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３．中心市街地の活性化の目標 

[１]中心市街地の活性化の目標 

本市では、中心市街地活性化の２つの基本方針「コザ文化の魅力を活かしたにぎわいづくり」、

「住む人目線で良好な生活ができるまちづくり」に対応した目標を以下のとおり設定し、具体的

な活性化策に取り組むこととする。 

 

（基本方針１）「コザ文化の魅力を活かしたにぎわいづくり」に対応した目標 

 

（目標１） まちなか交流の促進によるにぎわいの創造 

本市は、国際色豊かな街並みや音楽・芸能など魅力的な地域資源（コザ文化）を有して

いる。胡屋十字路地域を中心に音楽によるまちづくりを一層推進し、コザ・ミュージック

タウンの集客力向上に資する取り組みを展開することにより、コザ文化を活かしたまちな

かにおける交流人口の拡大によるにぎわいの創造を目指す。 

また、商業機能を有する各商店街地区においては、市民ニーズに即した空き店舗の有効

活用や商業者の自主的な活動による魅力ある店舗の創出及び効果的な情報発信によるイ

ベント開催など、各商店街や通り会、そしてまちづくりに関わる民間団体との連携を強化

し、魅力ある商業空間の創出に取り組む。 

さらに、各地域の商店街などの商業地域及び「沖縄こども未来ゾーン（沖縄こどもの国）」

や「コザ運動公園」など周辺の集客拠点施設との一体性を確保するとともに、回遊性を高

めるための仕組みを活用することにより中心市街地全体の活性化を目指す。 

 

（基本方針２）「住む人目線で良好な生活ができるまちづくり」に対応した目標 

 

（目標２） 中心市街地全体としての付加価値の向上による生活環境の改善 

今後は人口減少に対応した市街地再開発や区画整理事業などの居住ストックの確保は

もとより、多くの市民が利用する福利サービスの機能強化を図るとともに、市民ニーズの

高い新図書館整備など都市福利施設の充実・強化を推進し、街の付加価値を向上させ、中

心市街地全体としての魅力をさらに高めることによる中心市街地における生活環境の改

善に取り組む。 

また、前計画に位置付けられたものの、その遅延等により効果が発現していない事業を

加速的に推進するなど、具体の居住に繋がる施策を実施する。さらに、子育てや雇用促進

をサポートする仕組みを充実させる。 

これら複合的な取り組みを並行して実施することにより、本市独特なコザ文化に満ち溢

れた良好な生活環境の中で、ひとびとが生活し、学び、働く、暮らしの場やさまざまな交

流活動が行える場としての魅力を高め、まちの「顔」としての中心市街地における良好な

生活空間の創出を目指す。 
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[２]計画期間 

計画期間は、既に進捗している事業及び本計画に位置付けた事業が完了し、効果が発現するま

での時期を考慮し、平成28年4月から令和4年3月末までとする。 

 

 

[３]数値目標 

(１）評価指標設定の考え方 

本計画では、中心市街地を活性化していくために設定した目標について、それぞれ定量的な

評価指標及び数値目標を設定する。 

 

《基本方針》 

 

 

 

 

 

《活性化の目標》 

 

 

 

 

 

 

《評価指標》 

 

 

 

 

 

《参考指標》  空き店舗率（％） 

 

目標１「まちなか交流の促進によるにぎわいの創造」に関する数値目標 

評価指標： 

本市は、異文化と伝統文化、それらが融合して生まれた固有の「コザ文化」と、それを象徴す

る「多彩な音楽」という「地域資源」の積極的な活用を基軸にして、中心市街地の活性化の取り

組みを進めていく。本市には既に拠点施設として「コザ・ミュージックタウン」が整備され、今

後は（仮称）青年エイサー会館、各種スポーツやイベントに対応した多目的アリーナの整備を計

画している。活性化の戦略のひとつは、こうした地域資源を最大限に活かし、中心市街地内の来

街者の増加を促し、まちなかに人々が集まることで、まさに「交流街」としてのにぎわいの創造

を目指すことにある。したがって、こうしたにぎわいを測定する評価指標として「歩行者通行量

（休日）」及び「観光関連施設の入込客数（人／年）」を設定する。 

基本方針１ 

 コザ文化の魅力を活かした 

にぎわいづくり 

基本方針２ 

 住む人目線で良好な生活ができる 

まちづくり 

目標１ 

 まちなか交流の促進によるにぎわい

の創造 

目標２ 

 中心市街地全体としての付加価値の

向上による生活環境の改善 

 歩行者通行量（休日）  都市福利施設の年間利用者数（人／年） 

 

観光関連施設の入込客数（人／年） 

 観光関連施設の入込客数（人／年）  居住人口の増減率（%） 

歩行者通行量（休日） 
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目標２「中心市街地全体としての付加価値の向上による生活環境の改善」に関する数値目標 

 

評価指標： 

 

中心市街地には、公共公益や商業のほか、医療、福祉、教育、文化といった都市機能が多数集

積し、本来、市民にとって利便性の高い市街地が形成されているにも関わらず居住意向は低く、

中心市街地における人口は減少し続けている。中心市街地郊外部に対して相対的に地位が低下し

ている現状を打破し、住む人目線での良好な生活ができるまちをつくるために、既に集積してい

る都市機能のレベルアップや市民が求めている機能を新たに付加するなど、中心市街地全体とし

ての付加価値を高め、住みたいと思える環境を創出する。したがって、都市福利を促進させる仕

組みの充実等により住民サービスの向上を図り、その活用度による生活環境の改善を確認するた

めに、「都市福利施設の年間利用者数」を評価指標とするとともに、人口減少傾向の抑制効果を

測るため「居住人口の増減率」を評価指標として設定する。 

 

(２)評価指標に基づく数値目標の設定 

指標１：歩行者通行量（休日） 

【数値目標】 

評価指標 現況値（Ｈ26年） 目標値（R3年） 備考 

歩行者通行量 8,866人/日 9,380人/日 ８調査点 

※調査時期についての考え方 

歩行者通行量の調査時期については、大規模なイベントが行われていない休日において、午前10時から午後19時30分まで計測す 

るものとする。 

 

ア．トレンド・将来推計 

【歩行者通行量の推移及び目標値】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、毎年、歩行者通行量調査を実施しているが、近隣市町村への大型商業施設の進出

や、中心市街地内の大型ショッピングセンターの撤退、本市郊外への大規模集客施設の立地等

により急激に減少したが、その後、こうした減少傾向は緩やかになり、前期計画の取組により

増加傾向がみられ、過去からの推移を全体的に見ると増加のトレンドを示している。 

計画期間最終年度の推計値を算出すると現況値より減少となる見込みであり、実施される各

活性化事業の展開により以下の数値目標を設定するものとする。 

 

都市福利施設の年間利用者数（人／年） 

※平成21年より新たに追加した調査地点については、全調査地点のトレンドから過去の数値を推計。 

（人） 

居住人口の増減率（％） 

5,816

6,100
6,692

7,165

5,964

7,475

8,524

8,974

8,076

8,866

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

目標値 9,380人

推計値 8,573人
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【歩行者通行量調査地点一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足指標】 

中心市街地での回遊性や生活利便性を高めることにより、にぎわいの創出、まちとしての付 

加価値を創出し、中心市街地の活性化に資することを目的に「中心市街地循環バス事業」を実 

施、2ルート、計24の乗降地点で運行している。 

「中心市街地循環バスの乗降客数」を毎年計測し、歩行者通行量を補足することにより、ま 

ちなかの回遊性を測る。 

 

イ．数値目標設定の考え方 

(１)「（仮称）青年エイサー会館整備事業」による歩行者通行量の増加 

来訪者の誰もが地域資源であるエイサーを見る・

知る・触れる（体験する）といったことができるよ

う、エイサーの演舞鑑賞や体験、解説展示、映像展

示などを実施する施設を整備することで、市民・県

民の生涯学習や観光客の文化学習に寄与する。また、

集客拠点である「コザ・ミュージックタウン」内に

新設することにより、まちなかのにぎわいの創出に

繋げる。 

 

≪事業における効果≫ 

コザ･ミュージックタウン前における歩行者通行量調査（平成21年度）では、「コザ･ミュー

ジックタウン」への入場者のほぼすべてが調査地点を通過している。徒歩だけでなく、自家用

車で来る利用者についても、近隣駐車場や当該施設の駐車場を利用し、その動線上、確実に同

調査地点を通過することとなっている。 

したがって、下記の入場者数や興行・イベント等（年間の土日104日に1日1回想定）の利

用者数の1日あたりの集客数をそのまま通行量の増とする。 
 

１）会館入場者数による年間集客数 

内容 項目 想定入場者数 備考 

情報展示室 大人 17,000人/年 H24年度コザヒストリート実績15,042人 

H24年度市立博物館実績：17,867人 

こども 4,500人/年  

合計  21,500人/年  

21,500人/年 ÷ 365日 ≒  58人/日  

 

 対象地域 調査箇所 エリア 

1 サンシティ 旧沖縄市観光協会前 胡屋十字路 

2 一番街 ＫＧＡ前 胡屋十字路 

3 中央パークアベニュー 一番街入口トモヤス時計店前 胡屋十字路 

4 中の町 中頭スポーツ店前 胡屋十字路 

5 コザゲート通り 明光めがね店前 胡屋十字路 

6 銀天街 旧髙江洲薬局前 コザ十字路 

7 ミュージックタウン ミュージックタウン前 胡屋十字路 

8 山里 山里バス停前 山里 

資料：「H26エイサーのまちづくり基本計画報告書」 
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２）各種プログラムによる年間集客数 

体験内容：エイサー演舞披露、エイサー体験、展示ガイド（約2時間） 

コース名 内容 利用者数 備考 

修学旅行向け エイサー体験＋展示ガイド 約2,000人/年 ※H26 年度利用者実

績の30%増を設定 

観光客向け エイサー演舞披露＋体験 約1,800人/年  

県民向け エイサー演舞披露＋体験 約1,000人/年  

まち歩きプログラム 展示ガイド+まち歩き 約1,305人/年  

資料：「（仮称）青年エイサー会館管理運営計画」 

■利用者数の参考事例について 

修学旅行利用者数：1,538人（H26年度）  

※沖縄県の修学旅行生は約44万人。沖縄市の受入は0.9％程度。今後会館整備に伴い受入増が期待でき 

るものとして、30％増の数値（2,000人）を目標として掲げる。 

2,000人－1,538人＝462人増/年 

（462人+1,800人+1,000人+1,305人）÷104日（年間土日）≒ 43人/日 
 

≪「（仮称）青年エイサー会館整備事業」による効果（合計）≫ 

１）＋２）＝  58人 ＋ 43人 ＝101人/日 

上記により、商店街及びその周辺における１日当たりの歩行者通行量の増加数を101人/日  

と見込む。 

 

 

(２）「図書館建設推進事業」による効果 

現在の図書館（在上地：中心市街地内）は、建物

の老朽化はもとより、施設・駐車場の狭隘並びに本

市人口に対する蔵書数の不足などから、都市福利施

設として市民の利便性が高いとは言えない。そこ

で、商業施設の主力テナント撤退後の空き床に図書

館を移転させ、さらなる市民の利便性の向上を図

る。 

移転後は、施設規模が現図書館の約3倍の規模と

なる。蔵書数の増加及び新システムの導入、さらに

大規模な既設駐車場を共用できることから、利便性

が向上し相当程度の利用者が見込まれる。 

 

≪事業における効果≫ 

○新図書館における本の収蔵数  約274,330冊（H32年度）生涯学習課より …①  

○新図書館における年間の利用者数  約94,500人 

     ●現在の図書館における本の収蔵数と整備後の新図書館の収蔵数の関係により年間の利用

者数を見込む 

      現在の図書館における本の収蔵数  約185,747冊 ･･･② 

      規模の拡大に伴う収蔵数の増加率  47.7% 

      ①÷②－１＝274,330冊÷185,747冊－１≒ 47.7% ･･･③ 

      現在の図書館における年間利用者数 64,030人/年 ･･･④ 

新市立図書館のイメージ図 
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      ④×（１＋③）＝64,030×（１＋47.7%）＝ 94,572.31人/年 ≒ 94,500人/年 …⑤ 

 

●胡屋十字路エリアにおける歩行者通行量調査では、新市立図書館の徒歩利用者が、その動線上、 

確実に調査地点を通過すると想定し、新図書館への市民意識調査（沖縄市立図書館整備基本 

計画）より、調査地点の通過数を見込む。 

 

【アンケート質問】新図書館への交通手段について  「市図書館整備基本計画（市民意識調査）」参照 

「自家用車」75.6％、「徒歩」7.2％、「バス・タクシー」5.8％、「市内巡回バス」4.0％、 

 

徒歩にて利用が想定される割合 「徒歩」7.2％＋「バス・タクシー」5.8％＝13％…⑦ 

 

⑤×⑥ ＝ 94,500人/年 × 13％ ＝ 12,285人/年 ≒ 12,200人/年 

 ≪「図書館建設推進事業」による効果≫ 

1日あたりの増加数  12,200人/年 ÷ 280日（目標開館日数）≒ 43人/日 

 

 

(３)「（仮称）雇用促進施設等整備事業」による効果 

 

≪事業における効果≫ 

  事業効果のうち、歩行者通行量に関わる部分として、新設されるインキュベーション部分にて

従事する職員数を推計する。職員数は市内類似施設1人当たりの事務スペース面積より算出する。 

 

【雇用促進施設機能の職員数】 

項目 数字 備考 

配置面積 2,080㎡ インキュベーション施設の面積 

新設職員 274人 事務空間 7.6㎡/人で算出※ 

※市内類似施設における面積あたりの雇用者数の平均値より算出。資料：「H25年度商店街整備等支援施設調査報告書」 

 

 

 ≪「雇用促進施設等整備事業」による効果≫ 

施設に在駐となる職員は、年間を通して自家用車（施設近隣駐車場を利用）やバスにて 

通勤し調査地点を通過すると想定し、1日当たりの通行量として加算する。  274人/日 
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(４）「山里第一地区市街地再開発事業」による効果 
 

 当該事業は、多世代にわたる世帯を想定した住宅供給

や商業施設・社会福祉施設等の立地促進によりコミュニ

ティ（地域力）の再生を図ることを目的とした事業であ

る。住宅棟のほか、スーパーマーケット等の商業施設な

ど、地域の生活利便性、公益性に配慮した施設配置を実

施する。 

歩行者通行量の算出に当たっては、当該地区に新たに

整備される商業施設の利用者を増加分として想定する。

当該施設の徒歩圏である半径 300m 圏内に住む住民を対象として歩行者通行量を見込み、山里地

区の調査地点は当該施設前に位置することから、こうした利用者すべてが調査地点を通過するも

のとする。 

 

【事業実施個所及び集客対象区域】 

 

                        [対象区域の居住人口] 

                       約2,200人 

                       （再開発事業実施地区の居住人口を除く） 

                        [対象エリアの世帯数] 

                         約800世帯 

 

 

 

 

対象区域に居住する人のうち、図右側（赤実線枠部分）区域の住民は施設利用の際、確実に歩

行者通行量調査点を通過すると考えられるが、図左側（青色点線枠部分）区域の住民は裏口を利

用することが想定される。このため歩行者通行量の積算に当たっては、半径 300m圏内の居住人

口のうち、確実に調査点を通過すると考えられる図赤実線枠部分の人口を対象として積算する。 

 

  ≪事業における効果≫ 

   近隣住民の商業施設利用による通行量の増加 

    ○山里第一地区市街地再開発事業周辺地域における再開発商業施設利用者  800人（世帯） 

    ○再開発商業施設利用者のうち、通行量調査点を通過することが見込まれる利用者  89人 

     ●住民基本台帳における再開発事業周辺地域（半径300m圏内）の人口・世帯数、市民イン

タビューから推計 

      周辺世帯数：800 世帯（うち調査点を確実に通過することが想定される区域（図赤実線枠

部分）に係る世帯数約445世帯･･･①） 

      休日買物率：休日に自宅周辺の商業施設で日用品を買う人の割合 20%･･･②  

（市民インタビューによる） 

≪「山里第一地区市街地再開発事業」による効果≫  ①×②＝445世帯×20% ≒ 89人/日 

 

 

 

 

 

歩行者通行量調査点 

整備後のイメージ 
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(５）「商店街スポーツイベント等連携促進事業」による効果 

当該事業は、沖縄市体育館で開催されるプロバスケットボールチームの試合に訪れる市 

内外の観客を商店街に誘導、回遊させるため、商店街等とスポーツイベントの連携により、 

地域への波及効果を創出し、商店街等の活性化を図ることを目的とする。 

歩行者通行量の算出に当たっては、商店街ポイントラリー参加者を増加分として想定。 

 

 

 

 

 

 

≪事業における効果≫ 

経済的な波及効果を創出するために、試合会場に訪れるファンや観客に対し商店街等の店舗情報 

を掲載したパンフレットを配布することによりポイントラリーを実施。その効果として、商店街周 

辺における歩行者通行量の増を見込む。 

     ●平成26年度 入場者に対するポイントラリー付与者数の割合 

1,565人/年 ÷ 26,195人/年  ≒ 6.0% …① 

     ●アリーナ供用時の入場者のうち、平成26年度と同率のポイントラリー参加者がまちなか

を回遊すると想定 

130,000人/年 × ① ＝ 7,800人/年 

1日あたりの歩行者通行量として算出 

7,800人/年 ÷ 26日  = 300人/日 

 

  (１)～(４)の事業実施による歩行者通行量の全増加分 

(1)101人/日 ＋ (2)43人/日 ＋（3）274人/日 + (4)89人/日 +（5）300人＝807人/日 

事 業 名 効果 備考 

現況値（H26） 8,866人 ①  

推計値（R3） 8,573人 ②  

目標値（R3） 9,380人 ③ 

事業効果 807人 ③－② 

 (１)（仮称）青年エイサー会館整備事業 101人  

 (２) 図書館建設推進事業 43人  

（３）（仮称）雇用促進施設等整備事業 274人  

（４）山里第一地区市街地再開発事業 89人  

（５）商店街スポーツイベント等連携促進事業 300人  

その他活性化を補強する主な事業 
     ・ミュージックタウン推進事業 

     ・プロムナードコンサート事業 
     ・音楽によるまちづくり事業 
     ・商店街店舗改修工事支援事業 

     ・商店街賑わい創出事業 
・沖縄市中心市街地循環バス事業 

     ・音の回廊事業 

     ・中心商店街駐車場利用促進事業 
・（仮称）雇用促進施設等整備事業 
・まちゼミ事業 

―人  

 

 

 

 

 

 対象試合数 入場者総数 ﾎﾟｲﾝﾄﾗﾘｰ付与 

平成26年度 8 26,195人/年 1,565人/年 

アリーナ供用時 26 130,000人/年 7,800人/年 

資料：「平成27年度商店街スポーツイベント等連携促進事業業務委託実施報告書」 
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【令和元年９月変更時の状況】 

平成３０年度フォローアップでは、指標１：歩行者通行量（休日）の目標値９，３８０人／日

に対し、６，３５２人／日の状況。沖縄市中心市街地内で循環バスを運行していたが、区域外ま

でルートを拡充して運行する沖縄市循環バス事業を実施することで、来街者・市民を中心部へ誘

導し、中心市街地の回遊性を高める。指標１の達成に寄与することから、事業追加を行う。 

 

【令和3年3月変更時の状況】 

令和元年度フォローアップでは、指標1：歩行者通行量（休日）の目標値９，３８０人／日に対

し、６，７２９人／日の状況。そのため計画期間を令和 3年 3月から令和 4年 3月まで 1年間延

長することで目標達成を目指す。 

具体的には、自然災害などで工期が遅れていた多目的アリーナ整備事業の効果発現が、計画期

間を延長することによって見込まれるようになるとともに、さらにはその利用者を商店街等へ誘

客するための計画の策定（周辺施設連携賑わい創出事業）やコザ十字路地域（旧銀天街周辺地域）

の活性化を目的として人材育成及び組織づくりを主導する交流拠点「銀天街プラザ」を設置、運

用（商店街（銀天街）活性化支援事業）することで回遊性を高める。 

なお、目標値は、令和元年度フォローアップにおいて未達成のため、据え置きとする。 

 

ウ．フォローアップの考え方 

事業の進捗状況については毎年度確認し、必要に応じて事業進捗を図るための措置を講じ

ていくとともに、数値目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置を

講じていく。さらに、計画期間の最終年度終了後についても再度検証を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

指標２：観光関連施設の入込客数 

 

 

 

 

 

 

    上記目標値における各施設の内訳は以下のとおりである。 

 

 

 

ア．過去からの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．数値目標設定の考え方 

 

(１）「多目的アリーナ整備事業」による効果 

中心市街地内に1万人収容規模の多目的アリーナを建設し、様々なイベントを誘致し開催 

することにより県内外からの集客を図る。滞在型観光の大きな吸引力を担う観光誘客施設とし

てまちなかへの効果的なにぎわい創出へと繋げる。 

 

評価指標 現況値（H26年） 目標値（R3年） 備考 

観光関連施設の

入込客数 
448,961人/年 683,207人/年 4施設 

対 象 施 設 
現況値 

（H26） 
増加数 

目標値 

（R3） 
備考 

多目的アリーナ 
ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

集会施設 
― 175,000人 175,000人 新設整備 

（仮称）青年エイサー会館 
教養文化 

施設 
― 26,000人 26,000人 新設整備 

ミュージックタウン音市場 
教養文化 

施設 
38,382人 9,960人 48,342人 各種イベントの開催 

沖縄こども未来ゾーン 
（沖縄こどもの国） 

教養文化 

施設 
410,579人 23,286人 433,865人 

施設整備、 

各種取組み 

合 計 448,961人 234,246人 683,207人  

【数値目標】 

397,912
420,858 416,551 409,987

419,920

474,698

448,961

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

目標値 683,207人

推計値 458,921人
１
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≪事業における効果≫ 

   １）琉球ゴールデンキングス公式戦による年間集客数 

多目的アリーナ建設後は、沖縄市をホームタウンとするプロバスケットボールチームの

ホーム公式戦を年間26試合を見込む。来場見込数は新設MICE施設の需要予測より想定。 

内容 年間回数 来場見込数 年間入込客数 

プロバスケットボールチ
ームによるホーム試合 

26試合 5,000人/1試合 130,000人/年 

資料：「沖縄市多目的アリーナ施設整備基本構想策定業務」 

 

２）コンサート等 

沖縄県における大型コンサート（興行）等のイベント需要予測について、10,000人規模の 

イベントが年間12～18回程度あるとしており、その他屋外での開催、新設されるＭＩＣＥ施 

設での開催可能性を考慮し、3分の一の年間4件の開催を想定する。 

内容 年間回数 来場見込数 年間入込客数 

大型コンサート等 4 10,000人/1回 40,000人/年 

資料：「沖縄市多目的アリーナ施設整備基本構想策定業務」 

３）その他大型催事等 

沖縄コンベンションセンターが時期の重複により開催を断っている1,000人以上の大型催 

事について、年間50件程度存在している。県内には1,000人以上収容可能な既存施設が5施 

設、建設予定施設が4施設あり、アリーナと併せ10施設での開催可能性があるため、年間回 

数を5件と想定する。 

内容 年間回数 来場見込数 年間入込客数 

1,000 人以上の集客が可
能な大型催事 

5件 1,000人/1回 5,000人/年 

資料：「沖縄市多目的アリーナ施設整備基本構想策定業務」 

 

≪「多目的アリーナ整備事業」による効果（合計）≫ 

１）＋２）＋３）＝130,000人＋40,000人＋5,000人 ＝ 175,000人/年 

上記により、年間の入込客数を175,000人/年と見込む。 

 

 

(２）「（仮称）青年エイサー会館整備事業」による効果 

来訪者の誰もが地域資源であるエイサーを見る・知る・触れる（体験する）といったこと

ができるよう、エイサーの演舞鑑賞や体験、解説展示、映像展示などを実施する施設を整備

することで、市民・県民の生涯学習や観光客の文化学習に寄与する。また、集客拠点である

「コザ・ミュージックタウン」内に新設することにより、まちなかのにぎわい創出に繋げる。 

 

≪事業における効果≫ 
１）会館入場者数による年間集客数  

内 容 項 目 想定入場者数 備 考 

情報展示室 大人 17,000人/年 H24年度コザヒストリート実績15,042人 

H24年度市立博物館実績：17,867人 

こども 4,500人/年  

合計  21,500人/年  

 
資料：「H26エイサーのまちづくり基本計画報告書」 
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17,000人/年 ＋4,500人/年 ＝  21,500人増/年 

 

   ２）各種プログラムによる年間集客数 

体験内容：エイサー演舞披露、エイサー体験、展示ガイド（約2時間） 

コース名 内容 利用者数 備考 

修学旅行向け エイサー体験＋展示ガイド 約2,000人/年 ※H26 年度利用者実

績の30%増を設定 

観光客向け エイサー演舞披露＋体験 約1,800人/年  

県民向け エイサー演舞披露＋体験 約1,000人/年  

まち歩きプログラム 展示ガイド+まち歩き 約1,305人/年  

■利用者数の参考事例について 

修学旅行利用者数：1,538人（H26年度） 「沖縄市観光物産振興協会より」 

※沖縄県の修学旅行生は約44万人。沖縄市の受入は0.9％程度。今後会館整備に伴い、受入増が期待で 

きるものとして、30％増の数値（2,000人）を目標として掲げる。2,000人－1,538人＝462人増/ 
年（462人+1,800人+1,000人+1,305人）＝ 4,567人/年 

 

≪「（仮称）青年エイサー会館整備事業」による効果（合計）≫ 

１）＋２）＝ 21,500人 ＋  4,567人  ＝ 26,067人/年 ≒ 26,000人/年 

上記により、年間の入込客数を26,000人/年 と見込む。 

 

 

(３）「沖縄こども未来ゾーン運営」による効果 

今後、展開される入場者数増に向けた取り組みの効果を見込み、効果を算出する。 

 

1)ＣＭやホームページの充実強化、イベント開催の充実化による効果 

1,000人/年 × 6年 = 6,000人 

 

2）入場料半額キャンペーンなどによる、パスポートの販売数強化による効果 

200人/年 × 6年 = 1,200人 

 

3）ダイレクトメールなどによる、団体入場客数増加による効果 

400人（20団体） × 6年 = 2,400人 

 

4）観光客増による効果 

●沖縄県全体の観光客数増加が予測されるため、その増加率に比例した観光客入場者数を想定する。 

 

 

 

 

 

※1沖縄県目標観光客数 資料：「沖縄観光ロードマップ」（沖縄県策定） 

※2観光客入園者数について、満足度調査や外国人の入園状況より入場者数の10%を観光客入場者数とする。 

 

 

 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 

県目標観光客数※1 690万人 745万人 800万人 814万人 828万人 840万人 920万人 

増加数 ‐ 3,273 3,273 833 833 714 4,760 

入園観光客数 41,058 ※2 44,331 47,604 48,437 49,270 49,984 54,744 
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上記より、平成28年から令和2年まで、入園観光客の増加数を見込む。 

3,273人＋3,273人＋833人＋833人＋714人＋4,760人 ＝ 13,686人 

1)～4）の取組みによる入園者数の増加分 

1)6,000人＋2）1,200人＋3）2,400人＋4）13,686人＝23,286人 

 

 (１)～(３)の事業実施による観光関連施設入込客数の全増加分 

   (１)175,000人 ＋ (２)26,000人 ＋（３）23,286人 ＝ 224,286人/年 

事 業 名 効果 備考 

現況値（H26） 448,961人 ③  

推計値（H32） 458,921人 ④  

目標値（H32） 683,207人 ③ 

事業効果 224,286人 ③－② 

 (１) 多目的アリーナ整備事業 175,000人 多目的アリーナ 

 (２) （仮称）青年エイサー会館整備事業 26,000人 エイサー会館 

（３）沖縄こども未来ゾーン運営による効果 23,286人  

その他活性化を補強する主な事業 
・ミュージックタウン推進事業（音のページェント事業） 
・沖縄国際アジア音楽祭推進事業 

・エイサーのまち推進事業 
・沖縄こどもの国イベント事業 
・沖縄市芸能フェスティバル事業 

・都市公園事業（こどもの国公園） 
・音の回廊事業 

―人  

 

【令和3年3月変更時の状況】 

令和元年度フォローアップでは、指標2：観光関連施設の入込客数の目標値６８３，２０７人／

年に対し、６２０，６５３人／年の状況。そのため計画期間を令和 3年 3月から令和 4年 3月ま

で1年間延長することで目標達成を目指す。 

具体的には、自然災害などで工期が遅れていた多目的アリーナ整備事業の効果発現が、計画期間

を延長することによって見込まれるようになる。 

なお、目標値は、令和元年度フォローアップにおいて未達成のため、据え置きとする。 

 

ウ．フォローアップの考え方 

事業の進捗状況については毎年度確認し、必要に応じて事業進捗を図るための措置を講じ

ていくとともに、数値目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置を

講じていく。さらに、計画期間の最終年度終了後についても再度検証を実施する。 
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指標３：都市福利施設の年間利用者数 

 

 

 

 

 

    上記目標値における各施設の内訳は以下のとおりである。 

対象施設 現況値（H26） 増加数 目標値（R3） 備考 

沖縄市新市立図書館 64,030人 30,400人 94,430人 移転整備 

雇用促進施設 ― 7,100人 7,100人 新設整備 

沖縄市コザ運動公園 726,868人 ‐ 726,868人 各種イベントの開催 

社会福祉センター・ 
男女共同参画センター 

38,910人 ‐ 38,910人 各種イベントや講座の開催 

合     計 829,808人 37,500人 867,308人  

 

ア．過去からの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     上記に掲げる施設のうち、「コザ運動公園」及び「社会福祉センター・男女共同参画センタ

ー」リニューアル整備の効果から増加傾向であったが、今後5年間は大規模な事業を予定して

いないため、現状値の維持で推定する。   

過去10年からの推移を見ると、平成13年まで減少が続き、その後急激に増加傾向を示して 

おり、前計画における整備事業の効果が伺える。 

 

   イ．数値目標設定の考え方 

(１）「図書館建設推進事業」による効果 

現在の図書館（在上地：中心市街地内）は、建物

の老朽化はもとより、施設・駐車場の狭隘並びに本

市人口に対する蔵書数の不足などから、都市福利施

設として市民の利便性が高いとは言えない。そこ

で、商業施設の主力テナント撤退後の空き床に図書

館を移転させ、さらなる市民の利便性の向上を図

る。 

評価指標 現況値（H26年） 目標値（R3年） 備考 

都市福利施設の

年間利用者数 
829,808人/年 867,308人/年 4施設 

【数値目標】 

都市福利施設における年間利用者数（人） 

新市立図書館のイメージ図 

538,652
533,344

643,094

666,607

835,910

814,998

829,808

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

目標値 867,308人

推計値 829,808人
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移転後は、施設規模が現図書館の約3倍の規模と

なる。蔵書数の増加及び新システムの導入、さらに

大規模な既設駐車場を共用できることから、利便性

が向上し相当程度の利用者が見込まれる。 

 

≪事業における効果≫ 

○新図書館における本の収蔵数  約274,330冊（H32年度）生涯学習課より…① 

○新図書館における年間の利用者数 約94,500人 

     ●現在の図書館における本の収蔵数と整備後の新図書館の収蔵数の関係により年間の利用

者数を見込む 

      現在の図書館における本の収蔵数  約185,747冊 ･･･② 

      規模の拡大に伴う収蔵数の増加率  88.4% 

      ①÷②－１＝ 274,330冊 ÷ 185,747冊－１≒ 47.4% ･･･③ 

      現在の図書館における年間利用者数 64,030人/年 ･･･④ 

      ④×（１＋③）＝ 64,030×（１＋47.7%）＝ 94,572.31人/年  ≒ 94,500人 ･･･⑤ 

 

≪「図書館建設推進事業」による効果≫ 

      ⑤－④ ＝ 94,500人/年－64,030人/年＝30,470人/年 ≒ 30,400人/年 増加 …⑥ 

 

(２) 「（仮称）雇用促進施設等整備事業」による効果 

≪事業における効果≫ 

  事業効果のうち、福利施設の入込客数に関わる部分として、雇用促進施設の利用者数について

県外の類似施設を参考に算出する。 

 

【雇用促進施設】 

 項目 数字 備考 

① 人口（沖縄市） 138,663人  

② 床面積 700㎡  

③ 利用者数 796人/年 ⑥×⑧×⑨ 

④ イベント参加者数 6,381人/年 ⑦×⑧×⑨ 

【参考（福岡市雇用促進施設）】 

 項目 数字 備考 

④ 人口（福岡市） 1,510,566人  

⑤ 床面積 94.50㎡  

⑥ 利用者数 1,099人/年 平成26年度の実績（6か月で相談件数533件） 

⑦ イベント参加者数 8,800人/年 平成26年度の実績（6ヵ月で4,400人） 

【人口比】 

 項目 数字 備考 

⑧ 人口比 9.8％ ①／④  福岡市人口の約9.8% 

【面積比】 

 項目 数字 備考 

⑨ 床面積比 740％増 ②／⑤  福岡市雇用促進施設の約7.4倍 
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 ≪「雇用促進施設等整備事業」による効果≫  

③＋④ ＝ 796人/年 ＋ 6,381人/年 ＝ 7,177人/年 ≒ 7,100人/年 
 

(１)～(２)の事業実施による都市福利施設の年間利用者数の全増加分 

    (１)30,400人/年＋ (２)7,100人/年 ＝ 37,500人/年 

 
「中心市街地全体としての付加価値の向上による生活環境の改善」の目標達成に寄与する事業 
及び効果 

施 設 名（事業名） 効果 備考 

現況値（H26） 829,808人 4施設における年間利用者数 

目標値（R3） 867,308人 4施設における年間利用者数 

事業効果 37,500人 2事業による効果（増加人数） 

（１）図書館建設推進事業 30,400人 移転整備 

 (２)（仮称） 雇用促進施設等整備事業 7,100人 雇用促進施設整備 

その他目標達成に寄与する事業 

・沖縄市スポーツデイイベント 
・バスケットボールおきなわカップ 
・沖縄全島エイサーまつり 

・ファミリーサポートセンター運営事業 

― 人  

  

 

ウ．フォローアップの考え方 

事業の進捗状況については毎年度確認し、必要に応じて事業進捗を図るための措置を講

じていくとともに、数値目標の達成状況を検証し必要に応じて目標達成に向けた改善措置

を講じていく。さらに、計画期間の最終年度終了後についても再度検証を実施する。 

 

 

指標４：居住人口の増減率 

生活環境の改善を図る指標として、計画に位置付けた事業の効果を捉えるため、減少傾向の

続く中心市街地内における居住人口の増減率を設定し、増減率の改善を確認する。 

居住人口の増減率における基本となる数値は、前期基本計画の開始時期である平成 21 年か

ら平成 26 年迄の居住人口の増減率－5.6％として、計画開始年の平成 29 年から計画最終時期

である令和4年迄の居住人口の増減率を目標値とし改善値を測る。各年時点を 4月1日時点と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

ア．過去からの推移 

中心市街地における過去5年間の居住人口推移をみると1,139人の減であり、今後5年間 

の推移を予測すると、減少傾向は続きマイナス6.7％の減少が予測される。 

評価指標 現況値 

（H21～26年の増減率） 

目標値 

（H29～R4年の増減率） 

備考 

居住人口 

の増減率 
▲5.6％ ▲4.4％ 1.2 ﾎﾟｲﾝﾄの改善 

【数値目標】 



83 

 平成21年 平成26年 平成28年（推計値） 令和4年 

中心市街地における居住人口 20,368人 19,229人 18,780人 17,513人 

増減数 ‐ ▲1,139人 ‐ ▲1,267人 

増減率 ‐ ▲5.6％ ‐ ▲6.7％ 

「住民基本台帳（H21・26年4月1日）」より 

イ．数値目標設定の考え方 

以下の事業の取組成果として居住人口の増加見込み数を算出し、5年後の居住人口の増減率 

の改善を図る。 

 

(１)「山里第一地区市街地再開発事業」による効果 

居住人口の社会増の算出に当たっては、当該地区に新たに整備される住宅棟の入居者を 

増加分として想定する。 

      ≪再開発事業に伴う新設戸数の考え方≫ 

居住者数の増加見込み 

[新設住宅数（70戸）－ 権利変換戸数（31戸）]  × （世帯当り員 2. 45人） 

≒ 95人 よって、居住人口は 95人増 ※世帯当り人員は平成 26年 4 月の 住民基本台帳より。 

(２)「安慶田市営住宅建替え事業」による効果 

安慶田市営住宅建替え事業における、新たな住宅供給に伴う新規居住人口の増加を想定。 

  ≪建替事業に伴う戸数増の考え方≫ 

現管理戸数176戸から22戸増の計画（H27年沖縄市住生活基本計画より） 

・住宅数： 22戸 ⇒ 居住者数： 53人（世帯当り員 2. 45人） 

よって、 居住人口は 53人増 

 

(３)「中心市街地共同住宅整備促進事業」による効果 

中心市街地共同住宅供給事業における、新たな住宅供給に伴う新規居住人口の増加を想定。 

≪中心市街地共同住宅整備促進事業に伴う新設戸数の考え方≫ 

事業計画：共同住宅（6戸×4件）× 5年間 ＝ 120戸 

・住宅数： 120戸 ⇒ 居住者数： 294人（世帯当り員 2. 45人） 

よって、 居住人口は 294人増 

 

 (１)～(３)の事業実施による居住人口の全増加分 

       (１)95人 ＋ (２)53人 ＋ (３)294人 ＝ 442人 

【５年後における居住人口増減率の改善について】 

 平成28年（推計値） 令和4年 

事業取組等 ‐ 未実施 実施 

中心市街地における居住人口 18,780人 17,513人 17,955人 

増減数 ‐ ▲1,267人 ▲825人 

過去5年間からの増減率 ‐ ▲6.7％ ▲4.4％ 
（各年4月1日） 

 

以上の事業取組により、平成 26年における増減率より 1.2ポイントの改善、 

事業未実施と比べ 2.3ポイントの改善が見込めるため、令和 3年4月1日時点 

における居住人口の増減率を目標値とする。 
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【令和3年3月変更時の状況】 

 令和元年度フォローアップでは、指標4:居住人口の増減率の目標値▲4.4％（H28～R3年）に

対し、▲6.6％（H27年～R2年）の状況。本市全体の人口は増加傾向にあるものの、中心市街地は

依然として減少が続いている。これは、中心市街地が交流街となっていることや若い子育て世代

がニーズに即した優良な共同住宅等を求め郊外に移り住んでいるものと考えられる。このため、

中心市街地の居住人口について分析を行うとともに、生活環境の改善の支援（中心市街地住宅整

備促進事業）することで状況の改善につなげていく。なお、目標値は、令和元年度フォローアッ

プにおいて未達成のため、据え置きとする。 

 

ウ．フォローアップの考え方 

事業の進捗状況については毎年度確認し、必要に応じて事業進捗を図るための措置を講

じていくとともに、数値目標の達成状況を検証し必要に応じて目標達成に向けた改善措置

を講じていく。さらに、計画期間の最終年度終了後についても再度検証を実施する。 
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商業活動を活性化するためには、その活動を行う事業所や店舗の増加が望ましいが、現在の中心市 

街地では事業所数などが減少しており、空き店舗数も多い状況である。 

中心市街地の活性化を図る上で経済活力の向上は不可欠であるため、にぎわい創出の目標を補強的 

に測る指標として、中心市街地内の主要商店街における空き店舗率を副次的な指標とする。 

なお、参考目標値については現況値を設定し、今後の事業取組から現況値以上の効果が発現すると 

想定する。 
【参考目標値】 

 
 

※商工振興課の資料を参照 

ア．過去からの推移 

中心市街地における過去5年間の空き店舗率の推移をみると3.5 ﾎﾟｲﾝﾄの悪化であり、今後5

年間の推移を予測すると、増加傾向は続き4.1 ﾎﾟｲﾝﾄの悪化が予測される。 

中心市街地内の主要商店街 平成22年 平成26年 令和2年 

空き店舗数 144 200 233 

空き店舗率 22.9% 26.4% 30.7% 

増 減 ‐ ＋3.5 ﾎﾟｲﾝﾄ ＋4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

イ．事業効果について 

以下の事業について、不確定要素はあるものの取組成果として新規出店舗数を算出し、5 年

後の空き店舗率を図る。 
【実績がある事業】 

・「商店街再生チャレンジショップ事業」による効果（平成25,26年度で8件、平均4件/年） 

今後5年間における新規出店総定数  4件×5年間＝20件 

・「中心市街地産業集積支援事業」による効果（平成22～26年度で18件、平均3件/年） 

今後5年間における新規出店想定数  3件×5年間＝15件 
当該事業の活用実績から、調査対象地域においての新規出店想定数を空き店舗の減少分と 
し、今後も継続事業として今後の推計値に反映されるものと想定する。 

【新規に実施する事業】 

・（仮称）雇用促進施設等整備事業 
当該事業は「雇用機会の創出と起業機会の創出」を目的としている。事業効果としては 
不確定要素があるものの、新規出店を見込める事業として位置付ける。 

【新規に実施する計画】 

・産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画（平成27年度から31年度） 
創業者に対して、窓口相談、創業セミナー、創業補助、専門家派遣等による支援を実施。 
全市域を対象とした計画であり、中心市街地内における事業効果は不確定要素があるもの 
の、新規出店を見込める事業として位置付ける。 

【５年後における空き店舗数について】 

 令和2年度 空き店舗率 

推計空き店舗数（令和2年） 233店舗 30.7% 

(1)商店街店舗改修工事支援事業（～H28年度「商店街

チャレンジショップ事業」）による効果 

＋20店舗 ‐ 

(2)中心市街地産業集積支援事業による効果 ＋15店舗 ‐ 

(3)（仮称）雇用促進施設等整備事業 +α - 

(4)産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画 +α - 

事業実施がない場合の推計空き店舗数 268店舗 35.4% 
 

参考指標 現況値（H26年） 推計値（H32年） 事業実施なし（H32年） 

中心市街地商店街に

おける空き店舗率 
26.4%（200店舗） 30.7%（233店舗） 35.4%（268店舗） 

 

参考指標：空き店舗率 


