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Ⅰ　は じ め に

　沖縄県では，1972 年 5 月の本土復帰から 2014 年

3 月にかけて，約 55 ㎢の米軍専用施設・区域が返

還され，跡地開発がなされている．返還地の多く

を占める沖縄島中南部の跡地開発は，那覇市の新

都心地区や北谷町の桑江・北前地区に代表される

ように，中核的施設を備えた市街地や商業地を形

成するような大規模なものが多い（たとえば，南 
2015）．最近でも，2015 年 4 月に，北中城村の泡

瀬ゴルフ場跡地に県内最大級のショッピングセン

ター「イオンモール沖縄ライカム」がオープンし

たように，大規模な跡地開発が盛んになされてい

る．

　その一方で，このような大規模開発には，大規

模な地形改変や，旧来からの中心市街地を衰退さ

せる側面もある．渡邊ほか（2014）は，1948 年に

米軍によって作成された 1:4800 地形図から標高

データを作成し，現在の地形図と比較した．その

結果，那覇新都心地区では大規模な地形改変が行

われたことが明らかにされた．また，米軍返還跡

地に商業吸引力の高い新たな商業地区が形成され

ることによって，古くからの商業地区が衰退する

こともある．空き店舗が目立つようになった宜野

湾市の普天間商店街や沖縄市のコザ商店街は，そ

うした事例であろう（沖縄銀行総合企画部調査広

報室 2006）．

　こうした状況を踏まえると，今後の持続可能な

跡地利用を考えていくうえでは，土地利用の分析

に基づく地理学的な考察が不可欠といえる．米軍

返還跡地の土地利用に関する研究としては，土地

利用図を用いた北谷町の商業立地メカニズムに関
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摘　要

　那覇新都心・北谷・読谷地区の土地利用調査を行い，GIS を用いて米軍返還跡地の土地利用図を作成した．

調査の結果，那覇新都心地区は住商が混在する地域，北谷地区は住商が混在する地域と大規模な商業地域，

読谷地区は農業地域という，異なる跡地利用パターンが認められた．その背景として，那覇新都心地区で

は土地所有者の意思決定，北谷地区では大規模な地形改変，読谷地区では自然条件に加えて黙認耕作が継

続されてきたという地域的な背景が大きく関わっていた．また，返還跡地における商業地域の形成が商圏

を変化させ，かつての中心商業地を衰退させているなど，新たな地域的課題も発生している．
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する考察（金城 1998），北谷町の返還跡地におけ

るアンケート調査（太田 2005），那覇市・北谷町・

読谷村の大規模跡地開発を持続可能な発展の視点

から比較した考察（真喜屋 2007）などがあげられる．

しかしながら，これらの先行研究では土地利用の

地理学的な分析は不十分であり，より定量的なデー

タに基づく研究が必要である． 

　本研究では，跡地利用の主な形態が市街地・商

業地・農地と異なる 3 地区（那覇新都心・北谷・

読谷地区）を対象に，詳しい土地利用図を作成し，

GIS を用いて土地利用ごとの面積比率を示す．土

地利用調査は，ゼンリン住宅地図を用いてベース

マップを作成し，それを現地踏査で確認・修正す

る作業によって進めた．図化には，オープンソー

スの GIS ソフトである QGIS（ver.2.12）を使用した．

　土地利用調査は，2015 年 10 ～ 12 月に実施した．

土地利用の大区分は，「商業」「サービス業」「業務」

「住宅」「駐車場」「工業」「運輸・流通」「教育・公

共機関」「宗教施設」「緑地」「農地」「その他」と

した
1)
．1 つの建築物に異なる業種が複数入ってい

る場合は，その建築物の中で 50 % 以上のフロアを

占める業種で代表させ，1 つの建築物に入っている

複数の業種の比率が同じ場合や，3 つ以上の業種が

混在する場合は「テナントビル」とした．農地に

ついては，対象地域の主要作物である「サトウキ

ビ」「イモ」「野菜」「牧草」「花卉」「菊」「マンゴー」

はそれぞれ区分し，それ以外の作物や，自給用の

家庭菜園とみられる小規模な農地，作付け前後の

休耕地で栽培されている作物が判明しない土地は，

単に「畑」とした．地質・地形の判読には，産総

研の 20 万分の 1 シームレス地質図および国土地理

院の 2.5 万分の 1 地形図を用いた．

Ⅱ　那覇新都心地区の土地利用

1．地域概要
　那覇新都心地区

2)
は，那覇市の北部に位置する

「安謝」「銘苅」「天久」「おもろまち」「上之屋」か

らなり（図 1），地区の 90 % は牧港住宅地区であっ

た．この地区のほとんどは新第三系の泥岩（島尻

層群）からなり，北東部には部分的に第四系の石

図１　研究対象地域（那覇新都心地区）

図中の枠線は土地利用調査の範囲．

（地理院地図を改変して作成）．
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灰岩（琉球層群）がみられ，安謝川の谷には沖積

地が広がる．地形は東から西へ緩やかに傾斜し，

南東部の配水池（約 40 m）が地区内の最高地点と

なる．県庁や市役所などがある那覇市の中心部と

の直線距離は約 2 km で，国道 58 号線・330 号線や

沖縄都市モノレールで結ばれ，利便性が高い．

　牧港住宅地区は，1945 年に軍事占領の継続とし

て米軍によって使用され始め，戦後は一時居住が

認められたが，1953 年の土地収用令により強制収

容され，米軍の住宅地区として建設された（琉球

新報社 2012）．施設内には約 3,000 人の軍人・軍属

が生活し，住宅のほかゴルフ場，プール，PX（基

地内の日用品店），小学校等の施設が建設された．

本土復帰後は，1973 ～ 1974 年の日米安全保障委員

会により，嘉手納基地や牧港補給基地，キャンプ・

コートニーへの代替移設を条件に返還が合意され，

1975 ～ 1987 年の間に 5 回に分けて全面返還され

た．返還後は，独立行政法人都市再生機構（当時，

地域振興整備公団）によって，新たなまちづくり

としての「那覇新都心地区土地区画整理事業」が

1992 ～ 2005 年に行われた．

2．土地利用
　那覇新都心地区の土地利用図を図 2 に，土地利

用ごとの比率を表 1 に示す．大区分でみると，最

も多いのが「住宅」（1,483 軒，0.575 km²）で，次

いで「商業・サービス業」（425 店，0.344 km²），「駐

車場」（469 か所，0.228 km²）と続く．面積としては，

「教育・公共機関」（28 か所，0.148 km²）や「緑地」

（32 か所，0.154 km²）も大きい．土地利用ごとの比

率を面積比と区画数比でみると，面積比では「住

宅」が 35 % と最も高く，次いで「商業・サービス業」

が 21 %，「駐車場」が 14 %，「教育・公共機関」「緑

地」がいずれも 9 % となった．区画数比では「住宅」

が 55％，「駐車場」が 17 % であり，「商業・サービ

ス業」は 14 % であった．

　この地区には，住宅をはじめ，庁舎や県立博物館・

美術館などの公共施設，大型ショッピングセンター

をはじめとする商業施設が建設され，主に市街地

として機能している．北東部の段丘面には，「戸建

住宅」「集合住宅」「契約駐車場」「ホームセンター」

などが立地し，北部の沖積地には住宅や「公園・

緑地」「建設業」が多い．沖積地を縦断する道路沿

いには商業施設もある．沖積地の東側には荒地が

あり，その北部に水系がある．北部に住宅が密集し，

中心部から南部にかけて公共施設や商業地が立地

している一方，返還前からあった荒地は，返還後

もそのまま残されている．

　那覇新都心地区の特徴として，「駐車場」の比率

が高い（区分数比 17 %，面積比 14 %）ことがあげ

られる．「駐車場」は合計 469 区画であったが，そ

の内訳は「契約駐車場」が 322 区画（12,2442 m²），「店

舗・事業所利用者駐車場」が121区画（76,268 m²），「コ

インパーキング」が 26 区画（29,218 m²）であった．

区画数比でみると「契約駐車場」が 69 % を占め，「店

舗・事業所利用者駐車場」が 26 %，「コインパーキ

表 1　米軍返還跡地における土地利用ごとの面積と面積比

面積（km2
） 面積比（％） 面積（km2

） 面積比（％） 面積（km2
） 面積比（％）

商業・サービス業 0.344 20.7 0.336 24.1 0.000 0.0
業務 0.063 3.8 0.013 0.9 0.034 1.4
住宅 0.575 34.5 0.234 16.8 0.012 0.5

駐車場 0.228 13.7 0.127 9.1 0.000 0.0
工業 0.005 0.3 0.005 0.4 0.000 0.0

運輸・流通 0.016 1.0 0.004 0.3 0.005 0.2
教育・公共機関 0.148 8.9 0.103 7.4 0.096 3.8

宗教施設 0.015 0.9 0.002 0.1 0.016 0.6
緑地 0.154 9.2 0.250 17.9 0.260 10.3
農地 0.063 3.8 0.001 0.1 2.015 80.1

その他 0.054 3.2 0.320 22.9 0.078 3.1
合計 1.665 100.0 1.395 100.0 2.516 100.0

那覇新都心地区 北谷地区 読谷地区
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図 2　那覇新都心地区における返還跡地の土地利用図
凡例のアルファベット小文字は住宅併設．

 

 
  



那覇新都心・北谷・読谷地区における米軍返還跡地の土地利用

-65-

ング」が 5 % であった．

　戦前の那覇新都心地区は，主に那覇中心部への

食糧供給地として近郊農業が盛んであった（沖縄

タイムス社基地問題取材班 1984）．返還にあたり「那

覇市軍用地跡地利用計画」の中で那覇新都心地区

を「みどり豊かな居住地」とすることを計画して

いたが，安定した地代を得たい土地所有者の意向

で住商混在地区となった（真喜屋 2007）．再開発に

おいて，住宅や公園・緑地は計画的に配置されたが，

商業施設は無秩序に立地した．小川・嘉納（2009）
によるイメージ調査でも，住宅地では建物の階数

に統一感がある街並みが形成されているが，商業

地域では統一感のない街並みになっていると感じ

る人が多いとされている．また，渡邊ほか（2014）
で分析されているように，那覇新都心地区の跡地

開発は切土・盛土の大規模な地形改変を伴ってい

る．

Ⅲ　北谷地区の土地利用

1．地域概要　

　北谷地区
3)
は，北谷町の西部に位置する「北前」

「北谷」「美浜」「桑江」「伊平」からなり（図 3），

返還跡地はハンビー飛行場跡地，メイモスカラー

射撃場跡地，キャンプ桑江北側跡地で構成される．

現在では北谷町の面積の 52.3 % を米軍基地が占め

ており，沖縄県では嘉手納町と金武町に次いで基

地占有率の高い自治体である．ハンビー飛行場跡

地とメイモスカラー射撃場跡地は沖積地，キャン

プ桑江北側跡地が第四系の石灰岩（琉球層群）か

らなる海成段丘であり，その他は埋立地である．

 
  

図 3　研究対象地域（北谷地区）

図中の枠線は土地利用調査の範囲．

（地理院地図を改変して作成）．
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沖積地や埋立地は標高 5 m 以下で，海成段丘のう

ち標高の最も高いところは約 30 m である．国道 58

号線がこの地区を南北方向に貫き，西部は東シナ

海に面している．

　ハンビー飛行場は，北谷町西海岸に面した，沖

縄戦の米軍上陸地となった場所である．米軍上陸

とともに占領され，主に海兵隊のヘリコプター基

地として使用された．飛行場は 1951 年に建設され，

1974 年の第 15 回日米安全保障協議委員会において

代替移設を条件に返還が合意された．1977 年に部

分的に返還され，1981 年には全面返還された．返

還後は，1984 ～ 1991 年に「北前土地区画整理事業」

が施行され，沿岸部に地区公園を，中心部に商業

活性化のメインとなる大型ショッピングセンター

を誘致した．大型ショッピングセンターによる相

乗効果で，周辺には飲食店などの専門店街が形成

され，数年前まではフリーマーケットも賑わって

いた．

　メイモスカラー射撃場は，ハンビー飛行場の北

側に位置し，射撃訓練場として実弾射撃訓練が行

われていた場所である．1981 年の返還後，1985 ～

1995 年に「桑江土地区画整理事業」が行われた．

この地区には，都市計画法に基づく地区計画が導

入され，西側の埋立地が都市型リゾート用地，東

部が住宅や企業等の用地とされた．政策的に商業

施設やアミューズメント施設が誘致され，近隣の

ビーチなどと連動した「美浜タウンリゾート・ア

メリカンビレッジ」（以下「美浜アメリカンビレッ

ジ」とする）が形成された．美浜アメリカンビレッ

ジは，米軍返還跡地利用の成功例として注目を集

め，1999 年に「地域づくり大臣表彰」を受賞した．

　キャンプ桑江は，1945 年の米軍上陸と同時に占

領されて以来，現在も米軍の施設として使用され

ている．学校や運動場，ピクニック場なども備え

た軍人・軍属の宿舎や病院として機能しており，

とりわけベトナム戦争の際には極東最大の軍事病

院となった．これらの機能は，1996 年の SACO 最

終報告によってキャンプ瑞慶覧などに移設するこ

とが決定され，2003 年に北側の 0.38 km2
が返還さ

れた．返還後は，町役場を中心に商業地や住宅地

としての利用が望まれており，2003 ～ 2017 年に「桑

江伊平土地区画整理事業」が行われている．

2．土地利用
　北谷地区の土地利用図を図 4 に，土地利用ごと

の比率を表 1 に，それぞれ示す．大区分でみると，

最も多いのが「商業・サービス業」（258 店，0.336 

km²）と「住宅」（495 軒，0.234 km²）であり，「駐

車場」（67 か所，0.127 km²）がそれに続く．面積と

しては，那覇新都心地区と同様に「教育・公共機

関」（18 か所，0.103 km²）や「緑地」（18 か所，0.250 

km²）も大きい．土地利用ごとの比率を面積比と区

画数比でみると，面積比では「商業・サービス業」

が 24 % と最も高く，次いで「緑地」が 18 %，「住宅」

が 17 %，「駐車場」が 9 % となった．なお，「その

他」の比率が高いのは，キャンプ桑江北側跡地の

北部が現在工事中のためである．区画数比では「住

宅」が 50 %，「商業・サービス業」は 26 % であっ

た．北谷地区の特徴として，面積比では「商業・サー

ビス業」，区画数比では「住宅」がそれぞれ高いこ

とがあげられる．

　戦前の北谷地区は主に農地として利用され，沖

積地では水田も多くみられた．返還後は公有水面

埋立事業や段丘での造成工事を行うなど，人為的

な地形改変を伴う跡地利用がなされている．土地

利用図をみると，ハンビー飛行場跡地には住宅，

メイモスカラー射撃場跡地の西側の埋立地には商

業施設が密集しており，キャンプ桑江北側跡地で

は土地区画整理事業の工事が行われている．返還

跡地では飲食店や卸売りをはじめとする第 3 次産

業が大半を占め，沿岸の埋立地には運動公園や大

型ショッピングセンター，リゾートホテルなどが

あり，専門店も多く出店している．この地区は現在，

主に商業地として機能している．

　北谷・北前地区のハンビー飛行場跡地は，その

全域が沖積地にあり，南側には「集合住宅」が密

集している．国道 58 号線沿いは主に商業とサービ

ス業に利用されている．中心部には「デパート・

ショッピングセンター」があり，その周辺には商

業施設が立地している．中心部の国道 58 号線沿い

にも商業施設が立地している．海岸沿いは「公園・

緑地」として整備されている．北部の国道 58 号線

沿いにも商業施設が並んでいる．海岸沿いには公

園利用者のための広い駐車場がある．ハンビー飛
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行場跡地は，北谷地区の中でも住宅が特に多い地

域である．

　ハンビー飛行場跡地で行われた「北前土地区画

整理事業」では，跡地利用として住宅地と工業地

を予定していたが，中心部にデパートが開業する

と，その周辺に様々な専門店が立地して住商混在

地区となった（真喜屋 2007）．また，研究対象地域

の中で唯一米軍基地が隣接していることから，タ

 
  

図 4　北谷地区における返還跡地の土地利用図

凡例のアルファベット小文字は住宅併設．
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トゥー店や両替店などの軍人・軍属を対象にした

商売もなされ，欧米風の名称がついた「戸建住宅」

も数軒みられる．北谷・北前地区の海岸沿いには「集

合住宅」が多く，サンセットを売りにしていると

考えられ，建物の名称に海やサンセットを関連さ

せる用語が含まれる物件が多かった．

　桑江・美浜地区のメイモスカラー射撃場跡地も，

ハンビー飛行場跡地と同様に沖積地にある．メイ

モスカラー射撃場跡地は国道 58 号線に沿う南北に

細長い地域で，主に商業・サービス業に利用され

ている．この地域では，北側に飲食店が集中して

いる．埋立地には商業施設が集中し，中心部に「デ

パート・ショッピングセンター」があり，中央の

美浜アメリカンビレッジには，「テナントビル」が

密集している．中心部には広大な「店舗・事業所

利用者駐車場」もある．南部には野球場や屋内運

動場，陸上競技場などを備えた運動公園がある．

北部には大型リゾートホテルがあり，その周辺に

は「空き地」「店舗・事業所利用者駐車場」がある．

また，北部はこの地域で唯一の住宅が集中してい

る場所である．そこには字の集会場があり，集会

場を取り囲むように「戸建住宅」が立地し，隣に

は「公営住宅・公営団地」もある．海岸に面した

地区であるため，船販売店もある．

　メイモスカラー射撃場跡地では，北谷・北前地

区の跡地利用が計画通りにならなかった反省から，

「都市計画法」に基づき土地利用を制限した．その

結果，桑江地区では国道 58 号線沿いに商業施設が

集中し，埋立地である美浜地区には大規模な運動

公園や美浜アメリカンビレッジのような商業施設，

さらにはリゾートホテルなどが建設された．1,500

台を収容できる無料駐車場もあり，北谷地区の商

業的な集客力は大きい．

　伊平地区のキャンプ桑江北側跡地は，海成段丘

にある．他の返還跡地に比べて返還されてからの

時間が短いこともあり，まだ「空き地」が多くみ

られる．この地区の東部には町役場があり，その

周辺に業務用の店舗がみられる．国道 58 号線沿い

には近年新しい商業施設が新設されている．北部

では現在，工事が行われており，近くには遺跡が

ある．キャンプ桑江北側跡地では，2003 年から「桑

江伊平土地区画整理事業」が施行されたが，事業

区域内から不発弾や汚染物質が発見され，跡地利

用の遅延も発生している．北谷地区で唯一緑地が

残っている伊平地区では，緑地を保全しつつ，公

園として整備する計画がある．

Ⅳ　読谷地区の土地利用

1．地域概要
　読谷地区

4)
は，読谷村の中部に位置する「伊良皆」

「喜名」「座喜味」「楚辺」「上地」「波平」からなり（図

5），返還跡地は読谷補助飛行場跡地と楚辺通信所

跡地で構成される．読谷補助飛行場跡地も楚辺通

信所跡地も，いずれも琉球層群からなる標高 70 m

前後の海成段丘で，周囲を国道 58号線，県道 6号線，

県道 12 号線が通る．

　本土復帰の 1972 年には，村面積の約 73% が米

軍基地であった．その後は返還が進められてきた

が，現在でも読谷村の面積の 36 % を米軍基地が占

めている．返還後は，跡地利用に向けて 2005 年か

ら「読谷補助飛行場跡地利用実施計画」が行われ

ている．読谷補助飛行場 5)
は，1943 年に，旧日本

軍が「戦争が終わったら土地は地主に返す」と説

明して土地を接収することにより建設された．そ

の後，1945 年に米軍が読谷海岸から上陸し，飛行

場を占領・整備拡張し，本土復帰後も使用を継続

した．楚辺通信所 6)
は，読谷補助飛行場の北西に

接する軍事通信施設で，主に航空機や船舶その他

の軍事通信の傍受施設として使用されていた．米

軍は楚辺通信所区域内の約 10 分の 1 しか使用して

おらず，そのほとんどが黙認耕作地であった．読

谷補助飛行場と楚辺通信所は，いずれも，1996 年

の SACO 最終報告で全面返還が決定され，それら

の機能をキャンプ・ハンセンに移設することによっ

て 2006 年に全面返還された．

2．土地利用
　読谷地区の土地利用図を図 6 に，土地利用ごと

の比率を表 1 に，それぞれ示す．大区分でみると，

圧倒的に多いのが「農地」（621 か所，2.015 km²），

次いで「緑地」（25 か所，0.260 km²）で，これら

でほとんどを占める結果になり，「商業・サービス

業」「駐車場」「工業」はまったくみられなかった．

土地利用ごとの比率を面積比と区画数比でみると，



那覇新都心・北谷・読谷地区における米軍返還跡地の土地利用

-69-

 
  図 5　研究対象地域（読谷地区）

図中の枠線は土地利用調査の範囲．

（地理院地図を改変して作成）．

面積比では「農地」が 80 %，「緑地」が 10 % で，

区画数比では「農地」が 88 % を占めた．

　読谷補助飛行場跡地の北部は，村民センター地

区として村役場や文化センター，運動公園が建設

された．この地区の東側を通る国道 58 号線と西海

岸のリゾート地を結ぶ村道も建設され，地区内の

道路も整備されてきている．また，農業振興の核

となる先進農業支援センターと JA が建設され，主

に農地として機能している．この地区では，返還

前から滑走路以外が黙認耕作地として利用されて

いたこともあり，中心部の村役場や運動公園，先

進農業支援センターが建設された場所以外は大き

な開発や変化はみられなかった．滑走路の跡は現

在も道路として利用されている．

　読谷補助飛行場跡地北東部は，全体が先進農業

支援センターである．そこでは，農業ハウスで「花

卉」と「野菜」が栽培されている．読谷補助飛行

場跡地北部には，村役場や文化センター，中学校

といった「教育・公共機関」や「緑地・公園」が

立地しており，南側には広い荒地もある．読谷補

助飛行場跡地南東部には，区画が整備された農地

が広がっており，主な作物は「サトウキビ」であ

る．その他に，「イモ」の栽培や小規模農業が行わ

れている．しかし，南東部には「荒地・耕作放棄

地」が多くみられる．読谷補助飛行場南部では「サ

トウキビ」や農業ハウスでの栽培が行われている．

栽培されている主な作物は「サトウキビ」で，農

業ハウスでは「マンゴー」と「野菜」が栽培され

ている．この地域の南側には「荒地・耕作放棄地」

と「牧草地」がある．読谷補助飛行場跡地北西部

では，「サトウキビ」「イモ」「野菜」，12 個の農業

ハウスで「菊」が栽培されており，一つの区画が

大きい．読谷補助飛行場跡地南西部では，18 個の

農業ハウスで「菊」が栽培されている．他にも，「サ

トウキビ」や「牧草」が栽培されている．

　楚辺通信所跡地には，読谷補助飛行場と異なり
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小規模農地が密集している．返還前にケージ型の

アンテナがあった場所は，まだ開発がされておら

ず「荒地・耕作放棄地」となっている．現地調査

をした際は工事車両が入っており，開発が始まろ

うとしていた．楚辺通信所跡地も読谷補助飛行場

跡地と同様に主要な作物は「サトウキビ」である．

　戦前の読谷村は主に農地として機能していた（沖

縄タイムス社基地問題取材班 1984）．戦前の旧日

本軍は読谷飛行場を建設するために平坦な土地が

必要であったため，段丘面が広がるこの地域が候

補のひとつになった．返還後は，土地所有者を中

心に跡地計画がなされ，読谷補助飛行場跡地には

農業としての跡地利用の核となる先進農業支援セ

ンターや JA が建設された．先進農業支援センター

図 6　読谷地区における返還跡地の土地利用図
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では，読谷地区で農業をする農家の育成が行われ

ている．また，農地を先進農業支援地区に指定し，

農業ハウスで「菊」や「マンゴー」，「野菜」を栽

培している．また，段丘堆積物である琉球層群が

透水層で水田に不向きであるため，畑地では「サ

トウキビ」や「イモ」が栽培されている．楚辺通

信所跡地では，返還後も黙認耕作地の使用を継続

している．1999 年の「読谷村軍用地跡地利用基本

構想策定業務報告会」において，楚辺通信所跡地

では 70 % を農地，30 % を非農地とする計画が立て

られ，非農地は公民館や運動公園，企業誘致など

の候補地となった．しかし，未だ跡地の整備が行

われておらず，企業誘致までには至っていない．

Ⅴ　まとめ 

　米軍返還跡地の土地利用は，自然・人文にまた

がるさまざまな地理的要因が作用しながら成り

立っている．住商が混在する地域となった那覇新

都心地区では，土地所有者の意思決定が土地利用

に大きな影響を与えた．大規模な施設を核に新た

な商業地域が生まれた北谷地区は，埋め立てや造

成などの人為的な地形改変に支えられている部分

が大きい．農業地域として利用されている読谷地

区は，返還前の黙認耕作という地域的な背景を受

けながら，琉球層群からなる段丘面に適した作物

を都市に供給する役割を果たしている．

　研究対象地域の 3 地区を比較すると，市街地と

商業地では，自然環境が土地利用に与える影響は

小さいが，農地では，地質条件が農業的土地利用

に大きな影響を与えていることがわかる．那覇新

都心地区と北谷地区では，米軍占領中に米軍基地

全体が立入禁止になったが，読谷地区では米軍占

領中も黙認耕作地として農地を使用することがで

きた．そのため，返還後の那覇新都心地区と北谷

地区は，土地区画整理事業を施行せずに跡地開発

を行うことができなかった．一方，返還後の読谷

地区では，農地の区画整理は行ったものの，黙認

耕作の延長として農業を継続できた．

　沖縄県では，今後も米軍からの土地返還が続き，

跡地利用の議論はますます盛んになるであろう．

とりわけ，大規模な地形改変，古くからの中心市

街地の衰退など，地理学的な課題も多い．持続的

な地域発展のためには，地理学を含めたさまざま

な学問分野からの研究が必要である．

　本研究を進めるにあたり，GIS 沖縄研究室の渡邊康

志先生には，GIS について丁寧なご指導をいただきま

した．那覇市役所，北谷町役場，読谷村役場の方々に

は，貴重な資料をご提供いただきました．お世話になっ

た方々に対して，心より感謝の意を記します．

( 受付　2016 年 4 月 15 日 )　
( 受理　2016 年 6 月 20 日 )　

　注

1）土地利用の区分にあたっては，磯野ほか（2015），渡邊

ほか（2015），福井ほか（2015）などの先行研究を参考

にした．

2）本研究では，那覇市発行「那覇新都心地区地区計画」に

掲載されている土地利用構想図における「那覇新都心地

区」とする．

3）本研究では，北谷町発行「中部広域都市計画図北谷町」

の北前土地区画整理事業区域，桑江土地区画整理事業区

域，桑江伊平土地区画整理事業区域をあわせた地域およ

び埋立地とする．

4） 本研究では，読谷村発行「読谷村都市計画図」の特殊基

準区域，1978 年に返還された読谷補助飛行場，および先

進農業支援センターをあわせた地域とする．

5） 建設当時の名称は「読谷飛行場（沖縄北飛行場）」であっ

た．

6） 建設当時の名称は「楚辺海軍通信補助施設」および「楚

辺方向探知東サイト」であった．
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