
－ プログラム ― 

１．はじめに（ワークショップの主旨） 

２．ワークショップの目的、スケジュール、

都市計画の状況、まちづくりのルール

について説明 

３．意見交換（質問、ご意見等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

久茂地３丁目・牧志１丁目では、久茂地小学校の統合に伴い、その周囲に指定されてい

る前島久茂地文教地区の環境維持の検討が必要となっていることから、周辺地域の権利者

をはじめ住民や事業者の方々と意見交換を行い、まちづくりに反映することを目的として

開催しています。 

 

 

① 文教地区に指定されている地区及び周辺を、どのようなまちにしたいか。 

（地域の将来像やまちのあるべき姿） 

② ①のためにどのようなルールづくりが必要か。 

（例えば、スナック、パチンコ店など施設の制限） 

 

 

 

 去る 12 月 19 日（土）13：00 より、那

覇市役所 10 階 1001 会議室にて、第１回ま

ちづくりワークショップを開催しました。当

日は約50名の方々にご参加いただきました。 

第１回目は、都市計画における各用途地域（第

一種住居地域、商業地域）の目的、特別用途

地区（文教地区）環境維持の検討の必要性に

ついてご説明しました。 

 

また、地域の環境維持に向けた

“まち”の将来像や目標を、みなさ

まで話し合い検討していくことが

大切であること、さらにこれらを実

現するためのまちづくりのルール

（地区計画制度）についてご説明し、

事例を紹介しました。 

意見交換の場では、まちづくりに

ついて、多様な考え、意見があるこ

とを共有しました。  
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～まちづくりワークショップ開催の目的～ 
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～まちづくりワークショップの主なテーマ～ 

～第１回まちづくりワークショップの結果概要～ 



 

 

本ワークショップの目的に記したように文教地区の環境維持を図るため、文教地区が見直された

場合、どのような変化が生じるかの説明や、文教地区にかわるルールを紹介しました。以下に、そ

の要旨を整理します。 

○現在、検討地域に係るルールとして「用途地域」と「文教地区」があります。 

○文教地区は、「学校等の教育文化施設周辺の環境保護を行う」ことを目的とし、用途地域より限

定的に建物の用途制限を行っています。 

○久茂地小学校の統合により教育文化施設がないことから、仮に文教地区がなくなると検討地域に

係るルールは用途地域の制限のみとなります。 

○検討地域エリアの用途地域は、商業地域と第一種住居地域の２種類に分かれており、それぞれ建

物用途の制限内容が異なります。 

○第一種住居地域は住環境の保護を目的としているため、文教地区がなくなっても建てられる建物

にあまり差はありません。 

○商業地域は文教地区で制限している様々な建物を建てることができます。特に、風営法に関する

施設の建設も可能となり、地域の環境が大きく変化する可能性があります。 

○地域の環境保全や新市民会館の建設に伴う地域の活性化など、今後のまちづくりの将来像に即し

た地域独自のルールづくりが必要と考え、地区計画によるまちづくりの事例を紹介しました。 

 

 

 

（質疑応答の内容） 

●地域に関わる計画等、那覇市からの情報提供は可能ですか。 

⇒第２回で関連する計画の情報を提供する予定です。 

●全４回のワークショップで十分な議論を行い、成果をあげ

られますか。スケジュールが気になります。 

⇒密度の濃い時間を共有し、まちづくりの方向性を見出して

いきたいと考えています。 

●以前開催された新市民会館建設にあたってのワークショッ

プで出された意見は、反映されるのでしょうか。 

⇒以前のワークショップ結果を踏まえ、地域のルールづくりについて皆様の共通認識を図ります。 

●劇場である新市民会館は、現在の文教地区で建設することはできないのではないでしょうか。 

⇒沖縄県建築条例に則り、地域の理解や知事の許可を得ることを想定しています。 

●新市民会館ができた時、今以上に周辺の交通が混雑します。道路計画はどうですか。 

⇒一銀通りについて、実施中の業務で調査を行い、具体的な対策を検討します。 

●新市民会館は劇場に人が出入りするだけで、久茂地地域の活性化に繋がらないと思います。 

⇒「文化芸術発信拠点施設」の新市民会館は地域活用を図り、文化を創造する役割を担います。 

●公民館は災害時の避難所として必要です。久茂地地区に新公民館建設の計画はありますか。 

⇒この地域の公民館は牧志駅前ほしぞら公民館になります。久茂地地区のコミュニティ機能施設

建設については、別途地域の方と話し合いを始めたところです。  
（いただいたご意見） 

●所有地で商業施設建設を検討中です。沖縄文化を発信し地域の活性化に貢献したいと思います。 

●緑ヶ丘公園を久茂地９号（病院通り）で貫き、沖映通りまで繋げてはどうですか。 

●久茂地川・緑ヶ丘公園・国際通りを基本柱に久茂地地域の活性化を図ってはどうですか。 

●ライオンズガーデンも地域として関わりがあるので、今後開催案内を配布して下さい。 

●くもじ地域自治会から「くもじ地域ビジョン」を紹介します。久茂地地域の特徴や課題、将来像

について検討していますので、今後のワークショップで参考にしていただければと思います。 

～第１回ワークショップ配布資料の要旨～ 

～第１回ワークショップの主なご意見、ご質問、ご感想など～ 



第２回ワークショップの開催風景 

付箋紙に意見を書いて 

出し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

久茂地３丁目・牧志１丁目では、久茂地小学校の統合に伴い、

その周囲に指定されている前島久茂地文教地区の環境維持の検

討が必要となっていることから、周辺地域の権利者をはじめ住

民や事業者の方々と意見交換を行い、まちづくりに反映するこ

とを目的として開催しています。 

 

 

① 地域の特性、関連計画、既出意見等の情報共有   

② グループワーク（①を踏まえたまちの将来像の確認） 

 

 
 

去る 1 月 16 日（土）13：00

より、那覇市役所 12 階第１研修

室にて、第２回ワークショップを

開催しました。当日は約 40 名の

方々に参加いただきました。 

資料説明では、検討地域の特性

（人口、産業、土地利用、基盤整

備等の状況）や都市計画マスター

プラン等の関連計画について、説 

明しました。また、新文化芸術発信拠点施設周辺環境整備計画

において整理されたアンケート、ワークショップの結果、それ

を踏まえたまちづくり方針について紹介しました。 

次に、グループワーク（４グループ）では、地域の「良いと

ころ」「悪いところ」「将来像」という項目ごとに意見を出し合

い、各グループ内でそれぞれの思いや考えを共有しました。 

 

～～～ 裏面に全グループのご意見をまとめて紹介します。～～～ 

まちづくりワークショップだより 
久茂地 3 丁目・牧志 1 丁目（文教地区周辺） 

Vol.2 
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～第 2 回まちづくりワークショップの結果概要～ 

～まちづくりワークショップ開催の目的～ 

～第 2 回まちづくりワークショップの主なテーマ～ 

Ａグループ 

Ｂグループ 

Ｃグループ 

Ｄグループ 

－ プログラム ― 

１．開会 

２．資料説明 

３．グループ分け 

４．グループワーク 

５．閉会 

 



 

 

【地域の良いところ】 

○利便性について 

・交通の利便性が良い（駅、バス）、歩いて用

が足せる（公共施設、買い物）。 

○環境、賑わいについて 

・緑ヶ丘公園の近くは静か。公園内は子供達の

良い活動の場。 

・人通りが多く賑やかで、経済的に発展。 

・リラックスできる大人のまち。 

・飲食店、ホテル等による地区の商業的活性。 

（風俗店等を規制） 

・新市民会館建設で昼間の活性化を期待。 

（一銀通りは拡幅が必要） 

○文化、治安について 

・文化や伝統を身近に感じられる。 

・治安が良く安全。 
 
【地域の悪いところ】 

○道路、交通について 

・地域全体的に交通量が多い。 

・歩道がなかったり、老朽化していて危険。 

・バイク・車の違法駐車が多い。 

・久茂地９号が緑ヶ丘公園で遮られ、地区の幹

線として機能していない。 

・一銀通りの交通渋滞。 

（提案）松尾交差点は、一銀通りからの左折を

規制。（国際通りへの車の進入を規制） 

・一銀通りの狭くて歩きづらい歩道。 

・病院通り（久茂地９号）の路上駐車で歩きづ

らく、夜は車も通りにくい。 

・新市民会館による交通渋滞や不法駐車等の悪

影響が気になる。 

○商業施設による影響について 

・家族で利用する飲食店が少ない。 

・スーパー等、生活用品店がなくなり不便。 

・テナント入居希望は居酒屋が多い。夜は、若

い人の騒がしさが悪化。 

・空き地が駐車場になり、点在することによっ

て地域の活力が削がれている。 

・文教地区がなくなると、風紀を乱す店が現れ

ないか心配。 

○緑ヶ丘公園について 

・利用者が少ない。 

・子供の遊ぶ場所がない。 

・ホームレスによる防犯上の不安。 

・地域と連携した公園の有効活用。 

（提案）入口を広げ、ジョギングコース設置。 

○地域の拠点、コミュニティについて 

・学校の移転で、子供達の声が薄れ、地域力を

失った。 

 

 

・地域に公民館や児童館、図書館がない。 

・人が集まれる場所がない。 

・災害時の避難場所がない。 

・子育て世代が、開南小や那覇小の近隣に転居

している。 

・学校（地域の核）がなくなった。地域のコミ

ュニティ施設が無く、コミュニティを形成し

がたい。 

・自治会の活動拠点がなく、新市民会館に地域

コミュニティ機能を含めたい。 

○その他のご意見 

・ごちゃごちゃしている。高齢者も住みやすい

環境へ。独居老人が多い。 

・緑が少ない。 

・治安問題。国際通りと病院通りの間に暗い区

画があって心配。子供は歩きにくい。 

（提案）外灯の設置。 

・ネコのフンの処理が困る。 

・ゴミが捨てられている。 

・病院通り等の地域の財産を活かす。御願所等

小さい文化財も大切に。 

 
 
【地域の将来像】 

○歩いて暮らせる安全で安心なまち 

・安心して歩けるまち。歩いて楽しいまち。

歩行者中心のまち。 

・人間にやさしい安全なまちづくり。幅広い

世代が住みやすいまち。 

・自動車交通の便が良い地域にしたい。不法

駐車を減らしたい。 

・公園等、緑を活かす。歴史資源を活かす。

子供、高齢者の遊び場の充実。 

・市民会館利用者の回遊性の向上には、暑さ

や雨風対策が必要。緑陰歩道を。 

○昼も夜も賑わう活力のある健全なまち 

・文化芸術的なまち。商業と文化施設の共存。

居酒屋ばかりでない商業店舗（スーパー等）。 

・商業化しつつ規制をかける。久茂地３丁目

の住居地域の一部を商業地域へ変更しては。 

・文教地区で守られている夜間の環境を維持。

昼も夜もみんなが利用しやすいまち。 

・病院通りを軸に地区計画で通りのにぎわい

をつくる。 

・目先のことではなく、先を見すえたまち。 

・チャレンジできるまち。 

・日本一の保育園づくり。 

 

～グループワークでの意見（A～D グループのまとめ）～ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
              

久茂地３丁目・牧志１丁目では、久茂地小学校の統合に伴

い、その周囲に指定されている前島久茂地文教地区の環境維

持の検討が必要となっていることから、周辺地域の権利者を

はじめ住民や事業者の方々と意見交換を行い、まちづくりに

反映することを目的として開催しています。 

 

 

将来像・目標の確認、まちのルールづくりについて意見交換。 

 

 

去る 2 月 13 日(土)13：00 より、那覇

市役所 10 階 1001 会議室にて、第３回

ワークショップを開催しました。当日は約

30 名の方々に参加いただきました。 

活発なご意見ありがとうございました。    
４つのグループに分かれ、話し合った項目は以下の通りです。 
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～第３回まちづくりワークショップの結果概要～ 

～まちづくりワークショップ開催の目的～ 

～第３回まちづくりワークショップの主なテーマ～ 

－ プログラム ― 

１．開会 

２．グループワーク 

３．グループ発表 

４．閉会 

建物の用途 
について 

検討地域の将来像を踏まえて、 
まちづくりのルールが必要かどうか 

建物形態や 
意匠について 

垣又はさくの 
構造について 

開放的な街並みの形成 
や、防犯防災を目的に、 
敷地周囲を高いブロッ 
ク塀ではなく、フェン 
スや生垣で整備するよ 
う定める。 

緑に関すること 
（緑化率） 

敷地内の緑化を推進し、 
うるおいのある街並み 
を形成するため、緑化 
率の 低値を定める 
 

道路や公園の 
整備について 

一銀通り、病院通り、 
緑が丘公園などの 
整備に関すること 

生活環境の 
ルールについて 

交通マナー、地域活動 
（清掃、防犯）、営業時 

間等に関すること  
 

その他、地域の環境 
で気になるところ 
 統一感のある街並 

みの形成を目的に、 
色、デザイン等が 
奇抜な建物を制限 
する 
 

建物の壁面の 
位置について 

ゆとりある歩行空間 
の確保やまちなみ統 
一を目的に、建替え 
時に壁面を敷地境界 
から後退させる 
 

商業地の賑わい創出 
や住宅地の環境保全 
を目的に、ふさわし 
くない用途(使われ方) 
の建物を制限する 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業・住まいの文化が共存し、 
誰もが安心して歩ける明るいまち 

働く人も住む人も 
コミュニケーションがとれるまち 

新市民会館を活かした、商業と 
地域コミュニティの活性化 

子育て世代が住みやすい安全なまち 
（ファミリー層が歩いて暮らしやすいまち） 

都会のオアシスがあり、住みたくなる！ 
歩きたくなる！チャレンジする人が集まるまち 

にぎわいを緑でつなぐ 
（一銀通りを主軸として魅力的に） 

建物の用途 
について 
 

建物の 
壁面の位置 
について 

建物形態 
や意匠に 
ついて  

（いただいたご意見） 
・ルールが無いと環境悪化しそう。 
・客引きのうろつく街にはしたくない。 
・健全な店舗まで制限されては困る。 
・住環境と商業を分けて考えるべき。等 

（いただいたご意見） 
・メイン通りを歩きやすくするため 

壁面後退は望ましい。 
・1 階部分だけ後退するのが望ましい。 
・制限されることに反対。 等 
 

（いただいたご意見） 
・奇抜な色彩は制限したほうがよい。 
・デザインや色彩の感じ方は人それぞ 

れなので「制限」に違和感がある。 
・雑多な街並みにも魅力はある。 等 

（いただいたご意見） 
・生垣ではなくプランターなら対応可。 
・制限されることに反対。 等 
 

（いただいたご意見） 
・新市民会館周辺に緑陰を。(街路樹等) 
・緑化の目標を定めてはどうか。 
・緑化を数値で制限する必要はない。 
・苗木の配布などしてほしい。 等 

（いただいたご意見） 
・渋滞対策として、左折帯を増やす 

など交差点を改良してはどうか。 
・一銀通りと沖映通りをつなぐアク 

セス路の整備が必要。 
・緑ヶ丘公園はもっと整備活用すべき。 
・舗装や照明で公園まで誘導しては。 
・街路樹の樹種選びや剪定方法に改善 

が必要。 

（いただいたご意見） 
・タバコやゴミのポイ捨て対策が必要。 
・違法駐車対策、車の減速ルールが必要。 
・一方通行のサインが判りづらい。 
・沿道店舗の事業者で清掃活動の協力が 

得られないか。 
・公園内の浮浪者や不審者対策。 
・ひったくりなど治安悪化の懸念。 
・観光客目線でまちづくりの検討が必要。 

環境維持のため、少なく 
とも風俗営業は制限する。 

一銀通りや病院通りの壁面
後退は必要との意見や、土
地建物利活用の視点から困
難との意見がある。 

まちなみの統一は必要との
意見や、地域の魅力を損なう
ような制限はいらないとの
意見がある。 
 
 

垣又はさく 
の構造に 
ついて 

緑に関する 
こと(緑化率) 

商業系用途の建物には 
採用しがたいとの意見 
が多い。 

数値化した緑化の強要は 
困難だが、緑化は必要と 
の意見が多い。 

道路や公園の整備について 生活環境のルールについて 

  そのほか、第一種住居地域 
 を商業地域に変更する提案や、 
 商業化せず現状維持を望む意 
 見などがありました。 
  また、新市民会館周辺のメ 
 インとなる道の位置づけが必 
 要との意見がありました。 
  多様なご意見ありがとうご 
 ざいました。 

～グループワークでの主な意見（Ａ～Ｄグループまとめ）～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

久茂地３丁目・牧志１丁目では、久茂地小学校の統合に伴い、その周囲に指定されてい

る前島久茂地文教地区の環境維持の検討が必要となっていることから、周辺地域の権利者

をはじめ住民や事業者の方々と意見交換を行い、まちづくりに反映することを目的として、

平成 27 年 12 月から平成 28 年 3 月にかけて合計４回のワークショップを開催しました。 

 

 

①地域の将来像・まちづくりの目標 ②まちづくりのルール ①②についての意見交換 

 

 

去る 3 月 12 日（土）13：00 より、那覇市役所 10 階 1001 会

議室にて、第４回ワークショップを開催しました。当日は約 30 名の

方々に参加いただきました。資料説明では、これまでの意見を元に、

事務局が整理した将来像やまちづくりルールの提案を行いました。 

 

 

 

 （地域の将来像） 

「商業と住宅が共存し、賑わいのある文化芸術のまち」 

    or 「集い・育む 職・住・文化共栄のまち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりワークショップだより 
久茂地 3 丁目・牧志 1 丁目（文教地区周辺） 

Vol.4 

【主催】那覇市都市計画課 まちづくり推進グループ TEL 098-951-3246 

～まちづくりワークショップ開催の目的～ 

～第４回まちづくりワークショップの主なテーマ～ 

－ プログラム ― 

１．開会 

２．資料説明 

３．意見交換 

４．閉会 

～第４回まちづくりワークショップの結果概要～ 

地域の将来像と目標   

（まちづくりの目標） 

目標１：新市民会館を活かした商業及び地域

の活性化 

目標２：子どもからお年寄りまで安全・安心

に住めるまち 

目標３：地域コミュニティの育成と事業者団

体の形成によるまちづくりの活性化 

目標４：賑わいを緑でつなぎ、住民や観光客

が快適に歩けるまち 

（緑ヶ丘公園や新市民会館を拠点と

したネットワークの形成） 

提案その１ 

   住民、商売人、来訪者の    
   「共存」、「共栄」はぜひ必要。 

いただいたご意見 

    
新市民会館を活かしたまちづくり 

を目標のトップにするのは時期尚早。 
まだイメージが湧かない。 

 

    沖縄県でナンバーワンの地区を 
    目指して活性化させたい。 
    チャンスと捉えたい。 
 

     
公園は盛鶴(旗頭)の練習などに 

   活用できるような拠点になると良い。 
 

    地域の場所ごとに「住宅系」や 
「商業系」など性質が異なるので 

    分けて考えたほうが良いのでは。 
 



 

 

 

 

 

❶建築物の用途 

文教地区で守られてきた地域の環境を維持し、地域の活

性化に寄与する建物は許容する。また、那覇市内の他の

地域事例を元に新たな制限も付加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                    
① ･･･文教地区における建物用途制限 

②③･･･建築基準法による建物用途制限 

太枠で示した建物用途を制限する（提案） 

→届出や勧告の対象となるように定める。 

❷建築物の壁面後退 

一銀通り、病院通りに面する建物は歩道と一体的

に利用できる空間を創出して、賑わいを創る。 

→「方針」として地区の努力目標を定める 

❸建築物の意匠・形態 

建築物等の色彩は良好な景観形成にふさわしいもの

とする。屋外広告物は周囲の景観との調和を図る。 

→届出や勧告の対象となるように定める。 

快適に歩いて楽しめるまちづくりの実現に向け、

各敷地や建物の緑化に努める。 

→「方針」として地区の努力目標を定める 

❹緑に関すること（緑化） 

         
高齢者や車椅子の方でも歩きや 
すいように、セットバックは必要 
だと思う。しかしながら、建物所有 

者が制限を受け入れるかどうかは 
難しいところですね。 
 

    私の所有する一銀通り沿いの敷地
で建設予定がある。ぜひ壁面後退に
協力したい。 

まちづくりルール   

いただいたご意見 

電線の地中化は景観形成に効果が 
大きい。是非検討して欲しい。 

※病院通りと一銀通りに面する部分は 
店舗中心の賑わいを創出するため提案 
しています。駐車場はＯＫです。 

また、既存の建物で制限に適合しな
いものは除きます。（建替え等の際に
適合させる。） 

緑化をイメージできる色で 
地区カラーを定めると目標４
と合致するのではないか。 

提案その２ 

    歩道の街路樹が根っこで歩きにくい。
安心して歩けるまちに関連することを
明記してほしい。 

 

まちづくりルールの検討は今後も引き続き行います。説明会等を開催

する際にはお知らせしますので、ぜひご参加ください。皆様の意見をふ

まえたまちづくりを進めるため、今後もご協力をおねがいします。 
 

      
文教地区から外れたエリアも 
同様の制限が必要。多様な人が訪れ
る場所に風俗営業はそぐわない。 
 

         
１階部分の住宅を制限するとは
どういうことか。駐車場はＯＫ？ 

 

    
文教地区をそのまま無くす 

のではなく、建物用途制限は 
維持した方が良いと思う。 
 




