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都市公園等統合事業計画　新規・変更の概要

都道府県
政令市名

事業主体名 新規・変更 箇所名 計画策定・変更内容

沖縄県 南城市 変更 大里城趾公園 実施に伴う用地費及び施設費の変更。



様式１　都市公園等整備計画の方針

ふりがな なんじょうし 事業主体
都道府県政令市名 沖縄県 事業主体名 南城市 人口（人） 24,000人 緑の基本計画策定状況 ⑤

※表中「都市公園等面積」及び「都市公園面積」の単位は（ha）とする。
公園整備の現状（H20末） 公園整備の目標 長期 五箇年期間中

　一人当たり緑地環境整備面積 5.12 都市公園等面積 12.29 　一人当たり緑地環境整備面積 未策定 都市公園等面積 未策定 11.4 都市公園等面積 27.3
（都市全域） ㎡ 都市公園等箇所 10 （都市全域） ㎡ 都市公園等箇所 未策定 ㎡ 都市公園等箇所 11

　一人当たり緑地環境整備面積 0 都市公園面積 － 　一人当たり緑地環境整備面積 未策定 都市公園面積 未策定 - 都市公園面積

　　　　　　　　　　（DID区域） ㎡ 都市公園箇所 － 　　　　　　　　　　（DID区域） ㎡ 都市公園箇所 未策定 ㎡ 都市公園箇所

　歩いていける身近なみどりのネットワーク率（％） 100% 　歩いていける身近なみどりのネットワーク率（％） 100% ネットワーク率（％） 100%
  災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合 －   災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合 － －

緑の基本計画（広域緑地計画）における整備目標及び長期計画の概要 その他計画における整備目標及び計画の概要
未策定

事業計画期間中の整備方針と目標、事業効果及び事業箇所の選定方針

※黄色部に記入すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。

本市における都市公園事業は、一カ所しかなく、今後五箇年においても新規の事業計画がない。
五箇年計画の整備目標としては、現在継続中の大里城趾公園を継続して整備していく。
又、公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築等に係る取組みを推進するため「公園施設長寿
命化計画」を策定する。



様式２　都市公園等整備計画の概要

五箇年間の整備スケジュール概要

H20年度事業内容

H21年度事業内容

事

旧大里村総合計画に位置づけられている大里城趾公園は、新南城市においても一カ所しかなく、今後も継続して整備を行う。

大里城趾公園の用地買収を行い、多目的広場、駐車場の整備を行う。

大里城趾公園の用地買収を行い、多目的広場の造成、駐車場、展望塔の整備を行う。

H22年度事業内容

H23年度事業内容

H24年度主要事業内容

大里城趾公園の用地買収を行い、休養施設便益施設の整備を行う。
公園施設長寿命化計画策定を行ない、ライフサイクルコストの縮減を図る。

大里城趾公園の管理施設、運動施設の整備を行う。



様式３－１ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業は除く）

ふりがな なんじょうし

都道府県政令市名 沖縄県 事業主体名 南城市

ふりがな 当初の都市計画決定年月日 完了年度 H２５
公園名 直近の都市計画変更年月日 全体事業費 4126 百万円

種別 総合 計画面積 23.6 ｈａ 当初の事業認可取得年月日
採択年度 H５ H20末供用面積 － ｈａ 事業認可期間

公園の計画概要 地域の概要
市街化区域 調
ＤＩＤ区域 外
用途地域 無

これまでの進捗状況

用地取得計画（㎡） 施設整備計画
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考 施設名 規模 特記事項

買収 174,794 27,870 202,664 駐車場 3,000㎡
（内買い戻し） 管理棟 320㎡

国公有地 32 602 32 602 園路 2 200m

本公園は南城市の北西部丘陵地に位置し、緑豊かな自然を残している景勝地であり、大里城趾という歴史的遺産もある。このような地域の自然環境を保
護するとともに、歴史的資源を活かしながら、市民のスポーツ・レクレーションの拠点となるよう整備するものである。

これまでに用地買収を重点的に進めてきたが、整備予定地においては、ほぼ取得が完了したので、今後は各ゾーンごとの整備を計画的に進めていく。

おおざとじょうしこえん

大里城趾公園
平成6年1月11日

平成14年2月15日

平成6年2月15日
平成５年～平成２２年　

国公有地 32,602 32,602 園路 2,200m
その他 休養施設 1.8ha

合計 207,396 27,870 235,266 便益施設 240㎡

事業費内訳 運動施設 1.6ha
費　　　目 H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考

補助事業費 用地費 2,150 72 293 2,515
（百万円） 施設費 336 728 547 1,611

計 2,486 800 840 4,126
単独事業費 用地費
（百万円） 施設費

計
合計 用地費 2,150 72 293 2,515

（百万円） 施設費 336 728 547 1,611
計 2,486 800 840 4,126

計画期間中の供用予定
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考

面積（ha） － 15 9 24
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。



様式３－１ 統合補助事業　箇所別事業計画調書（地区採択事業は除く）

ふりがな なんじょうし

都道府県政令市名 沖縄県 事業主体名 南城市

ふりがな 当初の都市計画決定年月日 完了年度 H２２
公園名 直近の都市計画変更年月日 全体事業費 6 百万円

種別 長寿命化 計画面積 ｈａ 当初の事業認可取得年月日
採択年度 H２２予定 H20末供用面積 ｈａ 事業認可期間

公園の計画概要 地域の概要
市街化区域 調
ＤＩＤ区域 外
用途地域 無

これまでの進捗状況

用地取得計画（㎡） 施設整備計画
H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考 施設名 規模 特記事項

買収
（内買い戻し）

国公有地

南城市においては、計画対象公園が１０地区あり、ほとんどの公園が海岸部に面し、構造物や工作物は塩害が激しく、劣化や損傷があり、経過年数も１０
年以上たっている。公園施設長寿命化計画策定し、計画的な管理を行い、ライフサイクルの縮減を図る。

なんじょうしこうえんしせつちょうじゅみょうかけいかく 　　年　　月　　日
南城市公園施設長寿命化計画 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日
H２２

国公有地
その他
合計

事業費内訳
費　　　目 H19まで H20～H24 H25以降 合計 備考

補助事業費 用地費
（百万円） 施設費 6 6

計 6 6
単独事業費 用地費
（百万円） 施設費

計
合計 用地費

（百万円） 施設費 6 6
計 6 6

計画期間中の供用予定
H20まで H21～H24追加 H25以降追加 合計 備考

面積（ha）
※黄色部に記入すること。
※青色部には計算式が入力されているので注意すること。
※変更箇所は赤字で記入すること。



別図 

大里城趾公園（南城市事業、総合公園） 

〈公園の概要と５ヶ年間の整備予定〉  

 本公園は本市の北西部に位置し、緑豊かな自然を残している景勝地であり、  

大里城趾という歴史的遺産もある。このような地域の自然環境を保護するとと

もに歴史的資源を活かしながら、市民のスポーツレクレーションの拠点になる

よう平成５年度より整備を推進している。 

 平成２４年度までに用地取得及び各種施設の整備を行い、事業の完了をめざ

す。 

 

 

 

H21 年末供用区域 
事業規模 計画面積       23.6ha 

平成 21 年末供用面積      0ha 

平成 20～24 年度供用予定面積  15ha 
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