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Ⅳ．分野別方針 
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１．土地利用方針 

【基本的な考え方】 

本市の土地利用は、市域全体の均衡を取りつつ①人口増加を踏まえた良好な住環

境の形成、②農業や商業や中城湾港新港地区をはじめとする産業の振興と周辺環境

との調和、③緑地や海岸線などの自然環境の保全、の３つを大きな柱として、段階

的かつ計画的な土地利用を推進します。 

また、都市づくりの課題の「持続可能な都市を形成するための都市の成長管理」

を解決するため、用途白地地域の土地利用をコントロールすることにより、無秩序

な市街化の拡大を防ぎ、環境に配慮した計画的な都市の形成に努めます。 

さらに、適切な土地利用を行うため、特定用途制限地域や風致地区の指定、景観

法の活用等、県や周辺自治体とも連携しつつ、規制・誘導手法の整備の検討を今後

推進していきます。 

 

【計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

（１）良好な住環境の形成 

ア．用途地域内における住環境の整備 

用途地域内においては、指定された用途に応じ適正な土地利用が行われるよう、

誘導・規制を行います。 

（１）良好な住環境の形成 ア．用途地域内における住環境の整備 

イ．用途地域外における住環境の整備 

（２）周辺環境と調和した産業系土

地利用の推進 

（３）自然環境に配慮した土地利用 ア．農地の保全・活用 

イ．緑地・斜面林の保全 

ウ．海岸・河川の保全 

エ．観光・リゾート開発 

ア．商業地・近隣商業地 

イ．農業 

ウ．漁業 

エ．工業 

（４）墓地 

（５）駐留軍用地 
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また、沖縄科学技術大学院大学の職員及び学生のための良好な戸建て・集合住宅

を確保するため、石川地区を中心とする既存市街地等での民間による優良住宅供給

を促進するとともに、住環境の整備を検討します。 

 

 

(ｱ)計画的に開発された住環境の保全 

土地区画整理事業が実施された区域では、道路等の基盤整備が終了し良好な市街

地が形成されており、敷地の分割による建物密度の増加や人口密度の増加により、

住環境が悪化しないよう、住環境の維持・保全を推進します。 

(ｲ)個別改善による良好な住宅地の形成 

低層の住宅市街地が形成されている、区画整理が実施されていない住居系用途地

域においては、道路や公園等の都市基盤の整備により、良好でゆとりのある住環境

の維持・形成を推進します。 

さらに市街地の外縁部に農地や空地が広がる地域においては、計画的な開発によ

り住環境の維持・保全が行われるよう誘導を推進します。 

(ｳ)都市基盤整備による市街地の形成 

与那城地区や勝連南風原等の住居系用途地域のうち農地や空地が大規模に残され

市街地が形成されていない地域では、指定された用途に沿った土地利用を図るため、

土地区画整理事業や道路の新設等により都市基盤の整備を行います。また、住宅等

の建設などを行いやすい環境を形成するよう、地域の意向を踏まえつつ検討してい

きます。 

 

イ．用途地域外における住環境の整備 

土地利用の用途が指定されていない用途地域外の地域においては、地域の持つ特

性や文化等に配慮しつつ、良好な住環境の形成、維持を進めます。 

 

(ｱ)既成市街地の改善 

用途地域外の地域のうち、幹線道路沿道や用途地域隣接部の人口密度が高い住宅

市街地が形成されている地域においては、敷地規模の維持や主要生活道路や区画道

路の整備や住宅地としてふさわしい土地利用を規制・誘導することにより、良好で

ゆとりのある住環境の維持を推進します。 

一方で、用途地域外の既成市街地の周辺においては、無秩序な市街地の拡大を防

ぐため、土地利用のコントロールのための手法を検討していきます。 

さらに、工業などの業務系土地利用と住居系土地利用が混在した既成市街地にお

いては、ゆとりのある敷地規模の確保や道路等の空地の確保等のゆとりのある空間

形成による用途混在の緩和や、土地利用の規制による用途混在の解消等により、住

環境の向上を推進します。 

(ｲ)集落環境の維持保全 

人口密度が低く、小規模な集落を形成している地域においては、集落地内の主要

生活道路の整備などにより、ゆとりある住環境の形成を推進します。 
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また、集落地の周辺には農地や山林等の自然的土地利用が広がっているため、住

宅地周辺の農地や山林等の土地利用に配慮するとともに、これらと調和した住環境

の形成を促進します。 

(ｳ)開発地の計画的な土地利用 

幹線道路沿線や海岸沿い、史跡周辺、工業用地周辺などの、今後開発が想定され

る地域については、無秩序な開発による住環境や自然環境の悪化を防ぐため、区画

整理や道路整備等の都市基盤整備や特定用途制限地域の指定などの用途規制などに

より計画的な開発を推進します。 

 

 

（２）周辺環境と調和した産業系土地利用の推進 

 

ア．商業地・近隣商業地 

安慶名市街地や石川市街地周辺では、良好な景観形成や賑わいのある空間づくり

を誘導するとともに、商業施設や業務施設等の集積を図り、本市において複合的な

機能を持つ都市の中心核としての整備を推進します。 

江洲、赤道においては商業施設や業務・サービス施設の集積を進め、広域から集

客できる商業拠点の形成を促進します。 

また、勝連平安名及び与那城屋慶名においては、近隣に住む人々の日常の生活拠

点となる近隣商業地として、商業や業務・サービス、公共施設等の集積を促進しま

す。 

県道３３号線（具志川沖縄線）沿道は、近年の中城湾港新港地区の企業立地や住

宅、商工業施設等の需要を踏まえ、土地利用方針及び都市基盤整備の計画的開発を

前提に、現状の農振農用地の見直し等を行い、商業や業務サービス施設等の立地誘

導を促進します。 

 

イ．農業 

わが国唯一の亜熱帯地域という自然特性を生かし、生産性の高い亜熱帯農業の確

立に必要な農用地の確保と整備を図ります。農振農用地及びその周辺においては、

周辺環境に配慮しつつ農業振興のための関連施設等の整備により営農環境の保全を

推進します。 

また、都市的な土地利用と農業的な土地利用が良好な関係を保つよう土地利用の

実現や農産業の関係者や市民との協働によるリサイクルへの取り組みなどを検討し

ます。さらに、耕畜農家や事業者等と協力して農業振興地域等に立地する畜産業の

悪臭問題の解決に取り組んでいきます。 
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ウ．漁業 

港湾及び漁港については、周辺環境に配慮しつつ漁業振興のために関連施設等の

整備を促進します。 

 

エ．工業 

中城湾港新港地区においては、土地利用を純化し良好な生産環境を有した工業用

地を形成するとともに、地区内では敷地内の緑化等により環境の向上を推進します。 

与那城平安座及び平宮の石油関連施設や、具志川及び石川の火力発電施設等の工

業用地においては、周辺環境に配慮した土地利用を推進します。 

市内に点在する工業用地については、周辺の住環境や自然環境に配慮した土地利

用を推進します。 

また、沖縄科学技術大学院大学のポテンシャルを地域経済の活性化に結び付ける

ため、関係機関等と協力し、中城湾港新港地区などの各種研究・産業施設との交流・

連携及び新たな研究・産業施設の立地を促進します。 

 

（３）自然環境に配慮した土地利用 

ア．農地の保全・活用 

農振農用地以外の農地においては、まとまった農地が存在する地区においては、

営農環境に配慮した土地利用に努めます。農地を転用する際には、周辺農地の農業

環境に配慮し、住環境とも調和した土地利用の誘導に努めます。 

 

イ．緑地・斜面林の保全 

森林が持つ市土の保全や水源涵養、レクリエーション・自然環境の保全及び温室

効果ガス吸収源などの公益的機能を考慮し、これらの多面的機能を享受できるよう、

緑豊かで美しい森林づくりに向けた多様で健全な森林の保全を促進します。 

また、都市内部の貴重な緑地である公園等のまとまった緑地や斜面林を保全しま

す。さらに、周辺開発は防災に配慮するよう誘導を推進します。 

 

ウ．海岸・河川の保全 

市街地を流れる河川は、自然の水質浄化作用、生物の多様な生息・生育空間さら

に都市における貴重なオープンスペースといった多様な機能の維持・向上に努めま

す。 

沿岸域については、漁業・海上交通及びレクリエーションなどの各種利用への多

様な期待を踏まえつつ、沿岸域の多様な生態系及び景観の保全・再生、汚濁負荷対

策、漂着ごみ対策を図ります。また、市土の保全と安全性の向上に資するため、海

岸の保全に努めます。 
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エ．観光・リゾート開発 

歴史・文化資産や、自然環境を観光資源として活用する際には、地域の意向や住

環境、景観、自然環境の保全等に配慮し、計画的な開発に努めます。 

南部市街地地域（勝連半島の市街地）及び島しょ地域は、観光振興ビジョンに示

された方針等を視野に入れながら、うるま市景観計画との整合を図りながら、地域

振興に努めます。 

 

（４）墓地 

歴史的・文化的背景から個人墓地が設置され散在化している現状を踏まえ、土地

の有効活用の視点から墓地を建設することができる場所を限定し、墓の設置等の制

度手法の検討や、市民の新たな墓地需要に応えるため、公営墓地の建設や納骨堂の

整備を促進し、まちの景観の向上や土地の有効利用を推進します。 

 

（５）駐留軍用地 

返還後の跡地利用については、計画的かつ有効な土地利用を推進します。 
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２．道路・交通網の整備方針 

【基本的な考え方】 

道路は、都市を形成するための骨格として、それぞれの道路の果たすべき機能に

応じて分類し体系的に整備を推進するとともに、道路施設の適切な維持管理を行い

ます。都市の骨格を形成するため市内の道路を「主要幹線道路」「地域幹線道路」

「主要生活道路」の３種類に分類し、それぞれの機能に応じた道路整備を推進しま

す。 

農道についても、地域で多くの人々に利用されている道路であることから市内の

道路ネットワークの一部を担っており、道路網の一部として地域特性に応じた整備

を推進します。 

歩行空間についても、誰もが快適に利用できる空間とすると同時に連続性を確保

し、広がりのある歩行環境の形成を促進します。 

また、車を持たない人や高齢者・障害者などが移動できる交通環境として、公共

交通網の維持・整備を検討していきます。 

 

【計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

（１）体系的な道路網の整備 

ア．広域幹線道路 

沖縄本島を南北方向に走る骨格道路である沖縄自動車道及び国道３２９号石川バ

イパスを、都市間の交通アクセスを担う広域幹線道路として位置付けます。 

 

（１）体系的な道路網の整備 ア．広域幹線道路 

イ．主要幹線道路 

ウ．地域幹線道路 

エ．主要生活道路 

オ．区画道路 

カ．歩行者道 

（２）公共交通網の充実 

（３）道路施設の整備 ア．橋梁の修繕 

イ．道路施設の維持管理 
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イ．主要幹線道路 

市域の南北を縦断する国道３２９号、県道１０号線（伊計平良川線）、県道８号

線、県道８５号線（沖縄環状線）、県道３６号線バイパス、市域の東西を横断する

県道７３号線（石川仲泊線）、県道７５号線（沖縄石川線）、県道２２４号線（具

志川環状線）及び県道３３号線（具志川沖縄線）、安慶名赤道線を主要幹線道路と

して位置付け、都市内の各拠点間を連結するため、特に高い走行機能と交通処理能

力を持つ道路として整備を促進します。 

 

 

ウ．地域幹線道路 

具志川地域では県道１６号線、県道３６号線、石川地域では県道６号線、勝連地

域では県道２３９号線（与那城具志川線）、与那城地域では県道３７号線バイパス

を地域幹線道路として位置付け、市内の各地区又は主要な施設相互間の交通を集約

する道路として整備を促進します。 

 

エ．主要生活道路 

主要生活道路は、主要幹線道路あるいは地域幹線道路に囲まれた区域内で、主要

幹線道路及び地域幹線道路を補完し区域内の交通を集約する道路として位置付け、

整備を促進します。 

 

オ．区画道路 

区画道路は、主要生活道路に囲まれた区域内で、主要生活道路を補完し区域内の

日常生活を円滑に行う道路として位置付け、整備を促進します。 

 

カ．歩行者道 

道路の機能に合わせ、ユニバーサルデザインの導入等により、歩行者が安全で快

適に通行できる空間づくりを推進します。また、長い距離であっても歩行者が安心

して移動ができるよう歩行者道ネットワークの形成を推進します。 

 

（２）公共交通網の充実 

バス路線網や航路といった公共交通網は、車を持たない市民や高齢者・障害者、

島しょ地域居住者の重要な移動手段であるため、市域内の公共交通網の維持・整備

を既存の公共交通網にとらわれず、総合的に検討していきます。 

特に、利用者が少なく民間事業者の採算性が低いと想定される勝連半島及び島し

ょ地域については、平敷屋漁港と市内を結ぶ公共交通の新設も含め、公共交通の維

持を総合的に検討していきます。 

また、沖縄自動車道石川インターチェンジ付近においては、沖縄科学技術大学院

大学機能の充実を図るため、石川インターチェンジ高速バス停の空間を拡張し、一

般交通及び地区内バス交通の結節点としての整備を検討します。 
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（３）道路施設の整備 

ア．橋梁の修繕 

橋梁は、通行車両や歩行者等の安全に関わるため、長寿命化計画を策定し、計画

的な修繕を推進します。 

 

イ．道路施設の維持管理 

側溝やガードレール等の道路施設は、通行車両や歩行者等の安全に関わるため、

計画的に維持管理を推進します。 

また、交通量が多く事故が発生する危険性のある農道については、地域の実情に

合わせカーブミラーや停止線などの道路施設を設置し、計画的に維持管理を推進し

ます。 
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３．都市施設の整備方針 

【基本的な考え方】 

具志川地域、石川地域、勝連地域、与那城地域の市民の生活圏及び地域特性に配

慮し、合併による都市施設の重複や、施設立地の偏りを解消し、効率的でバランス

ある都市施設の整備に努めます。 

また、将来にわたり市民が安心して生活が送れるように、財政危機や少子高齢化

などの社会動向による都市施設需要や都市施設のライフサイクルを見据え、適切な

施設の維持管理を基本に、上下水道施設、廃棄物施設、福祉・教育施設などの施設

整備を行います。 

さらに、地域特性を重視したまちづくりを推進していくため、市民と協働でまち

づくりを進めます。 

 

【計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

（１）上水道の方針 

市が運営管理する１９基の配水池と１１基のポンプ場については、合併による施

設配置の効率化や施設の老朽化への対策に向け、「うるま市水道ビジョン」に基づ

き安全でおいしい水を将来にわたって安定的に供給します。 

 

（２）下水道施設の方針 

公共下水道計画区域においては、うるま市公共下水道事業計画に基づき事業を推

進し、公共下水道の整備率の向上を目指します。 

（１）上水道の方針 

（２）下水道施設の方針 

（３）リサイクルや再資源化

施設の方針 

（４）墓地・火葬場の方針 

（５）その他の都市施設 ア．港湾及び漁港 

イ．学校施設 

ウ．生涯学習・コミュニティ施設 

エ．公共施設の効率化及びユニバーサ

ルデザイン化 
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公共下水道事業経営の健全化を推進するため、接続工事に対する融資制度の普

及・活用による接続率の向上、下水道台帳の整備による下水道施設・設備の適切な

維持・更新による効率的な管理運営を図ります。 

また、事業認可地区外の地域においては、認可地区に隣接する人口増加が激しい

地区、公共下水道が未整備の既存集落及び計画的開発予定地区等に対して、事業認

可区域を拡大し、計画的な整備を推進します。 

公共下水道事業の認可区域外については、今後も合併処理浄化槽設置を促進する

とともに、浄化槽の維持管理を促進します。 

農業集落排水事業区域においては、農業集落排水への接続率の向上による経営の

安定化に努めます。また、今後の農業集落排水事業については地域住民の意向や将

来動向を踏まえ、総合的に手法等を検討していきます。 

 

（３）リサイクルや再資源化施設の方針 

エコタウン・バイオマスタウンを推進するため、中城湾港新港地区でのエコ企業

誘致や、本市への自然エネルギーの普及を促進します。 

エコタウンの拠点として旧ごみ焼却場跡地の活用を推進します。また、悪臭対策

の推進とゼロ・エミッションの普及を目指し、農畜産業界が一体となったバイオマ

ス資源化施設の導入を促進します。導入に当たっては官民が連携し、地域の土地利

用を加味して、適切な立地誘導を図ります。 

また、不法投棄については、地域住民と連携しながら監視を強化し防止に努める

とともに、中城湾港新港地区に設置されたリサイクルポートへの誘導を促進します。 

 

（４）墓地・火葬場の方針 

計画的な地域でのまちづくりの推進、景観等の維持のため、無秩序に建設され点

在する墓地に対し、市民感情を重視しつつ市民とともに、墓地規制に関する条例等

による土地利用規制により墓地建設の規制誘導を推進します。 

また、今後増える市民の墓地需要に応え、公営墓地や納骨堂の検討など、新しい

墓地の在り方を検討していきます。 

火葬場については、具志川火葬場は老朽化が進んでいることから、環境や景観に

配慮した施設として、財団法人具志川火葬場の改築を支援します。石川火葬場は今

後も適切な維持管理を行うよう関係者とともに促進していきます。 

 

（５）その他の都市施設 

ア．港湾及び漁港 

重要港湾指定の中城湾港、金武湾港の港湾貨物利用の促進、中城湾港東埠頭の浚

渫と岸壁整備の促進、背後地の企業誘致などを県と協力して進め、地域経済の活性

化に努めます。 
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また、津堅島への定期連絡船の大型化に伴い、連絡港である平敷屋漁港の護岸改

修について促進していきます。また、津堅港（湾港）については、漁船の安全性、

利便性を確保するため、防波堤などの施設の整備を促進していきます。 

さらに、漁業の振興のため、漁業組合による平安座島の港湾施設内でのせり市設

置について、整備を促進していきます。 

 

イ．学校施設 

既存の幼稚園、小学校、中学校においては、老朽化が進む施設や耐震補強が必要

な施設について、「うるま市学校適正配置基本計画等」による学校の統廃合も含め

た学校規模の適正化と適正配置を踏まえ、平成１９年度に実施された耐力度調査及

び５カ年の改築計画により、大規模改修及び全面改築を順次進めていきます。 

また、基地の飛行ルートに当たる地域にある学校の防音対策等、勉学がしやすい

学校施設の整備を推進します。 

さらに、沖縄科学技術大学院大学の開校に関連し、沖縄科学技術大学院の子弟の

みでなく、沖縄本島全体における国際的教育機関としてのインターナショナルスク

ールが具志川地区に建設されるのを促進します。 

 

ウ．生涯学習・コミュニティ施設 

芸術文化施設や体育スポーツ・レクリエーション施設は豊富にあり、市民が利用

しやすい効率的な維持管理を推進します。 

老朽化した行政区の公民館など、地域活動の拠点となるコミュニティ施設を整備

推進します。 

また、生涯学習施設やコミュニティ施設のうち、合併により同一の機能を持つ施

設が複数ある場合には、統廃合も含めた施設の在り方を検討していきます。 

 

エ．公共施設の効率化及びユニバーサルデザイン化 

市庁舎など、合併により同一の機能を持つ公共施設が複数存在する場合は、行政

事務の効率化及び施設の効率的運用を考慮し、統廃合を検討します。 

また、市庁舎、学校、道路・公園などの公共空間においては、ユニバーサルデザ

インを導入し、誰もが利用しやすい環境整備を推進します。また、「健康うるま２

１」計画に基づき、健康寿命の延伸のための運動を行いやすい環境づくりを推進し

ます。 
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４．安全・安心まちづくり方針 

【基本的な考え方】 

台風や集中豪雨による風水害や高潮、震災による津波などの自然災害に対応する

とともに、災害に強い都市づくりを促進し、自主防災組織の育成を図ります。 

また、市内に立地する石油関連施設や米軍施設などの災害発生時に大規模な被害

が発生する可能性のある施設については、施設管理者と連携し地域における災害発

生時の対応の強化を図ります。 

さらに、豊かな自然環境の維持保全に努めつつ、治水対策、海岸保全の整備及び

土砂災害の対応に努めます。 

 

【計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

（１）災害に強い市街地づくり 

ア．緊急輸送路・避難路の整備 

避難・救急活動、救援物資等の輸送等のための緊急輸送路は、うるま市地域防災

計画に沿って、幅員の拡幅や電線等の地中化などにより災害に強い道路への整備を

推進します。また、災害時の避難路は、人口が集中する市街地（ＤＩＤ地区）にお

いては幅員１５ｍ以上、ＤＩＤ地区以外では幅員５ｍ以上（ただし、やむを得ない

場合は、４ｍ以上）を目標として整備を推進します。 

避難路には平常時から避難場所の周知を図り、災害時には円滑な誘導避難が行え

るよう、避難路標識版の設置を推進します。 

 

（１）災害に強い市街地 

づくり 

（２）自然環境に配慮した防

災対策 

（３）危険施設周辺での安全

対策 

（４）地域における防災・防

犯活動の支援 

ア．緊急輸送路・避難路の整備 

イ．防災都市基盤の整備 

ウ．急傾斜地における安全な宅地開発

エ．ライフラインの安全性の確保 

ア．風水害への対応 

イ．津波・高潮への対応 

ウ．土砂災害への対応 

ア．石油関連施設等の周辺における 

安全対策 

イ．原子力艦船に対する安全対策 
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また、道路や港湾・漁港等の交通基盤については、災害時の安全性や機能確保を

図るため、施設管理者に対し維持管理の強化を促進します。 

 

イ．防災都市基盤の整備 

市街地や集落地においては、災害時の消防活動や救出活動をスムーズにするため、

狭あい道路や行き止まり道路の改善に努めます。避難場所としては、公園緑地や防

災広場等のオープンスペースの整備に努めます。また、火災による延焼を防ぐため、

緊急輸送路や避難路を中心とした延焼遮断帯の形成に努めます。 

地震への対策として、震災時に家屋の倒壊による市民への被害を軽減するため、

建物の耐震化に向けた耐震診断の取り組みを支援します。 

さらに、災害時に消防・救急活動を効率的に展開できるよう、消防署庁舎や防災

無線等の配置の見直しや設備の整備・充実を推進するとともに、ヘリポートの各地

区での設置を検討していきます。 

また、各地区における防災活動拠点の整備は、地域コミュニティ活動を通した自

主防災組織の活動に即した施設整備を推進します。 

 

ウ．急傾斜地における安全な宅地開発 

江洲や高江洲、豊原、塩屋、川田付近などの眺望のよい急斜面地での宅地開発に

ついては、「うるま市防災マップ」等により地すべり等の危険を周知するとともに、

土地利用規制の活用や開発許可制度等より一定の開発規制を行い、居住者の安全性

の向上を推進します。 

また、急傾斜地における宅地の開発者に対しては、宅地の安全確保を促進します。 

 

エ．ライフラインの安全性の確保 

上下水道や電気、通信等のライフラインについては、風水害や震災時の機能確保

を図るため、電線やケーブル等の地中化などによる施設の防災性の強化や、バック

アップ機能の確保などを施設管理者と連携し推進します。 

 

（２）自然環境に配慮した防災対策 

ア．風水害への対応 

台風や局地的な豪雨に対応するため、住宅地における雨水排水施設の新設や既存

施設の適切な維持管理により浸水被害を軽減させるとともに、浸水被害地域の解消

に努めます。 

また、天願川や石川川、屋慶名川などの河川流域における緑地や調整池の整備、

浸透桝や浸透性舗装などによる陸地の保水機能の向上等により、雨水の地表への流

出量を減少させ、河川の総合的な治水機能の向上を推進します。 

さらに、水位情報周知河川における洪水予報や、浸水想定区域周辺住民への情報

伝達についての体制を整備するとともに、洪水ハザードマップの作製・配布等によ

り、地域における防災活動や避難活動等を支援します。 
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イ．津波・高潮への対応 

地震による津波や台風による高潮の発生の恐れのある海岸部や河川沿いの地域に

おいては、亜熱帯地域特有の海や砂浜等の景観や環境に配慮しつつ、海岸保全施設

の面的な整備や既存施設の改善を促進します。 

 

ウ．土砂災害への対応 

地震や降雨により土砂災害の危険のある「土石流危険渓流」や「地すべり危険箇

所」および「急傾斜地崩落危険箇所」については、土砂災害発生源に対するハード

対策を促進するとともに、地域への危険箇所の周知や土砂災害防止法の区域指定に

基づく警戒避難体制等の整備、土砂災害警戒情報伝達などのソフト対策を適切に組

み合わせ、県と調整を図りつつ総合的な土砂災害対策を推進します。 

 

 

（３）危険施設周辺での安全対策 

ア．石油関連施設等周辺における安全対策の推進 

平安座地区石油コンビナート等特別防災地区の災害対策については、「沖縄県石

油コンビナート等防災計画」に基づき、周辺地域における防災対策を推進します。 

また米軍等基地の弾薬庫や米軍貯油施設など、災害時に大規模な被害が発生する

可能性のある施設周辺の災害対策については、米軍との協力体制による一層の予防

対策を行うとともに、地域における啓発活動や防災活動を推進します。 

 

イ．原子力艦船に対する安全対策の推進 

ホワイトビーチ周辺においては、度重なる原子力艦船等の入港に起因した放射能

漏れ事故への大きな不安要因を抱えており、国、県と連携を密に原子力艦船等の入

港時における放射能モニタリングの強化を促進するとともに、緊急連絡体制の強化

を図ります。 

 

（４）地域における防災・防犯活動の支援 

災害発生時の初期段階において自主的に適切な対応が取れるよう、防災に対する

啓発活動を行います。また、災害時に地域での組織的な活動に取り組めるよう、自

主防災組織の設立や自治会等のコミュニティ組織やボランティア組織による防災活

動が行える環境整備を推進します。 

また、地域において空き巣や引ったくり等の犯罪を未然に防ぐ環境が形成できる

よう、コミュニティ組織における防犯活動を支援するとともに、県等の関係機関と

の連携を強化します。 
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５．水と緑の整備方針 

【基本的な考え方】 

本市は、豊かで長い海岸線や河川、豊富な湧水等とその周辺を取り巻く緑という

自然環境に恵まれています。海と河川、湧水等のそれぞれの特長を活かすため、水

質浄化や周辺環境を整備し、魅力ある水辺を創出するとともに、緑地空間と連続さ

せた水と緑のネットワークとして整備・活用していきます。 

都市公園や市街地のまとまった緑の空間、集落の伝統的な生垣、歴史文化資産と

一体となった緑など、市民に身近なさまざまな緑を維持・保全し、緑豊かな住環境

を創出します。 

うるま市全域（都市計画区域）での緑地配置の目標水準を示す指標４８．０％と

設定し、各種の施策を推進します。 

緑の保全・活用のため、緑の基本計画を策定するほか、都市公園等の整備の際に

は、「健康うるま２１」計画における健康寿命の延伸のための配慮を行います。 

 

【計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

（１）河川整備 

市民に身近な河川である天願川や石川川、屋慶名川ついては、治水機能の強化や

排水路の整備を検討します。また、県と連携しながら生態系に配慮した親水性の高

い多自然型の川づくりや、市民が交流するレクリエーションの場としての整備を検

討していきます。 

準用河川、普通河川の維持管理等は庁内体制を明確にし、治水機能の強化と周辺

の緑地の保全に努めます。さらに、赤土流出や家庭雑排水の河川等への流入防止対

策を推進し、海岸の保全と水質浄化を図ります。 

 

（１）河川整備 

（２）湧水の保全と活用 

（３）公園整備 

ア．陸地の自然環境 

イ．海辺の自然環境 

（５）陸地や海辺の自然環境

（４）身近な緑の保全・創出
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（２）湧水の保全と活用 

市内に存在する多数の湧水については、行政と地域が協働で湧水の維持保全に努

めます。また、主要な湧水については、湧水に伝わる歴史などを掘り起こして周辺

も含めて整備し、地域資源として積極的な活用に努めます。 

 

（３）公園整備 

市街地における貴重な緑地空間である都市公園を市民がいつでも快適に利用でき

るように、街区公園、近隣公園、地区公園等の都市公園の維持管理及び改修を推進

します。また、都市計画決定された公園のうち、未整備の公園については、市の財

政状況や実施中の公園事業の進捗状況等を勘案しながら整備を推進します。さらに、

公園の整備に当たっては「健康うるま２１」計画における健康寿命の延伸の実現の

ため、運動しやすい環境づくりを推進します。 

また、公園の持つ機能や配置など総合的な視点から、緑豊かな市街地環境、集落

環境の形成を図るために緑の基本計画を策定し、計画に沿った公園整備を推進しま

す。さらに、都市公園の維持管理及び改修・防犯機能への配慮等、公園利用者の安

全の確保を推進します。 

 

（４）身近な緑の保全・創出 

地域住民と協働しながら、住宅地の緑化を促進するとともに、島しょ地域での昔

ながらの集落のたたずまいを残すために、宅地内の高木や良好な石垣、生垣等の保

全に努めます。また、地域にまとまった私有地の緑についても、今後、所有者や地

域住民、市が協働で維持・保全できるよう、手法等を検討していきます。 

グスクや拝所などの、歴史文化資産と一体となり古くから大切にされてきた緑地

についても、身近な緑地空間として整備を推進します。 

 

（５）陸地や海辺の自然環境 

丘陵地の自然や海岸部に存在する自然環境は市の貴重な財産であり、市及び市民

や民間企業等の多種多様な主体が協働して、荒廃から自然環境を守り育てる取り組

みを促進します。 

本市の南部市街地地域（勝連半島の市街地）及び島しょ地域は、豊な景観と眺望

を有していることから、海洋性リゾート地域として位置付けられており、景観・文

化資源が豊かな観光の核となり得る地域です。この地域特性を活かした活力あるま

ちづくりを推進します。 

 

ア．陸地の自然環境 

勝連城跡周辺地区においては、文化財として指定された区域にある私有地の買収

や城郭内の保存修理と合わせて、市民や来訪者の憩い・交流の場、観光・レクリエ

ーションの拠点として整備方針を明らかにして、世界遺産にふさわしい整備を推進

します。 
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また、石川岳一帯などのまとまった緑地が形成されている地区においては、自然

環境を維持・保全しつつ、市民や来訪者の憩い・交流の場、観光・レクリエーショ

ンの拠点として一体的な整備を推進します。 

丘陵地及び斜面地の緑の維持保全を図るため、風致地区や緑地保全地域の指定等

を検討していきます。 

 

イ．海辺の自然環境 

金武湾や中城湾に面した海岸線は、良好な自然環境や生態系等があり、また、貴

重な観光資源でもあるため、海岸保全地域の良好な維持管理を管理者とともに促進

していきます。また、市民や市外からの人々の憩いの場、交流の場、自然体験の場

などとして、海浜・海岸の利活用を促進します。 

自然のままに残されている海岸などは、地権者と協力して保全を進めるとともに、

開発する場合には自然環境に配慮した開発誘導策の導入を検討します。 

高潮や浸食の危険のある海岸線においては海岸の持つ特徴を活かしつつ、海岸保

全施設等の整備を促進します。 

市内には保安林が海岸線沿いに多数指定されており、防風林や潮害防止、水産資

源の確保にとって、貴重な役割を果たしていることから、適切な管理と維持保全を

推進します。 

中城湾の環境保全のため、｢中城湾港港湾環境保全計画｣や｢中城湾港港湾環境保全

計画に関するアクションプラン｣に基づき整備を推進します。 
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６．都市景観づくりの方針 

【基本的な考え方】 

本市には地域固有の自然、歴史や伝統文化、人々の暮らしによって生み出される

多彩で美しい景観があります。こうした景観を本市の貴重な資源として認識すると

ともに、共有し、住民や事業者、行政の協働により、守り、創り、育て、活かす取

り組みを推進します。 

 

【計画の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

（１）自然・歴史・文化の景観を守る 

ア．豊かな自然景観を守る 

美しい海と海岸線、地域にまとまって残る緑や農地など、うるまの豊かな自然が

織り成す景観を宝物として守る取り組みを推進します。 

 

イ．歴史・文化的資源を守る 

世界遺産の勝連城跡や各地域に残る城跡やグスク、御嶽、拝所、村ガー、石垣、

屋敷林、昔ながらの生活の佇まいを残す集落など、市内に豊富に存在する歴史・文

化的資源を大切に守る取り組みを推進します。 

 

（２）うるまらしさを活かし

た景観を創る 

（３）うるまらしい景観を育

てる 

（４）地域資源を資産へと景

観を活かす 

ア．地域性を尊重した景観づくり 

イ．人々の暮らしや風土などを尊重し

た景観づくり 

ウ．うるまのシンボルとなる景観づく

り 

（１）自然・歴史・文化の景

観を守る 

ア．豊かな自然景観を守る 

イ．歴史・文化的資源を守る 

ウ．世界遺産からの眺望や美しい海、

自然豊かな山並みへの眺望を守

る 

ア．景観づくりの普及と担い手の育成

イ．協働による景観づくりの日常化 
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ウ．世界遺産からの眺望や美しい海、自然豊かな山なみへの眺望を守る 

本市の特長である美しい眺望については、世界遺産である勝連城跡から眺める中

城湾や金武湾、島しょ地域、逆に、海中道路や周辺地域から勝連城跡への眺め、さ

らに、石川高原展望台や屋慶名展望台、野鳥の森自然公園展望台などに代表される

丘の上から海や自然豊かな山並みの眺めなど、積極的に景観を守る取り組みを推進

します。 

 

 

（２）うるまらしさを活かした景観を創る 

ア．地域性を尊重した景観づくり 

地形や自然、地域固有の歴史文化、新しいまちづくりの動向等、地域性を尊重し

た景観づくりを推進します。地域特性をいかした景観づくりを計画的に推進するた

めに、景観法に基づく景観計画を策定し、うるまらしい景観づくりの目標と方針、

行為の規制等を明らかにします。また、景観づくりは、様々な分野に関係すること

から、各担当部局等と連携を図りながら、本市の実情にあった景観づくりを推進し

ます。 

 

イ．人々の暮らしや風土などを尊重した景観づくり 

長い時を経て先祖から受け継がれているエイサーやウスデークなどの伝統文化や

暮らしに息づく生活習慣など形にならない景色も景観のひとつであり、地域のまち

づくりの大切な要素として取り入れた景観づくりを推進します。 

 

ウ．うるまのシンボルとなる景観づくり 

来訪者が見ても本市だと認識できるように、本市の景観づくりを牽引するような

シンボル的な景観づくりに取り組みます。 

特に、勝連城跡及びその周辺地域や海中道路などの観光スポット、日常的に多く

の人々が行き交う道路や施設等については、来訪者が本市もしくはその地域に対し

て持つ印象に大きな影響を与えるため、地域景観と調和した計画的な景観づくりを

推進します。 

 

（３）うるまらしい景観を育てる 

ア．景観づくりの普及と担い手の育成 

本市の景観づくりを進めるに当たっては行政、住民、事業者の協働による景観づ

くりが不可欠であるため、景観に関する広報活動などを通じ、各主体の景観に対す

る意識醸成や担い手の育成の取り組みを推進します。また、新しい表彰制度の創設

などにより、本市の多彩な景観づくりを総合的・効果的に進めるためのしくみづく

りを進めます。 
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イ．協働による景観づくりの日常化 

住民の景観に対する価値観の共有を図り、行政、住民、事業者などの協働による

景観づくりを日常化にします。そして、景観づくりが継続、不断の取り組みとなる

よう推進します。 

 

（４）地域資源を資産へと景観を活かす 

経済活動と調和したうるまらしい景観づくりを行うことにより、地域資源を地域

の資産へと活かし、地域振興、観光振興など地域の活性化を図ります。景観づくり

により、地域住民にとって美しく住みよいまちになるだけでなく、多くの人が行き

交う「住んでよし訪れてよし」の景観まちづくりを推進します。 
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