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１．コミュニケーション活動概要（案）

１

○ ステップ４は、複数案の比較評価を行う重要な段階であることから、コミュニケーション
活動については、より効果的に実施する必要がある。
そのため、これまで意見を寄せた方々の属性分析結果を踏まえ、下記取組を強化するも
のとする。

１ 意見募集等に関する周知ポスターを新たに作成し、県内各地域の商業施設等へ配布する。

２ 中部・南部地域は、北部地域に比べ認知度が低い傾向にあることから、パネル展示の実施か所

や展示期間を増やす。

３ ステップ４は、技術的事項等情報量が多いことから、下記により、十分な情報を提供できるよう配

慮するものとする。

①ニューズレターについては、頁数を増やす。

②パネルについては、７つのルート案の比較評価を一枚で確認することができるよう、比較評価

結果については、特大サイズ（従来の約８倍の大きさ）を作成する。

③ニューズレター等には掲載できなかった詳細な情報も確認できるよう、パネル展示会場に、委

員会資料等を閲覧できるスペースを設置する。

４ 10代の認知度が低いため、高等学校や特別支援学校、専門学校等へのニューズレター配布やア
ンケートへの回答依頼等の取組を行う。



１．コミュニケーション活動概要（案）

８月 ９月 １０月

周知ポスター配布

ニューズレター配布

テレビ番組 （うまんちゅ広場）

県広報誌 （美ら島沖縄９月号）

パネル展示及びオープンハウス

高校生等へのアンケート回答依頼

①関係機関等意見交換会
②市町村会議、③県民会議

意見募集

２

全戸配布9/11～

広報誌による情報提供9/1～

放送9/9,10

配布・掲示

9/3～ 実施

①

9/19 9/20 9/30 予定
② ③

１か月9/3～

実施



手法 実施内容 過去の活動からの強化点等

周知ポスターの配
布

・より多くの方へ、意見募集を周知する。

・300か所以上へ配布

・市町村41か所
・商業施設やスーパー73か所
・ホームセンター19か所
・高等学校、特別支援学校89か所
・専修専門学校16か所
・社会福祉協議会42か所
・沖縄県合同庁舎５か所
・県立病院６か所
・大学等９か所
・交通関係機関58か所
（バス営業所等）

その他関係機関と調整の上、幅広く配布

・掲載は、8月15日～PI期間満了まで

・今回、新たに実施する。

３

２．情報提供方法（１／５）



手法 実施内容 過去の活動からの強化点等

ニューズレターの
配布

・県内全戸配布
おきなわ鉄軌道ニュース（第６号）

【頁数の増（８頁→12頁）】
・比較評価結果について、十分な情報を
提供できるよう、４頁増やした。

テレビ ・１回（県の広報媒体を活用）

県政広報テレビ番組「うまんちゅひろば」
で鉄軌道計画案づくりをテーマとして放送

＜放送予定日＞
①9/9 （土）15:55～16:00 琉球朝日放送
②9/9 （土）17:25～17:30 沖縄テレビ
③9/10（日）16:54～16:59 琉球放送

４

２．情報提供方法（２／５）



手法 実施内容 過去の活動からの強化点等

広報誌 ・広報誌「美ら島沖縄９月号（９月１日発
行）」

広報誌の制作会社が、「沖縄２１世紀ビ
ジョンの取組」に関して自主企画するコー
ナー（２頁分）において、鉄軌道計画案づく
りに係る情報について掲載。

・今回、新たに実施する。

パネル展示 ・60か所
・市町村役場等35か所
・商業施設13か所
・大学等９か所（大学祭含む）
・病院３か所

【開催会場の追加】
・商業施設及び沖縄県警察運転免許センター
でのパネル展示を追加。
前回55か所 → 60か所（５か所増）

【開催期間の拡大】
・アンケート回答数が多い商業施設において、
開催期間を５日間から10日間へ拡大。（６か
所）
前回274日 → 330日（56日増）

【分かりやすい情報提供に向けた工夫】
・パネルサイズの拡大

180㎝×180㎝（前回の約８倍）
比較評価結果について、７つのルート案、
評価項目の全てを一枚で比較できるよう、
パネルサイズを特大化。

・委員会資料等を閲覧するスペースを設置
より詳細な情報について知りたい県民の方
への閲覧スペースを設置。

５

２．情報提供方法（３／５）



手法 実施内容 過去の活動からの強化点等

オープンハウス ・各地域の商業施設、大学等で開催

イオン名護、イオン北谷、イオン具志川
サンエー西原シティー、イオン南風原
サンエー宜野湾コンベンションシティー
イオン那覇、サンエー具志川メインシティー
イオンタウン南城大里、サンエー経塚シティー
サンエー豊見城ウイングシティー、
サンエー那覇メインプレイス、
サンフティーマ普天間、道の駅許田
沖縄県庁、石垣市役所、宮古島市役所、
県警察運転免許センター
沖縄女子短期大学、沖縄キリスト教学院大学
沖縄国際大学、名桜大学、沖縄大学
沖縄工業高等専門学校、琉球大学工学部1号館
琉球大学中央食堂、琉大祭会場

【開催回数の増】
前回16回（16日間） → 27回（27日間）

６

２．情報提供方法（４／５）



手法 実施内容 過去の活動からの強化点等

高等学校等への
ニューズレター配
布、アンケート回
答協力

・県内の高等学校や特別支援学校、専修専
門学校 計97校に対し、ニューズレターの
配布とアンケートの回答について、協力を
依頼。

（参考）
高等学校68校（在籍数：57,060人）
特別支援学校21校（在籍数：2,314人）
専修専門学校８校（定員：4,595人）

・今回、新たに実施する。

７

２．情報提供方法（５／５）



〇市町村役場、交流施設等
①沖縄県庁 （9/25～9/29 ★25日） ➁道の駅くにがみ（9/22～10/1 ★24日） ③道の駅おおぎみ （9/29～10/5）
④東村役場 （10/2～10/6） ⑤今帰仁村ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（9/21～9/27） ⑥本部町役場 （9/22～9/28）
⑦名護市役所 （9/22～9/28） ⑧宜野座村役場 （9/20～9/26） ⑨恩納村役場 （9/20～9/26）
⑩金武町役場 （9/20～9/26） ⑪うるま市役所 （9/11～9/15） ⑫読谷村役場 （9/20～9/26）
⑬嘉手納町役場 （9/20～9/26） ⑭沖縄市役所 （9/11～9/15） ⑮北谷町役場 （10/2～10/6）
⑯北中城村役場 （9/25～9/29） ⑰中城村吉の浦会館 （9/20～9/24） ⑱宜野湾市役所 （9/25～9/29）
⑲浦添市役所 （9/15～9/21） ⑳西原町役場 （9/7～9/13） ㉑与那原町役場 （10/2～10/6）
㉒那覇市役所 （9/7～9/13） ㉓南風原町役場 （9/15～9/22） ㉔南城市役所大里庁舎 （9/7～9/13）
㉕八重瀬町役場統合庁舎（9/20～9/26） ㉖糸満市役所 （9/7～9/13） ㉗豊見城市役所 （9/21～9/27）
㉘石垣市役所本庁舎（9/22～9/28 ★26､27日） ㉙宮古島市役所本庁舎（9/13～9/20 ★14､15日）
㉚運天港 （9/3～9/7） ㉝とまりん （9/3～9/7）

〇商業施設
①ｲｵﾝ名護 （9/3～9/12 ★3日） ➁道の駅許田 （9/3～9/12 ★4日） ③ｲｵﾝ具志川 （9/13～9/22 ★17日）
④ｻﾝｴｰ宜野湾ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨｰ（9/13～9/17 ★16日） ⑤ｲｵﾝ那覇（9/3～9/12 ★5日） ⑥ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ （9/14～9/18 ★16日）
⑬ｻﾝﾌﾃｨｰﾏ普天間（9/14～9/18 ★18日）

〇病院
①沖縄県立北部病院 （9/29～10/5） ②沖縄県立中部病院 （9/11～9/15）
③沖縄県立南部医療センター・こども医療センター （9/7～9/13）

３．パネル展示及びオープンハウス開催日程

８

★オープンハウス



会議 日程、会場等

市町村会議
平成29年９月20日（水） ・沖縄県南部合同庁舎５階第１～４会議室
14:00～16:30 ・本島全市町村（北部9市町村､中部9市町村､南部8市町）

関係機関等意見交換会
平成29年９月19日（火） ・沖縄県南部合同庁舎５階第１・２会議室
14:00～16:00 ・16団体（機関）（交通事業者4､経済･観光団体2､生活･交通弱者2､

市民団体3､行政機関5）

県民会議
平成29年９月30日（土） ・那覇市IT創造館２階会議室
13:00～17:00 ・参加者数47名（見込み）

９

４．県民会議、市町村会議、関係機関等意見交換会

平成28年6月4日
沖縄県中部合同庁舎

平成28年5月23日
沖縄県南部合同庁舎

〈会議イメージ、前回の開催模様〉
県民会議

市町村会議

平成28年6月8日
沖縄県南部合同庁舎

関係機関等意見交換会


