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参考資料
１．地域ゆんたく会グループ別結果
①-1 喜屋武地区 A グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
若年層の流出について

土地利用規制や空き家について

・長男でも地域から出て行ってしまう。
・長男でも地域外で家を建てている人も
多い。
・仕事がないので、市内の市街地の方に住
んでいる。
・結婚すると住む家がないので、市内（西
崎などの市街地）へ移る。本当は、実家
の近くに住みたい。
・家が狭くて、古いので同居も困難。
・次男・三男が戻ってきてくれたら助か
る。

・市街化調整区域であることや、農用地で
あることから、地域で家を建てられな
い。
・空き家や空き地も増えている。
・遊休農地も多いが使えない。
・お金がない。
・家を継ぐのは長男など、風習があり、本
人以外が家を建てることができない。
・造りが古い（トイレが別棟など）空き家
も多い。
・空き家をリフォームして貸したい。

民間アパートの需要について

地域の問題点

・現在でも、民間アパートは空き部屋が
ない。
・民間アパートが出来れば、需要はある。
・既存の民間アパートの家賃は高く感じ
る。市街地と同等くらい。

・小学生が減ってきている。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅に入居してほしい世帯種

公営住宅建設に期待すること

・市営住宅には、是非、若い人に入居して
ほしい。
・子育て世代が住んでほしい。その子供た
ちに地域に住み続けてほしい。
・高齢者用の住戸も必要。

・小学生の増加が期待できる。

望ましい公営住宅戸数について
・公営住宅の需要は絶対にある。
・最低でも 30 戸は建設してほしい。
・理想は 50 戸程度。

公営住宅建設に関するその他要望など
・市営住宅を建てるなら、字喜屋武に建て
てほしい。他の地域では子育てが大変
ではないか。
・早期に建設してほしい。
望ましい地域像
・子育て世帯がくることで、子供を老人が
見守り、老人を若人が見守ることがで
きる理想の地域になるのではないか。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・喜屋武において拠点をつくるならいい。
・大規模な団地になると、コミュニティは地域とは別になるのではないかが懸念され
る。
・本当は団地の居住者と交流しないといけないと思う。
・規模が大きくなれば、交流も楽しいものになるのではないか。
【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・50 戸くらいを各地域に整備してほしい。
・3 地域ともに子供が減っているので、3 地域につくってほしい。
・米須・真壁には既に公営住宅が整備されているので、各地域につくる場合は、喜屋武
地域に多く整備してほしい。
【建設候補地について】
・前の農協跡地も使えるのではないか。
・小学校の近くがよい。
・クシヤマと集落の間
・小学校の後ろ（旧道のバスが周るところ）
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①-2 喜屋武地区 B グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
人口流出について

空き家について

・長男夫婦でもアパート等別世帯を望む
傾向がある。
・喜屋武の人は出ていき、喜屋武以外から
の人の移住意向がある。
→しかし、住宅がない。
・農家の息子等が喜屋武に公営住宅等が
無いために米須団地等に住んでいる世
帯がある。
・喜屋武以外に住んでいる家族が、週末は
戻ってくる世帯もある。

・空家はあるが仏壇があることや、トイ
レ、風呂が外の為なかなか利用されな
い。

学校事情について

地域の問題点

・保育園に他地域の方が入園するケース
は多いが、小学校は別の地域に入学す
る。
・逆に喜屋武小学校に入学したいとの意
向はあるが校区や住宅等の関係で別
の学校へ行くケースもある。

・道路の整備が遅れている。
・喜屋武では雇用が無いので、他地域に移
るケースがある。
・実際に公営住宅を望んでいる方は、別地
域に住んでいるため、今回のようなワ
ークショップ等の情報が伝わっていな
いケースが多い。
・小学校の生徒数減が顕著である。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅に入居してほしい世帯

公営住宅建設に期待すること

・校区外から通学する小学生も多く、公営
住宅の需要はある。
・子育て世帯
・農業をしている世帯

・公営住宅が整備され若者世帯が住めば学
校の生徒数も増える。
・アパートがあっても家賃が高いため、公
営住宅があれば住みたい世帯が多いと
思う。

公営住宅建設に関するその他要望など

望ましい地域像

・介護施設や保育園、スーパー等を併設し
てほしい。
・喜屋武に公営住宅を作ってほしい。

・住むところが増えて、小学校の生徒数も
多くなると地域の活気に繋がる。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・大規模な団地だと小学校も移転しそうで心配である。
・小学校区への影響もあるので、更なる人口減につながりそう。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・地域別で整備した場合、まとまりがあり良い。
・小学校近くに整備してほしいので、地域別を望む。
・これまでの近所づきあい等もあるので、地域別が良い。

【建設候補地について】
・喜屋武小学校の近くがよい。
・喜屋武小学校近くの市有地で駐車場となっている土地。
・クシヤマに建設してほしい。
・小学校の後ろ（ＪＡの出荷場の道）

92

参考資料

①-３ 喜屋武地区 C グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
若年層の流出について

土地利用規制や空き家について

・長男でも地域から出て行ってしまうの
が、ほとんどである。
・仕事がないのと、同世代の友人がいない
ことが大きい。
・家が狭くて、古いので同居も困難。3 世
代同居する形になっていない。
・核家族化が進行して、親と一緒に住みた
がらない。

・市街化調整区域であることや、農用地で
あることから、地域で家を建てられな
い。
・空き家や空き地も増えている。50 件く
らいありそう。
・トートーメやヒヌカンを守るため、他へ
の転用が出来ず、いわば塩漬けになっ
ている土地・家屋が多い。
・家を継ぐのは長男など、風習があり、本
人以外が家を建てることができない。

民間アパートの需要について

地域の問題点

・民間アパートは 2 棟、18 戸が近年建設
された。
・建設は地区外の人。入居者は地区の人。
・小学校に通う児童が 14 人いる。
・需要はあるが、建設用地がない。

・小学生が減って存立が危ぶまれている
こともあり、地区外居住者が、喜屋武
小学校に通わせている。
→こういう人は市営住宅ができれば、入る
と思う。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅に入居してほしい世帯

公営住宅建設に期待すること

①小学校に通う子育て層。
②内地在住者のリタイア U ターン層。
③外から農業をやりたい層の受け皿住宅。

・小学生の増加を一番期待する。
公営住宅建設に関するその他要望など
・字喜屋武には、公営住宅がないので、ぜ
ひほしい。
・児童数が危機的状況なので、早期に建設
してほしい。

望ましい公営住宅戸数について
・公営住宅の需要は多く考えられる。
・最低でも 50 戸は建設してほしい。

望ましい地域像
・市営住宅に跡継ぎ層が住み、成長すると
実家に戻り、またその子供たちが市営
住宅に住むという循環ができればい
い。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・喜屋武において拠点をつくるならいいが、他地区との関係でむつかしいだろう。
・したがって、パターン１は考えられない。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・50 戸くらいを字喜屋武に整備してほしい。
・他地域は、その地域の要望によるが、児童数が最も減っているのは喜屋武地区であり、
その点を考慮してほしい。
・市営住宅建設だけで、児童数が増えるとは思っていないが、その契機にはなると思う。
【建設候補地について】
・50 戸規模の建設用地は現時点ではむつかしいだろうが、地域が協力すれば、なんと
でもなると思う。
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①-４ 喜屋武地区 D グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
3 世代同居の状況について

土地利用規制について

・3 世代同居は少ない。地区の 5％くらい。
・独身の子供が親と同居している。
・新婚の人たちは親と同居したがらない。
・3 世代同居しているのは長男夫婦や娘夫
婦が多いが 3 世代同居に対する支援が
必要である。
・高齢者の単身者は皆、持ち家に住んでい
る。

・土地利用規制の緩和が必要。
・家をつくれる場所がない。
・アパートが建てられない。
・一番の課題は賃貸住宅がないこと。
・喜屋武地区にある賃貸住宅は 2 棟あり、
若い夫婦 13 世帯が住んでおり、15 人
の小学生がいる。

若年層の流出について

空き家の状況

・子供たちは地域を出て戻ってこない。
・糸満市内（市街地）に出ていく人が多
い。
・若者が出ていくのは仕事がないからで
ある。しかし、今後はリゾートホテル
建設の予定もあることから雇用が期
待できる。
・喜屋武小学校はかつては児童が 200 人
いたが、現在は 66 人まで減少してい
る。

・空き家があるが活用できない。
・空き家は 50 戸ほどある。
・空き家が危険であると感じる。老朽化が
著しい。
・空家には仏壇等もあるため、持ち主は貸
さない方が多い。
・空家になっても親の財産を簡単に手放
す方が少ない。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅に入居してほしい世帯種

三和地域に住むことのメリットなど

・市営住宅には、是非、若い人に入居して
ほしい。
・子育て世代が住んでほしい。その子供た
ちに地域に住み続けてほしい。
・子育て世帯で戻ってきたいと考えてい
る人は多い。

・三和地域に住むことのメリットがないと
戻ってこないのではないか。
・三和地域に住むことがステータスになる
ような政策が必要。
・土地利用規制を緩和し、セカンドハウス
をつくれるようにする。
・賃貸住宅が建設されれば、戻ってくる若
者は多くいる。
・土地利用規制があるため、税金の減額な
どの措置があると助かる。

公営住宅の需要について
・高齢者は持ち家があるため高齢者に需要
はない。
・学校区には優先的な整備が必要ではない
か。
・喜屋武地区には公営住宅がないため、早
期かつ優先的に建設が必要。
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・他地域からの移住者、農業従事者を積極
的に受け入れ、地域活性化につながる
とよい。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・喜屋武において拠点をつくるならいい。
・ホテル建設の予定もあることから、雇用が多くある。
・平和の道線も整備されるため、三和地域の拠点として期待される。
・喜屋武地区は開発が可能な土地が多くある（民有地も含め）。
・喜屋武地区 1 ヵ所に整備し、高齢者のための施設の併設してほしい。
・1 階部分は身障者や高齢者、農業従事者もできるような整備が必要。
・喜屋武地区に公営住宅を整備した場合、多くの若者が戻ってくる。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・3 地域の学校の活性化は必要と考える。
・地域活性化のためにも 3 地区に公営住宅を整備する必要があるのではないか。
・小規模の公営住宅でも構わないため、早期建設を望む。
・喜屋武では 400 世帯があるため、その 5％と考えると約 20 戸の公営住宅が整備され
るのではないか。
【建設候補地について】
・喜屋武小学校西側の緑地帯
・具志川城跡の北側（水産海洋技術センターの東側）
・米軍通信基地であったハーナバルの跡地
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②-1 米須地区 A グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
若年層の流出について

土地利用規制について

・３世代同居は２世帯くらいではないか。
少ないと思う。
・30～40 年前は地域で結婚していた。今
は活動範囲が広く、昔のような考えで
は、人口の増加は見込めない。

・住宅を建てたくても規制があり建てる
ことができない。
・市街化調整区域や自然公園など。

人口増加に向けた地域づくりについて
・外国人を受け入れない限り人口は増え
ないのではないか。
・雇用があれば若者は戻ってくる。
・多様な雇用があることが大事。魅力あ
る地域づくりが大事
・農業で収益を上げて若者を引き付ける
べき。

空き家・空地の問題について
・空き家の相続主が分からなく、管理がな
されず、荒れており、ハブも出る。
・空き家、空地、遊休農地をしっかりと整
備して、住みやすい地域にするべき。
・きれいな地域にすれば、若者も戻ってく
るかもしれない。
・空き家の相続主を行政が確認すべき。
・農業の後継者がいないので、遊休地や空
き地が増える。
・高齢者に土地活用に関する意識啓発を
して、土地の有効活用を促進すべき。
・地域では農業を学びに来た外国人に空
き家を貸している。
・地域では民泊もやっており、空き家も活
用できるのではないか。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅の需要について

望ましい公営住宅について

・市営住宅を建設しても人がくるかは疑
問である。

・農業振興とリンクしたような市営住宅が
よい。
・移住者を呼び込む戸建て住宅のような公
営住宅がよい。定住促進に資する住宅。
・一般的な公営住宅はいらない。農業をや
りたい若者のための住宅など、産業振
興とリンクした住宅ならば建設してほ
しい。
・子育て世帯ではなく、子育て世代、高齢
者、外国人も含め地域を発展させてく
れる人たちを呼び込みたい。

公営住宅に対する懸念要素
・公営住宅に若いい人たちを入居させて
も、住み続ければ高齢者になる。入居条
件を見直してはどうか。
・団地の人たちは地域コミュニティに入
らない。社会と交流していくという考
えが必要。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・何もないところに大規模な公営住宅に住んでも、むなしいのではないか。
・孤立するのではないか。
・さみしい。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・3 地区にそれぞれ学校があるので、パターン２が良い。
・地域とつながり交流して生活していける方が楽しいのではないか。
・地域のおばーに何でも相談できるのが良い。
・伝統文化の継承やおじー、おばーの友人ができるので良い。
・地域愛が生まれるので良い。
・公営住宅に入居した子供たちが、ふるさとと思ってくれたら、Ｕターンも期待できる。
【建設候補地について】
・なし。
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②-２ 米須地区 B グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
地域（米須集落）の現状

転出する理由

・高齢者が多い（生まれた時から居住）
・2 世帯住宅は 2 割以下
・集落の内 3 割は建替えられている
・県外の方は 5～6 件
・県営住宅は子供が多い。
・次男、三男が住めない
・空地は 20 箇所くらいある
・空き家も多少ある（1 班には 5～6 件）

・スーパーが少ない（高齢者は車の運転が
怖い）
・職場から遠いため移り住む
・周辺に子供の習い事が少ない

空き地・空き家の利活用が難しい理由

公営住宅のニーズ
・独居老人の需要はあるだろう
・ないよりある方がよい
・アパート、住宅、土地があれば、次男三
男は戻ってくる。

・仏壇
・空き地に火の神（ヒヌカン）

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅が建つと・・・

どんな公営住宅がいい？

・住むのは当集落の身内だろう
・次男三男は戻ってくる
・地域外の方は来ないだろう。
・県外の重要はあるかもしれないが、定着
しないと思われる。

・居住者は必ず自治体へ参加
・平屋の公営住宅でもよい。
・屋上ビアガーデン
・地域の拠点（コミュニティの場）
・1F は店舗（商店）

どんな人に来て（住んで）ほしい？
・若い世代（地域に馴染める人）
・住宅が建っても、コミュニケーションが
なければ意味がない。
・子供が来ると地域の活性化になる。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
もしも、パターン 1 ならば
・名城ビーチ沖の離島につくる
・幹線沿い（平和の道）
・中心に作っても、その集落に偏る
・地理的中心（ちょうど中心）
・人口が少ない場所へ
【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
グループの総意はパターン 2 が好ましい
・どちらかと言えば、パターン 1
・地域ごとに分散

【建設候補地について】
・それぞれの地域に建設
・各字に建設
・学校に近ければ、他の地域からも住むだろう
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②-３ 米須地区 C グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
若年層の流出について

土地利用規制や空き家について

・米須は、三和地域の中で、人口を維持し
ている唯一の字である。
・長男でも地域から出て行ってしまうの
が多いが、3 世代同居もかなりいると思
う。
・それも、3 世代が住めるようにリニュー
アルしているところもある。
・米須は住みよいという評価が多い。
・また、入ってくる人は拒まないという風
土がある。

・市街化調整区域であることや、農用地で
あることから、地域で家を建てられな
い。
・建設用地のために土地利用規制の緩和
が求められている。
・空家・空地は比較的少ないと思う。
・米須は開かれた集落という気質があり、
外からどんどん入ってきてほしいと考
えている。

民間アパートの需要について

地域の問題点

・民間アパートは 2 棟、14 戸位が近年建
設された。
・建設は地区外の人で既存宅地利用。入
居者は地区の人半分、外から半分。
・需要はあるが、建設用地がない。

・人口は維持しているが、将来的には不安
がある。
・外からも入ってきてもらい、貼っていし
ていきたいが、建設できる用地がない。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅に入居してほしい世帯

公営住宅建設に期待すること

・県営住宅は地元半分、外から半分くら
い。
①小学校に通う子育て層。需要はある。
②高齢者、身障者世帯。
③外からの転入者（農業をやりたい層含

・外からの転入増加を一番期待する。

望ましい公営住宅戸数について
・県営は一杯、民間アパートも建設すれば、
すぐ入る。→公営住宅の需要は多く考
えられる。
・50 戸は建設してほしい。→県営はある
が、市営住宅はない。
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公営住宅建設に関するその他要望など
・公営住宅建設を契機に土地利用の規制
緩和をしてほしい。
望ましい地域像
・地区出身者は住み続けることができ、交
流を促進して、外からも転入者が増え
て発展する米須にしたい。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・米須において拠点をつくるならいいが、他地区との関係でむつかしいだろう。
・したがって、パターン１は考えられない。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・50 戸くらいを字米須に整備してほしい。需要は十分にある。
・他地域は、その地域の要望によるが、米須は外からの転入を積極的に進めたいと思う。
・市営住宅建設だけで、地域が発展するとは思わないが、その契機にはなると思う。

【建設候補地について】
・50 戸規模の建設用地は現時点ではむつかしいだろうが、地域が協力すれば、なんと
でもなると思う。そのためにも、土地利用の規制緩和を強く望むものである。
→たるきになれば、どうにでもなると思う。

102

参考資料

③-１ 真壁地区 A グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
若年層の流出について

土地利用規制について

・３世代同居世帯は少ない。
・結婚したら若者は同居を嫌がる。
・子供たちも地域外に家をつくっている。
・子供を預けには来る。
・単身高齢者世帯も多い。

・土地利用規制が多く、地域に家を建てら
れない。
・土地利用規制があることで、土地の価値
が下がっていると思う。
・市街化調整区域であるし、農地転用もで
きない。

子どもの減少について

空き家・空地の問題について

・自分たちが子供のころは、
ひと学年 4 ク
ラスあったが、今は 1 クラスになって
いる。
・青年会もなくなってしまうのではない
かと心配である。
・子育て世代が出ていくから人が減って
いるのだと思う。
・子育て環境としては良い地域であると
思う。

・空き家はＲＣ造の建物が多い。
・空き家は貸したがらない。
・戸建ての空き家を貸した場合、居住権を
主張されることを心配している人が多
い。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅の需要について

公営住宅に併設してほしい施設等

・公営住宅の需要はある。
・既存の市営住宅も順番待ちをしている。
・既存の公営住宅に真壁出身者も居住し
ている。
・民間アパートも一軒だけあるが、需要は
ある。

・公営住宅に併設して、スーパーがあると
良い。
・駐車場は 1 世帯当たり 2 台必要。
・公園、児童館、図書館などを併設してほ
しい。
・ふくらしゃ館（子育て支援センター）の
ような施設も併設してほしい。

望ましい市営住宅への入居世帯
・子育て世代に入居してほしい。
・地域の外からでも大歓迎である。
・地域に小学生を増やしたい。
・高齢者専用の住戸に関して、必要かどう
か判断しかねる。

103

参考資料

ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・公営住宅が 100 戸以上になると一つの自治会になるのではないか。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・戸数が 30 戸くらいだったら、3 地区にそれぞれほしい。
・真壁は小さな地域の拠点となる集落である。
パターン 1、2 どちらにしても
・公営住宅の入居世帯には、自治会や子供会に入ってほしい。
・パターン 1、パターン 2 のどちらにせよ真壁に公営住宅がほしい。
・一旦、地域外に住むと子供は戻ってこない。三和地域に子供たちが住めば、戻ってく
るのではないか。

【建設候補地について】
・なし。
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③-２ 真壁地区 B グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
民間アパートの状況について

空き家について

・地域内に 1 か所ある。２棟、12 戸。
・アパートの住民は、真壁の人と他地域の
人が半々くらい。
・建設したのは他地域の人らしい。

・地域に空き家はあまりないが、空き部屋
がある。

3 世代同居について

地域の魅力について

・3 世代同居は地域に 1 割くらい。
・長男でも同居しない。
・3 世代同居可能な住居ではあるが住ま
ない。
・同居しない理由としては、職場が遠い
のと、買い物等の生活の利便性が悪い
から。

・地域の付き合いが良い。
・中学校があるので、三和地域の中心であ
ること。
地域の重要課題について
・住居というよりも地域に雇用の場がな
いこと。
・買い物の利便性が悪いこと（糸満まで行
かないといけない。
）

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
子育て世帯の需要について

公営住宅に併設してほしい施設等

・他地域に出た人が地域に戻ってくるか
は、家賃設定によるのではないか。
・子育て世帯に入居してほしいかは、はっ
きりとは言えない。

・公営住宅に積極的に求める需要は感じら
れないが、地域に人が増えるまちづく
りのためには必要である。

高齢者層の需要について
・地域の人たちは家があるので高齢者層
の需要はないのではないか。
・内地で暮らしているリタイヤ層が戻っ
てくることは考えられる。
・外からあまり入ってきてほしくないと
いう意見もある。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・各地区に公営住宅を分散させた方が良いと考えるが、大きな公営住宅を建てった方が
利便性の高い施設が立地する可能性があるのではないか。
・福祉施設も併設されるなら大規模な公営住宅が良いと考える。
・大規模な公営住宅を 1 か所に建設した場合、他の地域が過疎化するのではないか。
【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・各地区に拠点をつくればよいのではないか。各地区に公営住宅を建設すべき。
パターン 1＋パターン 2
・県営の公営住宅の大規模なものを 1 か所。市営住宅を 3 地区に建設すれば、学校の
生徒数、児童数減少も食い止められるのではないか。

【建設候補地について】
・子供たちのことを考えることが、一番重要である。
・子供たちが通学しやすい場所に建設すべき。
・将来的に学校を統合するのか？
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③-３ 真壁地区 C グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
人口流出について

真壁の住宅事情について

・若者が便利な所へ移住している。
・家が大きいので、同居をしたがらない。

・三世帯同居は少ない。
・子供と世帯は別のケースが多い。
・高齢の方は住宅がある。

住宅等への意向について

地域の問題点

・土地、住宅があれば住みたい。（若者）
・アパートが少ないので、移住できない。
・アパート等があれば移住したいとの意
向は多い。
・実家の近くに家があれば、子供等が移
住すると思う。

・高齢者の単身世帯が多い。
・交通が不便。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅に入居してほしい世帯

公営住宅入居について

・若者を中心に対象としてほしい。
・子育て世帯を中心に対象としてほしい。
※高齢の方は住宅がある。

・長期居住等にならないように条件を付
けて入居して頂く。

望ましい地域像
・住むところが増えて、小学校の生徒数も
多くなると地域の活気に繋がる。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・大規模団地を整備するのであれば、中学校の近くに建設してほしい。
・中学校があるので、真壁に整備してほしい。
・整備にあたっては、福祉施設を併設してほしい。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・各地区に整備する場合は小学校等の施設の近くに建設してほしい。

【建設候補地について】
※小学校等施設の近くに建設。
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③-４ 真壁地区 D グループ
ⅰ）検討課題① 三和地域における身近な住環境の課題
若年層の流出について

土地利用規制や空き家について

・長男でも地域から出て行ってしまうの
が、ほとんどである。
・核家族化が進行して、親と一緒に住みた
がらない。
・仕事がないのと、職場が遠い、生活の不
便さ（交通・施設）が大きい。
・家が狭くて、古いので同居も困難。3 世
代同居する形になっていない。
・数戸、3 世代同居はある。そこは、リニ
ューアルしている。

・市街化調整区域であることや、農用地で
あることから、地域で家を建てられな
い。
・空き家や空き地はそんなに多くはない
が、空き部屋は多い。
・トートーメを守るため、他への転用が出
来ず、いわば塩漬けになっている土地・
家屋が多いのでは…

民間アパートの需要について

地域の問題点

・民間アパートは 1 箇所、2 棟、12 戸が
近年建設された。
・建設、入居者は地区外の人か地区の人
かは知らない。
・需要はあるが、建設用地がない。

・真壁は住みよいところ。
・中学校や地域の施設が整っているとこ
ろは良い。
・住居というより、仕事、利便性が問題。

ⅱ）検討課題② 公営住宅の需要など
公営住宅に入居してほしい世帯

公営住宅建設に期待すること

①小学校に通う子育て層は家賃によるの
では…。
②内地在住者のリタイア U ターン層は一
定考えられるが、外からの転入につい
てはあまり望まないという面もある。
③外から農業をやりたい層の受け皿住宅
の可能性はある。

・公営住宅の建設についての積極的要望は
あまり感じられない。

望ましい公営住宅戸数について
・人口増加による発展は必要と考えている
が…具体的戸数は出なかった。

109

公営住宅建設に関するその他要望など
・家賃が安くならないか…。

望ましい地域像
・住居問題より、地域の仕事、利便性の向
上が大きい。
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ⅲ）望ましい公営住宅の規模・配置等について
【パターン１】三和地域の拠点づくりとしての公営住宅整備
・真壁において拠点をつくるならいいが、他地区との関係でむつかしいだろう。
・したがって、パターン１は考えられない。

【パターン２】3 地区の世帯数に対し一定割合の公営住宅を整備
・今ある市営住宅(12 戸)よりは多い規模がほしい。
・多子世帯対応の３DK が沢山あれば…
・市営住宅に跡継ぎ層が住み、成長すると実家に戻り、またその子供たちが市営住宅に
住むという循環ができればいい。その需要をそれぞれで算出できないか。

【建設候補地について】
・真壁の中心部がいい。場所の具体的候補地は見当たらないが…
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２．建設候補地の検討
（１）建設候補地の抽出
市営住宅建設候補地の抽出条件は、次の通りとする。
・対象区域は三和地域とする。
・建設可能な用地として、法的に困難な「農振農用地、自然公園特別地域、保安林」は含めない。
・用地取得の必要のない市有地とする。
・10 戸程度以上が建設できる用地規模として、1,000 ㎡以上が確保できる一団の土地とする。
■用地規模と建設戸数の概算（参考）
【設定条件】
①容積率
一般的な 200％とし、実行容積率を 150％とする。
②建築延床面積（戸当り）
4 人世帯における誘導居住面積：大人 2 人、子ども 2 人（3 歳～5 歳 1 人、6 歳～9 歳 1 人）
20 ㎡×世帯人数（2＋0.5＋0.75）＋15 ㎡＝80 ㎡
5 人（多子世帯）における誘導居住面積：大人 2 人、子ども 3 人（3 歳～5 歳 2 人、6 歳～9 歳 1 人）
20 ㎡×世帯人数（2＋1＋0.75）＋15 ㎡＝90 ㎡
上記の平均より住戸面積を 85 ㎡（補助対象となる 1 戸当たり標準床面積は 85.5 ㎡）
、共有面積率を
75％と設定すると、戸当り必要面積は、以下のようになる。
85 ㎡÷0.75＝113.3 ㎡≒115 ㎡／戸
③必要用地面積（戸当り）
③-1 建築延床面積（戸当たり）より、建築必要用地面積は以下のようになる。
115 ㎡÷（容積率）150％＝76.6 ㎡／戸
③-2 駐車場必要面積（戸当り）＝30 ㎡／戸
計：76.6 ㎡／戸＋30 ㎡／戸＝106.6 ㎡／戸（余裕を見て、110 ㎡／戸と設定する。
）
【例示】
・新規建設戸数が 20 戸であれば、110 ㎡／戸×20 戸＝2,200 ㎡となる。
・新規建設戸数が 40 戸であれば、110 ㎡／戸×40 戸＝4,400 ㎡となる

以上の条件で建設候補地を抽出した結果、三和地区内には条件に適合する用地は少なく、以下の
4 地区の抽出にとどまった。
（具体的な建設候補地の位置、用地の状況については、次頁以降参照）
■建設候補地一覧
記号

地区

大字

地目

面積

権利者

A

真壁

名城

原野

約 2,500 ㎡

糸満市

B

喜屋武

喜屋武

学校用地

約 2,800 ㎡

糸満市

C

喜屋武

喜屋武

原野

約 2,900 ㎡

糸満市

D

喜屋武

束里

一般山林

約 4,800 ㎡

糸満市

（２）建設候補地の選定評価
建設候補地を選定するにあたっては、位置的条件及び敷地状況などの評価項目を設定し、定量的
かつ定性的な評価を行い、建設候補地選定の参考とする。
○位置条件（利便性が確保できるか、地域の核となり得るか）
・近接集落・教育施設（小学校・中学校）
・福祉施設（保育所・高齢者福祉施設）
・那覇市中心部
までの時間距離（自動車・公共交通機関）等
○敷地条件（安全確保できるか、基盤が整備されているか）
・敷地規模（建設可能戸数）
・道路との接合条件・基盤整備状況（上下水道、電気等）
・災害危険
の有無・周辺環境への影響等
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■建設候補地選定評価表
位置条件
（利便性が確保できるか、地域の
核となり得るか）
【近接集落との距離】
・名城（約 180 戸）の北端
【教育施設との距離】
・真壁小学校徒歩 40 分
・三和中学校徒歩 40 分
A
【福祉・医療施設との距離】
真壁地区
・南部病院徒歩約 8 分
名城
・老人ホーム偕生園徒歩 4 分
・真壁こども園徒歩約 32 分
【那覇市中心部への距離】
・自動車：約 23 分
・バス利用：約 66 分（バス停まで徒
歩 16 分／約 1,320ｍ）
【近接集落との距離】
・喜屋武（約 520 戸）の北端
【教育施設との距離】
・喜屋武小学校隣接
・三和中学校徒歩 40 分
【福祉・医療施設との距離】
・南部病院自動車約 6 分
B
喜屋武地区 ・老人ホーム偕生園自動車 4 分
・喜屋武こども園徒歩約 4 分
喜屋武
【那覇市中心部への距離】
・自動車：約 26 分
・バス利用：約 84 分（バス停まで徒
歩 1 分／約 106ｍ）
建設候補地

敷地条件
総合評価
（安全確保できるか、基盤が
整備されているか）
【敷地規模】
【位置条件】
・2,500 ㎡、22 戸程度建設可 ・教育機関への距離
能
があるが、那覇市や
医 療 福祉 施設 への
【道路との接合条件】
利便性は最も良好。
・2 車線道路が前面道路
・名城バイパスまで 300ｍ
【敷地条件】
・道路条件は良好、環
【基盤整備状況】
境条件の問題なし。
・前面道路に基盤幹線あり
【災害危険】
【総合評価】
・問題なし
・利便性等の条件は
良好だが、拠点には
【周辺環境への影響】
なりにくい。 （△）
・問題なし

【敷地規模】
・2,800 ㎡、25 戸程度建設可
能
【道路との接合条件】
・歩道付 2 車線道路が前面道
路
・名城バイパスまで約 2.2kｍ
【基盤整備状況】
・前面道路に基盤幹線あり
【災害危険】
・問題なし
【周辺環境への影響】
・小学校隣接への配慮要
【その他】開発許可も取りやす
い
【近接集落との距離】
【敷地規模】
・喜屋武（約 520 戸）の中央西端
・2,900 ㎡、26 戸程度建設可
能
【教育施設との距離】
・喜屋武小学校徒歩 10 分
【道路との接合条件】
・三和中学校徒歩 50 分
・直接接道はしてないが計画
道路（平和の道線）あり
【福祉・医療施設との距離】
C
・名城バイパスまで 2.5km
・南部病院自動車約 6 分
喜屋武地区
・老人ホーム偕生園自動車 6 分
【基盤整備状況】
喜屋武
・喜屋武こども園徒歩約 2 分
・アクセス道路の整備必要
【那覇市中心部への距離】
【災害危険】
・自動車：約 27 分
・問題なし
・バス利用：約 88 分（バス停まで徒 【周辺環境への影響】
歩 3 分／約 305ｍ）
・周辺住宅地との調整要

【位置条件】
・喜屋武小学校に隣
接 し 拠点 性は 最も
良 好 、利 便性 も良
好。
【敷地条件】
・道路との接合条件
は良好、環境条件の
問題はなし。
【総合評価】
・利便性等の条件も
良好で、最も拠点性
が高い。
（◎）

【位置条件】
・喜屋武集落内にあ
る が 利便 性と 拠点
性は若干 B より落
ちる。
【敷地条件】
・整備にはアクセス
道路の整備要。環境
条件の問題はなし。
【総合評価】
・アクセス道路の整
備が必要となるが、
集 落 にも 近く 拠点
性は良好。 （○）
【近接集落との距離】
【敷地規模】
【位置条件】
・束里（約 50 戸）中心集落より約 1 ・4,800 ㎡、43 戸程度建設可 ・集落、那覇市、施設
㎞
能
と の 利便 性が 良く
な い こと と拠 点性
【教育施設との距離】
【道路との接合条件】
は薄い。
・喜屋武小学校徒歩 40 分
・2 車線道路が前面道路
・三和中学校徒歩 40 分
・名城バイパスまで 800ｍ
【敷地条件】
・道路条件は良好で
【福祉・医療施設との距離】
【基盤整備状況】
最 も 規模 が大 きい
・南部病院自動車約 10 分
・前面道路に基盤幹線あり
D
が、傾斜地であるな
喜屋武地区 ・老人ホーム偕生園自動車 10 分
【災害危険】
ど 、 環境 条件 には
・喜屋武こども園徒歩約 40 分
束里
・問題なし
難。
【那覇市中心部への距離】
【周辺環境への影響】
・自動車：約 30 分
・隣接に畜舎が広がっている 【総合評価】
・バス利用：約 79 分（バス停まで徒
ため、その影響が危惧され ・位置条件、敷地条件
歩 16 分／約 1,330ｍ）
る
と も 問題 が多 いと
思われる。 （×）
【その他】
・傾斜地となっているため、
造成が必要と考えられる
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３．三和地域市営住宅建設計画
整備目標は長期に渡って整備するものとするが、まず、コミュニティ維持が最も喫緊の課題
となっている喜屋武地区において、18 戸の整備を行う。
18 戸の整備を行うためには、約 2,000 ㎡の用地が必要となるが、参考資料で示した候補地の
うち、評価が最も高かった喜屋武小学校横の用地を第一候補地として検討を進める。
■位置図

【計画諸元】
敷地面積：約 1,800 ㎡
建物概要：RC3 階建て（片廊下型）18 戸 1 棟
建築延面積：約 1,650 ㎡ 建築面積約 550 ㎡
住戸：3LDK 12 戸、2DK3 戸、特目多世帯住居 4LDK2 戸、特目障がい者住宅 1 戸、計 18 戸
想定住戸面積：3LDK 75 ㎡、2DK50 ㎡、特目多世帯住居等 95 ㎡
駐車場：18 区画
児童遊園：200 ㎡
※当該敷地が「都市計画法に基づく開発許可制度運用基準」における「指定既存集落における
「公営住宅」の取扱い」の要件に該当するか否かについては、実施の際に検討が必要である。
■沖縄県開発審査会提案基準第 11 号 指定既存集落における「公営住宅」の取扱いについて
（都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準（法令編）H29.5.1 より抜粋）
公営住宅法（昭和26年法律第193号）第２条第２号に規定する公営住宅（県営住宅を除く。）を
建築する目的で行なう開発又は建築行為が、次に掲げるすべての要件に該当するものであること。
１ 当該建築物を建築しようとする土地が指定既存集落内にあること。
２ 主として当該既存集落及びその周辺の地域に居住している者を入居の対象として建築する必要
のあること。
３ 予定建築物の規模がその地域の入居対象者数を勘案して適切であること。
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■配置図

児童遊園

P8 区画

P10 区画

住棟３階 18 戸

学校関係駐車場用地

■住棟断面図
標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

小規模
一般住宅
（2DK）

多子世帯向け
特目住宅特目住宅
（3～4LDK）

標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）
標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）
標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）
標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）
標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

小規模
一般住宅
（2DK）
小規模
一般住宅
（2DK）

多子世帯向け
特目住宅特目住宅
（3～4LDK）
身障者向け
特目住宅
（2DK～3LDK）

118

外部階段

階段室

標準世帯向け
一般住宅
（3DK～LDK）

