
140

第4章 計画実現に向けた取組

4-1 目標の設定

南風原町交通基本計画において掲げた基本方針を踏まえ、施策の進捗（ 達成） 状況を把

握する目的として、目標とする指標の設定を行った。

なお、目標値の設定については、次年度以降の総合交通戦略及び個別施策の実施時にお

いて設定するものとする。

表 4-1 目標指標及び目標値

課題 指標 目的

基本方針1

体系的な道路

ネットワーク

主要渋滞交差点
主要渋滞交差点の早期改善を図るため目標値として

設定（ 沖縄地方渋滞対策推進協議会の指定箇所）

町道主要渋滞箇所
町内の交通問題箇所の検討・ 対策の推進を図る目的

として設定（ 町民意見、交通量調査等により設定）

道路網の整備
計画道路の整備推進を図るために目標値を設置

（ 都市計画道路、町計画道路事業により設定）

基本方針2

公共交通の

利用促進

公共交通利用率

(バス、モノレール)

公共交通利用促進による効果把握するための目標値

として設定（ 住民アンケート、パーソントリップ調

査結果の活用を想定）

公共交通不便地域

カバー率

公共交通利用促進を図るため目標値を設定

（ 地域公共交通の運行による対応）

バス待ち空間整備 公共交通利用促進を図るため目標値を設定

基本方針3

安全・ 安心な

交通環境の創出

歩行空間整備
生活道路安全対策として、歩行空間整備を目標値と

して設定

交通危険箇所

生活道路の危険箇所を抽出し、危険箇所への対策を

目的として設定（ 警察庁事故データ、民間プローブ

データ、ETC2. 0の活用を想定）

自転車通行空間整備

延長

自転車施策の展開を自転車走行空間整備延長におい

て目標値を設定（ 自転車ネットワーク計画）

：交通戦略時において目標値設定 ：個別施策時において目標値設定
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4-2 計画実現に向けた取組

4-2-1 施策の推進

南風原町交通基本計画の実現に向けては、道路ネットワーク、公共交通、また、交通安全等

の様々 な施策が連携を図りながら、本計画における効果を高めていく ことが重要と考えられ

る。それらの施策を推進するにあたっては、国、県、町及び交通管理者などの行政のみなら

ず、町民、地域及び企業との協働・ 連携が必要となり、また、それらの施策を継続的、戦略

的に展開する方策の検討が必要となる。

さらに、施策の実施にあたっては、本町の特性を十分に発揮できるよう実証実験や社会実装

等を積極的に行う基盤（ テストベッド） づく りの形成を合わせて行う。

4-2-2 南風原町交通基本計画に基づく実現に向けた取組

南風原町交通基本計画は約20年の長期計画となっているが、短・ 中期（ 5～10年） におい

て、重点施策を効率的に具体化するため、南風原町総合交通戦略を策定し戦略的に施策展開

を図っていく 。

図 4-1 施策の推進イメージ

南風原町総合交通戦略（ 概ね5～10年）

基本計画の方針に基づき、関係機関との調整を行い、重点的・ 優

先的施策のスケジュール検討、施策の確実な実施を図る

道路ネットワーク 公共交通 安全・ 安心 交流機能

町民・ 地域・ 学校・ 企業 等 国・ 県・ 隣接市町・ 交通管理者 等

南風原町交通基本計画（ 概ね20年）

（ 基本方針、交通施策、将来交通体系 等）

個別施策

等

協働 連携
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施策の実施内容においては、地域内及び広域を視点とした対応となり、地域内では庁内関係

部署、広域では隣接市町や国、県との連携を図る必要がある。

南風原町内における交通課題について、地域内及び広域対応として下表に分類した。

表 4-2 課題への対応

交通課題 対応

地
域
内

南
風
原
町
対
応
�

• 急峻な地形による移動手段の制限

• 地域内のボトルネック交差点
地形に影響されない移動手段の検討

• 地域移動及び幹線道路へのアクセス性 計画道路の整備を推進

• 脆弱なバス網

• 幹線道路を外れた公共交通不便地域

• 交通弱者への対応

• 移動手段が自動車に偏り、公共交通の

利用が低い

• 開発地域へのバス路線の不足

支線公共交通の検討

バス利用環境の改善

モビリティマネジメント（MM）の実施

バス網再編の検討

• 生活道路への通り抜け交通、走行速度

• 生活道路及び通学路における歩行空間

の未整備

• 学校の送迎交通

• 自転車利用環境

生活道路及び通学路の安全対策

学校への送迎交通の抑制対策

自転車の安全な走行空間の創出

• 公共交通による地域内及び広域移動の

連携不足

• 地域内の交通拠点

交通結節点の検討（整備）

交通結節点と連携した多様な移動手

段との連携検討

隣
接
市
町
含
む
広
域

関
係
機
関
連
携
�

• 通勤・通学、帰宅時における幹線道路の

渋滞

• 主要交差点における渋滞

幹線道路の整備促進に向けた関係機

関調整

主要渋滞交差点の対策促進に向けた

関係機関調整

• 隣接市町からの通り抜け交通

• 広域移動を考慮したバスネットワーク

隣接市町と連携した広域バス網の再

編に向けた調整（バス網再編）

新しい公共交通の導入に向けた関係

機関との連携
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4-2-3 実施体制

(1) 組織づく り

南風原町交通基本計画において示された、南風原町における望ましい交通体系を着実に推進

していくため、町民・ 地域・ 学校・ 教育委員会・ 企業、有識者、交通事業者、行政が、それ

ぞれの役割分担・ 責任を認識し、連携・ 協働を行い、取組を進めることが重要である。

また、行政内部においても各部局の横断的な協力体制、国、県及び隣接市町（ 那覇市、南城

市、西原町、与那原町、八重瀬町） と連携し、計画の推進体制を図る。

(2) 協働体制

南風原町交通基本計画に基づく各施策を推進していくためには、町民や地域の積極的な取組

が必要不可欠である。交通に関連する情報や資料等の発信、状況に応じたバックアップ等の

協働体制を構築する。

また、住民等がまちづく りに参加しやすい環境づく りや、人材育成などが重要となり、住民

意見交換会、学校教育の現場において、交通に関する出前講座等を実施し、交通によるまち

づく りを推進する環境づく りを行う。

図 4-2 施策の組織イメージ

教育・連携・協働による

計画の推進

町民・地域

学校・教育委員会

企業

交通事業者

南風原町

国・県

隣接市町

交通管理者

交通サービスの提供

ニーズ把握

サービス・ 情報提供・ 教育

ニーズ把握

活動支援

施策の調整・ 検討
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4-2-4 評価・ 検証・ 改善

南風原町交通基本計画は概ね20年の長期計画となっており、20年後を見据えながら交通ま

ちづく りの方向性を示しているが、長期計画のため、計画の期間中に南風原町及び周辺市町

においての社会情勢の変化が想定される。

また、近年では自動車に関連した技術や、新しい移動手段の技術革新が進み、交通基本計画

の策定時とは異なる課題、対策手法等の発生も想定されるため、社会情勢の変化に合わせた

計画の見直しも必要と考える。

その為、本計画においては、PDCAサイクルを用いた計画の進行管理、評価、検証を行い、

着実に施策の推進を図る。

図 4-3 施策の推進イメージ

•施策の実行
•調査の実施

•施策の進捗管理
•施策の評価

•南⾵原町交通基本
計画の立案

•計画の改訂

•計画の検証
•計画の⾒直し

Acti on
（ 改善）

Pl an

(計画)

Do

（ 実行）

Check

（ 評価）
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4-2-5 目標達成の工程イメージ

本計画の目標期間の約20年において、各施策を達成する為の工程イメージを下表に示す。

計画イメージとしては、個別施策における計画を短期5年で策定し、中期10年、⻑期20

年を見据えて計画の推進を図っていくことを目標とする。

なお、詳細な工程については、次年度において、町内の各地域課題への対応方針を含め検討

を進めていくものとする。

表 4-3 施策の工程イメージ

短期

（ 策定から 5年）

中期

（ 5～10年）

長期

（ 10～20年）

道路ネッ ト

ワーク

公共交通利

用促進

安全・ 安心

交流機能

道路整備計画 道路整備の推進

渋滞交差点の改良

維持管理計画 定期的な維持管理・道路改修

地域公共交通計画実証実験・本格運行

新しい公共交通の導入（関係機関調整） （本格導入）

生活道路・通学路の個別対策の詳細検討 個別対策の実施

自転車ネットワーク計画 自転車通行空間整備

TDM実施計画 個別施策の実施

南風原北、南IC土地利用計画検討 関係機関調整・交通結節点整備

多様な交通モードの導入検討・導入
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■用語集

用語 意味

か
行 学校MM

（モビリティマネジメン）

小学生や中学生等を対象にして、交通に関する課題、環境、

多様な移動手段等について出前講座を行い、公共交通利用へ

の意識啓発を行います。

カーシェアリング

車を複数人で共有して利用する仕組みです。決まった貸出し

場所から車を借り、利用は短時間でも可能で、少しの私用に

便利です。

グリーンスロー

モビリティ

公道で走行可能な20km/h未満の電動車両で、4人乗り以上

であることが定義されています。

公共交通ネットワーク

公共交通である電車、モノレール、路線バス及び高速バスの

運行ルートが、連携を図り網の目のように広がっている（バ

ス網ともいう）ことをいいます。

公共交通不便地域

（公共交通空白地域）

路線バス、モノレールの公共交通の路線から外れた地域をい

います。本計画では、バス停から半径300m圏外の地域を設

定しています。

交通結節点

駅前広場をはじめとする交通結節点は、複数の交通手段をつ

なぎ「交通機関の乗り換え・乗り継ぎ」としての機能をもつ

ほか、地域の中心拠点エリアを形成する「拠点形成」や「ラ

ンドマーク」などの機能もあります。

交通弱者
公共交通不便地域に住み、運転免許を持たない（持てな

い）、高齢者や子供のことをいいます。

小型モビリティ

自動車より小さく、1〜2人乗りの電動車両です。決まった

貸出し場所から車両を借り、利用は短時間でも可能です。
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コミュニティバス

路線バスが走っていない地域を小型バスで循環し、主要施

設、商業施設、バス停等との連携を図り、町内の移動を便利

にします。

(令和4年4月現在、南城市、中城村、沖縄市等で実施）

さ
行

シェアサイクル

電動アシスト自転車を複数人で共有して利用する仕組みで

す。さまざまな場所に設けている駐輪場で自転車を借りる

（返却）ことができます。町内の短距離移動に便利です。

(令和4年4月現在、那覇市、浦添市、宜野湾市、中城村におい

てシェアサイクル事業を実施）

支線公共交通
路線バスのバス停から公共交通不便地域を接続し、公共交通

不便地域の解消を図る公共交通をいいます。

ゾーン30プラス

最高速度30km/hの区域規制と物理的器材との適切な組合せ

により交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン３０プ

ラス」として設定します。

また、道路管理者と警察が緊密に連携し、地域住⺠等の合意

形成を図りながら、生活道路における人優先の安全・安心な

通行空間を整備します

た
行 テストベッド 新技術の実証実験や社会実装等を積極的に行える基盤

デマンド交通

指定された区域内を運行する予約制の乗合交通です。乗降場

所は自由に指定でき、指定区域内の移動を便利にします。

(令和4年4月現在、南城市、糸満市、北谷町等で実施）

は
行
フレックスタイム

あらかじめ決められた一定期間の総労働時間において、社員

自ら始業時刻や終業時刻（労働時間）を決められる制度をい

います。

ボトルネック交差点

交通が通過できる容量が少ない区間、または箇所に、その容

量を超過する交通が流れ込んだ際に、そこを先頭として交通

渋滞が発生する状況をいいます。（信号交差点、道路の合流

部、高速道路のサブ等）
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や
行
ユニバーサルデザイン

文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわら

ず、出来るだけ多くの人が利用できることを目指したデザイ

ンのことをいいます。

B BRT

バスを基盤とし定時性、速達性向上を図るためのシステムを

導入したバスです。走行性の確保に、バスレーンの導入が挙

げられます。

C
C&R

（サイクル&ライド）

駅やバス停の周辺などに整備された駐輪場に自転車を駐輪

し、そこからは公共交通機関に乗り継ぎを図る方法です。

K
K&R

（キス&ライド）

家族に最寄の駅やバス停まで送迎してもらい、そこから公共

交通機関に乗り換えて通勤や通学などを行う方法です。

L LRT
低床式車両の活用等で乗降しやすく、定時性、速達性などの

面で優れた次世代の軌道系交通システムのことです。

P
P&R

（パーク&ライド）

郊外や都心周辺部のバスターミナルやバス停周辺などに駐車

場を整備し、マイカーから公共交通への乗り継ぎを図る方法

です。

(令和4年4⽉現在、⼩禄駅、安⾥駅、てだこ浦⻄駅等で実施）

T
TDM

（交通需要マネジメント）

自動車の効率的利用や公共交通への利用転換など、交通行動

の変更を促して、発生交通量の抑制や集中の平準化など、

「交通需要の調整」を行うことにより、道路交通混雑を緩和

していく取組みをいいます。


