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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

 

（１）中心市街地活性化推進課の設置 

本市では、中心市街地活性化をこれまで以上に総合的かつ一体的に進めていくため、平成20

年4月に機構改革を行い、経済文化部内ににぎわい創造室中心心市街地活性化推進担当を設置。

平成23年4月からは中心市街地活性化推進課を設置し、企画部、建設部をはじめ庁内の関係部

局等の連携強化を図っています。 

 

（２）中心市街地活性化推進本部（庁内）の概要 

中心市街地活性化事業を積極的かつ一体的に推進し、庁内における横断的な総合調整を図るこ

とを目的に、中心市街地活性化推進本部を設置。協議会等からの意見の吸い上げや、関係部局と

の横断的な検討、総合調整など、さらには事業実施に向け、中心市街地活性化事業を具体的に推

進している。 

 

【組織の概要】 

本部長に市長を、副本部長に副市長をもってあて、本部員は、教育長、水道局長、各部の長、

参事、消防本部長、水道部長、教育部長、参事及び指導部長で構成。 

また、推進本部に下部組織として、中心市街地の活性化事業に係る庁内部局間での総合調整を

図るため、委員長に経済文化部次長を、副委員長に中心市街地活性化推進課長をもってあて、関

係部署の課長級の者で組織する「検討委員会」を設置。 

 

【組織の構成員】 

①中心市街地活性化推進本部 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

本部員 教育長 

〃 水道局長 

〃 消防本部長 

〃 経済文化部 部長 

〃 総務部 部長 

〃 企画部 部長 

〃 市民部 部長 

〃 健康福祉部 部長兼福祉事務所長 

〃 こどものまち推進部 部長 

〃 建設部 部長 

〃 建設部 参事 

〃 水道局 水道部 部長 

〃 教育委員会 教育部 部長 

〃 教育委員会 教育部 参事 

〃 教育委員会 指導部 部長兼教育研究所長 
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②中心市街地活性化推進本部 検討委員会 

委員長 経済文化部 次長 

副委員長 経済文化部 中心市街地活性化推進課長 

委員 経済文化部 商工振興課 課長 

〃 経済文化部 文化観光課 課長 

〃 経済文化部 文化観光課 主幹 

〃 経済文化部 農林水産課 課長 

〃 経済文化部 雇用対策課 課長 

〃 総務部 次長兼総務課 課長 

〃 総務部 総務課 市史編集担当 主幹 

〃 企画部 政策企画課 課長 

〃 企画部 プロジェクト推進室長兼担当主幹 

〃 企画部 財政課 課長 

〃 市民部 市民生活課 課長 

〃 市民部 平和・男女共同課 課長 

〃 健康福祉部 健康福祉総務課 課長 

〃 健康福祉部 障がい福祉課 課長 

〃 健康福祉部 高齢福祉課 課長 

〃 こどものまち推進部 こども企画課 課長 

〃 こどものまち推進部 保育・幼稚園課 課長 

〃 建設部 都市整備室 室長兼企画調整担当 技幹 

〃 建設部 都市整備室 都市計画担当 技幹 

〃 建設部 建築・公園課 課長 

〃 建設部 道路課 課長 

〃 建設部 区画整理課 課長 

〃 建設部 市営住宅建設課 課長 

〃 教育委員会 教育部 教育総務課 企画調整担当 主幹 

〃 教育委員会 教育部 施設課 課長 

〃 教育委員会 教育部 生涯学習課 課長 

〃 教育委員会 教育部 市民スポーツ課 課長 

 

【会議の開催状況】 

①中心市街地活性化推進本部 

◆第1回推進本部 

開催日：平成26年9月25日（木） 

内 容：次期中心市街地活性化基本計画の策定及び認定取得に向けた検討について 

 

◆第2回推進本部 

開催日：平成27年3月10日（火） 

内 容：次期中心市街地活性化基本計画の方向性について 
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◆第3回推進本部 

開催日：平成27年6月19日（金） 

内 容：次期中心市街地活性化基本計画の策定及び認定の取得について 

・次期基本計画の策定・認定に向けてのスケジュール 

・次期基本計画の策定に向けた検討体制等 

 

◆第4回推進本部 

開催日：平成27年12月22日（火） 

内 容：次期中心市街地活性化基本計画（素案）について 

        ・中心市街地活性化協議会からの意見書について 

 

②中心市街地活性化推進本部 検討委員会 

◆第1回検討委員会 

開催日：平成27年1月19日（月） 

内 容：①次期中心市街地活性化基本計画の策定・認定取得に向けて 

②中心市街地活性化調査検討業務の実施状況について 

 ・中心市街地の現状分析及び事業の実施状況について 

 ・市民アンケート調査結果について（中間報告） 

 ・目標達成状況分析について 

 ・中心市街地の現状と課題について 

 ・次期中心市街地活性化基本計画の方向性について（たたき台） 

 

◆第2回検討委員会 

開催日：平成27年2月17日（火） 

内 容：中心市街地活性化調査検討委託業務報告書について 

 

◆第3回検討委員会 

開催日：平成27年6月30日（火） 

内 容：次期中心市街地活性化基本計画の策定及び認定取得について 

    ・次期基本計画の策定及び認定に向けてのスケジュール 

    ・次期基本計画の策定に向けた検討体制について 

    ・関連事業の所管課ヒアリングの実施について 

 

◆第4回検討委員会 

開催日：平成27年10月5日（月） 

内 容：次期中心市街地活性化基本計画（素案）の概要及び掲載事業について 

    ・中心市街地活性化協議会における意見について 

 

◆第5回検討委員会 

開催日：平成27年12月14日（月） 

内 容：次期中心市街地活性化基本計画（素案）について 

    ・中心市街地活性化協議会からの意見書について 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

 

沖縄市中心市街地活性化協議会は、経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図る役割を

担う沖縄商工会議所と都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図る役割を担う特定非営利

活動法人まちづくりＮＰＯコザまち社中が中心となり平成20年11月25日に設立された。また、協

議を専門的な立場で行えるよう、協議会の下部組織として幹事会を設置するとともに平成27年度か

らは新たに地域の課題を共有、解決に向けた取組へとつなげるためエリア部会を設置した。 

 

（１）沖縄市中心市街地活性化協議会構成員 

①中心市街地活性化協議会 

団体名 団体役職名 備考 

沖縄商工会議所 会頭 経済活力の向上 

沖縄商工会議所 専務理事 経済活力の向上 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 理事長 都市機能の増進 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 副理事長 都市機能の増進 

沖縄市商業活性化推進協議会 会長 商業の活性化 

コザ商店街連合会 会長 商業の活性化 

コザ商店街連合会 副会長 商業の活性化 

沖縄市 経済文化部長 市 

沖縄市 建設部長 市 

沖縄国際大学産業情報学部 教授 大学教授 

沖縄警察署 地域交通官 治安・交通 

沖縄市自治会長協議会 会長 住民代表 

沖縄市婦人連合会 会長 消費者 

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 会長 観光の活性化 

沖縄市文化協会 会長 教育文化 

社団法人沖縄青年会議所 理事長 地域経済 

沖縄市金融協会 会長 地域経済 

沖縄市建設業社会 会長 地域経済 

社団法人沖縄市シルバー人材センター 事務局長 医療福祉 

社会福祉法人沖縄市社会福祉協議会 会長 医療福祉 

 

オブザーバー 

団体名 団体役職名 備考 

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課 課長  

     〃     開発建設部 建設産業・地方整備課 課長  

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課 課長  

 〃  土木建築部 都市計画・モノレール課 課長  
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②幹事会 

団体名 団体役職名 備考 

沖縄国際大学産業情報学部 教授 大学教授 

沖縄商工会議所 専務理事 経済活力の向上 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 副理事長 都市機能の増進 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 理事 都市機能の増進 

沖縄市商業活性化推進協議会 会長 商業の活性化 

コザ商店街連合会 会長 商業の活性化 

コザ商店街連合会 副会長 商業の活性化 

銀天街商店街振興組合 青年部長 商業の活性化 

株式会社プラザハウス 取締役社長 商業の活性化 

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 事務局長 観光の活性化 

沖縄市 経済文化部長 市 

沖縄市 建設部長 市 

 

③エリア委員会 

【胡屋地区】 

団体名 団体役職名 備考 

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 事務局長  

社会福祉法人沖縄市社会福祉協議会 事務局長  

公益社団法人沖縄市シルバー人材センター 就業機会開拓推進員  

一般社団法人沖縄青年会議所 専務理事  

沖縄市青年団協議会 会長  

沖縄商工会議所 地域振興課長  

特定非営利活動法人 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 

理事  

沖縄市文化協会 会長  

コザ商店街連合会 会長  

コザゲート通り会 会長  

沖縄市センター商店街振興組合 理事長  

センター自治会 自治会長  

中の町地区まちづくり推進協議会 副会長  

胡屋大通り会 副会長  

コザ信用金庫 本店営業部長  

 

【コザ十字路地区】 

団体名 団体役職名 備考 

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 事務局長  

社会福祉法人沖縄市社会福祉協議会 事務局長  

公益社団法人沖縄市シルバー人材センター 就業機会開拓推進員  

一般社団法人沖縄青年会議所 専務理事  
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沖縄市青年団協議会 会長  

沖縄商工会議所 地域振興課長  

特定非営利活動法人 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 

監事  

沖縄市文化協会 専務理事  

銀天街関係者   

越来自治会 自治会長  

城前自治会 自治会長  

照屋自治会 自治会長  

安慶田自治会 自治会長  

安慶田土地区画整理事業推進協議会 副理事長  

 

【山里地区】 

団体名 団体役職名 備考 

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 事務局長  

社会福祉法人沖縄市社会福祉協議会 事務局長  

公益社団法人沖縄市シルバー人材センター 就業機会開拓推進員  

一般社団法人沖縄青年会議所 専務理事  

沖縄市青年団協議会 会長  

沖縄商工会議所 地域振興課長  

特定非営利活動法人 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 

理事  

株式会社プラザハウス マーケティングチーフ  

久保田自治会 自治会長  

山里自治会 自治会長  

沖縄市山里第一地区市街地再開発組合 理事長、事務局長  

諸見里地域活性化有志の会 委員長  

 

 

（２）中心市街地活性化協議会の開催状況 

【沖縄市中心市街地活性化協議会組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オブザーバー 

市民・外部団体 

 

幹事会 

総会 

エリア委員会 

胡屋地区、山里地区、 

コザ十字路地区 

沖縄市中心市街地活性化 
協議会 

沖縄商工会議所 

コザまち社中 

沖縄市中活推進課 

協議会事務局 
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①協議会 

回数 開催日 会議の内容（議題） 

第1回 平成26年5月14日 ・平成25年度事業報告書及び決算書について 

・平成26年度事業計画書(案)及び予算計画書(案)について 

第2回 平成26年9月18日 ・次期中心市街地活性化基本計画策定に向けた検討について 

第3回 平成26年3月9日 ・次期中心市街地活性化基本計画の方向性について 

・質疑応答、意見交換 

第4回 平成27年6月10日 ・平成26年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について 

・平成27年度事業計画書(案)及び収支予算書(案)について 

・法律の改正に伴う規約改正(案)について 

・その他 第5回 平成27年11月16日 ・次期中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書（案）

について 

第6回 平成28年6月7日 ・中心市街地活性化基本計画の最終フォローアップに関する

報告について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

第7回 平成29年6月7日 ・中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する

報告について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

第8回 平成30年6月11日 ・平成29年度事業報告書（案）及び決算書（案）について 

・平成30年度事業計画書（案）及び予算書（案）について 

・中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する

報告について 

第9回 令和元年6月17日 ・平成30年度事業報告書（案）及び決算書（案）について 

・令和元年度事業計画書（案）及び予算書（案）について 

・中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する

報告について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 令和2年2月21日 ・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更申請に伴う意見聴

取を書面にて実施 

 令和3年2月8日 ・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更申請に伴う意

見聴取を書面等にて実施 

 

②幹事会 

回数 開催日 会議の内容（議題） 

第1回 平成26年4月25日 ・平成25年度事業報告書(案)及び決算書(案)について 

・平成26年度事業計画書(案)及び予算計画書(案)について 

第2回 平成26年9月18日 ・次期中心市街地活性化基本計画策定に向けた検討につい

て 
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第3回 平成27年1月28日 ・次期計画の策定に向けた調査検討について 

・調査検討事業の中間とりまとめ報告 

・質疑応答、意見交換 

第4回 平成27年3月19日 ・次期計画の策定に向けた調査検討について 

・質疑応答、意見交換 

・調査検討事業の中間とりまとめ報告 

・質疑応答、意見交換 

第5回 平成27年5月25日 ・平成26年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について 

・平成27年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)について 

第6回 平成27年7月17日 ・エリア委員会について 

・シンポジウム開催について 

第7回 

 

平成27年9月11日 

 

・意見書提出に向けた今後の取組み内容やスケジュールに

ついて 

・第 1 回エリア委員会（胡屋地区、コザ十字路地区、山里

地区）の意見検討について 

第8回 平成27年10月9日 ・次期沖縄市中心市街地活性化基本計画の概要（案）につ

いて 

第9回 平成27年10月30日 ・次期中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書（素

案）について 

第10回 平成28年5月23日 ・中心市街地活性化基本計画の最終フォローアップに関す

る報告について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

第11回 平成28年9月30日 ・第2期沖縄市中心市街地活性化基本計画の概要について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

第12回 平成29年5月9日 ・中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関す

る報告について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

第13回 平成29年11月8日 ・シンポジウムの開催について 

 

第14回 

 

平成30年5月16日 

 

・平成29年度事業報告書（案）及び決算書（案）について 

・平成30年度事業計画書（案）及び予算書（案）について 

・中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関す

る報告について 

第15回 令和元年5月21日 ・平成30年度事業報告書（案）及び決算書（案）について 

・令和元年度事業計画書（案）及び予算書（案）について 

・中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関す

る報告について 

・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 令和2年2月21日 ・沖縄市中心市街地活性化基本計画の変更申請に伴う意見

聴取を書面にて実施 
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③エリア委員会 

【胡屋地区】 

回数 開催日 会議の内容（議題） 

第1回 平成27年8月5日 ・沖縄市中心市街地の現状について 

・胡屋地区における課題、問題点の情報共有について 

第2回 平成27年10月1日 ・前回のエリア委員会の課題の整理及び解決策について 

第3回 平成27年10月22日 ・前回のエリア委員会の総括について 

 

【コザ十字路地区】 

回数 開催日 会議の内容（議題） 

第1回 平成27年8月7日 ・沖縄市中心市街地の現状について 

・コザ十字路地区における課題、問題点の情報共有について 

第2回 平成27年9月30日 ・前回のエリア委員会の課題の整理及び解決策について 

第3回 平成27年10月21日 ・前回のエリア委員会の総括について 

 

【山里地区】 

回数 開催日 会議の内容（議題） 

第1回 平成27年8月12日 ・沖縄市中心市街地の現状について 

・山里地区における課題、問題点の情報共有について 

第2回 平成27年10月2日 ・前回のエリア委員会の課題の整理及び解決策について 

第3回 平成27年10月23日 ・前回のエリア委員会の総括について 

 

【合同開催】 

回数 開催日 会議の内容（議題） 

第1回 平成28年10月27日 ・第2期沖縄市中心市街地活性化基本計画の概要について 

・シンポジウムについて 

第2回 平成29年 2月 8日 ・沖縄市中心市街地活性化基本計画（H28～H32年度）におけ

る課題について  ・シンポジウムの総括について 

 第3回 平成29年12月19日 ・沖縄市中心市街地活性化基本計画（H28～H32年度）におけ

る課題について  ・シンポジウムについて 
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（３）基本計画に対する協議会からの意見書 

 

平成27年12月2日 

 

沖縄市長 桑江 朝千夫 様 

沖縄市中心市街地活性化協議会 

会長 新垣 直彦 

 

 

次期沖縄市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書 

 

中心市街地の活性化に関する法律第15条第9項の規定に基づき、下記により次期沖縄市中心市街地活性化基本

計画（案）に関する意見書を提出いたします。 

 

1. はじめに 

                                          

 

沖縄市は、平成22年３月に沖縄市中心市街地活性化基本計画（以下、「現計画」）を策定され、「コザらしい生活

ができるまち」をテーマとし、中心市街地の賑わいを再生するための総合的な取り組みを展開されています。 

現計画において、中心市街地内の拠点の機能強化やハード・ソフトを組み合わせた多様な主体等による連携した

取組の実施等により、歩行者通行量や都市福利施設の利用者数が増加するなど一定の成果がありました。今後とも、

まちの顔の再生・地域の魅力再生を通じ市民の愛着を取り戻すことや都市経営の視点等、将来に渡って持続可能な

中心市街地を維持という沖縄市のまちづくりの目的から、居住や雇用、公共などの生活の場としての機能の充実と

併せて、中心市街地ならではの人と人のつながりを活かした商業や観光、地域との連携等による交流機能の拡充を

図ることなどが求められています。 

このような状況を踏まえ、沖縄市は中心市街地のまちづくりの考え方と将来像を示すべく、現計画に引き続き、

次期沖縄市中心市街地活性化基本計画（案）（以下、「次期計画案」）を策定されました。 

沖縄市中心市街地活性化協議会（以下、「協議会」）は、この次期計画案について、行政及び幅広い団体等の構成

による委員により、計画づくりの観点から協議を行いました。これまでの審議過程を踏まえ、次期計画案に掲げる

事項について、人口減少と高齢化に伴う財政需要の増加、および、中央・地方政府の財政が逼迫する中、中心市街

地は市税収入増加と交流人口による文化発展・創造と富を生み出す地域であり、ひいては、これらの恩恵を沖縄市

民全体が享受できるとの再認識と確認の下、以下のとおり意見書を提出いたします。 

2. 本協議会の意見 

                                          

 

① 中心市街地活性化のテーマについて 

現計画の取組によって、交流人口が増加し、賑わいの創出は一定の効果がありましたが、市民アンケート調査等

から市民が活性化の効果を実感できる状態には至ってない状況です。また、中心市街地の定住人口の減少も続き、

中心市街地活性化の抜本的な問題の解決が行われていません。従って、現計画の取組の継続を基本としながらも、

交流街としての機能を強化していき、居住人口を定着させるための課題への対応を強化することが必要です。 

次期計画の方向性として、「豊かな地域資源と連動した訪れたいと思える魅力の強化」と「まちの付加価値の向 

上と住みたいと思える環境づくり」は、これらの課題を解決すべきものであり、テーマの「住みたい・訪れたい
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魅力あふれるコザのまち」は課題に対する方向性に沿った内容であり、重要であるとの共通認識に至りました。 

 

② 中心市街地の区域設定について 

次期計画の区域は、現計画の設定区域にコザ運動公園に隣接する用地が追加されています。コザ運動公園内に多

目的アリーナの施設整備が予定されており、その経済効果を促進させるため周辺地域に付帯する産業との連携と誘

致･育成が重要であり、民間企業などが活用する可能性が考えられます。また、本協議会においてエリア委員会（山

里地域、胡屋十字路地域、コザ十字路地域）、における課題の集積や情報共有を行い、それぞれが中心市街地にお

ける役割を認識し、互いに補完しあうコンパクトな中心市街地を目指します。また、多くの集客が見込める「沖縄

こどもの国」「コザ運動公園」「市民会館」を含むことにより、集客をまちなかに回遊させ活性化が図られると考え

られます。沖縄市全体の都市設計や都市デザインの観点からも、中心市街地活性化に繋がる施策を展開していただ

きたい。 

 

③ 地域ビジョンの形成について 

国道拡幅等に伴う残地の活用、地域ならではの歴史文化資源を活かした文化交流の発信拠点づくりや歴史的資源

を活用したまちづくり、また子ども、高齢者や身障者などに優しいまちを目指すなど、地域が目指す未来のまちの

姿があります。それら地域住民自らが描くビジョンを反映させた計画策定にご配慮いただきたい。 

 

④ 住環境（定住に関する）事業について 

次期計画案のテーマの一部である「住みたい」に関連する事業は、市民アンケートからは十分であるとは言いが

たい状況です。住環境における環境整備として再開発事業や区画整理事業は掲載されていますが、市民アンケート

からは、地域内の構造物の老朽化が甚だしく、快適に住めるような状況ではないとの意見も多数寄せられています。

まちなか居住を推進するためには都市づくりビジョン、都市デザインや都市コンセプト、地権者･所有者･地上権保

有者の現状確認と活性化に向けた調整、さらには、地域住民の計画への参画が必要であり、それらに配慮していた

だき、子育て世代、高齢者などが安心して暮らしやすい環境整備事業に取り組んでいただきたい。 

 

⑤ 中心市街地の交通網について 

現計画で実施された「沖縄市中心市街地循環バス事業」は概ね好評ですが、その他地域においても運行の要望が

強く出ているため、中心市街地外からの流入を目的としたアクセス強化及びルート拡充など検討していただきた

い。また、自動車利用の来街者も考慮し駐車場環境の整備事業に取り組んでいただきたい。 

 

⑥ 宿泊施設の誘致について 

沖縄市は、沖縄全島エイサーまつり、沖縄国際カーニバルをはじめとするイベント等の集客のみならず「スポー

ツコンベンションシティ」宣言によりスポーツ交流のまちづくりを推進し、多数のスポーツ関係者が訪れています。

また、コザ運動公園施設整備の効果として、中心市街地への集客数も増えています。しかしながら、沖縄市におい

ては宿泊施設が不足しており、結果的に市外へ宿泊し、人的交流と経済的交流の機会を逸している現状が見受けら

れます。次期計画においては、中心市街地内の宿泊環境を整備し、来街者の増加によるにぎわい創出へと繋がるこ

とを期待します。 

 

3. 取り組み体制の強化について 

                                          

 

中心市街地の活性化を推進するにあたり、関係者や関係団体のみならず市民などへの理解と協力を得て一体的な
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取り組みが求められることから、中心市街地活性化の取り組みについての周知、地域の意見を反映できる仕組みづ

くりを行うことは重要です。 

また、地域における商業関係者は、個人経営者が多く関連事業への参加が困難であるため、組織強化の仕組みを

構築しつつ個人経営から組織経営への転換を図る必要があります。これらを実現するための主体として、タウンマ

ネジメントの発想と実践が重要であるとともに、民間を主体とした持続可能な活性化を展開していくことが必要で

す。 

事業の熟度不足や、事業立案などが対応出来なかった等の理由により掲載されなかった事業についても継続的に

検討し、一定の基準に達した事業については追加掲載、または計画の一部変更を行うなど柔軟な対応をお願いし、

またこれらの事業により基本計画の目標達成、効果増進を測っていただくようお願いいたします。 

 

また、次期沖縄市中心市街地活性化基本計画がより効果的にする上では、追加的事業立案や既存の事業案の変更

に関しては、中心市街地活性化の関係者等の責任ある関与の上、意見を聴取し、意見の反映と都市デザインやタウ

ンマネジメントとの整合性を図る市民と行政の仕組み作りの構築が必要です。 

協議会は今後も、行政や関係団体等と相互に連携を図りながら、地域が自主的かつ自立的に取り組めるよう、総

合的かつ一体的に中心市街地の活性化を推進していきます。 

 

4. おわりに 

                                          

 

協議会は、沖縄市の中心市街地活性化を推進するため、次期基本計画（案）の推進や中心市街地の活性化施策に

ついて継続的に協議を行うとともに、周辺商店街、民間事業者、地域との連携を密にし、市全域の発展に尽力いた

します。 

沖縄市におかれましても、協議会とともに中心市街地活性化の意義である「中心市街地が活性化することにより

広く沖縄市民に還元される」との役割にご配慮いただき、基本計画認定後も事業推進に対し積極的に取り組んでい

ただくことを要望します。 

 

（４） フォーラム及びセミナー開催について 

【沖縄市中心市街地活性化フォーラム】 参加人数：約300人 

日 時：平成27年8月21日（金） 

場 所：ミュージックタウン音市場３Ｆ 

主 催：沖縄市中心市街地活性化協議会 

テーマ：「中心市街地の活性化は何のためにあるのか？」～次期基本計画に向けての展望と課題～ 

［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

 

（１）地域住民等のニーズの把握による事業及び措置の推進 

本計画策定にあたっては、市民の中心市街地に対する現状認識や中心市街地の利用状況、過

去の取組みに対する評価、活性化に向けた意向等を把握するため、平成26年度に中心市街地活

性化調査検討委託業務を実施し前計画の検証作業を実施した。 

その中で10月に市民アンケート調査を実施し、基本計画策定のための基礎資料とした。 

また、中心市街地で商店街活動等を行っている商店街振興組合、通り会等を対象として、活

動の現状や課題、今後の展望を把握するため、ヒアリング調査を実施し、市民アンケート同様、

基本計画策定のための基礎資料とした。 
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さらに、地域のニーズ把握と合わせて、中心市街地活性化に向けた地域全体の気運醸成を図

るため、以下のフォーラム等を開催した。 

 

（２）地域連携に基づく取り組みの推進 

基本計画に基づく各種個別事業・施策を効果的かつ確実に実施していくためには、関係者の 

役割を明確にした上で、事業の準備段階から連携を図ることが不可欠となる。 

そのため、地域住民や商業関係者等の主体的な活動を促進しつつ、中心市街地活性化に資する

事業に対して、市としても必要な助言及び支援措置を積極的に行っていくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


