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＜背景・目的＞

○主要渋滞箇所を基本とした渋滞の解消・緩和に向けては、交差点改良やバイパ
ス整備のハード対策とともに、ソフト施策（TDM施策）も重要と考える。

○特に渋滞が著しい那覇都市圏を対象に、TDM施策の方向性および、課題抽出
や今後の検討のイメージを報告する。

＜現状とＴＤＭ施策の方向性＞

○一方、現状として那覇都市圏では、公共交通の基盤が充実しつつある。

⇒那覇都市圏では、朝・夕ﾋﾟｰｸ時間帯にバス専用レーンが延伸されるなどバス利
便性向上や、基幹急行バスの運行が開始されるなど取り組みが行われている。

⇒また、モノレールも延伸し、より遠方からの利用も可能となっている。
⇒加えて、シェアサイクル導入も活発化し、サイクルポートも増加傾向にある。

○これらを踏まえ、ＴＤＭ施策の方向性として公共交通のシームレスな利用ができる
環境を構築し、自動車利用からの転換（公共交通利用）を促すことを目指す。

■バス専用レーン延伸、基幹急行バス運行、モノレール延伸

■シェアサイクル（ｃｙｃｙ（ﾊﾛｰｻｲｸﾙ））の導入状況

那覇市：58箇所
浦添市：20箇所
宜野湾市：11箇所
西原町：3箇所
その他：9箇所

：シェアサイクルポート
：基幹急行バス運行ルート
：モノレール路線

那覇都市圏中心に、101箇所設置中
（R3.5末時点）

出典：HP位置図参照・写真（ﾊﾛｰｻｲｸﾘﾝｸﾞHP）、沖縄県HP等

那覇都市圏（６市町）
・那覇市
・浦添市
・宜野湾市
・豊見城市
・西原町
・南風原町

サイクルポート

出典：沖縄県わったーバス党ＨＰ、
沖縄の新たな交通環境創造会議

＜沖縄の公共交通における問題＞
○沖縄の公共交通における県民・企業に対するアンケート（H25）では、半数以上

が「公共交通で移動できる範囲が限られている」ことや、３～４割が「公共交通
相互の乗り継ぎが不便」であることを問題視されており、このような状況が公共
交通への転換（TDM施策）の妨げとなることが想定される。

出典：沖縄における鉄軌道をはじめとする新たな公共交通システムに係る県民意識等実態把握調査（内閣府）

【県民調査】 【企業調査】
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ＴＤＭ施策を推進する上で、今後以下の検討を進めていく。
①各種公共交通やシェアサイクルの連携状況等における課題の明確化

⇒各公共交通機関利用実態、バス停やモノレール駅と、シェアサイクルポート位
置関係やポート稼働率等を分析し、現状の課題を把握する。

②公共交通の更なる利便性向上策の検討

⇒課題を踏まえ、公共交通利用促進に繋がるようなシェアサイクルポートの効果
的な配置等について、検討する。

＜ＴＤＭ施策推進に向けた課題把握・検討＞

■各公共交通機関とシェアサイクルの連携状況等の分析・課題把握

■シェアサイクル利便性向上策の検討

：シェアサイクルポート
：基幹急行バス運行ルート
：モノレール路線

【古島駅西口駅前広場】
利用者数：●人
稼働率：●％

【おもろまち駅周辺】
利用者数：●人
稼働率：●％

【ﾓﾄｻｳﾝﾄﾞ那覇】
利用者数：●人
稼働率：●％

※分析イメージ

○左記分析結果を踏まえ、需要が見込めそうなポート増設候補エリアを抽出する。

○抽出した増設候補エリアについてはシェアサイクル事業者へ情報提供し、サイク
ルポートの適所への増設・拡大（移動）を図り、公共交通利用促進に繋げる。

：シェアサイクルポート
：基幹急行バス運行ルート
：モノレール路線
：歩道橋

：増設候補エリア

就業者数
（全産業（公務除く））
■：500人未満
■：500～1000人
■：1000～1500人
■：1500～2000人
■：2000人以上

出典：経済ｾﾝｻｽ

※検討イメージ

【古島駅】
乗降客数：●人

【おもろまち駅】
乗降客数
●人

【C】
利用者数：●人
稼働率：●％

【B】
利用者数：●人
稼働率：●％

【A】
利用者数：●人
稼働率：●％【上之屋】

乗降客数
●人

○公共交通利用状況（駅・バス停乗降客数、運行便数等）と、各ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄの利
用者数・稼働状況等のデータを分析することで課題（利用者が少ない、稼働率
が低い等）を抽出する。

分析例．モノレール駅はサイクルポートが近くにあり、稼働率が高いのに対し、国道付近はバス停か
らの距離があり、稼働率が低い。（駅・バス停からの距離と稼働率の相関等）

○左記分析結果を踏まえつつ、経済ｾﾝｻｽ（就業者
数）などのデータを活用し、利用者増加が見込ま
れる増設・拡大（移動）箇所の提案を行う。

○需要が見込める駅・バス停周辺へのポート増設の
提案を行う。

出典：HP位置図参照（ﾊﾛｰｻｲｸﾘﾝｸﾞHP）、経済センサス、沖縄県HP等出典：HP位置図参照（ﾊﾛｰｻｲｸﾘﾝｸﾞHP）、沖縄県HP等

■南部国道事務所での取組状況
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 平成24年から継続して実施している
「経路分散社会実験」の更なる効果
的な施策を実施

 令和3年度夏に名護東道路の世冨
慶IC～数久田IC間の開通により交
通流の変化が考えられる

 施策の対象（過年度は観光地に向
かう交通（北行き）を対象）や手法を
再精査し、交通混雑度の緩和に資
する対策を検討

■北部国道事務所での取組状況
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具体的な取組内容

道の駅
サンライズひがし

71

84

58329

58331

58331

5858

5858

58329

58505
114

名護東道路
（H24.3開通）世冨慶交差点

許田交差点

名護東道路
（R3夏開通予定）

美ら海水族館

今帰仁城跡

古宇利島

道の駅おおぎみ

道の駅許田

道の駅ぎのざ

許田IC

宜野座IC

58449

通常経路
経路分散

経路を分散させ、
交通量の平準化
を図る

世冨慶交差点許田交差点

施策内容 観光繁忙期における「経路分析」・「時間分散」施策の実施

 令和3年度においては、これまで観光移動等

に自粛規制がかけられていた、県内外の観
光客に対し、今後の緊急事態宣言の解除、
全国的な新型コロナワクチン接種等により、
一層の観光需要の拡大が見込まれることか
ら、9月の大型連休時に施策の実施が必要

内容 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3
大型連休時（ｺﾞｰﾙﾃﾞ ﾝｳｨｰｸ）(5月) ● ● ● ●
海洋博公園花火大会(7月) ● ● ● ●
大型連休時（ｼﾙﾊﾞｰｳｨｰｸ） (9月) ● ○

経路分散社会実験の実施経緯
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■北部国道事務所での取組状況
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具体的な取組内容
令和3年夏に名護東道路（2工区）の開通および、道の駅許田の信号を撤
去する。これに伴う交通流の変化が想定される。交通流の変化を的確に
予測し、対策を講じる必要がある。

行き(北行き)のボトルネック箇所

[これまで（R3.夏以前）]

許田料金所
許田分合流部

世冨慶交差点

[名護東道路開通後（R3.夏以降）]

変化無し

許田料金所・許田合流部での集中を避けるための「経路・時間分散」を
実施（経路変化点：宜野座IC・金武IC部）

名護東道路への転換により
解消緩和が期待

帰り(南行き) のボトルネック箇所

道の駅許田
信号撤去により
解消・緩和が期待

数久田IC部・許田交差点への交通集中を避けるための
「経路・時間分散」を実施
（経路変化点：名護東道路利用交通/世冨慶IC 国頭方面/R58号川上交差点）

（新たなボトルネック）
■数久田IC合流部
数久田OFFランプ部での合流により混雑が懸念

世冨慶交差点
名護東道路への転換により
解消緩和が期待

[これまで（R3.夏以前）] [名護東道路開通後（R3.夏以降）]

許田交差点
道の駅許田の信号が撤去されることで、信号部で
需要コントロールされなくなることにより

更なる混雑が発生することを懸念

５．TDM施策の実施状況
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具体的な取組内容

■「行き」の交通 ■想定されるボトルネックポイント
・許田料金所（沖縄自動車道）

■「経路分散」・「時間分散」施策の視点
• 許田料金所がボトルネックとなるため、手前のICで

ある、「宜野座IC」、「金武IC」から国道329号に
「経路分散」を行う。

• 合わせて交通混雑が発生する時間帯は限られるた
め、交通集中時間帯を事前周知（ラジオ放送等）し、
「時間分散」を促す。

▲那覇市内⇒海洋博公園の出発時間別所要時間

7時出発と12時出発で
約110分の時間差が発生

５．TDM施策の実施状況
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具体的な取組内容

■「帰り」の交通

■想定されるボトルネックポイント
・数久田ＩＣ部（国道58号との合流部）

■「経路分散」施策の視点
□古宇利島・国頭方面⇒中南部地域

•川上交差点から（羽地ダム経由）国道
329号方向へ迂回

□本部方面⇒（名護東道路経由）中南部地域
•世冨慶ＩＣから国道329号方向へ迂回

簡易型可搬ＬＥＤ標識

国道58号
数久田IC
渋滞

設置可能箇所に設置

国道58号
数久田IC
渋滞
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