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はじめに 

 

国営沖縄記念公園海洋博覧会地区（以下、「海洋博公園」という。）は、1976（昭和51）

年以来、沖縄国際海洋博覧会の記念事業として、沖縄振興、本島北部地域振興の中核的な機

能を担う国営公園として30年以上にわたり運営・整備を進めてきました。 

現在、沖縄観光の牽引施設として年間300万人を超える公園利用者があり、本島北部地

域への経済波及効果は1,200億円を超えています。また、これまでの海洋博公園の整備・

運営により蓄積された実績を基に、海洋生物、熱帯亜熱帯植物の繁殖・栽培技術の普及啓発

にとどまらず沖縄観光のPR、誘客活動に取り組むなど、沖縄振興における海洋博公園が果

たす役割は極めて重要なものがあります。 

今般、海洋博公園の今後の整備･管理運営の基本的方向を定める基本計画の更新に当たり、

公園は次のような方向を目指すこととしました。 

・ 沖縄県の基幹産業である観光振興に占める公園の役割が一層増大していることを踏

まえて、沖縄に立地する国営公園としての役割を高度に発揮して、計画整備と管理運

営を進化させ、より安全で快適で魅力ある満足度の高い公園づくりを行うとともに、

これまで育み醸成してきた公園文化を持続的に発展させます。 

・ 地域との連携を強化し、沖縄らしさが残る北部地域の環境保全と地域への適切な滞在

を誘引するポータルサイトとしての役割を備えるとともに、ガイドなど人材育成、公

共交通の利用促進、景観の保全など地域の自然・文化の保全に寄与します。 

・ 沖縄美ら海水族館、海洋文化館、熱帯ドリームセンターなど国際的施設を活かし、

21世紀のアジア・太平洋地域における国際的なモデルとなる公園づくりを進めます。 

・ 海洋生物、海洋文化、沖縄文化、熱帯亜熱帯動植物などについて、国内外の大学や研

究機関等との連携を強化し、国際交流、研究開発、普及啓発の促進を図り、社会に貢

献していきます。 

本書は、これらの方向性を提示するものです。 

 



 

 

検討に際し、平成18年度から平成19年度にかけて、学識経験者及び関係機関等からなる

委員会を開催しました。また、専門的な指導・助言を得るため、委員会のもとに５つの専門

委員会を設置しました。 

 

＜国営沖縄記念公園基本計画更新委員会 委員名簿＞ 
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Ⅰ 公園計画の前提 

１．公園整備の経緯 

国営沖縄記念公園海洋博覧会地区（以下、「海洋博公園」という。）は、沖縄国際海洋博覧

会の会場跡地に国営公園（都市公園法第２条第１項第２号ロ）として設置された。 

1975（昭和50）年7月 海洋博跡地100haに国営公園設置を閣議決定 

【閣議決定】（昭和50年7月15日） 

沖縄県国頭郡本部町において開催される沖縄国際海洋博覧会の会場（面積約100ヘクター

ル）の跡地に、沖縄国際海洋博覧会記念公園（仮称）を設置し、国により整備する。 

 

1976（昭和51）年3月 海洋博覧会記念公園の基本計画策定 

1976（昭和51）年3月 都市計画決定(沖縄県告示第88号：77ha) 

－博覧会継承施設（海浜公園、エメラルドビーチ、海洋文化館、オキちゃん劇場）

を中心に開園（供用面積36ha） 

以降、各施設の計画策定と整備、供用 

－中央ゲート、おきなわ郷土村、熱帯ドリームセンター、都市緑化植物園、沖縄美

ら海水族館、総合案内所、立体駐車場等 

1995（平成7）年3月 公園全体の基本計画更新として「海洋博覧会地区長期計画」策定 

2008（平成20）年1月 現在の開園面積71.6ha 開園以来の累積利用者5,600万人 

２．公園の規模 (都市計画決定面積) 

77ha（なお、閣議決定面積は約100ha） 

３．公園の位置 
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Ⅱ 基本計画 （平成２０年５月更新） 

公園の基本テーマ、基本方針は、当初計画（昭和 51 年 8 月策定）を基本的に踏襲し、管理運営に関す

る事項などを追加し、以下の通りとする。 

１．公園の基本テーマ 
「太陽と花と海」 

 

２．基本方針 

① 沖縄にふさわしい公園とするとともに、沖縄の持続的な観光振興の中核となる公園とする。 

② 沖縄国際海洋博覧会の記念事業としてふさわしい公園とする。 

③ 日本人だけでなく外国の人々にも利用される公園とする。 

④ 海との調和を十分考慮する。 

⑤ 亜熱帯気候を十分考慮し、四季を通じて利用できるものとする。 

⑥ 歴史的・文化的資源を生かした公園とする。 

〇施設計画に関する事項 

① 土地利用計画は、持続的な沖縄観光を牽引するとともに、地域連携や研究を通じて地

域振興に資する施設計画とする。 

② できる限り構築物を少なくし、海および既存林地などの環境と調和の取れたものとす

る。 

③ 台風等の気象条件（強風・潮風・日照等）や沖縄北部の立地条件等の特性に適合した

施設の形態、構造、素材、色彩等に十分配慮するものとする。 

④ 海洋博継承施設は、耐久・耐震診断をした上で活用を図り、利用者の安全上やむを得

ない場合は理念を継承しつつ再整備するものとする。 

⑤ 動線計画は、本公園区域の形態を考慮し、高齢者、障害者等の円滑な移動等にも十分

配慮したものとする。 

⑥ 海外からの利用者にも十分配慮したものとする。 

⑦ 上下水道、ガス、電気等の供給処理施設は、利用人口を想定の上、十分な容量を持つ

ものとする。 

⑧ 環境保全に十分配慮した施設計画とする。 

⑨ 公園の維持管理を考慮した施設配置計画とする。 

〇管理･運営計画に関する事項 

① 来園者が公園の基本テーマ・基本方針に即して、太陽・海・花・文化を体験し、かつ

安全、快適に過ごすことができる満足度の高い公園の運営を行う。 

② 来園者が沖縄の持つ魅力を体験し、ゆったりと楽しむことができる公園運営を目指す。 

③ あらゆる人びとが公園を楽しむことができるような公園運営を目指す。 
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④ 来園者が本島北部地域の各種資源の情報を受け取り、北部地域を訪れ、地域を味わい、

北部地域の環境の大切さを知るための公園運営を目指す。 

⑤ 海洋博公園として北部地域と連携して北部振興に資するための取り組みを展開する。 

⑥ 海洋博公園として沖縄国際海洋博覧会の理念に基づき、アジア・太平洋地域との国際

連携・学術連携・技術連携を進める。 

 
３．目標利用者数 

第３次沖縄県観光振興計画における平成23年の沖縄入域観光客数の目標720万人を踏まえ、入域観光客

数に占める本公園の来園率（実績）、および施設整備（「7.施設更新計画」参照）等による利用増を試算し、

目標利用者数を次のように設定する。なお、平成24年度以降、上記振興計画の改定により、入域観光客数

が修正された場合は、本公園の目標利用者数の修正を行う。 

 

概ね10年後の年間利用者数は、約410万人以上とする。 

－平成19年度の約340万人（見込）の約２割増－ 

 

○利用者の動向・満足度を適切に把握し、効果的投資と適切な管理運営を行い、目標実現

を図るとともに、状況変化に迅速に対応する。 

－管理運営計画（目標管理とアウトカム指標導入）により管理運営の充実を図る。 

－観光客急増で混雑増大の際は、駐車場増設や水族館夜間開館等速やかな対応を検討す

る。 

 

４．計画方針（利用イメージ） 

フリープランやロングステイの増加など観光旅行スタイルの変化、および環境保全やユニバーサルデザ

インへの対応などの社会動向を受け、本公園の基本テーマ・基本方針のもとに、これからの公園の計画方

針（利用イメージ）として、次の５つを柱に展開を図ることとする。 

① 沖縄の太陽、海、花、文化を感じ、体験する場づくり 

－公園のテーマを感受し、沖縄の良さを確認し、沖縄らしい体験を楽しむことができる。 

② 時間を楽しむ生活スタイルを発信する公園づくり 

－パックツアーの立ち寄り型から滞在型へ、人生ゆっくりズムのきっかけとなる。 

③ だれもが安全･安心に利用できる公園づくり 

－耐震診断・劣化調査、老朽施設の建替え、ユニバーサルデザインを計画的に推進する。 

④ 地域振興拠点から地域振興・地域連携拠点への展開 

－地域の団体やＮＰＯなどと連携し、公園から地域へ、利用者が地域の交流・環境保全

活動へ参加できる仕組みをつくる。 

⑤ アジア･太平洋地域のリーディングパークとしての展開 

－沖縄美ら海水族館、海洋文化館、熱帯ドリームセンターの３つの国際的施設を県内外

はもとより、アジア･太平洋地域を視野に積極的に展開する。 
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５．土地利用計画（ゾーニング） 
本公園は、基本テーマ「太陽と花と海」を具現化する次の３ゾーンで構成する。 

① 沖縄文化・センターゾーン 

－公園の中心ゾーン。海と島を眺望し、花や水景を楽しみ、賑わいくつろぐ。 

－沖縄、東南アジア・太平洋地域の海の文化を学び、体感する。 

② オーシャニックゾーン 

－公園のテーマ「海」をテーマとしたゾーン。 

－アジア・太平洋地域を代表する沖縄美ら海水族館を核に、海の環境や生物を学び体感

する。 

③ 熱帯亜熱帯環境ゾーン 

－公園のテーマ「太陽と花」をテーマとしたゾーン。 

－沖縄や熱帯亜熱帯の動植物を楽しみ、ふれあう。花修景と東シナ海に沈む雄大な夕陽

を楽しみ、ゆったりと時を過ごす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

■主要な施設 

オーシャニックゾーン 沖縄文化・センターゾーン 熱帯亜熱帯環境ゾーン 

・沖縄美ら海水族館 

・休憩施設 

・オキちゃん劇場（代替施設） 

・イルカラグーン 

・パークセンター 

・マナティー館 

・ウミガメ館 

・エメラルドビーチ 

・ビーチハウス 

・海洋文化館 

・ちびっことりで 

・おきなわ郷土村、おもろ植物園 

・総合案内所（ハイサイプラザ） 

・噴水広場 

・水の階段 

・中央スナック 

・レストハウス 

・夕陽の広場 

・レストハウス 

・水のプロムナード 

・お花畑 

・熱帯ドリームセンター 

・熱帯亜熱帯都市緑化植物園 

・バンコの森 

・グラウンドゴルフ 

・グリーンサーカス 

オーシャニックゾーン 
沖縄文化・センターゾーン

熱帯亜熱帯環境ゾーン 

備瀬ゲート 
北ゲート

南ゲート

クリスタル
ゲート

中央ゲート 
熱帯ドリームセンター駐車場口 
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６．ゲート・駐車場計画 

来園者数の増加、公園利用の平準化、駐車場混雑の抑制等のため、次のようにゲートおよび駐車場の増

設を行う。 

① エメラルドゲートを新規設置する。 

－来園者の増加に対応して、駐車場及び入口を新設する。 

② 熱帯ドリームセンター駐車場を新規設置する。 

－計画的配置により駐車場遠隔地域を解消し、公園利用の平準化を図る。 

③ 北ゲート周辺を改善する。 

－利用者が多い立体駐車場周辺の利便性・安全性を確保するとともに、入口にふさわし

い修景を行う。 

④ 公共交通・大量輸送によるアクセスの向上を図る。 

－バスロータリーの設置などバス利用の利便性を向上させ、駐車場需要を抑制する。 

⑤ 駐車場の混雑緩和策を推進する。 

－水族館の夜間割引による公園利用の分散化や混雑情報の提供等により、駐車場の混雑

を緩和する。 

⑥ レンタカー需要増大に対応した駐車場整備を行う。 

－上記の施策でも駐車場が不足する場合は、駐車場立体化等により必要台数を確保する。 
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７．施設更新計画 

計画方針（利用イメージ）の具体化に向け、より安全で快適な、魅力ある満足度の高い公園づくりを行

うため、施設の更新を進める。主な更新計画の内容は次の７つとする。 

① 海洋文化館 

－中央ゲートからの入口と映像ホールを新設する。沖縄とアジア・太平洋地域の収蔵品を充

実し展示内容を更新するとともに、展示学習・参加体験機能を拡充し、魅力増大を図る。 

② レストハウス 

－沖縄文化・センターゾーンのレストハウスを、海岸遊歩道、イノーなど海と連携した

環境教育プログラムの拠点に改修する。 

③ 旧水族館 

－老朽化のため撤去し、跡地に海の見える広場、日除け、雨避けにもなる休憩施設等を

整備する。 

④ オキちゃん劇場・イルカスタジオ 

－老朽化のため撤去し、イルカラグーン横にイルカ類の展示・飼育・繁殖機能を有した

代替施設を整備するとともに、くろしお階段へ誘導し公園利用の平準化を図る。 

⑤ エメラルドビーチ 

－ビーチサッカー・ビーチバレーの普及拠点となるよう必要な施設を整備する。 

⑥ 夕陽の広場 

－子どもやファミリー層が楽しめる大型遊具、斜面等を活用した花修景空間、海と東シ

ナ海に沈む夕陽を楽しめる広場を整備する。 

⑦ 熱帯ドリームセンター 

－夕陽の広場と一体利用できるよう、高低差を生かした展望広場と周辺園路等のバリア

フリー化を行う。 
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８．動線計画 

本公園の地形的な特性である南北の距離の長さ、東西の大きな高低差による施設間移動の困難な状況を

改善し、誰もが円滑に安全に利用できるように、園路の勾配や幅員を改修し、移動手段や移動環境等を向

上する。 

① 園路のバリアフリー化を推進する。 
－縦断勾配は５％以下を基本とし、地形の状況などやむを得ない場合でも８％未満とし、

車いすで自走できるようにする。（バリアフリー計画図参照） 

－地形上の高低差により制限がある場合は、代替路、エレベーター、遊覧車で移動でき

るようにする。（園内交通計画図参照） 

② 園内遊覧車の大型化による輸送力増強を図る。 
－現行の１０人乗り電気遊覧車より定員の多い車両の導入を進める。 

①・②により主要施設とすべての出入口は車いす・ベビーカー利用にとって円滑な

利用が確保される。 

③ 家族や車いすの方々が楽しめ、円滑に移動できる乗り物を導入する。 
－ファミリー用自転車、ハンドサイクルの導入を図る。 

④ 園路の機能を見直して、幅員構成を再構築する。 
－歩行者、遊覧車、管理・緊急車等、用途を再整理し、幅員の拡幅、歩車分離等により、

安全性、機能性を高める。 

⑤ 炎天下でも公園内を快適に歩けるよう、移動環境の向上を図る。 

－主要な場所には、休憩所のほか、緑陰、日除け、ドライミスト等の充実を進める。 

⑥ 防災面など公園機能上必要な場合は、周辺施設との移動の円滑性を確保する。 
－津波対策や団体客の利便性確保等のため、公園と周辺施設との園路の一体化を図る。 
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９．環境形成計画 

本公園が立地する土地が本来もつ自然環境の保全、再生を進めるとともに、本部半島の自然環境や自然

に根ざした沖縄の生活文化に身近に触れることができるモデル地域として、環境教育の場に活用する。 

① 園内の自然資源の保全･再生を推進する。 

－園内に生育・生息する貴重な生物に配慮する。 

－中央部の斜面樹林や岩礁植生の保全再生を図るとともに、外来種等を除去する。 

② 生物多様性に向けた取り組みを行う。 

－動植物調査に基づく計画的なエコアップ（生物の生息・生育環境を回復）を図り、本

部半島のモデル地域とする。 

③ 環境教育を推進する。 

－目前に広がる礁池、砂浜、海岸岩礁、隆起サンゴ礁の丘を環境教育の場に活用する。 
－おきなわ郷土村等を活用し、沖縄の人々が生み出した生活文化を紹介する。 
－公園内外の自然環境保全･再生に取り組むプログラムを推進する。 

 

園内交通計画図 
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１０．景観計画 
沖縄の気候風土と本公園の立地環境特性を生かした美しい景観形成を行うとともに、公共団体等と連携

し公園までの沿道景観の向上を図る。 

① 公園全体の景観形成方針を策定する。 

－公園施設の高さ・規模・色彩・素材等を定め、施設整備・管理運営に反映する。 

② 公園の魅力を高める景観形成を図る。 
－海と島を望む視点場（見せ場）を整備し、ゲートや主要施設の周りに利用の期待感を

創出する。 
③ 植栽の充実を図る。 

－沖縄らしい亜熱帯の花と緑による景観形成、散策を楽しめるよう園路沿いの誘導植栽

等を行う。 

④ 周囲と一体的な美しい風景づくりを行う。 

－隣接する、沖縄有数のフクギ並木のある備瀬地区の集落景観との連続性のある景観形

成を行う。 
－公園までの美しい沿道景観形成のため、風景街道づくりなど公共団体等と連携を図る。 

 

１１．ユニバーサルデザイン計画 
移動や施設利用等において、来園するすべての人がわかりやすく、安心して楽しめる公園づくりを推進

する。 

① バリアフリー新法等に則した移動等のバリアフリーを推進する。 

－高齢者、障害者、妊産婦を含め、来園するすべての人が円滑に移動できるように対応

する。 

② 誰もが安心･安全に楽しめる公園づくりを行う。 

－高齢者、障害者、乳幼児連れ、児童、外国人等の利用に配慮した施設のデザインや、

ホームページ・パンフレット等の五ヶ国語表記などわかりやすい公園案内やヒューマ

ンサポートを行う。 

 

１２．供給処理計画 
地球温暖化の防止、循環型社会形成等、地球環境問題への対応に配慮した公園づくりを推進する。 

① 公園のエネルギー総消費量を10％以上削減する。 

－地球温暖化防止対策として、公園内で消費するエネルギーを計画的に削減する。 

② 太陽光など再生可能・未利用エネルギー活用する。 

－日照時間の長さを生かした太陽光発電など、未利用エネルギーを活用する。 

③ 公園施設の屋上･壁面緑化、雨水循環システム等を整備する。 

－屋上・壁面緑化により施設内部の温度上昇を緩和するとともに、雨水を活用する。 
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１３．管理運営計画 

基本計画等に則り、国営公園がその役割を適切に果たし高品質な公園管理運営を実行するために、管理

運営計画を策定し、公園利用者の満足度の向上をはじめ成果（アウトカム成果）による目標管理を設定し、

目標の実現を目指す。 

① 管理運営計画 

－目標達成に向けて、利用状況を分析して課題を明らかにし、管理運営の基本認識を共

有し、管理運営基本方針に基づき、毎年、管理運営計画を策定する。 

－利用者の視点に立ち、安全、快適、清潔な公園環境の達成を図る。 

② 管理運営基本方針 

1）利用満足度の向上 

2）情報発信の充実 

3）施設利用の平準化 

4）障害者･高齢者への配慮 

5）環境の保全･活用 

6）歴史文化の継承･展開 

7）国際交流の推進 

8）地域との連携の強化 

9）管理の効率化と適切 

③ 管理の目標指標の試行的導入と実現手法の確立 

－目標達成に向けて実現手法の立案と効果検証に資するよう、アウトカム指標や個別の

目標指標を試行的に導入する。 

④ ＰＤＣＡサイクル 

－管理運営計画は、ＰＤＣＡサイクルにより業務をチェックし目標実現を目指す。 
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１４．地域連携・国際交流・調査研究開発・普及啓発 

北部地域の観光振興の牽引、アジア・太平洋地域のリーディングパークの構築、新たな国営公園の姿の

実現に向けて地域連携、国際交流、調査研究開発、普及啓発を展開する。 

① 地域連携の推進を図る。 

－生活文化・技術等も含めた北部地域の有する沖縄らしさを発信し、地域への誘引を図

る。 

－北部地域への周遊を容易にするため、宿泊施設・イベント案内を含む観光ナビゲーシ

ョンシステムを作成する。 

－公園利用と北部地域の環境保全活動がセットとなる仕組みづくりを進める。 

－北部地域の自然･文化を伝えるガイド養成など人材育成の仕組みづくりを進める。 

－バス、フェリー等地域の公共交通の利用促進、アクセス向上を図る。 

② 国際連携・国際交流の推進を図る。 

－海洋生物（沖縄美ら海水族館）、熱帯亜熱帯植物（熱帯ドリームセンター）、海洋文化

（海洋文化館）の三大テーマを活用し、アジア・太平洋地域との国際交流を図る。 
－国内外の大学、博物館、水族館等と国際的な学術ネットワークを強化し、イベント、

情報発信、交流事業を推進する。 

③ 調査研究・技術開発・普及啓発の推進を図る。 

－海洋生物や熱帯亜熱帯動植物の生態の解明、飼育･育成等管理技術の向上、生物多様

性・種の保存のための研究、情報公開など環境問題解決への取り組みを行う。 
－特に、希少生物である海牛類、サンゴ類、イルカ・クジラ類、ウミガメなどの調査研

究と飼育技術開発を進め、国際的な社会貢献性の高い事業を目指す。 
－公園整備・管理を通じて、果樹・花卉業、漁業、観光業など産業振興に寄与する。 
－大学や研究機関等と連携し、沖縄の風景、自然・文化資源の保全育成に必要なランド

スケープ、都市緑化、動植物、管理技術等に関する講習会やイベントを開催し、普及

啓発と地域を担う人材の育成を図る。 
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基本計画図 

都市計画公園区域 
拡大予定区域 
未供用区域 
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（参考）試行的目標管理指標 

高品質な公園管理運営に向け、公園の理念、基本計画等に則り、公園利用者の満足度

の向上を図るために、成果（アウトカム成果）による目標管理の設定を行う。 

 

■主な目標指標 
①今後10年の利用者数の増加を図る。 

【当項目の目標】 
□計画的な整備と管理により公園利用者数を増大させ、沖縄北部地域の観光振興に資す

る。 
 
 
 
②総合的な利用満足度の向上を図る。 

【当項目の目標】 
□適切な整備と管理運営を推進することにより、公園利用実態調査における満足度を向

上させる。 
 
 
 

③公園利用リピート率の向上を図る。 

【当項目の目標】 
□公園の魅力度、公園サービスの向上により公園利用リピート率を上げる。 

 
 

 

④入園者平均滞在時間の延長を図る。 

【当項目の目標】 
□公園施設の機能更新・強化・開園時間の延長等により公園滞在時間を長くする。 

 
 
 

⑤利用施設立ち寄り数の拡大を図る。 

【当項目の目標】 
□公園施設の利用数を増やす。 

 
 
⑥園内の施設利用の平準化を進める。 

【当項目の目標】 

□公園利用者のうち遊覧車利用率の向上を図る。 

 

数値目標：年間公園利用者数 約340万人（平成19年度見込み）から約410万人以上 

（平成29年度）とする。 

数値目標：海洋博公園の利用者が「満足」とした割合  71.1％から80％へ 

注）「どちらかというと満足の割合22.9％」は含んでいない。

数値目標：海洋博公園リピート利用率の割合  35.9％から40％へ 

平成18年度利用実態調査より（県内外で2回以上利用した人の割合）

数値目標：海洋博公園平均滞在時間  2時間12分から3時間へ     

平成18年度利用実態調査より

数値目標：公園利用施設数  1.36箇所から2箇所へ   平成18年度利用実態調査より 

数値目標：遊覧車の利用率  7％から40％へ 



 

15  

⑦利用の分散化を図る。 

【当項目の目標】 

□夜間開園など利用時間帯を拡大することにより、公園利用者のニーズに応えるととも

に、公園利用の分散化を図る。 

 
 

⑧ユニバーサルデザインへの対応を推進する。 

【当項目の目標】 

□公園利用者が快適に移動できるエリアを拡大する。 

 
 
 

⑨言葉のバリアフリーへの対応を推進する。 

【当項目の目標】 

□海外からの公園利用者に対し、言葉のバリアフリーを推進し、公園の理解と利用の促

進を図る。 

 
 

⑩公園アクセスの向上(1) 

【当項目の目標】 

□将来410万人の利用、公園滞在時間３時間（現状2時間12分）を想定し、そのための乗

用車利用への対応の拡充等を推進する。 

 
 

⑪公園アクセスの向上(2) 
【当項目の目標】 

□路線バス、貸切バス、タクシーなど、公園までの公共・大量輸送交通機関利用を促進

する。 

 
 

 
⑫環境負荷低減のための施設計画・整備等を推進する。 
【当項目の目標】 
□立体駐車場、建築物の壁面や屋上緑化の推進、太陽光発電、遮光性塗料等の活用によ

り、空調等の省エネルギーと地球温暖化対策を推進する。 
 

 
 
 

数値目標：16時以降の入園者の割合  1.9％から10％へ 

数値目標：バリアフリー園路（縦断勾配 5％以下の園路延長）  74％から 82％へ 

（縦断勾配 8％以上は遊覧車、エレベーターで対応することで 100％とする） 

数値目標：５ヶ国語（日本語、英語、中国語、台湾語、韓国語）表記率 47％から73％

数値目標：公共・大量輸送交通利用率  24％から30％へ 

タクシー利用5.9%、路線バス利用0.9%、貸切バス17.2%（平成15～18年度４年間の平均）

数値目標：将来駐車場不足日の解消  想定される67日から6日へ 

数値目標：屋上緑化面積 2,500㎡から5,000㎡へ 

壁面緑化面積 4,000㎡から5,200㎡へ 
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⑬公園使用エネルギーの削減を進める。 

【当項目の目標】 
□エネルギー利用の低減化を図り、既往施設のライフサイクルコストの削減を図る。 

 
 

⑭海洋文化理解・地球環境理解に向けた環境教育を推進する。 
【当項目の目標】 
□多様な手法により、公園利用者等に対する環境教育を推進し、沖縄の自然・歴史環境、

地球環境への理解を深め、自発的な行動を促進する。 

 
 

⑮在来動植物の保全育成を進める。 
【当項目の目標】 
□海岸部（海岸遊歩道周辺）における外来種の除去率 

 
 

⑯公園からの情報受発信機能の強化を図る。 
【当項目の目標】 
□公園施設概要、季節情報、イベント情報、公園へのアクセス（公共交通機関利用等含

む）方法等、公園利用のための情報提供を適切に行い、利用促進を図る。 
 
 

⑰本島北部地域との連携と地域環境活動への誘発を進める。 
【当項目の目標】 
□本島北部地域との地域連携を強化し、地域環境活動へ資する展開を図る。 

 
 

 

数値目標：外来種（ウェデリア等）の繁殖面積の低下  3,100㎡から0㎡へ 

数値目標：ホームページ平均アクセス数のアップ  5千ビュー／日から1.5万ビュー／日へ

数値目標：公園利用者の北部地域における環境活動参加の促進を図る。 

新たに3万3千延人 

数値目標：公園のエネルギー総消費量の削減5,880kwhから5,292kwhへ削減（原油換算）

数値目標：環境教育等の参加者数  1,645人から30,000人へ 
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