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沖縄市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

１.～２．略 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］ 略 

［２］ 略 

［３］数値目標 

（１）評価指標設定の考え方 略 

（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） 

 

（中略） 

 

(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  

 

（中略） 

 

 

指標２：観光関連施設の入込客数 

 

 

 

 

 

 

１.～２．略 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］ 略 

［２］ 略 

［３］数値目標 

（１）評価指標設定の考え方 略 

（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） 

 

（中略） 

 

 (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 ⑤  

推計値（R2） 8,573人 ⑥  

目標値（R2） 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  

 

（中略） 

 

指標２：観光関連施設の入込客数 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 略 

【数値目標】 略 
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 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 (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（R3） 458,921人 ④  

目標値（R3） 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  

 

（中略） 

 

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 

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  

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 (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 ⑦  

推計値（R2） 458,921人 ⑧  

目標値（R2） 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  

 

（中略） 

 

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（R2） 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 

対 象 施 設 
現況値 

（H26） 
増加数 

目標値 

（R2） 
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】 略 【数値目標】 略 
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合     計 829,808人 37,500人 867,308人  

 

（中略） 

 

「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 略 

 

指標４：居住人口の増減率 

 

 （中略） 

 

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。 

 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 

 

（中略） 

 

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） 

 

合     計 829,808人 37,500人 867,308人  

 

（中略） 

 

「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（R2） 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 略 

 

指標４：居住人口の増減率 

 

 （中略） 

 

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。 

 平成 21年 平成 26年 平成 28年

（推計値） 

令和 3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 

 

（中略） 

 

【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 3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） 
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４.～１２．略 

 

 

４.～１２．略 

 

 


