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ごあいさつ
O K I N A W A

Fisharena
フィッシャリーナとは？

○フィッシャリーナとは、FISH/Fishery（魚／漁業）と Arena（劇場）を組み合わせた造語です。
○フィッシャリーナ事業は、プレジャーボート及び遊漁船等を漁船と分離収容する整備を行う事業
制度をさしています。
○本計画では、ダイビング等のマリンレジャー船を収容する施設を確保するほか、誰もが利用でき
るウォーターフロントの形成を図ります。まさに、今回の北谷町フィッシャリーナ整備事業は、
「魚、漁業、海」の「劇場」の創出を目指しています。世界に誇れる総合的なウォーターフロントの
形成を目指します。

沖縄県は国内唯一の亜熱帯海洋性気候に属し、温暖な気候と美

C H A T A N

しい珊瑚礁の海に囲まれた独特の歴史と文化を持った魅力的な観
光リゾート地として周知され、毎年多くの観光客が訪れます。
フィッシャリーナ整備事業は、本町西海岸総合整備計画の一環
として、周辺地区の商業機能と連携の下、水産業と観光・海洋レ
北谷町長

野國 昌春

クリエーションなどのマリン産業が融合した新しい余暇・交流活
動の拠点となる総合的なまちづくりをめざし、「人にやさしい、
人がやさしい」「海を楽しめる、落ち着いたくつろぎ空間」をテー
マに、宿泊施設及び商業店舗等の集積を進めております。
これにより、フィッシャリーナ地区では、漁業の活性化はもと
より、漁場の有効利用や漁業とマリン産業の協業化の進展、漁船
の観光活用や体験学習の場の形成など、漁業者の幅広い活動拠点
となることが期待されています。
また、この度、本地区の公共マリーナと海業振興センター（う
みんちゅワーフ）が「ちゃたん海の駅」に認定されました。今後
もこの恵まれた海の資源が多くの方に親しんでいただけるよう、
「ちゃたん海の駅」を拠点とした賑わいづくりに取り組んでまい
ります。
観光立県の一翼を担う北谷町は、国内外の観光客が県内の魅力
ある資源を広域的に活用できるよう地域間の連携を深め、県内の
観光・リゾート産業の更なる発展に貢献できるよう精力的に取り
組む所存であります。
今後とも本事業地がその役割を十分に果たし、県内観光資源を
活かしたまちづくりを皆様とともに推進し、地域総体としての魅
力向上に努めてまいります。
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計画概要

北谷町フィッシャリーナ整備事業では、西海岸の地域特性
を活かし、漁業と連携した新しい余暇・交流活動の創出を
図る総合的なまちづくりを目指しています。本事業では周
辺地区と連携の下、水産業とマリン産業（観光・海レク）
とが融合した交流拠点の形成を図るものであり、漁業とダ
イビングの協業化による安全で調和的な海面利用、そして
漁獲物の供給システム構築による高付加価値化と集約が見
込まれるものと期待しております。また、海の玄関口とし
ての海上交通の機能や新たな立地企業や利用者による新産
業の開発と雇用機会の創出が期待できるようまちづくりを
推進していきます。

アメリカンビレッジ

整備事業地

浜川漁港

主な事業経過

平成11年
平成12年
平成14年
平成15年

３月
３月
３月
３月

基本構想策定
基本計画策定
基本整備計画調査報告書策定
プロジェクトの実施に関する覚書締結（町・振
興漁連）
平成15年 ３月 平成14年度北谷町一般会計補正予算議会議決
（プロジェクトに係る負担金H15〜H35）
平成15年10月 農林水産大臣よりプロジェクト承認
平成15年11月 プロジェクトに関わる契約の締結（町・振興
漁連）
平成16年 ２月 沖縄県より埋立免許の交付
平成16年 ３月 平成15年度北谷町一般会計補正予算議会議決
（追加）
平成16年 ３月 町議会議決により密接関連事業実施に関する
契約の成立（町・振興漁連）
平成16年 ３月 プロジェクトに係る漁港施設用地等利用計画
変更協議について水産庁長官の同意
平成18年 ９月 沖縄県より埋立しゅん功許可・告示
平成18年10月 あらたに生じた土地の確認
・ 字の区域変更の町議会議決
平成18年12月 あらたに生じた土地の確認
・ 字の区域の変更について県公報告示
平成19年 ３月 竣工式挙行
平成19年 ５月 インパクト事業者とホテル・商業施設用地の
土地売買契約締結
平成21年10月 フィッシャリーナ地区にかかる地区計画の公布
平成21年12月 北谷町フィッシャリーナ地区の快適な環境づ
くり条例の公布
平成23年 ６月 リース事業者と海業振興センター整備事業の
実施に関する覚書締結
平成24年11月 ヒルトン沖縄北谷リゾート建築工事が着工
平成24年12月 海業振興センター「うみんちゅワーフ」新築工
事が着工
平成25年10月 海業振興センター「うみんちゅワーフ」が竣工
平成26年 ７月 ヒルトン沖縄北谷リゾートが開業
平成27年12月 ちゃたん海の駅認定
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まちの将来像

3.1.西海岸総合整備計画の主なプロジェクト
西海岸総合整備計画の主なプロジェクトには…ハンビー地
区開発／アラハ海浜（CCZ）／運動公園／アメリカンビ
レッジがあります。
○昭和56年の米軍基地返還に伴い、西海岸地域における
区画整理事業、公園・海岸整備事業、埋立による土地造
成事業等の都市基盤整備が進み、大型商業店舗を立地し
たまちづくりが進められました。
○平成16年には、美浜タウンリゾート・アメリカンビ
レッジがすべて完成し、若者等で賑わうタウンが形成さ
れています。
○このアメリカンビレッジに隣接するフィッシャリーナ計
画地は、西海岸総合整備計画の最後の計画地区です。
3.2.フィッシャリーナ整備事業

開発基本方針

○100年後の将来も持続的に賑わうまちづくりを目指します。
○住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人が、満足し、誇りに思う
「人にやさしい」
「人がやさしい」まちづくりを目指します。
○大 人のリゾートライフを満喫させる楽園都市（chatan
amenity resort）を目指し、落ち着いた寛ぎ空間の確保
に努めます。
○全ての人（県民と観光客）、一次産業と三次産業、海と陸の
交流拠点の形成を目指します。
○北谷の海の資源を活かした、世界に誇れるウォーターフロ
ントの形成を目指します。
3.3.魅力あるタウンイメージの形成
漁業タウン

ユニバーサルタウン

海の体験学習タウン

国際交流タウン

漁業や漁業者と事業者（マリン
レジャー、観光、飲食業、商
業、…）の協働化や連携によ
り、新たな事業展開及び雇用創
出ができる海業タウンの形成を
目指します。
計画地は独立した新たに創出さ
れる区域であるため、計画から
建設、利用、管理、運営まで全
般にわたり、ユニバーサルデザ
インのコンセプトに基づいた、
安心、安全なタウンの形成を目
指します。
誰もが容易に海とのふれあい
（マリンレジャーや体験学習／
海の環境学習）ができるまちづ
くりを目指します。
地理的背景や歴史的事績を活か
し、国際的なウォーターフロン
トの形成を目指します。

3.4.調和のとれた魅力あるまちづくり

ヒルトン沖縄北谷リゾート

北谷町海業振興センター「うみんちゅワーフ」
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調和のとれた魅力あるまちづくりを計画的に進めるためガ
イドライン（開発基本指針）を策定します。
○本指針の骨子となる計画コンセプトを以下の２項目とし
て、まちづくりを推進します。
●「漁業とマリン産業の融合による地域交流拠点の形成」
●「ユニバーサルデザイン手法によるまちづくり」
○町民や多くの人たちのご意見を参考にガイドライン（開
発基本指針）をハード面とソフト面から検討します。

3.5.漁業とマリン産業の融合によるまちづくり
①海面利用のルールづくり
○漁業と海洋性レクリェーションとの調和のとれた海面
利用を推進し、漁場の有効利用と利用者の安全性の向
上を図ります。
②漁業とマリン産業の協働化による新たな事業展開と雇用創出
○漁業者とマリン事業者の協働化・機能分担により事業
の効率性が向上し、新たな事業展開や雇用創出が図れ
ます。
③海産物の「地産地消」の推進
○活魚化を推進し、地元からの水産物提供により魚獲物
の付加価値の向上及び安定した魚価形成を目指しま
す。さらに、利用者も新鮮で美味しい割安価格の海産
物が賞味できます。
④漁業者の協力によるマリンレジャー事業の取り組み
○漁業者の協力による観光漁業（体験学習・海の環境学
習）、
マリンレジャー事業への取り組みは、地元と観光
客が交流できる機会を創出します。また、利用者へ高
いサービスと安全を提供できます。
⑤海の環境監視と環境保全
○新たなレジャーとして県民に「海の体験活動」が浸透
し、親しまれるようになると、海の環境監視、海面の
適正利用、自然環境保全の意識高揚につながります。
＜体験活動＞：カヌー、シーカヤック、サンゴ植え付け、
ディンギー（小型ヨット）、海の遠足、……
3.6.ユニバーサルデザインによるまちづくり
①道路や歩道、広場等の公共空間を活用した官民一体の施
設利用を推進し人にやさしい賑わいあるまちづくりを目
指し、まちの利用モラル向上と景観に配慮した清潔なま
ちを形成します。
○広告物の規制。
○路上カフェ・レストラン、物販ワゴン等の配置に関す
る適応基準を検討します。
○建築物・工作物を規制し（デザイン、色彩、素材、高
さ、壁面の位置、斜線制限）調和のあるまちなみ空間
を醸し出します。
○水際施設をボードウォーク仕上げし、憩い空間を演出
します。
○駐車場等公共空間の利用時間に制限を設け、歩行者の
賑わい空間の拡大を図ります。イベント会場としての
空間の提供を検討します。
②段差のない歩道ネットワークを形成し、高齢者や障害者
が安心して安全・快適に歩行できる空間を提供します。
○あらゆる人が快適・安全に歩行を楽しめるように歩道
に憩いの空間（ヘルプポイント、休憩・情報が取れる
施設）を配置します。
○安全監視システムを構築し利用者が相互管理できる利
用者参加型のまちづくりを目指します。
○電気・通信等の電線類の無電柱化を推進します。
○日陰歩行空間の確保を目的にルーフバルコニーに対す
る道路占用基準について検討します。
○建築物・工作物の高さを制限し統一したスカイライン
を演出します。
③持続的なまちづくりの実現に向けて景観・緑化・清掃・
イベント・セキュリティー等を総合的に管理・運営する
組織の発足を検討します。
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3.2.フィッシャリーナ整備事業

開発基本方針
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調和のとれた魅力あるまちづくりを計画的に進めるためガ
イドライン（開発基本指針）を策定します。
○本指針の骨子となる計画コンセプトを以下の２項目とし
て、まちづくりを推進します。
●「漁業とマリン産業の融合による地域交流拠点の形成」
●「ユニバーサルデザイン手法によるまちづくり」
○町民や多くの人たちのご意見を参考にガイドライン（開
発基本指針）をハード面とソフト面から検討します。

3.5.漁業とマリン産業の融合によるまちづくり
①海面利用のルールづくり
○漁業と海洋性レクリェーションとの調和のとれた海面
利用を推進し、漁場の有効利用と利用者の安全性の向
上を図ります。
②漁業とマリン産業の協働化による新たな事業展開と雇用創出
○漁業者とマリン事業者の協働化・機能分担により事業
の効率性が向上し、新たな事業展開や雇用創出が図れ
ます。
③海産物の「地産地消」の推進
○活魚化を推進し、地元からの水産物提供により魚獲物
の付加価値の向上及び安定した魚価形成を目指しま
す。さらに、利用者も新鮮で美味しい割安価格の海産
物が賞味できます。
④漁業者の協力によるマリンレジャー事業の取り組み
○漁業者の協力による観光漁業（体験学習・海の環境学
習）、
マリンレジャー事業への取り組みは、地元と観光
客が交流できる機会を創出します。また、利用者へ高
いサービスと安全を提供できます。
⑤海の環境監視と環境保全
○新たなレジャーとして県民に「海の体験活動」が浸透
し、親しまれるようになると、海の環境監視、海面の
適正利用、自然環境保全の意識高揚につながります。
＜体験活動＞：カヌー、シーカヤック、サンゴ植え付け、
ディンギー（小型ヨット）、海の遠足、……
3.6.ユニバーサルデザインによるまちづくり
①道路や歩道、広場等の公共空間を活用した官民一体の施
設利用を推進し人にやさしい賑わいあるまちづくりを目
指し、まちの利用モラル向上と景観に配慮した清潔なま
ちを形成します。
○広告物の規制。
○路上カフェ・レストラン、物販ワゴン等の配置に関す
る適応基準を検討します。
○建築物・工作物を規制し（デザイン、色彩、素材、高
さ、壁面の位置、斜線制限）調和のあるまちなみ空間
を醸し出します。
○水際施設をボードウォーク仕上げし、憩い空間を演出
します。
○駐車場等公共空間の利用時間に制限を設け、歩行者の
賑わい空間の拡大を図ります。イベント会場としての
空間の提供を検討します。
②段差のない歩道ネットワークを形成し、高齢者や障害者
が安心して安全・快適に歩行できる空間を提供します。
○あらゆる人が快適・安全に歩行を楽しめるように歩道
に憩いの空間（ヘルプポイント、休憩・情報が取れる
施設）を配置します。
○安全監視システムを構築し利用者が相互管理できる利
用者参加型のまちづくりを目指します。
○電気・通信等の電線類の無電柱化を推進します。
○日陰歩行空間の確保を目的にルーフバルコニーに対す
る道路占用基準について検討します。
○建築物・工作物の高さを制限し統一したスカイライン
を演出します。
③持続的なまちづくりの実現に向けて景観・緑化・清掃・
イベント・セキュリティー等を総合的に管理・運営する
組織の発足を検討します。
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まちづくりの具体的計画

4.1.主な施設及び規模
○公共駐車場施設用地
○公共マリーナ
・係留施設 30〜50ft級 37隻
・航路水深―5.5ｍ、護岸水深−3.0及びー5.5ｍ
・陸上駐艇場 20隻
・海業振興センター（うみんちゅワーフ）
・駐車場
○緑地・中央広場
○親水性護岸 延長194m
○海際遊歩道 延長約540m（レンガ舗装とボードウォー
クで構成）
○街灯、サイン、植栽、パーゴラ等
○幹線道路における電線の地中化（電力、通信）

4.4.海業振興センター「うみんちゅワーフ」について
フィッシャリーナ地区エントランス部に立地する海業振興
センターは、地域産業の相互連携を促す地域活性化を担う
公の施設であり、漁業とマリン産業の融合を図る本事業の
核施設として位置づけられています。
○北谷漁業協同組合のレストランや直売店による漁業振興
が期待されています。
○町民の新規事業支援としてチャレンジ店舗を設置し、新
産業の開発を推進します。
○マリンアクティビティや体験学習等の総合窓口を設置
し、地元と観光客の交流機会を創出します。
4.5.ちゃたんの海の駅
フィッシャリーナ地区公共マリーナと海業振興センター
「うみんちゅワーフ」が平成27年12月１日に、海の駅ネッ
トワークにより「ちゃたん海の駅」として認定されました。
海の駅は来訪者のための一時係留施設（ビジターバース）、
トイレ、マリンレジャーに関する情報提供のための施設を
備えたマリンレジャー振興拠点であり、
「ちゃたん海の駅」
では更にレンタルボードを利用したクルージングや、各種
マリンイベンの開催等、地域の特性を活かした取り組み
を実施しています。

4.2.計画用地及び規模
○商業を営む目的で利用できる処分用地
・漁村再開発施設用地（商業・宿泊施設）…69,270㎡
○公共施設用地
・フィッシャリーナ施設用地 …………………9,357㎡
・公共・公用施設用地 …………………………1,824㎡
・駐車場用地 ……………………………………9,686㎡
・緑地……………………………………………14,904㎡

4.3. 誘致重点対象業種
漁港区域内にある本事業用地では、漁業とマリン産業との
交流拠点形成を目指していることから、漁村再開発施設用
地においては、リゾートホテル、リゾート商業、フィッ
シャーマンズワーフ、マリンタウン、エンターテイメント
テーマタウンに区分し、次の具体的な業種を誘致します。
①水産関連：直売店、水産加工店等
②マリンレジャー関連：マリンショップ、ダイビングショッ
プ等
③飲食関連：カフェ、レストラン、海産物専門店等
④宿泊関連：リゾートホテル、中長期滞在型ホテル、ダイ
バーズホテル等
⑤その他：土産物店、ライブハウス、レストランウェディン
グ等

4.6.フィッシャリーナ事業者まちづくり協議会
本事業では、土地所有者等で構成される「フィッシャリー
ナ事業者まちづくり協議会」を設置します。それに伴い協
議会の実行機関として地権者等の出資の下、本地区におけ
る総合管理運営組織「北谷町フィッシャリーナBID」を法
人として設立する予定です。
BIDは、各業務の効率化によるコスト削減、まちの情報や
魅力を発信するなど、まちづくりの担い手として本地区の
円滑な運営やにぎわいあるまちづくりを創出するための組
織です。
4.7.快適な環境づくり条例
北谷町フィッシャリーナ地区の快適な都市環境の形成を図
り、町民共有の憩いの場としての環境の保全に役立てるこ
とを目的に「北谷町フィッシャリーナ地区の快適な環境づ
くり条例」が制定され以下の行為が禁止されています。
・公共の場所での喫煙
・公共の場所での飲酒
・公共の場所での空き缶等の投棄等
・公共の場所でのペットのふんの放置
・公共の場所又は地区内の建物その他の工作物への落書き
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北谷町フィッシャリーナ整備事業
沖縄県北谷町（建設経済部農林水産課）
電話：098-982-7714 Fax：098-926-2174
HP http://www.chatan.jp/
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