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12.0m

1.75m 1.5m 1.75m3.5m3.5m

区間 自)沖縄県宜野湾市宇地泊 
至)沖縄県浦添市港川 

延長 2.0km 

道路規格 第1種第3級 

車線数 2車線 

設計速度 80km/h 

計画交通量 270百台/日 
（平成42年度推計値） 

事業費 304億円 

計画概要 

事業目的 
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標準断面図 

橋 梁  部 

下り線 上り線 

年度 事業実施項目 

平成 6年度 計画路線決定 

平成10年度 調査区間指定 

平成17年度 整備区間指定 

平成17年度 都市計画決定 

平成18年度 事業着手 

平成22年度 工事着手 

  １. 事業概要                                               ①事業概要 

１．国道58号及び周辺道路の混雑緩和、交通事故抑制、 

  交通環境の改善等  

２．那覇空港・那覇港等へのアクセス性の向上 

３．地域交流及び地域活性化の促進 

那覇港 

那覇新港 



全体事業費 ２５０億円 ⇒ ３０４億円に変更 

【事業費増の内訳表】 【橋梁関係の主な増工内容】 

橋脚基礎の推定
支持層が見直さ

れ、杭長が伸びた。 

＜当初＞ ＜見直し後＞ 

項 目 増工金額（億円） 

（１）橋梁部： 土質条件の見直しに伴う基礎工の延長、 
        ケーソンの過沈下対策の追加、 
        スパン割・上部工形式の見直しによる増 

    
   41 億円 

（２）土工部：液状化対策の追加による増    13 億円 

合 計   ＋54 億円増 

【当初想定と見直し後の橋脚の基礎工】 

事業費について 

  １. 事業概要                                               ①事業概要 

◆ 想定していた地層より軟弱であったた 
       め、基礎工の規模が大きくなり、工費 
       が増加した。 
◆ また、軟弱地盤が含まれていることが 
       判明したため、過沈下対策が必要とな 
       った。 

2 



  １. 事業概要                                               ②上位計画 
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【２環状７放射道路】 
那覇都市圏における骨格道路網を形成し、 
都市部の交通混雑緩和に寄与 

▲図1 沖縄西海岸道路イメージ 
 ▲図2 ２環状７放射道路イメージ 

■浦添北道路の上位計画に位置する沖縄西海岸道路は、広域幹線ネットワークの形成、国道58号・330号・331号の混雑緩和、地域開 

 発プロジェクトの支援、主要拠点(那覇空港・那覇港など)の連絡強化などを目的とした、読谷村から糸満市に至る延長約50ｋｍ 

 の道路である。（図1）  

■浦添北道路は、沖縄西海岸道路の一部を構成し、宜野湾市字宇地泊から浦添市字港川に至る延長2.0kmの道路である。また、那覇 

 都市圏の交通混雑緩和を目的に計画された2環状7放射道路の一部を構成し、浦添市周辺の渋滞緩和・地域交流の促進に寄与する道 

 路である。（図2） 

■浦添北道路の整備により、浦添市内の通過交通を浦添北道路へ誘導することによって、国道58号を市内々及び市内外の交通処理に 

 特化させ、国道58号沿線に展開する商業施設等へのアクセス交通の利便性を高めることが可能となる。                  
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■沖縄県内の人口は増加傾向にあり、浦添市・宜野湾市は、人口の伸び率が高い。県内市町村の人口増減数は、浦添市が２位、宜野湾市が６

位と上位に位置している。(図3,表1）。  

■浦添市・宜野湾市はともに那覇市のベットタウンとして人口が増加しており、浦添市が県内で４番目、宜野湾市が５番目に人口が多く、世

帯数も増加している。（図4,図5） 
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  ２．事業の必要性等に関する視点 
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化                               ①社会状況の変化[人口] 

 世帯数  沖縄県内上位５市の人口 

 出典：国勢調査（H22確定値） 

出典：国勢調査（H2～H22）、 
    国立社会保障・人口問題研究所（H27～H42） 
    （破線は将来推計人口） 
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出典：国勢調査（H22.2確定値） 
▲図3 人口伸び率の推移 

▲図4 県内の人口上位５市 ▲図5 世帯数の推移 

▼表1 市町村別の人口増加数上位8市村/41市町村 

那覇市 沖縄市 うるま市 浦添市 宜野湾市 県平均 

順位 市町村 増加数（人）
1位 豊見城市 4,745
2位 浦添市 4,302
3位 沖縄市 3,849
4位 那覇市 3,561
5位 うるま市 3,444
6位 宜野湾市 2,159
7位 中城村 1,882
8位 石垣市 1,739

 
浦添市の人口 

→県内４位 
宜野湾市の人口 

→県内5位 
 

 出典：各年住民基本台帳人口・世帯数 



■「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」(平成25年1月,沖縄県)を受けて策定された「牧港補給地区跡地利用基本計画」（平成25年3

月,浦添市）の中では、「人・海・文化を活かした国際的エンターテイメント都市」をテーマとした整備方針が掲げられている。（図6） 

■浦添北道路は、中部方面からの交通を当該地区内に呼び込む役割を担う道路として位置付けられており、広域的な交通インフラの一部とし

て広域からの来訪者の誘因の役割が期待されている。 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化                          ①社会状況の変化[土地利用] 

出典：牧港補給地区跡地利用基本計画（H25.3）より一部抜粋、作成 

文化産業地区イメージ リゾートコンベンション地区イメージ 健康・医療産業地区イメージ 

【まちづくりのテーマ】 

人・海・文化を活かした 
国際的エンターテイメント都市 

牧港補給地区跡地利用基本計画  (H25.3 浦添市) 

産業振興地区 リゾート、文化、健康・医療 を融合させ、
国際的な賑わいを創り出す街を目指す 

環境、防災に配慮した、住みやすい街
を目指す 
居住者や観光客との交流 を生み出す
街を目指す 

▲図6 跡地利用基本構想図（案） 

商業・業務地区 

住宅地区 
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浦添市 

産業振興地区 

【地区内への流入交通の処理】 

出典：牧港補給地区跡地利用基本計画（H25.3）より作成 

浦添北道路 

浦添北道路 



■沖縄西海岸道路は、平成23年度に那覇西道路が全線開通、平成24年度に北谷拡幅、平成26年度に那覇北道路が新規事業化されるなど近年整

備が進捗しており、西海岸地域における道路ネットワークの強化に向けて浦添北道路の整備の必要性が高まっている。 （図7）  

■観光客１０００万人時代を下支えするインフラ整備として、那覇北道路、浦添北道路、北谷拡幅が整備されることによって那覇空港や那覇港から

沖縄コンベンションセンターやアメリカンビレッジ等の主要な観光施設へのアクセス性が向上し、観光振興に大きく寄与する。 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化                    ①社会状況の変化[周辺の施設立地] 

那覇空港乗降客数の推移（国際線） 
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出典：沖縄コンベンションセンターHPより 
出典）H24沖縄県統計要覧 

出典）H25空港管理状況調書 出典：那覇空港国際線ターミナルHPより 

【地元観光関係者の声】  
那覇空港新国際線ターミナルの開業
(H26.2.17)により、コンベンションセンター
での国際関連イベントの増加を期待して
います。それに対して、浦添北道路の整
備による那覇空港からのアクセス性の
向上が必要であると感じています。 

沖縄コンベンションセンター
館長 
（H26.6 ヒアリング） 
 

▲図7 近年の道路整備進捗状況 

浦添北道路 

那覇北道路 
平成26年度 

事業化 

北
谷
拡
幅 

平
成
24
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度
事
業
化 

那覇西道路 
平成23年度 
全線開通 

アメリカンビレッジ 

沖縄コンベンションセンター 

那覇空港 

那覇新港 

恩納村や名護市
の観光スポットへ 

那覇港 

 沖縄西海岸道路の近年の整備進捗 

アメリカンビレッジ 
完成報告書より 

臨港道路 



※主要渋滞箇所：H25.3 南部国道事務所記者発表資料） 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化                             ②道路交通状況の変化 
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出典：H25(4月～8月平日)プローブデータ 

■国道58号におけるピーク時旅行速度はほぼ10〜20km/hと低く、特に浦添北道路の並行区間（港川～牧港（南））では10km/h未満となって

いるなど慢性的な渋滞が発生している。(図8,9) 

■国道58号の交通量は7～8万台/日以上で推移しており、交通容量43,200台/日を超過している状況にある。（図10）  

 

▲図10 国道58号(浦添市牧港)における交通量の推移 

▲図8 国道58号(浦添市付近)における旅行速度分布図 

▲図9 国道58号の状況（浦添市内） 

■国道58号現道の交通量 

■国道58号現道の旅行速度分布 

出典：H2〜22はセンサス交通量を使用 
      H23〜25は機器観測結果を使用 
       設計基準交通量は、道路構造令より（第4種第1級道路） 
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■浦添北道路の並行区間（国道58号）では、死傷事故率が全国平均（約100件/億台キロ）を超える箇所がまだ多数存在する。同区間内では
牧港（南）交差点の死傷事故率が184件/億台キロと最も高く、全国平均の約１.８倍となっている。(図11,図12) 

■交通事故統計上（H21～H24）では、交通事故の約6割が交差点で発生しており、交差点のない浦添北道路に国道58号から交通が転換する
と、死傷事故の低減が期待できる。(図13,図14)  

  ２．事業の必要性等に関する視点 
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化                             ②道路交通状況の変化 
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■国道58号の死傷事故率 

※出典：交通事故統合データベース(H21～H24) 

※国道58号（並行区間）として、H17センサス区間1019（牧港五丁目～屋富祖）を対象とした。 

※対象36箇所のうち、全国平均を超える箇所は12箇所 

▲図11 死傷事故率（国道５８号のみ表現） 

▲図12 国道58号(並行区間)における死傷事故率(H21-H24) 

全国平均 
約100件/億台キロ 

牧港（南）交差点 

牧港交差点 

屋富祖交差点 

城間交差点 

港川交差点（東側） 

36箇所 

死傷事故率 

0～100    件/億台キロ

100～200  件/億台キロ 

※出典：交通事故統計(H21～H24) 

▲図14 死傷事故率の比較（南部直轄国道交差点部
平均及び国道58号主要交差点） 

※出典：交通事故統合データベース(H21～H24) 

140 
121 

149 

184 

123 

屋富祖交差点 

城間交差点 

牧港交差点 

牧港（南）交差点 

件
／
億
台
キ
ロ 

■死傷事故率とは 
 自動車１万台が１万kmを走行した場合に起こる死傷事故件数 

 事故件数での比較は、集計する延長や交通量の違いにより単純な比較ができな
いことから、事故の発生件数を異なる箇所でも比較できるようにした指標 

港川交差点（東側） 

無名（メイクマン浦添店前） 
無名（ヤマダ電機浦添店近く） 

無名（メイクマン浦添店前） 

無名（ヤマダ電機浦添店近く） 140 140 

▲図13 全国の道路形状別 
交通事故件数割合 



■浦添北道路を含む沖縄西海岸道路の整備により、交通混雑の緩和、地域の活性化、地域振興プロジェクト並びに観光の支援等が期待され

ており、地元浦添市を含む沖縄県中部市町村会・沖縄県中部振興会をはじめ各種団体より早期整備の要望を受けている。 (表2,図15)  
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▼表2 浦添北道路に関する要望書一覧 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
１）事業を巡る社会経済情勢等の変化                               ③地域の要望・活動 

■整備促進要望状況（平成14年以降） 

▲図15 要望書の一例（平成26年5月） 

出典：沖縄中部地域の道路網の整備促進に関する要請書（中部市町村会・中部振興会、H26年5月） 

年度 月 提出者

5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

3月 浦添市商工会議所

5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

12月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

5月

沖縄県道路利用者会議
道路整備促進期成同盟会沖縄県地方連絡協議会
沖縄国道協会
沖縄西海岸道路建設促進期成会
沖縄ハシゴ道路ネットワーク建設促進期成会

沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

沖縄県道路利用者会議
道路整備促進期成同盟会沖縄県地方連絡協議会
沖縄国道協会
沖縄西海岸道路建設促進期成会
沖縄ハシゴ道路ネットワーク建設促進期成会

沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

沖縄県道路利用者会議
道路整備促進期成同盟会沖縄県地方連絡協議会
沖縄国道協会
沖縄西海岸道路建設促進期成会
沖縄ハシゴ道路ネットワーク建設促進期成会

5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

10月 沖縄県

12月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

沖縄県道路利用者会議
道路整備促進期成同盟会沖縄県地方連絡協議会
沖縄国道協会
沖縄西海岸道路建設促進期成会
沖縄ハシゴ道路ネットワーク建設促進期成会

沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

11月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

平成23年度 5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

平成24年度 5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

平成25年度 5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

平成26年度 5月 沖縄県中部市町村会　・沖縄県中部振興会

平成14年度

平成22年度
5月

平成15年度

平成18年度

平成19年度 5月

平成20年度 5月

平成21年度

一、沖縄西海岸道路の建設整備促進について 

  北部と南部を結ぶ国道58号及びその周辺の交通混雑の緩和を図る 

  ため、浦添北道路や読谷道路など沖縄西海岸道路の建設整備を推 

  進し、 地域の活性化、地域振興プロジェクト並びに観光の支援に資 

  する道路として 建設整備を推進していただきたい。 



556 

395 

0 200 400 600

H42未整備

H42整備

(万人時間/年）

80,474 

69,792 

50,000 70,000 90,000

H42未整備

H42整備

(台/日)
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■浦添北道路の整備によりハシゴ道路機能が強化されることで交通の分散が図られ、国道58号の交通量が約13％減少、国道58号等周辺道路の

損失時間が約29％削減される。(図16,図17,図18) 

■浦添北道路の整備により、信号待ちをせずに走行することが可能となる等、走行環境の向上が期待される。 (図19) 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
２）事業の投資効果                                                    ①円滑なモビリティの確保 

約13％減少 

出典：H42交通量推計値より 
    センサス区間47300580430（県道153号線～浦添西原線） 
     について、区間の加重平均値を使用 

出典：H42交通量推計値より 
    算定範囲：国道58号、国道330号、県道153号線 

完成供用の効果 

▲図16 国道58号の交通量の変化 
 

▲図17 国道58号等の損失時間の変化 

【浦添北道路整備なし】 【浦添北道路整備あり】 

出典：H42交通量推計値より 

▲図18 国道58号等の1km時間当たりの損失時間の変化 

約29％減少 

▲図19 浦添北道路と並行区間の信号箇所 

◆浦添北道路並行区間に位置する国道58  
  号現道には信号が多数設置（１３箇所） 
 
◆浦添北道路を利用することで、 
  信号待ちをせずに走行が可能 

沖縄県トラック協会 
事業実施本部職員 
（H26.6 ヒアリング） 

【地元物流関係者の声】 
現在、国道５８号（現道）は慢性的
に渋滞しています。浦添北道路が
整備されると、宜野湾へアクセスし
やすくなり、走行時間の短縮や、
業務効率化、人件費の削減が可
能になると思われるので、早期整
備を期待しています。 

城間 

牧港 

浦添北
道路 

港川道路 

臨港道路浦添線 

58

330

凡例 

～50   万人時間/km・年 
～100   万人時間/km・年 
100～   万人時間/km・年 
 

122 
45 

浦添北
道路 

港川道路 

臨港道路浦添線 

71 

36 

58

330

93 106 県道153号線 県道153号線 

臨港道路 
港川道路 



29

24

0 10 20 30

整備なし

整備あり

所要時間（分）

所要時間の変化

（那覇空港～沖縄コンベンションセンター）

■浦添北道路が整備されることによって、那覇空港～沖縄コンベンションセンター※1間の所要時間が約17％（5分）短縮し、空港アクセス

性の向上が図られる。(図20) 

■空港アクセス性の向上により沖縄コンベンションセンター（年間利用者約90万人、うち県外客約10万人）周辺の観光施設を含めた宜野湾

コンベンションエリア全体の活性化が図られることで、更なる利用者数の増加につながることが期待される。 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
２）事業の投資効果                                                  ②個性ある地域の形成 

11 
沖縄コンベンションセンター館長 

（H26.6 ヒアリング） 
 

整備なし 

整備あり 

那覇空港～那覇西道路～那覇北道路～ 
臨港道路港湾２号線～国道58号～沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

那覇空港～那覇西道路～那覇北道路～臨港道路港湾１号線～ 
臨港道路浦添線～浦添北道路～沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

※1：展示場、劇場、会議場、分科会場などを複合させた大規模施設。国際会議、県内外の様々な企業や団体の 

   コンベンションやイベントに対応  

宜野湾コンベンションエリア 

ぎのわん 
トロピカル 

ビーチ 

宜野湾 
海浜公園 

沖縄コンベンション 
センター 

宜野湾港 
マリーナ 

沖縄コンベンションセンターを中心に、周辺の観光施設と 
一体となって魅力ある地域づくりを推進 

▲図20 那覇空港～沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰまでのルートと所要時間 

出典：沖縄コンベンションセンターHP 

約17％(5分) 
短縮 

浦添北道路 

【地元観光関係者の声】  
現在、沖縄コンベンションセンターでイベントが行われると、多く
の来場客が訪れます。 
（H24年は年間利用者：約90万人 出典：H24沖縄県統計要覧） 
アクセス道路である浦添北道路が整備され、利便性が高まる
ことで、来場客がより増加することを期待しています。 

宜野湾市 
都市計画課職員 
（H26.6 ヒアリング） 

【地元役場の声】 
宜野湾市のまちづくりを進めるにあたり、浦添北道
路の整備を見込んで計画を策定しているため、早
期の整備を望んでいます。 

※H42交通量推計結果より 



 

≪路線バスの利便性向上≫ 

 

≪救急活動の時間短縮≫ 

≪市街地の安全性向上≫ 
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■浦添北道路が整備されると、これまで国道58号の混雑を回避して、浦添市街地を通過していた交通が浦添北道路に転換し、浦添市内の生

活道路等の交通環境が改善され、地域の公共交通の定時性向上、迅速な救急活動、交通安全性の向上等の効果も期待される。 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
２）事業の投資効果                                             ③安全で安心できる暮らしの確保 

沖縄バス 
運輸部職員 
（H26.6 ヒアリング） 

 

浦添市消防 
本部職員 
（H26.6 ヒアリング） 

沖縄県トラック協会 
事業実施本部職員 
（H26.6 ヒアリング） 

【地元医療関係者の声】  
現在、救急活動において、国道58号（現道）は慢性的
に渋滞しており、搬送が遅れてしまわないか不安です。 
国道58号（現道）の渋滞が緩和し、円滑な救急活動を
行うためには、浦添北道路の整備が必要です。 

浦添市内の交通環境の改善に対する地域の期待 

【地元物流関係者の声】 
国道58号（現道）など、渋滞している道路の走行は 
運転手のストレスとなるため、交通事故につながる 
恐れがあります。浦添北道路の整備は、安全性の 
向上にもつながると思います。 

浦添市内の混雑状況の改善 

浦添北道路の供用による市内交通の機能転換 
 

11百台（約11%）減 
整備なし：102百台/日 
             （混雑度 0.83） 
整備あり： 91百台/日 
             （混雑度 0.74） 

27百台（約8%）減 
整備なし：354百台/日 
             （混雑度 2.53） 
整備あり：327百台/日 
             （混雑度 2.34） 

167百台（約21%）減 
整備なし：812百台/日 
      （混雑度 2.55） 
整備あり：645百台/日 
      （混雑度 2.03） 

浦添北道路の整備により交通量が減少する区間  
（H42交通量推計値より） 

【地元観光関係者の声】  
牧港補給地区等の開発が進むと、バス利用者の増加
が予想されますが、国道58号（現道）は慢性的に渋滞し
ているため、定時性の確保が困難な状況です。 
国道58号（現道）の渋滞が緩和し、バスの利便性を高
めるためには、浦添北道路の整備が必要です。 



■総便益（Ｂ） 
 道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、浦添北道路の整備の有無それぞれ 
 について推計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した。 
 【３便益：走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】 

■総費用（Ｃ） 
 当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。 

■計算条件 

 ・基準年次       ：平成26年度 
 ・分析対象期間    ：供用後50年 
 ・基礎データ      ：平成17年度道路交通センサス 
 ・交通量の推計時点 ：平成42年度 
 ・計画交通量      ：27,000台/日   
 ・事業費         ：約304億円 
 ・総便益（Ｂ）       ：約731億円 
 ・総費用（Ｃ）       ：約304億円 
 ・費用便益比      ：2.4 
 ・事業期間       ：H18〜H29 

〔参考：前回評価(H23)〕 

 平成23年度 
 供用後50年 
 平成17年度道路交通センサス 
 平成42年度 
 26,000台/日   
 約250億円 
 約846億円 
 約223億円 
 3.8 
 H18〜H29 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
２）事業の投資効果                                                   ④費用便益分析 
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その他地域社会が受ける便益等 費用便益分析 

                      便益【①＋②＋③】         
                   費用【事業費＋維持管理費】 
 
適用マニュアル ： 「費用便益分析マニュアル」 
             （平成20年11月：国土交通省道路局 都市・地域整備局） 
基準年次 ： 平成26年度 
検討年数 ： 供用後50年 
事 業 費 ： 現在価値事業費＝単純価値事業費×割戻率×GDPデフレータ 
便 益 ： ・ ①走行時間短縮便益②走行経費減少便益③交通事故減少便益 
  ・上記金額は、道路整備前後における、 
           ①走行時間の価値②走行経費③交通事故損失額 の差により算出 
        ・なお、各金額は将来ＯＤ（Ｈ17センサスベースH42OD表）により 
         推計した交通量を用いて算出※6) 
費用及び便益額等については、平成26年度の価値に換算 
  （現在価値算出のための社会的割引率 ： 4％） 

 費用便益比 = 

費用便益比の算出条件 

  ２．事業の必要性等に関する視点 
２）事業の投資効果                                                   ④費用便益分析 

項目 残事業 事業全体 

費用（C） （現在価値換算額）※1) 60億円※2) 304億円※2) 

事業費（億円） 52億円 297億円 

維持管理費（億円） 7.5億円 7.5億円 

便益額（B） （現在価値換算額）※1) 731億円 731億円 

走行時間短縮便益（億円） 629億円 629億円 

走行経費減少便益（億円） 75億円 75億円 

交通事故減少便益（億円） 27億円 27億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ） １２．３ ２．４ 

※1)費用及び便益の金額は、社会的割引率（4%）、GDPデフレータ（H26公表値）を考慮し、現在価値に換算した値。

なお、維持管理費、便益額については供用開始より50年間の総額 

※2)便益・費用の合計は表示桁数の関係で一致していない 

※3) H42未整備時(without)、H42整備時(with)の数値の差 

※4)現況路線はH22センサス混雑時旅行速度、浦添北道路（完成供用後）は設計速度（80km/h）を用いて算出 

※5)沖縄本島全域におけるH42未整備時(without)、H42整備時(with)の数値の差 

※6)便益の算定については、「将来交通需要推計手法の改善について【中間とりまとめ】」に示された第二段階の

改善を反映している。 

 

 

 

注) ３便益以外の主な定量的整備効果を記載 

項目 効果 

円滑なモビリティ
の確保 

旅行速度
の向上 

◇平均旅行速度向上 
約1.8倍向上（H22現況13.4km/h 
→H42整備後24.7km/h） 

空港への
アクセス性

向上 

◇所要時間短縮 
約17％短縮（沖縄コンベンションセンター～
那覇空港：29分→24分）※3) 

物流効率化 
重要港湾

へのアクセ
ス向上 

◇所要時間短縮 
約20％短縮（北谷町役場～那覇新港：35分
→28分）※4) 

国土・地域ネット
ワークの構築 

中心都市
へのアクセ

ス向上    

◇所要時間短縮 
約26％短縮（北谷町役場～浦添北道路～
沖縄県庁：46分→34分）※4) 

個性ある地域の
形成 

主要観光
地へのアク
セス向上 

◇所要時間短縮 
約18％短縮（那覇空港～浦添北道路～アメ
リカンビレッジ：38分→31分）※4) 

地球環境の保全 
CO2排出量

の 削減 
◇CO2排出削減 
・約0.2万ｔ-CO2/年削減 

・186.0 → 185.8万ｔ-CO2/年※5) 
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■現在の用地進捗率は66％、事業進捗率は約71％(58% ※)となっており、今後は全線2車線開通に向けて、鋭意事業進捗を図る。 

  ３．事業の進捗状況と見込みの視点 

H23.08.24 

事業費   304億円 

事業進捗率   約71％※1)（約58%※2))   

用地進捗率   約66％※1)  

■事業の経緯 ■事業の進捗率 

▲図21 整備状況（港川橋梁下部工工事） 

H26.08.29 

年度 事業実施項目 

平成 6年度 計画路線決定 

平成10年度 調査区間指定 

平成17年度 整備区間指定 

平成17年度 都市計画決定 

平成18年度 事業着手 

平成22年度 工事着手 

※1) 進捗率は平成26年3月末時点   

※2)  事業費を304億円として計算 



  ４．コスト縮減や代替案立案の可能性の視点 
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■仮設工（フィルターユニット）を防護するための消波ブロックについて、北部国道事務所より流用することでコストを縮減。                               

                                               →   縮減額は約1.7億円 

■今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら引き続き事業を推進。 

  

 ■浦添北道路は、沖縄西海岸道路の一部であり、浦添市、宜野湾市における国道58号の渋滞緩和、地域の産業、観光及び地域振興プロ 

  ジェクト支援を目的とした道路で、期待される効果が大きい合理的な計画であるため、計画の変更は困難である。 

①コスト縮減  

②代替案立案等 

▲図22 消波ブロック流用によるコスト縮減 

▲図○ ○○ 

≪消波ブロックの設置に関する変更≫   
         消波ブロックを製作した場合の費用  ：約2.5億円 

         北部国道から流用した場合の費用  ：約0.8億円 ⇒約1.7億円削減 

消波ブロック 

流用するブロックの積込状況 

H24年度 



１．事業の必要性 

３．事業の進捗と見込み 

○対応方針（原案）：「事業継続」 17 

２．事業の投資効果 

  ５．対応方針（原案） 

○円滑なモビリティの確保 ［P.10］ 
  ⇒並行区間（国道58号）の交通量が約13％減少 【80,474台/日→69,792台/日】 
  ⇒現道の損失時間が約29％削減 【556万人時間/年→395万人時間/年】 
○個性ある地域の形成 ［P.11］ 
 ⇒那覇空港～沖縄コンベンションセンターまでの所要時間が約17％短縮  【29分→24分】 
○安全で安心できる暮らしの確保  ［P.12］ 
 ⇒公共交通サービスの向上、迅速な救急活動、地域の安全性の向上 【地域の声】 
○地球環境の保全  ［P.14］ 

 ⇒CO2排出量の削減 約0.2万ｔ-CO2/年削減  【186.0万t-CO2/年→185.8万t-CO2/年】 
○費用便益（Ｂ／Ｃ） ＝2.4（事業全体）、12.3（残事業） 

○仮設工の防護に対し、消波ブロックの流用を行い、約1.7億円のコストを縮減 
○用地進捗率：約66％、事業進捗率：約71％（約58％※) 
○全線2車線開通に向けて、鋭意事業の進捗を図る。                                                   (※事業費 304億円として計算) 

○牧港補給地区跡地利用基本計画が平成25年度に策定。 ［P.5］                                      ⇒ 地域の活性化支援 
○浦添北道路と並行する国道58号では、ピーク時旅行速度が10km/h未満の区間が見受けら 
  れ、また、交通量は交通容量を超過しており、慢性的な渋滞が発生している。 ［P.7］                ⇒交通渋滞の緩和 
○浦添北道路の整備により、交通混雑の緩和、地域の活性化等が期待されており、中部市町 
  村会等から早期整備の要望を受けている。 ［P.9］                                       ⇒地域の要望・活動 


