
ステップ５
パブリックコメント取組結果について

第９回 沖縄鉄軌道計画検討委員会資料

平成３０年３月３０日
沖縄県

資料３



沖縄女子短期大学

手法 実施日 実施内容

ニューズレター、
委員会資料等の
閲覧

2/6～3/7
・ ニューズレターや委員会資料等を、沖縄県企画部交通政策課、行政情報

センター、パネル展示会場において閲覧できるようにするとともに、県
ホームページにも掲載し、意見を募集した。

ニューズレター
全戸配布

2/6～ ・ 「おきなわ鉄軌道ニュース第７号」の県内全戸配布

パネル展示 2/6～3/6
・ 55か所、のべ266日

（市町村役場等32か所、商業施設12か所、大学８か所、病院３か所）

オープンハウス 2/6～3/5
・ 41か所、のべ41日間

（市町村役場等29か所、商業施設12か所）

１ パブリックコメント活動状況

【パネル展示】 【オープンハウス】

サンエー経塚シティ 八重瀬町統合庁舎
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手法 実施会場、日時等

関係機関等意見
交換会

・ 平成30年３月２日（金） 10:00～12:00
・ 沖縄県庁舎
・ 13団体（機関）

（交通事業者４、経済・観光団体１、生活・交通弱者２、
市民団体３、行政機関３）

市町村会議

・ 平成30年３月２日（金） 15:00～17:00
・ 沖縄県庁舎
・ 本島内17市町村

（北部５市町村、中部６市町村、南部６市町村）

【関係機関等意見交換会】 【市町村会議】
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〇市町村役場、交流施設等32か所
①沖縄県庁（2/7～14 ★2/13） ②道の駅許田（2/17～21） ③道の駅くにがみ（2/28～3/6 ★3/2）
④道の駅おおぎみ（2/28～3/6 ★3/5） ⑤東村役場（2/28～3/6 ★2/28） ⑥今帰仁村ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（2/19～23 ★2/21）
⑦本部町役場（2/19～23 ★2/21） ⑧名護市役所（2/19～23 ★2/23） ⑨宜野座村役場（2/15～21 ★2/15）
⑩恩納村役場（2/15～21 ★2/15） ⑪金武町役場（2/15～21 ★2/20） ⑫うるま市役所（2/26～3/2 ★3/2）
⑬読谷村役場（2/6～13 ★2/6） ⑭嘉手納町役場（2/15～21 ★2/20） ⑮沖縄市役所（2/26～3/2 ★2/28）
⑯北谷町役場（2/26～3/2 ★3/1） ⑰北中城村役場（2/6～13 ★2/6） ⑱中城村吉の浦会館（2/8～12 ★2/9）
⑲宜野湾市役所（2/6～13 ★2/7） ⑳浦添市役所（2/6～13 ★2/7） ㉑西原町役場（2/19～23 ★2/19）
㉒与那原町役場（2/14～20 ★2/14） ㉓那覇市役所（2/7～14 ★2/14） ㉔南城市役所大里庁舎（2/6～13 ★2/8）
㉕八重瀬町役場統合庁舎（2/8～15 ★2/9） ㉖糸満市役所（2/8～15 ★2/13）
㉗豊見城市役所（2/8～15 ★2/9） ㉘石垣市役所（2/20～26 ★2/22） ㉙宮古島市役所（2/23～3/1 ★2/23）
㉚久米島空港（2/23～27 ★2/26） ㉛運天港（2/28～3/6） ㉜とまりん（2/7～14）

○商業施設12か所
①ｲｵﾝ名護（2/17～21 ★2/17） ②ｲｵﾝ北谷（2/25～3/1 ★2/25） ③ｲｵﾝ具志川（2/24～28 ★2/24）
④ｻﾝｴｰ西原ｼﾃｨｰ（2/28～3/4 ★3/3） ⑤ｻﾝｴｰ宜野湾ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｼﾃｨｰ（2/24～28 ★2/24）
⑥ｻﾝｴｰ具志川ﾒｲﾝｼﾃｨｰ（2/24～28 ★2/26） ⑦ｲｵﾝﾀｳﾝ南城大里（2/23～27 ★2/27）
⑧ｻﾝｴｰ豊見城ｳｨﾝｸﾞｼﾃｨｰ（2/21～25 ★2/25） ⑨ｻﾝｴｰ経塚ｼﾃｨｰ（2/28～3/4 ★3/3） ⑩ｲｵﾝ南風原（2/8～12 ★2/12）
⑪ｲｵﾝ那覇（2/8～12 ★2/11） ⑫ｻﾝｴｰ那覇ﾒｲﾝﾌﾟﾚｲｽ（2/8～12 ★2/10）

○病院３か所
①沖縄県立北部病院（2/28～3/6） ②沖縄県立中部病院（2/26～3/2） ③沖縄県立南部医療ｾﾝﾀｰ・こども医療ｾﾝﾀｰ（2/7～14）

○大学等８か所
①名桜大学（2/7～9） ②琉球大学（2/6～9） ③沖縄国際大学（2/7～14）
④沖縄ｷﾘｽﾄ教学院大学（2/7～9） ⑤沖縄女子短期大学（2/6～9） ⑥沖縄県立芸術大学（2/14～16）
⑦沖縄県立看護大学（2/16～22） ⑧沖縄工業高等専門学校（2/19～22）

★オープンハウス

【参考 パネル展示・オープンハウス実施会場】
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２ 意見提出者数及び属性

・ 意見提出者数：826人

北部 15% 中部 33% 南部

39%
離島

5%
県外

2%
無回答

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男 50% 女 37% 無回答

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

意見提出者の
地域別割合

・ 意見提出者の属性は以下のとおり。

意見提出者の
男女別割合

意見提出者の
年齢別割合
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10代 7% 20代 16% 30代
15%

40代
16%

50代
15%

60代
16%

70代～
11%

無回答

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



３ 主な意見の概要

ルート・経由地 推奨ルート案又はその他案を求める意見、本島縦断や一周を求める意見、名護以北や南部への延伸を求める
意見 など

コスト縮減の観点から高速道路への導入を求める意見

システム 車窓からの眺めやコスト縮減の観点からLRTを求める意見、スピードの速いシステムを求める意見

(1) 概略計画（案）に関する意見

構造及び導入空間 災害、塩害、用地確保、景観、有事への対応等、様々な観点からの検討を求める意見など

ルート、駅数・駅位置等 具体的なルートを知りたいとする意見、具体的検討にあたり自動車交通への配慮等を求める意見、空港接続を
求める意見、駅を多く設置してほしいとする意見 など

システム 沖縄の気象を考慮した検討を求める意見

運行計画や整備方法等 快速や特急等を設定してほしいとする意見、整備できたところからの運行開始を求める意見 など

採算性及び需要、事業費・
工期

赤字による県民負担を懸念する意見、コスト縮減に向けた検討を求める意見、工期短縮に向けた検討を求める
意見

施工中の自動車交通への
影響、環境への影響等

自動車交通に配慮した検討を求める意見、環境に配慮したルートや構造、工法検討を求める意見、地域の景観
への配慮を求める意見、車窓からの眺めに配慮した検討を求める意見など

(3) 今後の検討事項に関する意見
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フィーダー交通ネットワーク 他交通機関との連携を求める意見、非沿線地域でも鉄軌道の利便性を享受できるようフィーダー交通の充実を
求める意見、LRTの整備やモノレールの延伸を求める意見

概略計画図 支線の凡例が何を示しているかわからないとする意見

公共交通の充実 既存公共交通の充実に向けて、市町村と協働でなく、県の主体的な取組を求める意見

(2) フィーダー交通ネットワーク(支線)のあり方に関する意見



まちづくりや利用環境改善 歩いて暮らせるまちづくりを求める意見、駅周辺への駐車場設置を求める意見、ストロー現象を懸念する意見、
運賃低減を求める意見 など

他事業との連携 物流としての活用を求める意見、バスやタクシー、レンタカーへの影響を懸念する意見

その他取組 道路の渋滞緩和、道路や自転車道の整備等、他施策についても取り組む必要があるのではないかといった意
見

(4) 今後の取組に関する意見

着工時期や事業目的、財源
確保

着工・開業時期に関する意見、モノレールの延伸で良いのではないかとする意見、財源確保を懸念する意見
など

整備の是非 整備に賛成する、早期整備を求める意見、鉄軌道はいらない、反対、実現しないのではないかとする意見
など

(5) その他事業目的、実施等に関する意見

周知方法等 さらなる周知を求める意見、もっと広い世代にわかりやすい情報提供を行ってほしいとする意見、意見を聞くだ
けでなく、話し合う場を作ってほしいとする意見 など

(6) コミュニケーション活動に関する意見

検討の進め方 国の計画段階評価実施要領に基づく検討・具体的評価がなされていないとする意見 など

(7) 検討の進め方に関する意見

需要予測等の前提条件や
算出方法

運賃等の需要予測等の前提条件に関する質問、所要時間や費用対効果等の算出方法に関する意見、事業費
や工期について見通しが甘いのではないかとする意見

(8) 比較評価結果に関する疑問・質問
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