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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 93.5 ha

平成 19 年度　～ 平成 21 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標

目標１

目標２

目標３

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

交付期間 21

【まちづくりの経緯】
・平成１７年４月に、２市２町（具志川市、石川市、勝連町、与那城町）が合併し、うるま市として新たにスタート
・合併前の各市町はこれまで、具志川市は「活力ある緑のまち具志川」、石川市は「緑豊かな海浜のある文化・住宅都市」、勝連町は「住みたいまち・訪れたいまち、心躍る・きむたかのまち・勝連」、与那城町は「豊かで住みよい文化のまち、あやはしの町」を目標として、まちづくりを推進
・石川地区においては、産業基盤の整備や都市機能の一層の充実が図られ、緑豊かな海浜のある文化・住宅都市を基本に、北部圏域との結節地、西海岸リゾートとの近接性からこれら地域を支援するさまざまな都市機能を有したまちづくりを推進してきた
・合併後においては、これまでの４市町の歩みを前提に、ひとつになったまちづくりを進めている

【地区の特徴】
・うるま市は沖縄本島中部東海岸に位置し、総面積８５.８２平方キロメートル、総人口１１６,３１５人の市である
・石川地区は市北東部に位置しており、南北に伸びる沖縄本島のほぼ中間、もっともくびれた部分にあり、沖縄自動車道をはじめ島を縦横断する主要な骨格道路が集中する交通の要所拠点として重要な位置を占めている
・戦後、沖縄の政治、経済、教育、文化の発祥の地として、これまでにあらゆる分野で多くの人材を輩出し、沖縄の発展に大いに貢献してきた

【まちづくりの現況】
・石川地区には、古くからの商店街があり、かつては賑わいがあり活気に満ちたものであったが、現在はシャッターが閉まっている店舗が目立ちはじめ、かつての活気を失いつつある。実際に旧石川市における昼間の流入人口と流出人口を比較すると、昼間流入人口が2,822人に対し、
昼間流出人口が5,323人と昼間流出人口の方が約1.9倍の2501人多くなっている
・沖縄県全体としての傾向でもあるが、石川地区の就業率水準は、全国平均に比べ低水準であるため、平成１４年度に、新たな企業支援の拠点となる「舞天館（インキュベート施設）」を、平成１７年度には、内閣府「IT事業支援創出体制強化事業」を活用して、「ＩＴ事業支援センター（企業
誘致基盤施設）」等を整備することで、人材育成、雇用創出等の産業振興施策を行っている。これらの施策は順調に成果をあげており、今後も継続して同様の取り組みを実施していく必要がある。
・平成２４年４月には、石川地区に隣接する恩納村において沖縄科学技術大学院大学が開校予定であり、石川地区は重要な拠点のひとつとなるため、継続して良好なまちづくりを進めなくてはならない

大目標　：　人の交流が盛んで賑わいのある住みよいまちづくり

人の交流と情報交換が自由にできる機能を持ち、人の活発な活動による賑わいのあるまちづくり

地域住民と行政とが自由に交流できる機能を持ち、住民と行政が協働したまちづくり

産業の育成・誘致機能を持ち、就業機会が確保された雇用不安のない安心して働けるまちづくり

都道府県名 沖縄県 うるま市
し

石川
イシカワ

地区
チク

計画期間

課題

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

件／年 H16 H２１

人／月 H17 H２１

人 H13 H２１2,391３．事業所雇用者総数 地区内に存在する事業者の雇用総数
企業と行政が一体となって雇用不安を解消することを目標としてお
り、地区内の事業所に就業している就業者数が増加することで目
標を達成することとする

1,791

22,847

２．施設利用者数 本都市再生整備計画地区における各施設の利用者数
地区内交流人口の拡大による賑わいを目標としており、本都市再
生整備計画に位置付けられた施設の利用数が一定数を満たすこ
とで目標を達成することとする

461 661

１．アクセス数 石川地区における商店街への来客数
地域交流センター及びコンタクトセンターを整備することにより市外
からの雇用者数や来客数を増加させることで、地域活性化の目標
を達成することとする。

22,387

・地区内における交流を活発化することでまちづくりに向けた様々な活動を促進し、さらには地域内における需要を喚起し消費を増大させる等、賑わいのあるまちづくりの実現に向け、地区の求心力を高め交流人口を増大させるための環境整備が必要である
・地域住民が、まちづくりに関する相談やまちづくり計画に関する情報等の入手を、気軽に実施することが可能であり、まちづくりに向けた政策検討を実施するにあたって、地域住民の意見、要望等を反映できるなど、地域住民と行政が協働でまちづくりができる環境を整備する必要があ
る
・石川地区の就業者人口は、全国平均に比べ低水準となっているため、企業誘致・雇用創出基盤を整備し、官民が一体となって雇用を創出する必要がある

・うるま市の建設計画において、基本理念を「市民ひとりひとりがジリツ（自立・自律）し、郷土への誇りをもつ“こころ”をひとつにして、新たに飛躍するまちを目指します」と設定し、「豊かな自然と人が調和した健康で心豊かな活力ある、歴史と教育文化のまち」を将来像に掲げ、「地域の創
意工夫により、恵まれた立地環境、特色ある資源を生かしたまちづくり」および「地域の技術資源や人的資源の活用、観光・リゾートと連携した新産業の創出、さらには市民が健康で安全に暮らせる平和なまちづくり」を進めている
・将来像の実現に向け、具体的な形として「７つの基本方針」を示しまちづくりを推進している

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【整備方針１】活発な活動を生む交流促進機能の整備
・住みよいまちづくりに向けた活気あふれる地域の形成を念頭に地域住民の活発な活動を生み出す機能として、人と情報の交流拠点の整備を図る。
・人の相互交流、情報交換、情報収集が実施できるコミュニティ空間やオープンスペース、情報板の整備を行い、交流人口を増大することにより、地域に
おける購買力を高め商店街の活性化を図る。

・石川地区地域交流センター（仮称）整備事業（基幹事業：高次都市施設／地域交流センター）
・情報板設置事業（基幹事業：地域生活基盤施設／情報板）
・交流広場整備（基幹事業：地域生活基盤施設／広場）
・赤崎第二公園（仮称）整備（基幹事業：公園）

【整備方針２】住民参画を推進する情報交換機能の整備
・地域住民と行政が協働するまちづくりに向け、地域住民が参画するまちづくり体制を推進し、情報提供、情報交換の場づくりを行う拠点の整備を図る。
・地域住民と行政とが積極的に情報交換（収集、提供、提案等）が実施できる仕組みとして、ＩＣＴを活用したコンタクトセンター機能の整備を行う。

・石川地区地域交流センター（仮称）整備事業（基幹事業：高次都市施設／地域交流センター）
・情報板設置事業（基幹事業：地域生活基盤施設／情報板）

○事業終了後の継続的なまちづくり活動の内容
　・石川地区地域交流センター（仮称）の運営・管理については、財政的な面と民間が持っている専門的な知識と経験を活用し、安定した事業を展開するためＮＰＯ法人（指定管理者制度の認定を受けたＮＰＯ法人）に同センターの運営と管理を委託する
計画とする。行政と民間が一体となって事業を展開することにより、それぞれが持つ長所を引き出し継続的な運営の実現を図る。

○住民意見の反映
　・地域住民へのアンケート等を実施し、民意を反映させた形で策定された新市建設計画の方針等に基づき、都市再生整備計画を作成した。

【整備方針３】産業の創出と人材の輩出を推進する産業促進機能の整備
・活力ある地域産業の形成と就業の場を確保するための産業育成および企業誘致を行う拠点の整備を図る。
・新たな産業を生み出すため、起業支援／人材育成機能としてのインキュベーション施設、および企業を誘致するために必要となる情報通信機器の整備
等を行う。

・石川地区地域交流センター（仮称）整備事業（基幹事業：高次都市施設／地域交流センター）
・インキュベート施設整備事業（提案事業：地域創造支援事業）
・企業誘致基盤整備事業（提案事業：地域創造支援事業）



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路

公園 うるま市 直 3000㎡ H20 H20 H20 H20 45 45 45 45

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 うるま市 直 － H20 H21 H20 H21 260 260 260 260

高質空間形成施設 －

高次都市施設 うるま市 直 － H19 H19 H19 H19 245 245 245 245

既存建造物活用事業 －

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

国費率 0.27交付対象事業費 1,275 交付限度額 344

0

0

0

うち民負担分
交付期間内事業期間

規模

－

－

－

（参考）事業期間
事業

細項目
事業主体事業箇所名

－

国立沖縄海上技術学校跡地

直／間

－

住宅市街地
総合整備
事業

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 550 550 550 550 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
うるま市 直 H19 H19 H19 H19 92 92 92 92

うるま市 直 H19 H19 H19 H19 633 633 633 633

0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

合計 725 725 725 725 …B
合計(A+B) 1,275

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
うるま市 厚生労働省 ○ H18 H20 300

合計 300

うち民負担分

0

0

－

－
まちづくり活
動推進事業

事業

地域提案型雇用創造促進事業

規模

－

－

事業主体

事業活用調
査

企業誘致基盤整備事業

事業期間（いずれかに○）

うるま市内

全体事業費

インキュベート施設整備事業
地域創造
支援事業

国立沖縄海上技術学校跡地

国立沖縄海上技術学校跡地

交付期間内事業期間
規模事業主体 直／間事業箇所名事業

（参考）事業期間
細項目

所管省庁名事業箇所名



都市再生整備計画の区域

石川地区（沖縄県うるま市） 面積 93.5 ha 区域 松島区、宮前区、港区

N

0 50 100 500

N

0 50 100 500



アクセス数 （件／月） 22,387 （H16年度） → 22,847 （H21年度）
施設利用者数 （人／月） 460 （H17年度） → 660 （H21年度）

事業所雇用者総数 （人） 1,791 （H13年度） → 2,391 （H21年度）

石川地区（沖縄県うるま市）　整備方針概要図

目標 産官民一体となった都市拠点の形成と賑わいの再生
代表的
な指標

N

0 50 100 500

■基幹事業（高次都市施設：地域交流センター）

○石川地区地域交流センター（仮称）整備事業

■提案事業（地域創造支援事業）

○インキュベート施設整備事業

○企業誘致基盤整備事業

■基幹事業（地域生活基盤施設・情報板）

○情報板整備事業

■基幹事業（公園）

○公園整備事業

■基幹事業（地域生活基盤施設・広場）

○交流広場整備事業

N

0 50 100 500

■基幹事業（高次都市施設：地域交流センター）

○石川地区地域交流センター（仮称）整備事業

■提案事業（地域創造支援事業）

○インキュベート施設整備事業

○企業誘致基盤整備事業

■基幹事業（地域生活基盤施設・情報板）

○情報板整備事業

■基幹事業（公園）

○公園整備事業

■基幹事業（地域生活基盤施設・広場）

○交流広場整備事業


