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Ⅲ－１．土地利用の方針 

 
自然と歴史的環境に恵まれた特徴を生かしつつ 

村土全体において均衡の取れた持続可能な発展を支えるために 
 

（１）基本的な考え方 

村土の土地利用は、村土が次世代へ継承すべき基盤であり、村民の生活及び生産を営む諸活動の基

盤であるという基本認識のもとに決定しなければならない。そして、本村の自然環境や社会経済的及

び歴史的環境等の諸条件の地域特性や動向を踏まえ、充実した生活の諸機能を発揮するための村土利

用の発展をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

１）中城村の地勢に留意した土地利用の配置 

村内の地域区分ごとに、以下のような土地利用を基本とする。 

 

●平坦地域 

この地域は、国道329号より東側で中城湾に面した平坦な低地域である。面的広がりに富み、肥沃

な土壌条件や近年における生産基盤整備の進展等に支えられて農用地利用を主体とする。国道を軸に

して集落が立地しているが、国道沿線の宅地利用によって集落間の連坦化が進行している。役場周辺

地域に主要な公共施設が立地し、村民に対する行政サービスの拠点を形成している。 

農用地の高度利用を前提としながら、集落域における居住環境の整備とともに、宅地需要の動向を

踏まえ新たな市街地の形成を視野に入れた適切な土地利用に努める。 

吉の浦公園を中心とするエリアにおいては、公園・レクリエーション機能等村民の交流拠点を拡充

しつつ、村民意向を踏まえ、公共施設などの中心的機能の整備拡充と適正配置に努める。また、久

場・泊地区の市街化区域編入を図り、新たな企業の誘致や起業への支援により雇用機会の拡大を支援

する。 

南浜、和宇慶地区においては、西原道路の整備と連動し、市街地形成に向けた検討を進めていく。 

  

１）中城村の地勢に留意した土地利用の配置 

２）秩序ある土地利用の実現と良好な市街地環境の実現 

３）将来都市構造を踏まえた土地利用の配置 

４）地域コミュニティ単位のきめ細かな土地利用誘導 

５）周辺市町村における土地利用動向と整合を図った土地利用の推進 

Ⅲ．全体構想 
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●斜面地域 

この地域は、国道329号の西側の斜面域で緩傾斜及び急傾斜した地域である。地形的変化に対応し、

集落域、農用地、山林・原野等に土地利用がなされており、とくに森林の分布や中城城跡の立地は、

自然的、歴史的景観を特徴づけている。今後とも地形条件等に十分配慮し、居住環境の整備、需要の

動向を踏まえた適切な宅地の利用形成、農用地の高度利用、自然機能の保全強化を土地利用の基本と

する。また、環境特性を活かした公園・レクリエーション機能等の計画的な形成、散在分布する墓地

については「中城村墓地整備基本計画」に基づいて集約化を図り、合理的な土地利用を確立する。 

さらに、近年顕在化してきたメガソーラーをはじめとした大規模な面的開発は、本村の景観の骨格

である当該地域の環境を著しく改変する恐れがあるため、適切な景観誘導を行いながら、事業そのも

のの妥当性を含めた規制方策の検討を進める。 

 

●台地地域 

この地域は、斜面地域から西側に傾斜し３市町村に接する地域であり、台地緩斜面、谷底平野等の

地形的変化に富んでいる。土地利用は森林や農用地を主体に集落が立地しており、琉球大学や沖縄自

動車道の立地等を契機として、宅地利用が進行している。特に土地区画整理事業が間もなく完了を迎

える南上原地区においては、この20年で市街化が進み、大幅な人口増加が生じている。 

今後は、県営中城公園整備の進捗や、将来予想される宜野湾市の普天間基地返還による跡地利用等

を考慮し、土地区画整理事業や都市機能の整備等によって計画的な市街地形成を検討していく地域で

あるが、森林などの自然条件や集落環境の保全をはじめ既存の土地利用との整合性に十分配慮した検

討を進めていくものとする。 

また、南上原地区は、土地区画整理事業の完了を目指し、計画的な市街地形成とその後の持続的な

運営を推進する。 

県営中城公園とその周辺地においては、森林や歴史的資源を活かした公園・レクリエーション機能

等の計画的な形成とともに、地域開発の動向を踏まえ、面的開発・墓地などの適正配置と土地の合理

的利用に努める。 

 

●沿岸地域 

本村の沿岸地域は、自然的条件に恵まれ古くから沿岸漁業が営まれてきた。近年においては、吉の

浦公園の各種施設や海辺の生態環境保全を図るエコ・コースト整備、食料品加工業、発電所、建設関

連事務所等の企業が立地し、土地利用を特徴づけている。 

また、海岸はレクリエーションの場として村民に親しまれており、今後は海岸域と一体となった吉

の浦公園の機能再編等も計画されている。 

一方で、産業振興の観点からは、拠点機能の整備拡充を図りながら、沿岸地域の産業基盤活性化に

努める。さらに、保安林等森林のもつ公益的機能の保全に配慮しつつ、海浜の優れた自然環境を活か

し、漁業、観光・ツーリズム等の産業振興や住民の生活空間の創出等に努める。 
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図 地形による地域区分 
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２）秩序ある土地利用の実現と良好な市街地環境の実現 

・土地改良事業の導入された大部分の農用地については、現況土地利用の維持を基本とする。 

・新たな土地利用の導入も含め、農業系土地利用、住宅系土地利用、商業系土地利用、工業系土地利

用等、異なる土地利用との調和のとれた配置を実現する。 

 

３）将来都市構造を踏まえた土地利用の配置 

・拠点、軸、ゾーン等の都市構造上の位置づけと整合した土地利用の配置を行う。 

・斜面緑地を境に二分化されたゾーンごとに村民の生活に対応する商業地や住宅地を配置する。 

 

４）地域コミュニティ単位のきめ細かな土地利用誘導 

・地域コミュニティ(小学校区等)の生活拠点形成に資する地区施設等の適切な配置、地域間連携を密

接に行うことのできるきめ細かな土地利用誘導を図る。 

・安全で防災性の高い住環境を形成する。 

 

５）周辺市町村における土地利用動向と整合を図った土地利用の推進 

・近年において活発化する周辺市町村での面的開発を踏まえ、スプロールの抑制、市街化の連坦とい

った視点のなかで、これらの周辺市町村の動向に対して整合を図りながら土地利用の推進を図って

いく。 

・定住人口の増加においては、周辺市町村を含めた那覇都市圏における予測値に対して、圏域全体で

の需給バランスを勘案しながら、本村に求められる供給量を想定した戦略的な土地利用推進を行っ

ていく。 
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（３）個別整備方針 

前項の基本方針に基づき、さらに土地利用に応じて区分したエリアごとの個別方針を以下に示す。 

表：エリアごとの個別方針 

  土地利用の方針 整備方針 

保
全
系
エ
リ
ア 

農用地 

エリア 

田園都市ゾーンに広がる農用地や台

地部における一団の農用地について

は農用地エリアと位置づける。 

・優良農地の適切な保全と高度利用に努め、遊

休農地の解消や農地の流動化等を促進するこ

とで、農用地の有効利用を図る。 

斜面緑地 

エリア 

本村の景観形成における重要な骨格

であり貴重な動植物の生育する斜面

緑地については、斜面緑地エリアと

位置づける。 

・優れた自然環境の優先的な保全に努めるとと

もに、憩いの場、レクリエーションの場とし

ての機能充実を図る。 

・防災上の観点から、崩落危険箇所等について

の災害防止策を講じる。 

沿岸地域保全 

エリア 

優れた自然景観を有し、貴重な動植

物の生育する海岸区域については、

沿岸地域保全エリアと位置づける。 

・優れた自然環境の優先的な保全に努めるとと

もに、観光・ツーリズム産業の進展による活

用等を検討し、土地の有効利用を図る。 

中城城跡周辺 

エリア 

本村の重要な歴史資産である中城城跡

と、県が整備を推進する県営中城公園

の範囲を、中城城跡周辺エリアと位置

づける。 

・史跡地及びそのバッファーゾーンに関して

は、世界遺産としての価値を損なうことのな

いように、各種開発に対する規制を図る。 

形
成
系
エ
リ
ア 

市街地形成検討 

エリア 

本村における将来的な人口増加の受

け皿となり、拠点形成を補完するた

め、地域特性に応じた市街地形成を

推進するエリアと位置づける。 

・将来的な居住ニーズの動向や周辺市町村の開

発動向を見ながら、市街地としての土地利用

を検討する。 

国道329号沿線 

エリア 

国道329号の沿線については、沿道サ

ービス施設等の立地を誘導すること

を目指し、国道329号沿線エリアと位

置づける。 

・商業地区との機能分担を明確にするととも

に、背後の住宅地や農用地等の環境に十分配

慮した整備を行う。 

都市文化交流形

成エリア 

南上原地区を都市文化交流形成エリ

アと位置づける。 

・土地区画整理事業等による市街地環境の整備

を推進し、隣接市町との一体的な都市基盤整

備による学園都市づくりを総合的、計画的に

促進する。 

商工業振興 

エリア 

市街化区域編入を進める既存の工業

地周辺については、商工業振興エリ

アと位置づける。 

・地域産業拠点を形成する工業適地を確保する

ため、継続的な市街化区域への編入を図る。 

集落環境形成 

エリア 

南上原地区を除く既存宅地の範囲を

集落環境形成エリアと位置づける。 

・良好な居住環境を創出しつつ、既存宅地の有効

利用と主要道路・集落域との関連を考慮して集

落域の有効利用を図る。 

公共・公益 

エリア 

吉の浦公園とその周辺や小中学校等

公共施設用地を対象とした範囲を公

共・公益エリアと位置づける。 

・村民ニーズとその機能に応じ、計画的な整備

や長寿命化に向けた維持管理を推進する。 

公園・レクリエー

ションエリア 

県営中城公園やゴルフ場について

は、公園・レクリエーションエリア

と位置づける。 

・村民ニーズとその機能に応じ、計画的な整備

を推進する。また、遊歩道の整備等、その優

れた景観を活かした土地利用を図る。 
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図 土地利用方針図 
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（４）市街地・拠点形成に関する方針 

村土全体における土地利用の方針に加え、市街地・拠点形成の推進を検討する地区における土地利

用誘導の方策を以下に示す。 

また、市街地・拠点形成を図るうえでは、隣接する周辺市町村の土地利用動向との整合を図ること

が必要となる。その結果、先行しての土地取得、またそれに付随して虫食い状の開発が行われること

が予想されるため、適切なルール等の運用を並行して行うことで、無秩序な開発を未然に防ぐ手立て

を講ずるものとする。 

 

１）既成市街地及び特定保留地区 

①南上原地区 

南上原地区は、台地地域の南側に位置しており、土地区画整理事業の進展に伴い急速に市街地が形

成されてきた。当初の計画人口を上回る人口増加が見られ、数年の間に住宅地のキャパシティを超え

ることが予想されているため、今後は｢都市文化交流拠点｣形成のための、住環境、商業・業務地環境

について持続可能な開発整備や良好な都市景観形成を進めていくものとする。 

 

②北東沿岸部地区 

当該地区については、火力発電所立地地域周辺の市街化区域編入に向けた取組みが進められており、

現在編入に向けた特定保留区域に指定されている。 

今後は、速やかな市街化区域編入に向けた取組みを進めていくものとし、工業系用途を中心とした

土地利用に基づき、産業促進に向けた高度利用を目指していく。 

 

２）今後市街地化を検討する地区 

①北上原地区・登又地区 

緑住都市ゾーンの台地地域において、県道29号線沿いに位置する地区である。現在南上原地区にお

ける土地区画整理事業が完了を控える中で、さらなる人口増加の受け皿となる市街地形成を、県道沿

いに北側へと広げていく北上原地区と、沖縄自動車道北中城ICに近接する登又地区において検討する。 

当該地区における市街地形成の基軸は、県道29号線沿いの計画的市街化区域の連坦であり、特に、

隣接する宜野湾市の市街地との連坦を図りながら、土地利用の誘導を図っていく必要がある。 

また、村全体の人口増減の均整化という課題に対しては、当該地区における市街化の推進は、村内

における格差拡大につながる恐れもあるため、優先度については総合的な判断に基づき検討を行うも

のとする。 
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②中央地区(吉の浦公園周辺) 

吉の浦公園から国道329号までの中央地区は、吉の浦会館、ごさまる陸上競技場、護佐丸歴史資料

図書館といった公共サービス施設が集積しており、さらには役場庁舎の移転が計画されるなど、新し

い村の顔となる中核拠点形成が進められる地区である。 

今後、これまでに整備されてきた行政施設、文化施設に加え、商業・業務施設等の集積を図りなが

ら、「とよむくらしのサービス拠点」形成を目指していく。 

また、事業手法については今後、地区計画制度の導入等を含めた具体的な検討を進めていくものと

する。 

 

 

③南浜地区・和宇慶地区 

田園都市ゾーンの平坦地域において西原町に隣接する最南部に位置する地区である。西原道路の整

備により、交通・物流の変化を受けることが予想され、さらには西原町からのスプロールに対応した

市街地形成の検討を進めていく必要がある。 

土地利用に関しては、南浜地区については西原町の用途地域と連坦した市街地形成に向けた検討を

進める。また国道329号側については既存集落と連坦する住居系用途を前提として、本村の都市の骨

格を支える計画的市街化の推進を図っていく。 
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図 重点的土地利用誘導方針図 
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Ⅲ－２．交通体系整備の方針 

 

利便性と快適性の両立を図り、人と環境にやさしい交通体系を実現するために 
 

（１）基本的な考え方 

 

 

 

 

（２）基本方針 

１）ゆとりとうるおいのある村民生活を実現する道路交通網の体系化 

・県道の改良・舗装整備とともに、国道も含めて自動車交通、歩行者の安全を確保するための整備を

促進する。 

・幹線路沿線の街路樹植栽や花壇の設置を進め、快適な道路環境づくりを推進する。 

・集落地、住宅地の静かな環境を守り、村民が安全で快適に生活できるように、生活道路の改善や行

き止まり道路の解消など、交通環境の改善を図る。 

 

２）都市の骨組みをつくる幹線道路網の適正配置 

・国道、県道、村道等の有機的な連結をはかり、それぞれの道路機能を高め合うような広域道路網体

系を確立する。また、隣接市町村との協力体制によって円滑な道路網の連結を図る。 

・西原道路の整備を見据え、将来的に交通の集中が予想される国道329号のバイパスとして、海岸部

における骨格的な幹線道路整備を検討していく。 

・地域交通と通過交通の整序化を図るために、広域圏と中城村、村内各地域が相互に連携し、その役

割と機能を十分発揮できる道路ネットワークを形成する。 

・中南部都市圏、特に普天間基地返還後の新しい都市開発の動向をみながら、都市間交流ネットワー

クの形成に貢献しうる横断道路として、「宜野湾横断道路」の整備促進を県や関連市町村と協議す

る。 

・南北方向の幹線道路軸を補完する道路の整備により、村民の生活の利便性向上を図る。 

 

３）地域ごとのきめ細かい対応による交通環境の充実 

・公共交通網については、既存の民間バス路線の再編整備を促進し、護佐丸バス、護佐丸タクシーと

連動した村民の日常的な交通利便性の向上を図る。 

・村道整備は、改良舗装を主体とし、地域からの要望に基づき計画的に推進する。特に集落間連結道、

通学道などの幹線路から優先的に整備する。 

・今後の施設整備や地域の要望に応じて、既存の護佐丸バスの利用拡充や、公共バスルートの改善、

バス停の整備等を行う。 

・村内における自転車ネットワークの構築については、本村の高低差のある地形も考慮し、今後可能

な範囲で検討を行う。  

１）ゆとりとうるおいのある村民生活を実現する道路交通網の体系化 

２）都市の骨組みをつくる幹線道路網の適正配置 

３）地域ごとのきめ細かい対応による交通環境の充実 
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図 幹線道路の整備方針図 
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Ⅲ－３．住環境整備の方針 

 

安心に、快適に多様な世代が住み続けられるまちを実現するために 
 

（１）基本的な考え方 

 

（２）基本方針 

１）生活の質を向上させる既存住環境の改善 

・住宅地は、村民の暮らしの拠点であり、今後とも村民生活の変化や生活環境への整備要望に対応し

て、居住環境の改善に努める。 

・都市化の進展に伴い農村集落が大きく変化しているが、それぞれの集落の立地特性を活かし、すぐ

れた環境特性を保全するような生活環境整備を推進する。 

・生活道路の整備ついては、各住宅から幹線道路に連絡するアクセス機能、火災等における緊急車輛

の作業空間機能、学校やバス停などを連絡する生活幹線機能、公園や緑地を結ぶ散策機能などを持

つ道路として、ふれあいのあるコミュニティ道路となるよう整備を進めていく。 

 

２）新たな住宅地需要に対応した計画的な住環境の整備 

・新たな住宅地需要については、本村の特性に配慮した適正な配置誘導に基づき、計画的な住宅地形

成を図る。 

・既存農地の創り出す良好な本村の田園景観に配慮し、新旧の住宅地が共生しうる環境づくりに努め

るものとする。特に、優良田園住宅の建設促進制度を活用し、県内外在住者の田園居住ニーズの受け

入れを積極的に進める。 

 

３）自然と都市のバランスのとれた地域社会の形成 

・希少種をはじめ様々な植物や小動物の生息環境となっている山林や海浜などの一体的な環境保全を

進める。 

・公共下水道の整備促進による河川や海などの水質の改善を図る。本村は、中城湾南部流域下水道の

西原処理区の計画地域として指定されており、隣接市町村との広域的な協力体制を強化し、村の

「公共下水道整備計画」に沿って、中城湾南部流域下水道の関連公共下水道建設を促進する。 

・河川の自然回復や海浜の養浜による自浄能力の向上、環境の改善や再生を図る。 

  

１）生活の質を向上させる既存住環境の改善 

２）新たな住宅地需要に対応した計画的な住環境の整備 

３）自然と都市のバランスのとれた地域社会の形成 

４）中城らしい持続可能な循環型生活環境の保全・創造 
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４）中城らしい持続可能な循環型生活環境の保全・創造 

・良質で安定した生活用水の給水体制を確立するため、上水道の施設整備を推進する。また、村民に

対する節水意識の高揚を図り、水資源の有効利用に努める。 

・一度利用した水の再利用や雨水の利用と共に、水需要をさらに低減するため、水資源の効率的な活

用を図る節水型設備の整備推進を図る。 

・雨水や下水処理水を都市における新たな水資源と捉え、その有効活用を図り上水利用の低減を図る。 

・大規模公共施設での雨水貯留と浸透型雨水マスの設置による雨水の各戸処理の推進、市街地内での

浸透面の拡大(透水性舗装)など、雨水の地下浸透による良好な水循環の維持、向上を図る。 

・ゴミの再利用と共にゴミそのものをできる限り出さないようにし、ゴミの発生量を削減する。また、

排出されたゴミの資源化率を高めていく。 

・各戸処理の検討やゴミを出さない方が得になる仕組みの導入等による発生抑制、総量の減量を進める。 

・焼却灰や事業系の生ゴミ、また、緑地や街路樹などの維持管理により生じる枝葉等の有効利用やリ

サイクルを中心とした資源化、再利用の促進を図る。 

・上記のような施策に加え、低炭素都市づくりを推進するための土地利用並びに都市活動そのものの

改善や景観形成を基軸とした都市環境と自然環境との共生に向けた検討を進めていく。 
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１）歴史とのふれあいの場の整備 

２）自然とのふれあいの場の整備 

３）水辺と親しめる環境の創出 

４）中城の個性を演出する身近な緑の保全・創出 

Ⅲ－４．自然・歴史環境の保全と活用の方針 

 

中城の自然や歴史とのふれあいを、誰もが楽しめるまちを実現するために 
 

（１）基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

１）歴史とのふれあいの場の整備 

・県の県営中城公園整備と連携しながら、国指定史跡及び史跡以外の歴史的遺産についても保全・活

用に取り組む。 

・村内に多く分布する拝所や村ガ一等の歴史的資源については、文化財としての保全を図り、これら

をとりまく歴史的環境や美しい自然環境が楽しめる整備を行い、中城の歴史や自然を学ぶ機会の充

実を図る。 

 

２）自然とのふれあいの場の整備 

・斜面緑地をはじめとする緑地の保全を進めるとともに、緑に親しむことのできる場所の整備を、既

存の環境に充分配慮しつつ進める。 

 

３）水辺と親しめる環境の創出 

・海辺の生態環境に配慮した、海岸線の自然回復や親水性の確保に向けての検討を行っていく。 

・普天間川については、水辺空間の再自然化を図り、水質改善と自然的な親水空間を確保する。 

 

４）中城の個性を演出する身近な緑の保全・創出 

・景観計画に基づく一般住宅や工場敷地等の民有地緑化の一層の推進と最低敷地規模の設定等による

緑豊かな宅地の細分化の防止及び宅地内樹木(生垣等)の保全を図るなど、歴史的雰囲気を留める集

落環境の保全に努めていく。 

・公共施設用地の緑化をはじめとして、人々が交流できる身近な緑の保全・創造に努めていく。 

・幹線道路沿いの緑化や季節を演出する街路樹の整備など、斜面緑地等の骨格的な緑地構造と連結す

る緑のネットワークの創出を図る。 

・緑地の保全及び緑化推進に係わる方策を全体的に講じていく。特に、本村の多くの農地については、

重要な都市緑地として農地保全を図るとともに、耕作放置地等に対応した維持管理手法の検討や快

適な都市環境の形成にふさわしい居住環境との調和等を目指していくこととする。 

  



43 

 

  

図 自然・歴史環境の保全と活用の方針図 
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Ⅲ－５．景観形成の方針 

 

歴史や自然と調和した中城らしい景観形成を実現するために 
 

（１）基本的な考え方 

 

（２）基本方針 

１）歴史ある文化を継承する景観づくり 

・世界遺産である「中城城跡」の近傍では、大規模な建築物や工作物の建設等の抑制を図り、中城城

跡周辺の環境保全はもとより、中城城跡から、さらには周辺からの中城城跡への良好な眺望景観が

保たれるよう配慮する。 

・中城城跡に関連するグスク道などの保存・活用を図る。 

・村内に所在するテラやウタキ、伊舎堂の３本ガジュマルなどをはじめとして、歴史ある伝統芸能の

舞台となる場等、いまなお人々の生活に密接に関係しながら中城村の個性を形づくる歴史・文化資

源については、住む人の郷土への愛着を育むとともに、観光産業の発展にも寄与する重要な景観資

源として守り・後世へと受け継いでいくものとする。 

・優れた自然景観と歴史性を有する中城城跡を中心とする公園計画地周辺については、市内外の人々

に憩いの場を提供する質の高い公園の整備を促進する。 

 

２）自然が調和した景観を保全・活用する景観づくり 

・中城湾から内陸部へと連続的につながる、平坦部、斜面部、台地部の地形からなる自然景観を適切

に保全し、これら自然景観と調和した一体感のある景観形成を推進する。 

・中城村の緑の集落景観については将来を見通して育んでいくために、緑化の促進を図る。 

・優れた都市景観の背景を構成する斜面緑地、農用地の適切な保全を図る。 

・工業地周辺の緑化を推進する。 

  

１）歴史ある文化を継承する景観づくり 

２）自然が調和した景観を保全・活用する景観づくり 

３）生活と産業の発展につなげる景観づくり 

４）集落ごとの個性を活かした景観づくり 

５）地域のみんなで取り組む参加型の景観づくり 
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３）生活と産業の発展につなげる景観づくり 

・平坦地域における農用地の広がりは、沖縄らしい農村景観を形成しており、中城村の人々が永きに

わたって築いてきた大切な景観資源であることから、農業振興施策等との連携を図りながら、昔な

がらの景観の良さを維持し、生活と調和した農村景観を育んでいくものとする。 

・沿岸部における商工業振興拠点（久場・泊地区）では、電力施設の立地に伴い、新たな産業施設の

立地を推進していくために、今後の中城村における将来イメージを先導することができるよう、適

切に誘導していくものとする。 

・中央地区については、豊かなくらしサービス拠点として来訪者と住民に愛され、地域のシンボルと

なるタウンセンター景観づくりを目指す。 

 

４）集落ごとの個性を活かした景観づくり 

・中城村の中心地及びその周辺や、南北をつなぐ国道329号及び南上原地区を通る県道29号といった

幹線道路沿いの一部では、経済活動の活性化と景観形成を両立しつつ、快適、安全で魅力ある景観

の創出を推進していく。 

・村の拠点として位置づけられる地区については、活気ある新しい雰囲気と中城らしい受け継いでき

た雰囲気とのバランスを保ちながら、村の顔として風格ある景観づくりを推進する。 

・その他の集落、通り沿いにおいては、歴史を感じる特徴的な街区構成や既存樹木の活用などを図り、

地区特性に応じた景観形成を促進する。 

・建築物、道路、公園など公共施設の整備に際して、地域の特性や周辺景観に配慮した親しみやすい

デザイン・色彩を施し、都市景観の向上を目指す。 

・本村の市街地景観の中心となる南上原地区については、ふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事

業として、地区計画による建物景観誘導、道路のグレードアップ、電柱の地中化など、学園都市に

ふさわしい景観に配慮した総合的なまちなみ整備を促進する。 

 

５）地域のみんなで取り組む参加型の景観づくり  

・村民をはじめ、事業者、行政の協働のもと、集落や村が一体となって、意識啓発を行いながら景観

づくりを推進することで、新たな中城村における絆を深め、また良好な景観を形成することで、観

光産業の活性化につなげていくなど、取組みを適切に地域活性化へと活かしていく。 
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図 景観形成方針図 



47 

 

Ⅲ－６．福祉・文化・コミュニティ環境整備の方針 

 

誰もが生きがいをもって快適に過ごせるまちを実現するために 
 

（１）基本的な考え方 

 

（２）基本方針 

１）ユニバーサルデザインのまちづくり 

・高齢者や障がい者、子どもなどが快適で暮らしやすく、安全に行動できる都市環境をめざしてまち

づくりを推進する。 

・官公庁舎、学校、子育て支援施設、体育館、医療施設などの公共公益施設や、商業施設など不特定

多数の人々が利用する施設については、おむつ交換台等のユニセックス化、バリアフリー化を促進

するなど、ユニバーサルデザインの導入を推進する。 

・道路においては、乳幼児や高齢者が歩きやすいよう、あるいは車いす等の通行が容易になるようゆ

とりある歩道幅員の確保や段差の解消を推進する。また公園においても、子育て世帯、高齢者や障

がい者が利用しやすいようバリアフリー化を推進する。 

・高齢者世帯や子育て世帯が安心して生活が出来る住環境の整備を推進する。 

 

２）福祉や交流・社会参加など多様な村民生活を支える場の整備 

・身近な広場やコミュニティ施設など、地域の様々な人々が集うことのできるふれあいの場や交流の場

の整備を進め、社会参加の促進を図るとともに、地域の防災や地域福祉の基盤となるコミュニティの

育成と、安心して生活できるまちづくりの推進を目指す。 

・地域での生活支援、身近なサービスの提供、子育て支援などのため、保健・福祉施設や地域福祉の活

動拠点となる施設の整備や施設の地域開放の拡大などを推進する。施設の整備にあたっては、高齢者

や障がい者等が地域で安心して生活が営めるよう、施設の適切な配置やアクセス手段の確保、周辺市

街地の安全性の確保など、総合的なまちづくりとの連携に配慮する。 

 

  

１）ユニバーサルデザインのまちづくり 

２）福祉や交流・社会参加など多様な村民生活を支える場の整備 

３）快適に中城で過ごせる環境の整備 

４）多様な活動、情報発信のできる場の整備 
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３）快適に中城で過ごせる環境の整備 

・集落地内への通過交通の抑制に取り組むと共に、生活道路の整備、歴史や自然探訪モデルコースの

選定を進める。 

・県営中城公園の整備に合わせて、中城の魅力を充分にゆっくりと満喫できるように休憩施設の充実

など観光地として必要な環境整備に取り組む。公衆トイレや観光情報提供システムの確立を行い、

案内板やサインの整備、駐車場案内の整備、交通情報提供システムの充実を図る。 

・観光ゴミを減らすために、持ち帰り運動の推進、発生ゴミの効果的な回収の仕組みづくり、資源と

しての再利用について取り組む。 

 

４）多様な活動、情報発信のできる場の整備 

・既存施設の有効活用を行うため、小中学校の施設の活用などの学校開放化の推進、公民館の多目的

利用を行う。また、周辺都市との連携などの可能性や公共施設の再編整備に取り組む。 

・村内各地の祭りや芸能、季節の伝統行事等の継承に努めるため、これらを学び伝える場所や人材の

整備を検討していく。 
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図 福祉・文化・コミュニティ施設の方針図 
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Ⅲ－７．防災まちづくりの方針 

 

すべての村民が安全安心に暮らせるまちを実現するために 
 

（１）基本的な考え方 

 

（２）基本方針 

１）災害予防対策の実施 

・地域防災計画に基づき、既存集落及び市街地における土地利用面での強靭化を検討する。 

・河川や公共下水道(雨水)の普及を進めると共に高潮、砂防、土石流対策にも取り組む。 

・県の地すべり防止区域の指定及び地すべり防止工事の実施に際して連携を図る。 

・災害等の発生が予想される森林については保安林の指定を検討する。 

・低地部における津波発生時の対応として、避難行動計画と連動した対策を検討する。 

・避難所は必要に応じ開設するとともに、地域ごとに多方面避難経路による避難方法について指導する。 

・被災時の応援部隊の受け入れ体制、救援物資の受け入れ場所・配布体制、防災ボランティアの組織

化・受け入れ体制の確立を図る。 

 

２）避難経路及び避難場所の整備 

・広域避難場所、一時避難場所、避難所（小規模災害時、大規模災害時）津波災害時の避難場所（緊

急避難・場所、収容避難所）の指定・整備を進める。 

・一時避難地となる住区基幹公園（街区公園、近隣公園、地区公園）の計画的な配置見直しを検討する。 

・一次避難地からより安全な避難の場所として広域避難地の整備を推進する。 

・各集落の要支援者の避難路を確保する。 

・老朽化している公共施設の耐震化を推進する。 

 

３）防災知識の普及 

・村ホームページ、パンフレット等による防災知識の普及、様々な防災に関する情報提供を行う。 

・災害時に適切に避難できるよう、災害種別のハザードマップの周知に努めるとともに、必要に応じ

ハザードマップを更新する。 

・災害発生時に被災現場に取り残される恐れのある要支援者を適切に避難させるための体制を整備す

るよう努め安全の確保に努める。 

・行政、防災関連機関による住民への啓発活動を行う。 

・住民の自主的な防災組織の育成・支援を図る。 

・行政と住民が一体となった防災訓練等を実施する。 

１）避難経路及び避難場所の整備 

２）災害予防対策の実施 

３）防災知識の普及 
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図 災害関連情報図（風水害被害の想定：中城村地域防災計画より） 
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図 沖縄県津波災害警戒区域図 


