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1． 調査概要 

（1） 調査目的 

ヌーリ川公園整備事業は、平成 5年の基本計画策定にはじまり、市民の皆様のご意見やアイデア

を踏まえながら、事業内容について検討を進めて参りました。 

ヌーリ川公園は、うるま市都市計画マスタープランにおける「複合中心拠点」に含まれ、多様な

活動や交流、賑わいの拠点として位置づけられ、今後整備が予定されている近隣公園です。こうし

た位置付けを踏まえて、市民の皆様の余暇活動や健康・運動、レクリエーション、地域コミュニテ

ィの活動・交流の場、災害時の防災機能も有する複合中心拠点の賑わいを創出できる公園整備を目

指しております。 

今後のヌーリ川公園の整備に向けて、近年の社会情勢の変化を踏まえた、市民の皆様のニーズを

把握するために、本アンケートを実施することといたしました。 

 

（2） 調査項目 

市民ニーズの把握調査は、以下の項目で実施しました。 

 

調査項目 番号 質問内容 

１．基本情報 

Q１ 性別 

Q２ 年齢 

Q３ お住い 

Q４ 職業 

２．普段の公園利用 

Q１ 日常生活における公園の利用頻度 

Q１－① よく利用する公園名 

Q１－② 公園を利用する目的 

Q１－③ 公園を一緒に利用する人 

Q１－④ 公園を主に利用する時間帯・滞在時間 

Q１－⑤ 公園を利用しない理由 

３．ヌーリ川公園整備 

Q１ ヌーリ川公園に必要だと思うもの 

Q２ ヌーリ川公園整備事業に参入する民間事業者に期待

したいこと 

Q３ ヌーリ川公園で期待したい収益施設 

Q４ ヌーリ川公園を利用したい時間帯 

４．自由回答  ヌーリ川公園整備事業についてのご意見・ご要望 
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（3） 調査対象者 

うるま市在住の 16歳以上の方から 2000名を無作為で選定しました。 

 

（4） 調査方法 

調査期間：令和 2年 8月 18日～令和 2年 9月１１日 

配布及び回収方法：郵送配布・郵送回収、メールによる回答 

 

（5） 回収状況 

配布数と回収数、回収率については、以下の通りです。 

配布数 回収数 回収率 

2000人 411人 20.5％ 

 

（6） 調査結果の見方 

・集計結果は全て小数点第２位以下を四捨五入して算出しており、百分率の合計が１００％にならない

場合があります。 

・nは設問や設問項目ごとの有効の合計回答数（件）を示している。円グラフと棒グラフでは、有効の合

計回答数が異なることがあるため、nの値が異なる場合があります。 

・「無回答・不明」については、合計回答数（件）に含まれておりません。 
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2． 調査結果 

（1） 基本情報 

Q１ あなたの性別を教えてください。（○は１つ） 

回答者の性別は、「男性」が 40.1％、「女性」が 59.6％となっている。 

 

（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=411 

  

項目 回答数（件） 

男性 165 

女性 245 

回答しない 1 

男性

40.1%

女性

59.6%

回答しない

0.2%
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Q２ あなたの年齢を教えてください。（○は１つ） 

回答者の年齢は、「60～69歳」が 20.2％で最も高く、次いで「40～49歳」が 17.8％、

「30～39歳」が 16.8％となっている。50歳以上の回答者が全体の半数以上を占める。 

 

（年齢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 回答数（件） 

２０歳未満 17 

２０～２９歳 38 

３０～３９歳 69 

４０～４９歳 73 

５０～５９歳 70 

６０～６９歳 83 

７０歳以上 60 

4.1 

9.3 

16.8 

17.8 

17.1 

20.2 

14.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

20歳未満

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上
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Q３ あなたのお住いの町名を教えてください。（○は１つ） 

回答者の居住地域は、「ヌーリ川公園近隣」が 34.0%で最も高く、次いで「具志川地区」が

27.5%、「石川地区」が 17.9%となっている。 

 

（居住地域） 

 

 

 

 

 

 

n=403          
  

項目 回答数（件） 

ヌーリ川公園近隣 137 

具志川地区 111 

石川地区 72 

与那城地区 41 

勝連地区 42 

34.0 

27.5 

17.9 

10.2 

10.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ヌーリ川公園近隣

具志川地区

石川地区

与那城地区

勝連地区
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Q４ あなたの職業を教えてください。（○は１つ） 

回答者の就業形態は、「会社員、公務員等の常勤」が 36.0で最も高く、次いで「家事専業」

が 16.3%、「パート、アルバイト等」が 15.2%となっている。 

 

（就業形態） 

 

 

 

 

 

 

n=408           
  項目 回答数（件） 

会社員、公務員等の常勤 147 

パート、アルバイト等 60 

自営業、自由業 42 

家事専業 69 

学生 22 

その他 68 

36.0 

14.7 

10.3 

16.9 

5.4 

16.7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

会社員、公務員等の常勤

パート、アルバイト等

自営業、自由業

家事専業

学生

その他
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（2） 普段の公園利用について 

Q１ 日常生活において、公園をどれくらい利用されますか。（○は１つ） 

日常生活において、公園を利用する頻度は、「利用しない」が 38.0%で最も高く、次いで

「月に 1～2回」が 25.4%、「年に 1～2回」が 23.5%となっている。 

 

（日常生活における公園の利用頻度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ=405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 回答数（件） 

ほとんど毎日 8 

週に 1～2回 45 

月に 1～2回 103 

年に 1～2回 95 

利用しない 154 

2.0 

11.1 

25.4 

23.5 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ほとんど毎日

週に1～2回

月に1～2回

年に1～2回

利用しない 38.0 



8 

 

 

【公園を利用する方にお伺いします。】 

Q１－① よく利用する公園名をお教えください。（自由記述） 

よく利用する公園は「沖縄県総合運動公園」が 35件と最も高く、次いで「伊波公園」が 24

件、「川崎公園」が 12件となっている。 

件数 公園名 

37 沖縄県総合運動公園 

24 伊波公園 

12 川崎公園 

9 喜屋武マーブ公園 

9 昆布公園 

8 うるま市与那城総合公園 

8 美里公園 

7 栄野比公園 

7 石川公園 

4 安慶名第一公園 

4 田場児童公園 

4 具志川運動公園 

5 上平良川公園 

4 うまんちゅ健康文化交流広場 

4 西原公園 

3 中城公園 

3 与那城公園 

3 若夏公園 

3 道の駅 ぎのざ 

2 曙公園 

2 馬場都市緑地 

2 西原第一公園 

2 ビーバー公園 

件数 公園名 

2 平安座西公園 

2 マンタ公園 

2 屋慶名公園 

2 平敷屋タキノー 

1 いこいの市民パーク 

1 いーしぬめー公園 

2 勝連総合グラウンド 

1 勝連城跡 

１ 金武タームランド 

1 多目的広場 

1 西原きらきらビーチ 

1 倉敷ダム公園 

1 県民の森 

1 コザ運動公園 

1 なかばる公園 

1 パンダ公園 

1 ふれあいパーク 

1 みどり公園 

1 明道公園 

1 浦ヶ浜公園 

1 石川市民の森公園 

15 不明 
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【公園を利用する方にお伺いします。】 

Q１－② 公園を利用する目的を教えてください。（複数回答可） 

公園を利用する目的は、「子どもや孫を遊ばせるため」が 54.2%で最も高く、次いで「ウォ

ーキングや健康づくり」が 35.9%、「散歩や休憩などのリフレッシュ」が 32.4%となってい

る。 

 

（公園を利用する目的） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

n=262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

昼食時に使用 

近いから 

 

  

項目 回答数（件） 

子どもや孫を遊ばせるため 142 

ウォーキングや健康づくり 94 

散歩や休憩などのリフレッシュ 85 

祭りなどの地域行事への参加 28 

友人等と会うため 22 

ボランティア活動 8 

スポーツ 19 

植物や昆虫などの観察 20 

その他 6 

35.9 

32.4 

10.7 

4.6 

3.1 

7.3 

7.6 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

子どもや孫を遊ばせるため

ウォーキングや健康づくり

散歩や休憩などのリフレッシュ

祭りなどの地域行事への参加

友人等と会うため

ボランティア活動

スポーツ

植物や昆虫などの観察

その他

54.2 
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【公園を利用する方にお伺いします。】 

Q１－③ 主にどなたと公園を利用されますか。（○は１つ） 

公園を一緒に利用する人は、「子ども」が 34.5%で最も高く、次いで「ひとり」が 20.7%、

「孫」が 16.8%となっており、「子ども」と「孫」で一緒に利用する人が全体の半数以上を

占める。 

 

（公園を一緒に利用する人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

彼氏、同期 

自治体メンバー 

甥っ子 

地域の仲間 

愛犬 

甥、姪 

項目 回答数（件） 

ひとり 48 

子ども 80 

孫 39 

配偶者 28 

友人 22 

親 2 

その他 13 

20.7 

34.5 

16.8 

12.1 

9.5 

0.9 

5.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ひとり

子ども

孫

配偶者

友人

親

その他
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【公園を利用する方にお伺いします。】 

Q１－④ 主に利用する時間帯、公園の滞在時間を教えてください。（○は１つ） 

公園を利用する時間帯は、「土日（12時～18時）」が 34.6%で最も高く、次いで「土日（6時～

12時）」が 19.6%、「平日（12時～18時）」が 17.5%となっており、「平日」が 41.6%、「土

日」が 58.4%と「平日」より「土日」の利用が多くなっている。 

また、「平日」と「土日」の「12～18時」に利用する人が全体の半数以上を占める。 

 

（公園を利用する時間帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=240              項目 回答数（件） 

平日（6時～12時） 30 

平日（12時～18時） 42 

平日（18時～） 28 

土日（6時～12時） 47 

土日（12時～18時） 83 

土日（18時～） 10 

12.5 

17.5 

11.7 

19.6 

34.6 

4.2 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

平日（6時～12時）

平日（12時～18時）

平日（18時～）

土日（6時～12時）

土日（12時～18時）

土日（18時～）
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（公園を利用する際の滞在時間） 

公園を利用する際の滞在時間は、「1時間未満」が 36.8%、「1時間～2時間未満」が

50.3%、「2時間以上」が 13.0%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=206 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 回答数（件） 

1時間未満 76 

1時間～2時間未満 102 

2時間以上 28 

36.9 

49.5 

13.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１時間未満

１時間～２時間未満

２時間以上
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【公園を利用しない方にお伺いします。】 

Q１－⑤ 公園を利用しない理由を教えてください。（複数回答可） 

公園を利用しない理由は、「利用する目的がない」が 65.8%で最も高く、次いで「歩いてい

けない」が 27.6%、「行きたい施設がない」が 27.0%となっている。 

 

（公園を利用しない理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

飲食をしている人がいる、朝から酒をのんでいる 病気 

その他の自然がすばらしいので 人の集まるところに行きたくない 

コロナのため  

介護をしているので行けない  

項目 回答数（件） 

歩いていけない 42 

駐車場がない/小さい 27 

利用する目的がない 100 

遊具が充実していない 11 

管理状況が悪い 18 

休憩できる場所（木陰）がない 30 

行きたい施設がない 41 

他に利用している人がいない 6 

その他 9 

65.8 

27.6 

17.8 

7.2 

11.8 

19.7 

27.0 

3.9 

5.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

歩いていけない

駐車場がない/小さい

利用する目的がない

遊具が充実していない

管理状況が悪い

休憩できる場所（木陰）がない

行きたい施設がない

他に利用している人がいない

その他
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（3） ヌーリ川公園整備について 

Q１ ヌーリ川公園の場所や大きさ等を踏まえて、必要だと思うものについてお聞かせください。（複数

回答可） 

ヌーリ川公園の場所や大きさ等を踏まえて必要だと思うものは、「雨や暑い日に利用できる屋

根のあるスペース」が 60.4%で最も高く、次いで「ゆっくりできる憩いの空間」が

58.8%、「こどもが遊べるスペース」が 57.0%となっている。 

 

（ヌーリ川公園に必要だと思うもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=386  
項目 回答数（件） 

飲食物販 131 

ゆっくりできる憩いの空間 227 

健康増進 142 

多彩なイベント（食・娯楽・健康・スポーツ・自然体験等） 151 

雨や暑い日に利用できる屋根のあるスペース 233 

公園周辺の店舗や施設との連携 74 

学習スペース 63 

自然と触れ合える空間 170 

宿泊機能 35 

ワーキングスペース 51 

サークル活動を行うスペース 38 

防災機能 121 

子どもが遊べるスペース 220 

33.9 

58.8 

36.8 

39.1 

60.4 

19.2 

16.3 

44.0 

9.1 

13.2 

9.8 

31.3 

57.0 

33.7 

30.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

飲食物販

ゆっくりできる憩いの空間

健康増進

多彩なイベント…

雨や暑い日に利用できる屋根のある…

公園周辺の店舗や施設との連携

学習スペース

自然と触れ合える空間

宿泊機能

ワーキングスペース

サークル活動を行うスペース

防災機能

こどもが遊べるスペース

高齢者が集えるスペース

水辺空間の活用
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（その他意見） 

件数 主な意見 

12件 

駐車場 

駐車場が多くある所、トイレ等清潔感 

十分な駐車場スペース 

駐車場（広い） 

十分な駐車場の確保が必要 

駐車場の充実は優先してもらいたい。 

駐車場の規模 

大型の遊具、ジョギングコース、広い駐車場 

公園を使用しやすいように駐車場も大きくあるとよい 

駐車場 

ぜひ駐車場を確保して下さい 

広い駐車場 

駐車場があると出かけやすい。（場所をとるので難しいかもしれませんが、立体にす
るなど） 

9件 

安心・安全（暑さ対策含む） 

暑さ対策として遊び広場と散策路に水しぶきが出るシャワー効果対策 

防犯パトロール（子どもたちが来るのであれば連れ去りや性被害に遭わないようにし
てほしいです） 
あずまやがたくさんあって、トイレ、自販機があり（こんぶ公園はこれを満たしてい
るので、よく行く。夏がほんと、キツイので（暑くて））、ウォーキングできるところ
には屋根があるとよい！ 

夜でも安心して歩けるように明るい道があって欲しいです。人工的に影をつくるのも
大切ですが、木陰があるとうれしいです。（木の下にイス） 
小中高と学校が多いので、非行に繋がるような建物（死角になる、鍵がかかる、ゴミ
が増加する）等は避けてほしい 

小児性愛者等の被害がないように管理をしてほしい（子供の安全第一！！）（一度も行
った事がないので何とも言えないが） 

防犯機能の充実、熱中症対策の充実 

治安に関して、どういう風に管理していくのか気になる。市街地に広い公園があると、
なかなか目が行きとどかないか不安 

安全に自転車が乗れる場所（散策路を広めにとる等） 

6件 

スポーツ 

プロスポーツ団体等がキャンプできる施設等有れば周辺店舗やうるま市全体が活気づ
くと思います。 

うるま市はミニバスケットがさかんで、実力的にも強いチームがあるので、バスケッ
トリングを増やして子供たちが練習する場所を増やしてあげて欲しいと思う。伊波公
園はバスケットボールをついてドリブルの練習をしている子をよくみるがリングがな
いのでがんばっている子が更にがんばって、うるま市をあかるく元気に活気づけてい
ってほしい。駐車スペースも重要！！ 

バスケットリングがあったら小学生～高校生まではかなり利用すると思う。 

県総合運動公園のプールなどもよい(屋外・屋内両方) 

高齢者が集えるスペース 130 

水辺空間の活用 118 
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身体を使うアスレチック 

プール（宜野座道の駅の様な施設が理想的） 

3件 

イベント 

車イスで花火やエイサーが見たい 

桜見学（お花見）が出来たらいいな 

孫と散歩やイベント参加を楽しみにしています。 

3件 

子育て支援 

公園が出来るととても助かります‼すべり台や遊具の多い公園が出来るととても助か
ります！ 

移住者が増えているので、孤立したママ、コミュニティに入れない人がいます。そう
いった人を受け入れてくれる居場所があってほしい 

長時間、日陰になる、子供が遊べるスペースを設計して作ってほしい。 

2件 

学習 

まわりが学校にかこまれている地域ですので、生徒がゆっくり学習できる場所をぜ
ひ！（「ゆらてく」は交通の便も悪く、利用者が限定されていると思います） 

多少、有料であっても、こどもの国の中にあるような「科学館」的な場所が欲しい。
社会科見学等でも活用できるような施設。 

2件 

BBQ・キャンプ施設 

BBQやペンションなどができる公園が近くにあると良い 

BBQ、キャンプ等施設 

1件 
トイレ 

トイレ 

2件 

コロナ対策 

アフターコロナの世界と考えたら、大人数の人が集まって何かイベントやコンサート
みたいな事は、（スペースは）考えないでほしい 
少人数でも個人でも出来る、楽しめる、過せる空間へと考え方をシフトしていくべき
だと思う。 

新型コロナのような感染症にも対応して遊具や室内空間も距離をあける等工夫すべき
だと思う 

20件 

その他 

公園整備事例では、21～22haとありますが、ヌーリ川公園は 6.2ha 
具体的に広いかどうか分かりませんが、中心拠点というには少ない・狭いような気が
します。  

中高生が自由に遊べる場所 

ドッグランゾーン（ロード）、No14では囲碁や将棋仲間が集える場所。No9はキャ
ンプ・BBQとともにシャワー施設（有料）も必要、有料のキャンピングカー専用パー
キング。ゴミ箱（分別）設置。No7は屋内ではなく、テーブル＋ベンチがあれば、飲
食や読書等に利用できる。 

背もたれのあるイスと屋根、1人でも利用できるイス、掃除の行き届いたトイレ 

ペットと楽しめるスペース 

無料Wi－Fi 

自然豊かな季節の変化を感じる事が出来る季節の花を植え、高齢者を楽しませる環境
にしたい。 

森林浴のできるウォーキングコース 

ジョギングコース等 
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この公園にしかない特徴的な何か 

アウトレットモールを建ててほしい 

車イス利用者が利用できる空間 

レンタサイクルと専用道があると嬉しいです。 

年齢関係なく、ゆっくりすごせる雰囲気がほしい 

ドッグランも作ってほしい 

動物ふれあいスペース 

ヌーリ川に沿って遊歩道を造り、川遊びや散策が出来るようにして欲しい 

理想としては、宜野座の道の駅のような公園建設、プールの様な多様な施設があれば
良い。（規模は小さくても良いので、遊具と水辺で遊べるスペースの確保等） 
公園と商業施設が分断されているが、公園内に自然を楽しみながら食事できるカフェ
等があってもいいと思う。ヌーリ川公園整備なのだから川を活かす施設に注力すべき
では？ 

必要とされる区画ごとに順次着工、完成、開放と全体の完成は孫の世代までには実現
して欲しいです。 

4件 

反対意見 

ヌーリ川公園整備事業は必要ない 勝連城周辺の公園も広すぎる税金のむだづかい。教
育、福祉を優先してほしい 
自然災害時の緊急避難施設の充実が急務であり、現状及び将来においてコロナ禍の集
合施設は時代錯誤である。逆に野外シアター盛況であることから公園建設よりも、災
害時にすぐに対応できる施設等へ転換すべきと考えます。 

必要なし 

ヌーリ川公園がどの広さで建築物、遊戯場や内部がどうなっているか全く分からず、
おまけに高齢者の私にとっては楽しく活動できる気持ちが湧きません。 
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Q２ 民間事業者の参入で期待したいことをお聞かせください。（複数回答可） 

ヌーリ川公園整備事業に参入する民間事業者に期待したいことは、「常に手入れ・管理された

公園施設」が 88.6%で最も高く、次いで「多彩なイベント（食・娯楽・健康・スポーツ・自

然体験等）」が 38.1%、「健康増進施設」が 34.3となっている。 

 

 

（ヌーリ川公園整備事業に参入する民間事業者に期待したいこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=394 

  

項目 回答数（件） 項目 回答数（件） 

常に手入れ・管理された公園施設 349 宿泊機能 34 

飲食物販の施設 125 子育て関連のサービスの提

供 

158 

昼間の公園の賑わい 79 高齢者向けのサービスの提

供 

124 

夜間の公園の賑わい 41 若者向けのサービスの提供 60 

多彩なイベント（食・娯楽・健

康・スポーツ・自然体験等） 

150 お洒落なデザイン空間の創

出 

87 

公園周辺の店舗や施設と連携 87 健康機能増進 135 

88.6 

31.7 

20.1 

10.4 

38.1 

22.1 

8.6 

32.5 

31.5 

15.2 

22.1 

34.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

常に手入れ・管理された公園施設

飲食物販の充実

昼間の公園の賑わい

夜間の公園の賑わい

多彩なイベント…

公園周辺の店舗や施設と連携

宿泊機能

子育て関連のサービスの提供

高齢者向けのサービスの提供

若者向けのサービスの提供

お洒落なデザイン空間の創出

健康増進機能
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（その他意見） 

件数 主な意見 

5件 

安心・安全 

安全・安心できる公園 

防犯 

管理事務所を「こども 110番の家」として犯罪の抑止力につなげる。 

貧困家庭・母子家庭・1人暮らしの老人が安心してひとときを過ごせる場所、助け合える地
域であって欲しい。ベビーカーの貸出し・ランドセルお下がり・洋服のお下がり等 

防災機能の充実 

4件 

維持管理 

すてきな整備計画だと思いますが、手入れ・管理が重要かな…うるま市は公園が多いですが、
手入れ（トイレの汚れ・草刈り）があまりできてないような… 
清潔な施設と誰でも利用しやすい公園。文化施設（焼き物、三線、琉球舞踊、等の伝統的な
教室など）他にないので（ゴーカート等のモータースポーツ）あったら県内各地から利用者
があると思います。 

新しい公園があちらこちらとあり嬉しいのですが、行ってみると、よくある事は犬のふんで
す。散歩させている方をよく見かけますが散策路が一緒です。ペット専用の施設、空間など
があれば安心です。 

トイレがきれいであること 

4件 

子育て支援 

０～１歳児でも楽しめる場所。大きい子とぶつかったりしないような空間 

子育てに疲れている親が10分でも20分でもいいから息抜きできるようなカフェと託児所
を併設してほしい。 
子供と遊んだ夜に近くに食事や軽食できるところがあれば助かる。（連携した店舗の外で手
足を洗って、食事するなど、一連して過ごせるような） 

きれいで家族でゆっくりランチできたら最高かな！あとは子供が安全に遊べるスペースが
あればありがたい 

3件 

収益施設 

カフェに友人や家族でランチ等に利用したい 

地域の特色を活かした地元民が経営するお店など 

子供・若者のアパレル店など 

2件 

憩いのスペース 

座れるスペースがたくさんあると何かと便利だと思います。季節によって花や木々の雰囲気
が変わるとそのたび通いたくなります。 
歩いた後ゆっくり座っておしゃべり出来るスペースがあるといいですね。夏は暑いので屋根
のあるスペース 

2件 

高齢者・バリアフリー 

障がいのある方や高齢者、女性１人でも集えるような安心して過ごせる場所を作って頂きた
い。民間による斬新でおもしろい、計画を望みます。 

車イス利用者が利用できる空間 

3件 

駐車場 

駐車場が広いこと 

駐車場スペースが狭い公園が多いので駐車場を増やしてほしい 

公園利用者向けの有料駐車場。大きい公園でも駐車場が小さい。１日５００円なら是非利用
したい。 
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11件 

その他 

トレーニングできるような機械があれば良いです 

公園内に桜の植樹 

東京巣鴨の商店街のように老人も元気に楽しくなる場所、歌声喫茶、ダンス 

無料Wi－Fi 

西原町きらきらビーチ向かいの商業施設（ムーンテラスカフェなど）の規模の施設は必要な
いと思います。（店舗ガラガラしていて人が集まらない） 

公園内自転車コースの設置、自転車レンタル 

整備計画を見ると他市町村からも贅沢すぎると思われる住みよい環境、安心・安全の健康都
市と称賛されるでしょう…が、私個人自慢できる公園と言えども石川地区から使用する高齢
者には交通機関が優遇されない限り来園が出来ない上、完成まで生きているかどうかもわか
らないので 50％はダメの気持ちです。 

バスケットリング、ボールの貸し出し 

入浴 

ヌーリ川周辺での整備事業だが、いまだに開発が進まない安慶名周辺との共存を第一に考え
て欲しい。うるま市民の集客だけじゃ収益にも限界がある。宿泊しても何もない！ 
地元の人がメインなら、部活動等の利用でも宿泊機能はいらないと思います。旧具志川レク
リエーションセンターに近い感じでも良いと思います。 

1件 
反対意見 

税金のむだです  
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Q３ 民間事業者の参入により、公園内に収益施設の設置を想定しています。（カフェ等の飲食施設、物

販施設、キャンプ場等）ヌーリ川公園で期待したい収益施設があればお聞かせください。（複数回答

可） 

ヌーリ川公園に参入する民間事業者に期待したい収益施設は、「カフェ等の飲食施設」が

70.2%で最も高く、次いで「屋内のあそび体験施設」44.8%、「キャンプ場等の宿泊施

設」が 29.2%となっている。 

 

（ヌーリ川公園で期待したい収益施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=373              
  項目 回答数（件） 

カフェ等の飲食施設 262 

物販施設 76 

キャンプ場等の宿泊体験 109 

屋内のあそび体験施設 167 

本屋 95 

フィットネスジム 64 

その他 21 

70.2 

20.4 

29.2 

44.8 

25.5 

17.2 

5.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

カフェ等の飲食施設

物販施設

キャンプ場等の宿泊施設

屋内のあそび体験施設

本屋

フィットネスジム

その他
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（その他意見） 

件数 主な意見 

4件 

図書館 

図書館 

有料図書館（大人１００円、小人無料） 

飲食しながら読書したい 

図書館（小さくても良い） 

2件 

シャワー室 

シャワー施設の確保 

シャワー施設、キャンピングカーパーキング 

2件 

運動・健康増進 

市民誰でも毎日参加できるラジオ体操があれば尚良し 

健康増進が図れるもの、園内のサイクリング等 

9件 

その他 

ワークショップ 

涼しくて、行きたくなる木陰のあるようなスペースや施設があれば良いのかなと思い
ます。 

園芸・花、将棋・囲碁 

VRやドローン等、新しい技術を活用した施設 

キッチンカーが駐車できるスペース 
不用品になった物の露店市 

アウトドアグッズの販売店 モンベルなど 

体験学習が出来ると良い（自然や地域文化） 

学習スペース 

自動販売機でよい   
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Q４ Q１,Q２,Q３で選んだ内容を踏まえて、ヌーリ川公園を利用したい時間帯をお聞かせください。

（複数回答可） 

ヌーリ川公園を利用したい時間帯は、「土日（12時～18時）」が 59.4%で最も高く、次いで

「土日（6時～12時）」が 33.2%、「平日（12時～18時）」が 30.6%となっている。 

 

（ヌーリ川公園を利用したい時間帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 回答数（件） 

平日（6時～12時） 78 

平日（12時～18時） 116 

平日（18時～） 103 

土日（6時～12時） 126 

土日（12時～18時） 225 

土日（18時～） 95 

20.6 

30.6 

27.2 

33.2 

59.4 

25.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

平日（6時～12時）

平日（12時～18時）

平日（18時～）

土日（6時～12時）

土日（12時～18時）

土日（18時～）
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（4） 自由意見 

ヌーリ川公園はより多くの方々に利用していただきたいと思っています。「ヌーリ川公園整備事業」

について、その他ご意見・ご要望がありましたらご記入ください。（自由回答）  
件数 主な意見 

15件 

水辺空間 

ヌーリ川と言う清流の水を活用した施設を作り、プールや水遊び場、噴水、水族館等
造られたら良いと思います。多様な都市的活動の拠点として。 

川をきれいにして、ホタルが見られるようにしてほしい。 

ヌーリ川の源流はフナガーラと思っています。赤間佐の古い人々はフナガーラと呼ん
でいた。そこは田圃がほとんどでした。森と森の間に田圃が連なっていて今は見る景
色はありません。知念鉄筋が出来ている。知念鉄筋の出来始め頃、大雨があってトン
ブロックが崩れたことがあった。その時に森の上で大きい川として流れるのを目撃し
た方の話を聞きました。ヌーリ川の上を通る県路 10 号線が決壊したことがあるのを
知っている。その時の復旧工事は長かったことを覚えている。河川工事を立派にして
市民の為の健康公園をつくってほしい。 
桜祭りが開催されているが、川沿いの整備がなされておらず残念な状態です。川沿い
がもっと整備されて欲しいと思います。 

川を活かして欲しい。川に沿って遊歩道を造り、ヌーリ川は湧き水の出る場所もある
そうなので、川の観察や川の生き物の観察、川遊び（山原みたいに）が出来る様にし
て欲しい。 
ヌーリ川は魚がいるのが何回か見たことがあります。うるま市民として、もっと子供
達がうるま市で遊ぶ事が出来るように整備して活性化を目指していただきたいと思い
ます。 

子供の頃は川で遊んだりホタルを見つけたりする事が出来たので公園整備と併せて川
遊びも出来る場所になると良いと思います。（夏に涼めるような場所） 
水辺空間を活用した講座・教室などを開催して、これまでうるま市にないような植物
や昆虫などの観察ができ、自然と触れ合える公園にしてもらいたい。 

水族館（川、海の魚、植物展示）パークゴルフ、植物園でオオゴマダラを育てる、展
示 
川の生きものと安全にふれあえる場所を設置してもらいたい 
また、川の水をきれいにしてもらいたい 

沖縄の公園は噴水がないので、子供があそべるような噴水公園を作ってほしいです。 

川の海岸に際しコンクリートで固めずに岩を積む等の工夫をして自然により近い環境
を作ってほしい。・再開発地域のにぎわいが無いため公園整備についても期待できな
い。施設を増やすことに力を入れるより、とにかく自然を残してほしい。 

せっかく流れる川なのだから清流であってほしい。メダカ、ゲンゴロー等が住める場
所であったらな～。みるとボラらしい群が泳いでいるではありませんか。嬉しくなり
ました。 
自然の中で子供達が危険のない環境で遊ぶ姿を想像するだけで幸せになります。 
川沿いの道路の整備。フェンスの内側（のり面）の草刈りの安易な方法。 
川底の浚渫（草木が生えにくいように）流れがスムーズにいくように。 

第一に川を主役にしてほしい。ホタルが見られて、美しい花を見ながら散歩ができる、
ゆったりとした時間を過ごせる場所にしてほしいです。 

16件 

安心・安全 

夜にも使えるように電気を付けて欲しいです。 

多くの人が夜でも安心安全で利用できる公園ができるといいですね。楽しみにしてい
ます。 

キャンプや BBQ で出るゴミを放置されていたり、イベントでの騒音・においのトラ
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ブル等が心配ですが、とても魅力的な事業だと思います。マナー向上も出来たら、よ
り良い街づくりもできますね。防犯での巡回は決まった時間にするとパトロールの方
がいなくなるのを狙って来たりするので、時間帯をずらすなどして頂けると安心です。 
市内にもいくつか公園がありますが人気のないさみしさが気になり足が遠のいてしま
います。又、自然な木々も気持ちいいのですが、ホームレスなどが居ついたりしてこ
わい所もあります。せっかくの公園なので安心して気持ちの良い公園にしてほしいと
思います。子供達のにぎやかな声を聞きながらウォーキングなど楽しめるところにし
てほしいです。管理人がいてくれるといいです。地域から目の届く公園にしてほしい
です。 

・安全にそして色々な世代の人たちが楽しく利用できる場所が欲しいです。 
・防犯面や常に使用しやすい（手入れの行き届いた場所）公共施設があると嬉しいで
す 
工事がなかなか進んでいない様なので、市民が早く利用できるように整えてもらいた
い。うるま市ならではの自然を活かした雰囲気作りの公園を期待していますが深夜間
に未成年が集まらないよう（非行）に公園利用の管理もお願いしたい。 

・不良のたまり場にならない事 
・安心・安全な施設 

きれいで安心して使える場所になると良いです 

公園に足を運ばなくなる理由の一つに飲酒をする人が増え、見るに堪えない事がある
ので。3Q2にある管理された公園を充実させてほしい。 
女性が公園のトイレを利用する際、そうじの面や、不審者がいると入りづらい…少し
男性と女性のトイレを離してほしい。 

夜間は人目がなくなって治安が悪くなる可能性があると思うが、その印象が付くと訪
れる人が少なくなって収益も減少して悪循環だと思う。悪くなってから対応ではなく、
最初からしっかり対応できる状態にしてほしい。 
夜の公園のイメージは若者の集まり場所だったり、大人の方が数人集まり又は浮浪者
が居たりとあまり環境が良くないイメージです。常に手入れされ、管理され、昼の安
全なイメージの夜の公園も期待しています。 

近所で飲酒する人がけっこういます。夜間に荒らされる恐れがあるので管理が必要に
なると思います。 
公園は賛成ですが、夜間や朝方、人通りが少ない時間帯の犯罪防止やセキュリティな
ど未成年のたまり場にならないか心配です。子供のいる家庭では公園は頻繁に利用し
ます。危険な場所にならない対策を徹底していただければ安心して利用することが出
来ると思います。楽しみにしています。 

地震、火災等の災害時の避難場所としても位置づけ、防災マップを作成して地域住民
に周知させる。 
「防災公園」として充実してほしい。防災訓練（炊き出しや消火器の使用の練習、AED
の使い方や地震体験等）ができる公園を希望しています。また「防災公園」として成
り立たせるには「常に手入れ管理」されなければ「あの公園いつも汚いし修理もされ
ていないから利用者が少なし＝人の目が入っていないって事だよね」と地域住民に思
われてしまいます。私個人としては「放置車両がある＝不審者がいる」「雑草が多い＝
利用者がいない」「防犯カメラがない＝犯罪の温床」と思ってしまいます。（暗い公園
は論外です）カフェ・レストランがある事で集える場となり知人友人が増え、明るく
素晴らしい公園になると思います。県外から移住する方も増えているのでフィットネ
スジム（安く利用できる最新のジムなら嬉しいですね！）や学習の場があると、ここ
でも地元の友人が出来て「ずっと住みたい」と思ってもらえるのではないでしょうか。 
（AEDの設置は絶対に必要だと思います） 
ヌーリ川公園は海抜何ｍですか？ 

11件 

多世代 

大人から子供まで、利用できる事が出来たらうれしいです。 

幅広い年齢の人々が楽しく過ごせる憩いの場になれば嬉しく思います。 

・安全で住民に迷惑のかからないスケートボードパークを作ってほしいです。 
・親が安心して子供達を遊ばせられる環境の公園づくりにしてほしいです。 
・高齢者向けのフィットネスジムと若者向けのフィットネスジムを作ってほしいです 
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・高齢者向けのゲートボール場の作成 
・ライブやイベントで使用できる屋外ステージの作成 
より良いパーク作り頑張って下さい 
・子ども達が安心して遊べる様、施設設備の充実（遊具やサバイバル体験場所、キャ
ンプ場等）と、安全で清潔な環境整備を希望します。 
・高齢者が散歩やサークル活動できるようなウォーキングコースや憩い広場の整備を
希望します。 

幅広い年齢層が利用しやすい公園にしてほしい。 

たくさん公園はありますが、子供向けの遊具があり、大人だけで足を運ぶ公園はなか
なかないと思います。大人で公園に行くとしたら、BBQを楽しんだり、フットサルや
バトミントン、友達と散歩やお話するためだと思います。昼は仕事で時間がない人も
夜なら時間があったりするので、夜でもお散歩できるような施設や設備があれば、と
っても利用したいです。今あまり出掛けられないので、公園などで散歩して運動や気
分転換することは今の私たちの生活には大切なことではないかと思います。このよう
な状況での開催は大変だと思いますが、もしできたら、とても楽しみです。友人や恋
人とも利用させていただきたいと思います。 

・老若男女が安心して利用できる施設になればいいですね。 
うるま市は成人病が多いと思います。外食が多いのですかね？それも踏まえた飲食施
設だといいですね。 
・うるま市では若い女の子がウォーキング中に事件にまきこまれ命を奪われました。
公園スペース、ウォーキングが安心してできるようにしてほしいです。 

県総合運動公園のように年齢層問わず利用できる施設にしてほしい。 

近くに家族で楽しめる又は、友達などと楽しめる公園があれば嬉しいです。雨天時の
遊び場がなく…スーパーへ行ったりなどが多い為、屋内使用があればよい。事例にあ
るイルミネーションも楽しめるの？うるま市民割引なども。うるま市内の学生部活動、
合宿ができる場もあれば喜ばれると思います。 

町の中にある公園ですので子供から高齢者まで使えるようにしてほしいです。 

昔ながらの遊び、玩具の作り方などおじいちゃん、おばあちゃんに教えてもらいなが
ら遊べる施設 

3件 

高齢者向けの施設 

高齢者が運動できるようなアスレチック的な物があると、運動不足である沖縄県民の
ためにもなると思う。 

高齢者が運動したり、お話ができるスペースの確保 

老人が手作りした物を販売し、生きる喜びを育てたい。 

10件 

子育て支援・子ども向けの施設 

近場に大きな公園がないのでのびのび遊べる（遊ばせられる）環境が欲しい。 
宜野座の公園のように、浅いプールや休憩スペースがあると赤ちゃんから子どもまで
楽しめる。以前はレクリエーションセンターで BBQ や宿泊をしていたが北部へ遠出
しないとないため、近場でもそういう施設を作っていただきたい。 
・ベビーコーナー完備（おむつ替えベッド、授乳スペース） 
・小さい子供用の遊具がある（年齢別など） 
・水遊びできるような噴水みたいなもの 
・大きい滑り台 

子どもたちが楽しく遊べるスペース、遊具の確保 

転勤者なので、気軽に話せるママ友作りや、子供の友達作りの場が欲しいです。 
子供が何か体験できる場が欲しいです。例えば、野菜作りをして、その野菜で料理教
室とかキャンプ体験や、魚釣りなど。食育の場でもあって欲しい。 

朝から晩までいられそうな公園を期待します。公園で遊んでいて、ご飯の時間や、子
どもが疲れてしまって少し休憩したい時等、公園単体だけの場合だと、どうしても移
動しないといけない場面が出てきます。 
朝遊んでそのまま徒歩圏内でご飯を食べる事ができ、屋内で涼みながら十分に休んだ
りする事もできたり、大人も休みながら子供の様子を見る事が出来るので利便性が高
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く利用頻度が多くなると思います。 

ヌーリ川公園の計画初めて知りました。とても大きな公園ですね。 
県総のように広々としていて、おしゃれなカフェがあり雨の日や暑い日でも子ども達
がのびのびと遊べるようなステキな場所を楽しみにしています。 

天候の悪い日でも子供たちが遊べる施設があればいいなと思います。 

裏ページにかいたように、スポーツして体を動かしている子供たちが過ごしやすい居
場所の提供をお願いしたいです（私の住んでいる伊波地区は、バスケをしていても中
学生が来たら小学生が先輩にバスケットリングをゆずったりして出来ない環境もよく
見うけられるし、みかん公園のリングはこわれたままで使えないそうで、唯一あるメ
ロン公園は競争率が激しいそうです。伊波公園で広い敷地の一角にリングを設置させ
てあげて欲しいと思います。昆布公園はバスケットリングがあるそうですが、雨でぬ
れた床の上で転んでケガした子がいるので、リングを設置する際は昆布公園と同じ素
材のコートの素材は検討して欲しいと思います。）準備等、大変だとは思いますが、ヌ
ーリ川公園整備事業の成功を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。 

子育て世代には親も子も羽を伸ばせる場所であってほしいです。 

天気に左右されない屋内の遊び施設もあれば子育て世代は助かります。カフェがおし
ゃれな作りなら女性一人や子供のいない女性同士でも利用すると思います 

8件 

駐車場 

・自宅から離れた場所にあるので、行くとなれば（利用するとなれば）自家用車等を
利用すると思います。駐車できるスペースが十分にあるといいですね。 
・もし利用するとなればウォーキング等だと思います。日中でも歩きやすいようにベ
ンチや木陰が多くあるといいですね。 
・老朽化した遊具が使用禁止にならないような公園 

広い駐車場は必ず必要になると思う 

周辺地域へ悪影響がないよう、駐車スペースは無料でしっかり確保してほしいです。 

近隣に住んでいる方は歩いて行けるが遠方の市民はどうしても車等の使用があり、駐
車場代がかかるとなると、時間も気になってしまうし、停められるスペースが少なけ
れば、市内に住んでても、市外の方が多く利用することも多くなり、なかなか利用で
きない環境にもなりうるので、市内の方がちゃんと利用できる様な拠点にして頂きた
い。 
駐車場を充実させてほしい。路駐などが目立つと近隣住人に迷惑がかかるので配慮を
お願いしたいです。 

対象拠点周辺は利用したい、訪れたいのにイマイチ駐車場がわかりにくかったり、人
を呼んでどこかの駐車場を使いたくてもなかなかない、と感じることが多い（時間が
限られていたり…） 
北谷町営駐車場のように気軽に利用できる駐車場になると、市外からも人を呼びやす
く対象拠点周辺も賑やかになるのではないか。 
駐車場を充実させてほしい。 

駐車場が充実していると利用しやすいと思います。 

7件 

暑さ対策 

昆布在住の者です。子どもの散歩等で公園を利用していますが、朝６～７時の間のみ
しか利用できないくらい、とにかく暑い！ヌーリ川公園はぜひ木々やミストなど、暑
さ対策などで日中でも利用できる公園にしていただけたらとても嬉しいです。それか
ら、駐車場も充実していただけると助かります。とってもとっても楽しみです！カフ
ェも利用したい！オシャレな街づくり、期待しています！ 

一年中涼しく過ごせる、清掃が行き届いた公園にしてほしい。 

県総合運動公園みたいに自転車にのれるところがあったら県総まで行かなくていいか
らうれしい。あと夏場は本当に暑い（日差しも強い！）のでベンチがあっても屋根が
ないと座る気にならない。とにかく屋根と休めるところが多いと利用したいと思う。
息子（５才）が虫とりしたい！ということでよく公園行く。虫がよってくる木々など
があれば夏場もけっこう利用できると思う。冬場はやっぱりイルミネーション！昔、
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市役所横でカジュアルにやっていた、たくさんのイルミネーションがよかったし、冬
も公園にいく理由になる。あとうるま祭りもぜひ公園でやってほしい！そして昔やっ
ていた歩行者天国もあげな十字路から市役所までの通りでやってほしいな！！あと、
子どもの遊具周りでウォーキングできる全天候型のロードつくってほしい。子どもも
見ながらウォーキングできる。たくさんの人の目があって安全にも良い。あとは、宜
野座あたりにある水あそび施設みたいな所もあったら最高～！ 
沖縄は暑い期間が多いので、暑い日でも遊べる屋根のある施設が必要だと思います。
近隣の方々だけでなく、わざわざこの公園に行きたい！と思えるような施設、設備が
あると多くの方に来園してもらえると思います。 

沖縄は太陽が強いのでたくさん風の通る日除けをつくって欲しい。 

公園内に東屋が少ない気がします。東屋があればお弁当持参するのですが、東屋には
ほとんど座れません。今のところ、県総が理想です。 

市内各所に公園等ありますが、暑さの為か利用状況に偏りが多くみられます。日陰、
水場等の配置に工夫が必要と考えます 

7件 

今後の公園整備について 

安慶名３丁目付近の都市計画では、最初の頃に受けた説明からは、全く違った現状の
姿に本当にガッカリさせられ、残念な気持ちになりました。（周りの知り合いが全くい
なくなってしまったり…） 
コロナ拡大の中で、どれだけ説明会や住民を安心、納得させられるだけの計画・工事、
実際の施設利用が出来るか不安はありますが、いろんな都市の成功例や具体的な例を
参考にして、どの年代の人でも住みやすく、安心して過せる町づくりを期待していま
す。 
何よりも情報公開は徹底してやってほしいです。 
ネット上でも、説明会でも、郵送した資料等でもいいと思います。 

ヌーリ川公園だけではなく、各地区で楽しく過ごせる取り組みを行ってほしいですね。 

周辺道路が混雑しないよう、道路整備もお願いしたい 

ヌーリ川公園付近は人通りが少なくさみしい感じがします。公園が新設されれば人が
多く集まると思います。ですが人通りは少ないけど車の通りは多いので、今のままだ
と更に混雑しそうなので、交通の便をよくしてほしいです。 
普段は公園を全く利用しないですが、カフェや物販施設等が充実した公園は行ってみ
たいと思います。楽しみにしています。 
素敵な公園だと思うが、参入する民間事業者次第でとても雰囲気が変わると思うので、
しっかり検討してほしい。（若い人の意見も反映されるといいな、と思う） 

公園の整備を行う際、近隣住民に工事の騒音や事故などの被害をもたらさないよう十
分考慮したうえでやってほしい。 
とても魅力的で地域の発展や市の経済活動に非常に良い影響が与えられるだろうと期
待している。 

10件 

学習 

私は子供たちが「肝高の阿麻和利」に参加活動していますが、地元の人でもまだ鑑賞
したことが無い、内容が理解されていない活動が知らない等の意見を耳にします。肝
高の阿麻和利だけではなく少年野球、サッカー、合唱団等、色々子供たちが活躍して
いる団体が日頃の活動、栄光の時などを何か魅力的に発信できる場所があれば良いな
と思います。（モニターで気軽に鑑賞出来る CMのような映像が館内で流れている等） 
焚火が可能なキャンプ場が望ましい。自然体験と並んで火の取り扱いについて学びに
なる場所になってほしい。そのような経験から、災害時などの不安も少なくなるので
はないかと考える。 

学生が学べる施設（読書や学習等）も必要です 

学生が自由に気軽に利用できる学習スペース 

中高生が自由に遊べる場所や学習施設や野外研修できるスペースがあればベターだと
思います 
２つの高校が近くにあるので、学習スペースなどができれば、利用する人は増えると
思う。カフェや、飲食物販があれば、若い人から、高齢者まで利用しやすくなると思
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います。 

毎日通えるように安い飲食の提供のもと読書スペース、学習スペースがあるとうれし
いです。 

勉強できる空間とか、バスケットリングとかスポーツができるような広場があったら
学生にとっては夢みたいな空間になると思う。 

子供達が家庭の事情で進学をあきらめない環境を作り。職業体験が出来る場所。 

公園と遊具施設、あと中高生が勉強できるゆらてくみたいな学習スペースがほしいで
す。カフェなどは必要ないです。 

10件 

収益施設 

地域の特産品の販売所などもあれば、利用者が増えると思う。 

有名な美味しいものが食べられたら嬉しいかも。話題になるようなものがあってもい
いと思います。観光としても注目してもらいたい。市内のホテルの為にも、うるま市
が特化しているのは「子育てしやすい」なので、それに力を入れた方がいいんですか
ね。すばらしい計画だと思います。いろんな企業が協力してくれたらうれしいと思い
ます。税金的にも。 

内地チェーン店と地元の個人店の両方の飲食店があるといい。 

地域の人が出している店で活性化させる 

コメダ珈琲が出来たら良いね。室内で展示や手工芸イベントもあるのかな？と家族で
想像を膨らませて、いつか整備された公園へ遊びに行けるのを楽しみにしています。 
公園はたくさんありますが公園内にカフェ等が無く、昼食前に行くか、昼食後に行く
事がほとんどです。園内にカフェや売店があれば滞在時間も長くなると思います。 

ヌーリ川の自然の景観を維持しながら大人や子供が気軽に利用できる施設（長く維持
管理ができて、体験イベントなどが無理なくできる）で、健康増進やフィットネスジ
ムで運動不足を解消できる施設が欲しい。 
今まで県総合運動公園をよく利用していましたが、周辺に飲食店が少なく、不便な点
も多少ありましたが、この事業ではカフェ等も設置されるので週末だけではなく平日
でも利用したく、とても良い事業だと思います。 

3Q3で飲食施設を選択したが、チェーン店を置かず地元公益で運営してほしい。カフ
ェ＝コメダ、本屋＝TSUTAYAの構図にならないように。 
ヌーリ川公園が市内外（本土・外国含む）から注目されるよう、公園と併せて市内（公
園近く）に大型スポーツ施設（プロ野球球場）の誘致、リゾート的ホテルの誘致等。
交通アクセスの整備等を望む 

9件 

維持管理 

犬の散歩する方もいると思いますが、マナーとルールを守れることをしっかり周知す
る！（狂犬病予防注射・感染症ワクチンの接種などは勿論、大型犬・無駄吠えがうる
さい犬などは禁止） 

トイレがきれいであってほしいです 

ヌーリ川公園整備事業についてはすばらしい計画で実現できることを願っています。
が、しかし現在市内の公園の維持管理が不十分（草丈が伸びても放置されている公園
が多すぎる）すぎる。地区に公園は子供たちの遊び場でもあるので、草が伸び放題で
は、子供達が利用する公園は自宅の近くにある公園で、わざわざ遠くまで足を運ぶこ
とは少ない。 
大きな公園の整備も大切だが、既存の公園の維持管理にも力を入れて頂きたい。 

整備費用はもちろん、維持管理費用が軽減できなければ整備せずに民間に売却してほ
しい。 
公園活用のノウハウを大阪の studio-L（代表 山崎）が持っているため、ぜひ彼らの
意見を聞いてほしい。 
常に手入れされていないと、子供などが利用する場合、ケガなどしたりすると思うの
で、常に手入れすることは大切だと思います。 
また利用者の増加にもつながると思います。 

公園はどこでもそうですが、維持管理がいきとどかなくなり、数年すると荒れ地と化
す事が多いです。 



30 

 

 

思い入れを持って作ったものの、整備メンテに金が掛かりすぎたり、緑地帯の景観維
持等、メンテが問題です。遊具も安全基準が曖昧で不安を感じる箇所が出てきます。
お金をかければ、いくらでも満足させるものができるでしょうが、長く続けられる公
園であってほしいです。 
ボランティアの力も借りながら皆で守っていく公園にしたい。安全で、子供からお年
寄りまで憩える場であってほしい。自然環境は残しつつ、維持管理費を捻出する商業
施設を隣接して運営していく術を慎重に検討してもらいたい。市民の税金のムダ遣い、
委託業者への丸投げはやめてほしい。 

トイレを清潔に保てるようにしてほしい。 

公園整備にあたり、管理をしっかりやっていただきたい。 

街灯の設置と管理、公園の安全確保（見守り、草木の管理を徹底してほしい。 
野良ネコや野鳥のフン害をなくす対策、きれいなトイレの維持、管理 

21件 

肯定的な意見 

添付の資料を見て『公園内にカフェ（珈琲店）がオープン』というのがとても新鮮に
感じました。楽しいと思います。気軽に行ける範囲にそんな公園があれば、ぜひ利用
したいと思いました。 

今あまり公園で遊んだりなど、あまりしていないような気がします。今回のヌーリ川
公園が出来る事によって、より良い生活が子どもから大人まで送れると思ったので楽
しみにしています！頑張って下さい！ 
公園など屋外施設では、清潔・安全なトイレの設置はとても重要と思います。また、
free access も大事だと思います。新都心のバスケコートは有料ときいて全く近づ
かなかった（利用する気も出ない）ので、うるま市は子供も多くて、若者や外国人の
方（主にアメリカ）が多いので、みんなが遊びに来たいような公園を期待します。国
内や、なんなら海外の人が集う公園を参考に、ステキな公園を作ってください！ドッ
グラン設置もいいかもしれません！動物の出入りも OKにした方がいい。毎日のお散
歩コースにしてもらえれば、それだけで安全性（みんなの監視という点で）と身近さ
が加わると思います。 

地域の人が楽しめるだけじゃなくて、周辺の店や施設と共存できるものができあがる
と良いと思いました。子供も、親世代も、年配者も誰もが有意義にすごせる空間があ
るといいと思いました。ごちゃごちゃ多機能で高機能なつくりではなくていいのでシ
ンプルで衛生的な安全な公園が出来ると良いと思います。公園の運営や管理…いろん
なところで地域の人が関われる場になるといいですね。 
ご苦労様です‼ステキな公園期待しています！ 

市民のいこいの場となります様に 

現状の計画でよいのではないかと思います。これだけ大規模な公園だとふだん公園を
利用せず、家の周辺でジョギングやウォーキングをしている私でも休日はそこに出か
けてウォーキングやジョギングを楽しめますね。そう思うと嬉しいです。早く完成し
てほしいです。 
初めてヌーリ川公園整備を知りとても良い事だと思います。良い公園が出来る事をき
たいします 

未来に向けて！ 

この度はアンケート調査に参加させて頂き、誠にありがとうございます。私は 9年前
から与那城地区に住んでおり、高校を前原高校に通っていたため、この「ヌーリ川公
園整備事業」という事業にとても興味を持ちました。この事業で、ヌーリ川公園が実
現したら、地域住民を始め、仕事やその他で利用する沖縄県民の暮らしがより充実す
ると私は考えました。また、よりうるま市が魅力的な市町村になると思います。私自
身も「ヌーリ川公園整備事業について」という資料を読んだ際、行ってみたいなと、
面白そうだなという思いや印象を抱きました。ヌーリ川公園が実現できるよう応援し
ております。長文を読んで頂きありがとうございました。 

コロナの影響で出費（支出）が多いと思いますが、夢と希望をもって取り組んで欲し
い。期待しています。 
来年沖縄から離れる予定ですが、ヌーリ川公園整備事業が清々と進むよう願っていま
す。数年後に来沖の際はヌーリ川公園にも来たいと思っています。 
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このアンケートが届いたことをうれしく思います。ありがとうございました。 
事業がんばって下さい。 

近くに公園が出来るのが待ち遠しいです。 

夫が幼い頃（４０年程前）、ヌーリ川という名前の川とも分からず、よくそこにいとこ
達と遊びに行き、うなぎをとったこともある程きれいで楽しく自然と遊んだ思い出が
あるようです。既存の自然を整備して後々に残し活かしてもらえる事で地元への愛着
も増すと思うので、ヌーリ川公園の実現楽しみです。我が家は子供が小さい時はよく
公園に遊びに連れて行き、一緒に体を動かして楽しい思い出がありますが、今は一緒
に公園へ行く機会がないです。もし、ヌーリ川公園のコンセプトに通りに実現できた
ら、幅広い年齢の方が集う場となり、気軽に私も行けるので、（散策、カフェ）健康的
な生活にもつながると期待しています。 
立地が素晴らしいので、設計次第では公園整備で掲げている目的を達成することが十
分に見込まれると思います。是非とも整備について頑張ってください。 

特にありませんが、整備事業が成功する様にがんばって下さい。 

どんな公園が出来るのか楽しみです。 

みどりがあり、心が安らぐステキな公園が出来るといいですね。楽しみにしています。
高齢なので元気の内に出来るといいですね。 
個人的には今は「ない」状態なので、もし造るなら長期的に維持管理できる、税金で
賄える範囲内でも大規模な公園を造って頂けるだけでありがたいと思っています。 

みんながしっかりと休める場所が出来て欲しいです。楽しみにしています。 

良い公園にして下さい 

8件 

否定的な意見 

ヌーリ川公園整備事業は反対 

公園は必要ありません。工事にかかる税金は市民のために使ってください 

ヌーリ川公園案は先の話です。各地区公園は十分管理されていると思いますか、高齢
者や子供達が安心安全で遊べて集える責任のとれる管理者、資格者が公園の管理をし
ていますか。管理者、資格者を公表、掲示して下さい。うるま市の公園が充分管理さ
れているか、いないか明確なアンケートが必要です。それからです。 

どうしてヌーリ川なのか…いまいちわからない。うるま市にはほかにも公園がたくさ
んあって今ある既存の施設を有効利用できるように整備したらどうか？ 
大体、その場所で公園整備しても景観とかどうなのか？ナゼ？ナゼ？しか思えない。
この場所でないといけない何かがあるのか？こちらをどんなに整備しても失敗すると
思う。うるま市内の海岸付近、石川缶の山々に囲まれた場所、こんなステキな場所が
あるというのに 
資料が一般向けの内容及び言葉ではない。ヌーリ川公園敷地が約６ha、県総は７０ha、
安満遺跡公園は２２ha、勝山公園は２１ha、これからして何をイメージして民間企業
が参入を考えられるのか？アンケートを実施した実績造りが見え見えだ。うるま市は
市民をバカにしている。安慶名線周りを市議会・市役所職員が１０年以内に購入して
いるならインサイダーだと市民は理解すると思います。コロナだろうと意見は聞いた
ほうが良い。Q1～５は全員に聞くべき！ 

車の運転が出来ないし家から遠いのでヌーリ川は利用できません 

今、アゲナ近辺にある公園は死んでいると思います。孫達が小さい時行っても草がボ
ウボウしてボールで遊ぶことは出来ませんでした。 

公園整備事業と安慶名の再開発は、セットで考えていただきたい。公園を整備したか
らといって市民が集まるとは思えない。街と公園の両方が活気づくのが重要！うるみ
ん、市民住宅、銀行、ドラッグストアだけでは限界がある。貸コンテナなんて設置し
ている意味が分からない。十字路近辺の道路も舗装が悪いのか大雨となると水はけが
悪く水たまりがあちこちにできる。立ち退く前は、そんな事は無かった。民間事業者
の参入により公園内に収益施設の設置を想定とあるが、どれくらいの収益を見通して
いるのか？列挙している施設だけでは収益はそんなに見込めない？雇用者の数にも限
界がある。那覇市や浦添市、沖縄市のように施設にスポンサーが付いてくれることは
あるのでしょうか？ドームやサッカー場、スタジアム等が難しいのであれば、マイナ
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ースポーツに特化した施設や競技場を造れば、大会の開催での集客も見込めるかもと
考えます。そういうのも踏まえた上で宿泊施設は分かるが、わざわざ公園があるから
といって周りに何もないところに泊りには来ません。 

25件 

その他 

シンボルとなる管理された全世代が集える場所作り 

具志川地域にいろいろな施設が集中しているのでは！与勝、石川も視野に入れた計画
を検討すべきだと思います。 

とにかくできるだけ早く利用できるようにお願いします。 

公園づくりは良いと思いますが、木々や緑が少なくなる商業施設や業務施設づくりは
あまり良いと思いません。自然は残すべきではないでしょうか？ 

石川地区からは遠いかな～ 

自然とふれあえる場所ができるのはうれしい。 
キャンプ場や、スポーツ施設ができれば、他の地域からも、多くの人が来てくれると
思う。おしゃれなカフェ等あれば、観光客も来てくれる可能性もあると思う。 

自然を活かした公園づくりをしてもらいたい。 

無料で使用できる展示空間、ギャラリー。 

・ヌーリ川の水質が気になります 
・温暖化等による異常気象による災害時に、住民の避難場所としての機能も兼ね備え、
公園の必要性も求められます。キャンプ場も併設されているので炊き出しもできそう
ですね。 
・水田もつくり、うるま市のビーグ栽培を行っても伝統を継承できて良いのではない
かと思います。 

公園内に桜を植樹し桜祭りが行われるように整備してもらいたい。 

ヌーリ川の場所このアンケートでしりました。 

植物利用型微生物燃料電池。オランダの企業が実用化した。（plant-e）街頭やイルミ
ネーションの LEDに利用したり、無料Wi－Fiスポット等の電力をまかなえれば節電
になるし、エコだと思う。 

勝連地区なので一度も行った事がないので何とも言えませんが、桜がきれいなヌーリ
川ですかね。 
各地区に平等に、高齢者等が歩いてつどえる公園があるといいですね。 
今は、コロナ対策にうるま市も力を入れる時ですので、公園等密にならないよう遊び
に行く人がいるのでしょうか？ 
・木や水辺は、必要最小限にしてほしい。（毛虫、蚊対策） 
・関節に優しい素材（ゴム）のウォーキングスペースを設けてほしい。 
・元レクリエーションセンターにあったような急な斜面の遊び場がほしい。（幅広い年
齢層が楽しめる） 

市民が参加できるフリーマーケットや手作りを販売するスペースがあると嬉しいか
な。 

図書館があり明るく大きな公園だと利用したいと思います。 

桜やヒマワリ、コスモスなど癒される植物を植えてほしいです 

介護世代には介護している側の人間も癒される場所であってほしいです。 
宜野座の道の駅の公園がとても使いやすいです。幅広い層に需要があるように思いま
す。おしゃれなカフェ、イベント、水あそび、アスレチック要素のある遊具、新鮮な
野菜、色々そろっているし、トイレも子供の背丈に合っていてキレイな印象です。う
るま市から遠くても行きたくなります、なのであんな公園が近くにできるとすれば利
用したいです。 

収益を求めるのはもっともだと思いますが、せっかく大きな市なので県の手本や代表
となる活動をしていただきたいです。アニマルセラピーや外国のような犬猫の保護施
設や保護施設を活かした子供、青少年の教育の場が出来ると良いと考えます。命どぅ
宝。 
これからも更なるうるま市の発展を願います。 
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・大きな公園なので自転車で楽しめるようにして 
・人間とペットが共に遊べる場所が欲しい 
・実のなる木をたくさん植えてだれでも取れるように配置して。三戸の野川公園はイ
チョウの木が毎年たくさんのギンナンを落としてくれて市民皆で拾っていました。 
・雑草があればヤギが食べるという図は一石二鳥でいいのでは。 
・毎日でも犬を連れて、行きたくなるような公園を期待します。食事処も犬、猫のご
飯を用意してあるとありがたい。 

ほたるでも見られたら夜でも行ってみたい。 
いろんな植物や花がみられたら、ときどき行きたい。 
なるべく自然環境をこわして欲しくない。 
街がキレイになる様にリサイクル収集の大切さを伝えたい。 
自然の中でいろいろなスポーツ大会開催（竹馬・ナゾ解き脱出ゲーム・花の名前当て
ゲーム・小動物ふれあい等） 
家の中で引きこもらない様な遊び場であって欲しいです。 

プラネタリウムや映画館が近くにないので、あればいいなーと思っています。特にプ
ラネタリウムは四季折々の星空や宇宙の謎とか惑星など、子供達にもわかりやすく、
また大人の癒しの場になるような場所を希望します。 
これからの時代はやはり健康で長生きでしょう！その為にもぜひ市民誰でも参加出来
る早朝のラジオ体操が出来る広場を作ってほしいです。ラジオ体操・気功（中国古来
の健康法）を市民皆で行なえたらいいなあ！素晴らしい公園が出来る事に期待してお
ります。  

 


