
古宇利島・羽地内海を見渡す高台の土地! 
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土地面積 公簿
37903肩 
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私有

肩含む 道国正含まない 新テーマパーク予定地へ約2.5km。投資用にいがが! 
価 格 

1億320万円 坪 単 価 0.9万円 
∴零式二郎京、 

●●● ●●● 

皇室富まさ′h甘さ聴董i」 宣伸塞1<機上婁l 鼻す 

子.音 寸や"ふふふ 

寸葛、 

所在地 名護市字呉我1075番1他21筆 

呉我橋バス停より1800m 交 通 

∴腰 
“」. 

′ 

建 物 

構造 階数 面積 

i築年月1 閏 

月 轟こ、. 

∴.暮、「 ヽ∴
∴∴ 

」DK 

溝「
’ 延べ 坪 

’

’与∴∴ノ 〇回i- 音すりヾ、・. 築確認番号 

音

/ ∴ ← 

地

目 用途地域 

原野・山林 

土地権利 都市計画 容積率 地勢 
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電気側溝 ◆水道本管まで道なりで約1900m離れます。山の下の呉我集落に本管有り。 
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越境の有無 未確認 

他の法令 上の制限 

景観条例 羽地地域 高さ11m以下 
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がけ条例 方7 ∠ゝ ◆ ヽ 

◆図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。 ◆ご成約の際は、当社規定の伸介手数料とそれにかかる消費税を別途申し受けます。(計算式)売買価格400万円以上→売買価格×3%十6万円十消費税 

建物の配置次第では適ロする基礎等が必要。 

土砂災害警戒区域 区域外 

津波災害警戒区域 区域外 

沖縄県知事 鬼畔(1)禦5164号 公益社団法人全日本不動産協会会員 担当者 取引態様:-般 

合同会社沖 縄ピーチ不 「」′二〇 
丁害しO980-43"7458 干AXO980-43-7459 

玉城 報酬額:分かれ
l広告掲載:不可 

備 考 
○現況引き渡し。 Sその他多数、法令上の制限有り。別紙参照。 

〒905-0007 沖縄県名標市字長軸619番地 okinawa.beach2103@gmail.com 
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請求 部分 
所 在 名護市字呉我冥利原 地 番 1240番 

出力 縮尺 
l/1000 

精度 区分 

乙一 

座標系 番号又 は記号 

ⅩⅤ 分類 地図(法第14条第1項) 種類 地籍図 

作成 年月日 
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字典我11465.65坪 【留意事項一覧】

※下話の通り、現状では建築が困難であり、各種法令の規制もあるため、

建築・開発の際は開発コンサル業者に依頼する必要があります。

■上水道

・本件土地について名護市は水道引き込みの費用負担は行わない。

・一番近い配管は山の下の呉我集落にある。比較的平坦な1240番付近から本管まで

連なりで約1900m離れています。

・呉我集落にある水道管から本件土地まで、配管を露出して道路脇に通わすことは不可。

S境界について

・一部の境界杭は確認できます。

・全体の境界復元測量は測量代だけで2016年に見積りを取ったところ700万円近くした

ため、全体の境界復元は現実的ではありません。測量を行わずに現況で引渡しとなります。

○建築について

・各壁連金蔓追裏壁盛夏吐担ぎ建築可能。

・北東側(崖の下)国道に接道しているが、高低差のため通行は実質不可能であり、現状で

は建築できないかと思われる。

・南西側道路(1号道路)につながる位置指定道路を作ることができれば建築できると思わ

れる。

○各種法令等

①自然公園法・ ・自然衆境保全法・沖縄県自然環境保全条例の許可申請

・本件土地は、自然公園法に規定する第2種特別地域に該当。

・県庁文化環境部自然保護課(冒EしO98・866"2243)にて、具体的な計画図面等を揃え

事前協議を行ったうえ、建築の許可が必要。

・自然環境調査が必要となります。

②公有地拡大推進法(10,000請(1ヘクタール)以上の土地を有償譲渡する場合)

・契約締結前に市長へ届け出が必要。

続く

③森林法

・立木の伐採は、森林地域に該当するため、市長への届け出が必要。

・ 10,000 n子(1ヘクタール)を超える開発をしようとする場合は、県知事の許可が必要。

④国土利用計画法

・ 5,000壷以上の土地取引を行うので、取引後、県知事へ届け出が必要。

⑤赤土等流出防止条例

・ l,000壷以上の土地の区画形質の変更(切土・盛土)を行おうとする場合は、

県知事へ届け出が必要。

⑥都市計画法

・ 3,000請以上の開発行為は、県知事の許可が必要。

⑦沖縄県県土保全条例

・ 3,000請以上の開発行為は、県知事の許可が必要。

・開発区域の面積が30,000壷を超える場合は開発行為許可申請の前に県知事に事前協議

を行い、同意を得る必要がある。

⑧土壌汚染対策法

・土壌の掘削範囲と盛土範囲をあわせて3,000壷以上となる土地の形質の変更については、

行為の30目前までに県知事への届け出が必要。

⑨名護市景観まちづくり条例

・一定規模(高さ10m超、建築面積300証以上)の建物の新築や土地の区画形質の

変更等の行為を行うときは、市長への届け出が必要。

・建築物の高さ制限あり(11血以下)

・外壁や屋根等の色彩の制限あり ※詳細は「名護市景観まちづくり計画の概要」を参照

○がけ条例

・敷地の大半が急傾斜地です。 1238番・ 1240番の一部のみが比較的平坦な地形です。

※別添「崖地への建築制限」参照 以上



国立"国定公園特別地域内での各種行為に係る許可基準の概要

地種区分 一般建築物の新築等 分譲地等内の建築物の新築等 車道の新築等 

特別保護地区 ●不可 ●不可 ●不可 

(学術研究など公益上必要(公益性)、かつ、そ の場所でなければ目的が達成できない(必然 性)場合を除く) 

(公益性、必然性が認められる場合を除く) 

(地表に影響を及ぼさない、農林漁業等、地域 住民の日常生活の用に供するもの等を除く) 

第1種特別地域 、」 

●残土を特別地域、特別保護地区等において 処理しない ●農林漁業等、地域住民の日常生活に必要、 公益上必要等のいずれかに該当 ●土砂の流出〃崩壊の防止措置 ●大規模な切土・盛土を伴わない 

第2種特別地域 ーチ ープ 葛ウ 

●植生の復元が困難な地域等で行われるもの でない 
●植生の復元が困難な地域等で行われるものでない 

●主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにな らない ●主要な展望地から展望する場合の著しい妨 

●擁壁その他工作物の色彩・形態が周辺の風 致景観と著しく不調和でない /研くス) 

げにならない ●山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支 ●山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及 ぼさない 

陣を及ぼさない ●屋根〃壁面の色彩や形態が風致景観と著しく ●屋根"壁面の色彩や形態が風致景観と著しく不調和 でない 

不調和でない ●保存緑地において行われるものでない 
●土地勾配二30%以下 ●分譲地内の建築物については、2階建て以下かつ 

●公園事業道路等の路肩から20m、それ以外 の道路から5m以上離れている葛タ 高さが10m以下 ●集合別荘等については高さ13m以下膚的条例・ナ 

●敷地境界線から5m以上離れている ●敷地面積が1〇〇〇m2以上 
●高さ13m以下(景鱒リサ「I小耳ホ) ●敷地面積を戸数で除した面積が250m2以上 
●建築面積:2000m2以下等 

ーう 

ータ 

●総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ 面積の敷地面積に対する割合がそれぞれ20%〃4 0%以下(2特)並びに20%,60%以下(3特) ●土地勾配が30%以下 ●自然草地等でないこと ●公園事業道路等から20m以上、それ以外の道路 から5m以上離れていること ●敷地境界線から5m以上離れていること ●建築物の建築面積が20○○m2以下 

第3種特別地域 ヽ 
海中公園地区 ヽ口 ヽ口 

(公益性、必然性が認められる場合を除く) (公益性、必然性が認められる場合を除く) 
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地種区分 
!その他の工作物の新築等 

土地の形状変更 木竹の伐採 
高山植物その他の指定植物の 

採取〃損傷 

特別保護地区 ●不可 ●不可 ●不可 ●学術研究その他公益上必要で 
(公益性、必然性が認められる場合を除く) (公益性、必然性が認められる場 (公益性、必然性が認められる場 あり、かつ申請に係る場所以外の 

合、農地改良のための行為等を除 合を除く) 場所においてはその目的を達成 
く) 

することができない ●対象種がその地域において絶 滅のおそれがない 第1種特別地域 

●草木択伐 ●択伐率が現在蓄積の10%以下 ●樹齢が標準伐期齢に1〇年を加 えたもの以上 

第2種特別地域 ●植生の復元が困難な地域等で行われるも ●植生の復元が困難な地域等で行 ●標準伐期齢以上 
のでない われるものでない ●択伐の場合は現在蓄積の30% 
●主要な展望地から展望する場合の著しい ●集団的に建築物その他の耕作物 以下 
妨げにならない を設置する敷地造成でないこと(階 ●皆伐の場合は1伐区の面積が2 
●山稜線を分断する等眺望の対象に著しい 段状の造成でないこと) ha以内 等 
支障を及ぼさない ●ゴルフ場の造成のためでないこと 
●色彩や形態が風致景観と著しく不調和で ●廃棄物の埋め立てによるもので 
ない ないこと 

●公園事業道路等の路肩から20m以上離 ●申請に係る場所以外の場所にお 
れているか、又は公益上必要であること、農 いては目的を達成できないと認めら 
林漁業上必要、建築物の敷地内のいずれ れること 
かに該当 

●範囲が必要最小限であること ●土砂の流出のおそれがないこと 

第3種特別地域 

●風致景観に著しい支障を及ぼ す場合以外は制限なし 

海中公園地区 
●不可 (公益性、必然性が認められる場合を除く) 


