基づく
事業の決定・変更など具体的な実現方策等を示すなど、まちづくりの事業を
推進するための指針となります。

広域的なまちづくりを行う際、国や県、周辺市町村への理解と協力を得る
ための指針としての役割を担います。

都市計画マスタープランの役割
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〈沖縄県〉

●沖縄21世紀ビジョン基本計画【改定計画】
平成29年5月

●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」

●第5次沖縄県国土利用計画
平成30年3月

〈八重瀬町〉

●第二次八重瀬町総合計画
平成31年3月

●第一次八重瀬町国土利用計画
平成23年3月

上
位
計
画

八重瀬町都市計画
マスタープラン

ー都市計画に関する基本的な方針ー

関連計画

⚫ 新町建設計画

⚫ 八重瀬町農業振興地域整備計画

⚫ 八重瀬町地球温暖化対策実行計画

⚫ 八重瀬町景観計画

⚫ 八重瀬町観光振興基本計画

⚫ 八重瀬町観光拠点施設周辺活用基本構想

⚫ 八重瀬町スポーツ交流マネジメント計画

⚫ 八重瀬町耐震改修促進計画

⚫ 八重瀬町公共施設等総合管理計画 など

即する

即する

整合
連携

八重瀬町個別の都市計画
土地利用、都市施設、土地区画整理事業など

都市計画マスタープランの位置づけ
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整合



✓ 伊覇・屋宜原地区土地区画整理事業
に伴う人口増加

✓ 国道の拡張整備に伴う都市化

✓ 具志頭地域の土地開発圧力の高まり

都市計画マスタープラン改定の背景

・21世紀ビジョン基本計画（改定計画）

・県土地利用基本計画

・県国土強靭化地域計画

・県都市計画区域マスタープラン
✓ 市街化調整区域における多様な開発需要

✓ 冠水被害が多発 ✓ 交通弱者の増加

沖縄県では… 八重瀬町では…

など、上位関連計画にあたる各計画の
改定や策定が行われている。
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八重瀬町都市計画マスタープラン改定体制

報告

事務局
都市整備課

検討委員会

庁内委員会

住民参加
（住民アンケート調査、
住民説明会、パブコメ）

都市計画審議会

沖縄県都市計画・
モノレール課

町議会

町長

報告

審議

提案

助言 意見交換

意見照会

諮問

答申

庁内検討部会

調査・検討 報告

八重瀬町都市計画マスタープラン
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計画改定に関するこれまでの取組み
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実施時期 取組み

令和元年 11～12月
町民アンケート
（20歳以上の町民から無作為抽出 3,000通）

東風平地域、具志頭地域それぞれの地域住民の意向把握

令和2年

5月 役場内各課ヒアリング

10～11月 第１回庁内検討部会、庁内委員会、検討委員会

11月
自治会アンケート
自治会ごとの現状・課題把握

令和3年

6月 第２回庁内部会

8～9月 第２回庁内委員会、検討委員会

11～12月 第３回庁内検討部会、庁内委員会、検討委員会

12月
瓦版 第一弾発行
町民にむけた都市マス改定に関する周知

令和4年 1月
住民説明会
パブリックコメント



土地利用に関する課題

市街化調整区域における土地利用の有効化

●市街化調整区域は基本的に市街化を抑制
するエリア

●市街化調整区域での計画的で柔軟な土地
利用が求められている

八重瀬町のまちづくりに関する課題
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市街化調整区域では住宅建築の条件が
厳しいので、分家住宅も建てづらい。

規制緩和することで町外からも人が
入って来やすくなるのでは。



東風平北部地域での土地利用の見直し

●豊見城市と南風原町に隣接する北部
地域では、住宅開発や道路交通網の
整備等により人口が増加している

●上位計画※において、土地利用の見直
しを進め、良好な居住環境を形成し
ていく必要があるとされ、調査検討
を行っている
※「第2次八重瀬町総合計画」

▲屋宜原での住宅開発

▲友寄での住宅開発

土地利用に関する課題

八重瀬町のまちづくりに関する課題
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都市計画区域外における用途混在への対応

●過去5年間で都市計画区域外（＝具志頭地
域）での開発は都市計画区域内の4倍以上

●都市計画区域外で住・商・工・農林漁業
様々な用途が混在

●用途混在により、住環境、農業環境へそれ
ぞれ悪影響が出ており対応策が求められる

土地利用に関する課題

八重瀬町のまちづくりに関する課題
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農地のとなりに住宅が建ったことで、
住宅からの雨水排水が流れ込んで農
作物に影響が出ている。

家の近くに工場があり、工場関係車両との
すれ違いなど生活が脅かされている。



持続可能な公共交通の確保

●東風平南部地域、具志頭地域に公共交通
空白地域が存在

●町内の高校への通学に必要なバス路線の
確保が課題

●利用者の減少、赤字路線の廃止、公共交
通不便地域の発生の負のスパイラル

●持続可能で地域に根差した公共交通が
求められる

道路・公共交通に関する課題

八重瀬町のまちづくりに関する課題
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自分で車を運転しなくても、暮らし
なれた地域で生活できるようになっ
てほしい。



河川の氾濫、大雨時の冠水

●都市化の進行や近年の集中豪雨等により河川の氾濫や冠水が頻発している

●河川流量は土地利用の変更にも大きく関係し、町で検討を進めている東風
平北部地域の市街化区域編入や市街化調整区域での地区計画導入への影響
が懸念される

●上流域も含めた総合的な治水対策や貯水機能整備が必要となってきている

▲国道507号の冠水 ▲饒波川の氾濫

八重瀬町のまちづくりに関する課題

安全安心に関する課題
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急激な人口増による子育て関連施設のひっ迫

●宅地開発が進み、都市計画区域内外で共に
年少人口が年々増加している

●小学校は増築により定員増を図り対応して
いるが、東風平小や白川小で文部科学省の
定める標準規模学級数※を大きく上回って
いる状況

※過大規模校…31学級以上

八重瀬町のまちづくりに関する課題

福祉のまちづくりに関する課題
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学校規模が大きくなるにつれ、教育
の質が低下するのでは…と心配。
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第２次八重瀬町総合計画より
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

まち
づくり
の目標

笑顔が集う
便利で住み良い
まちづくり

自然につつまれた
潤いを感じる
まちづくり

笑顔が溢れる
安心して暮らせる
まちづくり

伝統と歴史と
人々がふれあう
まちづくり

良好な市街地の形成

集落の整備

良好な都市景観の形成

自然環境の保全

市街地・集落内の緑化

水辺環境の整備

主要道路の整備等

集落内道路の整備

災害に強いまちづくり

汚水処理

公園整備

歩行者・自転車道の整備

ユニバーサルデザインに
よる施設整備

歴史文化資源の保全と
活用

方針へ反映させ、具体的な取り組みを示す

全体構想 地域別構想

まちづくりの目標
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将来都市構造
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➢ 東風平北部地域の市街化区域編入
に伴う市街地ゾーンの見直し

➢ 東風平北部地域の市街化区域編入
に伴う沿道商業ゾーンの位置づけ

➢ 八重瀬町企業立地計画に即した
企業等立地検討拠点の明示

【見直しのポイント】



全体構想―土地利用に関する方針―
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（１）地域特性に応じた土地利用の推進

1）市街地検討地区

2）低層住宅地区

3）中高層住宅地区

4）商業業務拠点地区

5）沿道サービス地区

6）地域サービス地区

7）工業地区

8）集落地区

9）観光・レクリエーション地区

10）農地地区

（２）企業立地誘導の推進

（３）都市計画区域の検討



全体構想―道路・公共交通に関する方針―
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（１）効率的な道路網の構築

1）主要幹線道路

2）幹線道路

3）補助幹線道路

4）生活道路

（２）多様な移動手段が

選択しやすい環境づくり

1）快適な道路空間の整備・維持管理

2）自転車ネットワークの整備検討

3）地域に根差した公共交通のあり方検討



全体構想―みどりと水に関する方針―
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（１）多様な機能を持つ公園の整備・活用

（２）みどりの保全・活用

（３）水資源の保全・活用

（４）下水道等整備の検討



全体構想―景観に関する方針―
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（１）地域の特徴を活かした景観まちづくり

（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

（３）歴史文化資源を活かした景観まちづくり



全体構想―安全安心のまちづくりに関する方針―
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（１）災害種別の対策

1）風水害

2）地震・火災

3）土砂災害

4）津波・高潮

5）その他

（２）非常時における準備

1）地域防災の意識向上

2）避難場所及び災害備蓄の確保

3）緊急動線の確保

4）地域社会との連携

5）通信体制の強化

6）災害廃棄物の処理

7）観光防災の強化

（３）交通事故の対策

（４）防犯体制の強化

（５）空き家対策



全体構想―福祉のまちづくりに関する方針―
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（１）ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進

（２）歩いて暮らせるまちづくりの推進

全体構想―公共施設に関する方針―

（１）公共施設の長寿命化推進

（２）公共施設の整備

（３）年少人口増加への対応

（４）墓地整備の計画



全体構想から地域別構想へのつながり
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第４章 地域別構想第３章 全体構想

土地利用に関する方針

道路に関する方針

安全安心のまちづくり
に関する方針

暮らしに関する方針

土地利用に関する方針

道路・公共交通に関する方針

みどりと水に関する方針

景観に関する方針

安全安心のまちづくり
に関する方針

福祉のまちづくりに関する方針

公共施設に関する方針



地域別構想（7地域のまちづくり方針）
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地域区分 行政区

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）

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）

東風平西部地域 志多伯、当銘、小城

東風平南部地域 富盛、世名城、高良

具志頭北部地域 新城、後原

具志頭東部地域 具志頭、港川、長毛、県営長毛団地

具志頭西部地域
玻名城、大頓、安里、与座、仲座
県営大頓団地



地域別構想 ―東風平北部地域―
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地域別構想 ―東風平東部地域―
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地域別構想 ―東風平西部地域―
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地域別構想 ―東風平南部地域―
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地域別構想 ―具志頭北部地域―
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地域別構想 ―具志頭東部地域―
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地域別構想 ―具志頭西部地域―
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実現化に向けて
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協働によるまちづくりの推進

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。



今後の進め方
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意見募集の開催情報
これまでの検討状況はこちら
（町HP都市整備課ページ）

随時受付中の
ご意見フォームはこちら

みなさんのご意見受付中

①パブリックコメント

【期間】2022年1月17日～31日
【方法】・町役場都市整備課窓口での閲覧・意見提出（※土日祝除く）

・メールやFAXなどでの意見提出

※計画書の内容確認や意見提出方法については町HPでご確認いただけます。

②WEBフォーム

【期間】2021年12月3日～2022年1月31日

※右のQRコードより、八重瀬町のまちづくりに関するご意見を送信いただけます。

瓦版の発行

▲12月配布の第一弾

町民のみなさんのご意見を反映し、
2022年3月の計画策定を予定しています。
ご意見お待ちしています。

昨年12月に発行した第1弾に続き、八重瀬町の都市計画
についてお伝えする瓦版の第2弾を3月～4月ごろに発行
する予定です。
ぜひ、ご覧ください。


