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沖縄総合事務局：広報誌「群星（むりぶし）」１月号

１. 周知・広報

（１）行政広報誌への記事掲載

○沖縄総合事務局
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○沖縄県（１誌）

沖縄県：広報誌「美ら島沖縄」1月号



4

○市町村誌

那覇市：「広報 なは」１月号 糸満市：「広報 いとまん」１月号

豊見城市：「広報 とみぐすく」１月号 うるま市：「広報 うるま」１月号
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宮古島市：「広報 みやこじま」１月号 今帰仁村：「広報 今帰仁」１月号

本部町：「広報 もとぶ」１月号 恩納村:「広報 おんな」１月号
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北谷町：「広報 ちゃたん」１月号 北中城村:「広報 北中城」１月号

読谷村：「広報 よみたん」１月号 嘉手納町:「広報 かでな」１月号
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中城村：「広報 なかぐすく」１月号 伊是名村:「広報 いぜな」１月号

八重瀬町：「広報 やえせ」１月号 竹富町：「広報 たけとみちょう」１月号



8

（２）新聞への記事掲載

12月14日 ＰＩ開始前（琉球新報、沖縄タイムス）

12月30日 シンポジウム広告（琉球新報、沖縄タイムス）

1月15日 構想段階ＰＩ意見募集（琉球新報、沖縄タイムス）
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公共施設 ： 302 枚

各種団体の施設等

PI会場等

掲示：1,500枚

：1,144 枚

： 54 枚

（３）ポスター掲示

ポスター（B2版） チラシ（A4版 左：表面 右：裏面）

県庁

県民広場

那覇市役所

シンポジウム チラシ（A4版 左：表面 右：裏面）
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（４）ホームページへの情報掲載

○那覇空港プロジェクト

http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/information/nahakuukou/index.htm

那覇空港プロジェクト

ＨＰトップ

構想段階ＰＩに関する

アンケート
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沖縄県ＨＰ 那覇市ＨＰ

宜野湾市ＨＰ 浦添市ＨＰ
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名護市ＨＰ 糸満市ＨＰ

豊見城市ＨＰ 宮古島市ＨＰ
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南城市ＨＰ 国頭村ＨＰ

大宜味村ＨＰ 東村ＨＰ
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今帰仁村ＨＰ 本部町ＨＰ

恩納村ＨＰ 宜野座村ＨＰ
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金武町ＨＰ 読谷村ＨＰ

中城村ＨＰ 西原町ＨＰ
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与那原町ＨＰ 南風原町ＨＰ

座間味村ＨＰ 竹富町ＨＰ
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日 時：平成２０年１２月１５日(月) 場 所：県民広場（県庁前）

参加者：（沖縄総合事務局）森田次長、吉永開発建設部長
（沖縄県）仲里副知事、上原企画部長 （那覇空港事務所）菅野空港長
（那覇市）上地企画財務部副部長 （豊見城市）座安企画部長

ミス沖縄２名 他

（５）ＰＩ開始式

構想段階ＰＩの開始にあたり挨拶

チラシ配布の様子

チラシ配布の様子

ＰＩ開始式の様子
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２.情報提供・意見収集

（１）構想段階PIのためのレポートの配布

モノレール県庁前駅での設置

モノレール儀保駅での設置

那覇空港２階ゲートラウンジでの設置

モノレール牧志駅での設置

ローソン泉崎店での設置
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1/4～1/7、1/9～1/18（14日間）３ モノレール県庁前駅

12/22～2/6（28日間）２ 沖縄総合事務局

1/5～2/6（33日間）１ 那覇空港(３階北側ギャラリー)

12/22～1/4（14日間）５ モノレールおもろまち駅

12/22～1/4（14日間）４ モノレール小禄駅

期間場所

（２）パネル展示

沖縄総合事務局那覇空港（３階北側ギャラリー ）

モノレール県庁前駅 モノレール小禄駅

モノレールおもろまち駅
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（３）オープンハウス

場所 期間 参加人数

１ 沖縄県庁 1/6～2/6（23日間） 880人

２ 石垣市役所 1/19～1/23（5日間） 155人

３ 糸満市役所 1/13～1/23（9日間） 367人

４ 浦添市役所 1/19～1/23（5日間） 87人

５ うるま市役所 12/22～12/26（5日間） 146人

６ 宜野湾市役所 1/19～1/23（5日間） 81人

７ 豊見城市役所 1/6～1/16（8日間） 490人

８ 名護市役所 2/2～2/6（5日間） 318人

９ 那覇市役所 1/19～1/30（10日間） 872人

１０ 南城市役所 1/26～1/30（5日間） 182人

１１ 嘉手納町役場 2/2～2/6（5日間） 128人

１２ 金武町役場 1/13～1/16（4日間） 39人

１３ 北谷町役場 12/22～12/26（5日間） 40人

１４ 西原町役場 1/26～1/30（5日間） 34人

１５ 南風原町役場 2/2～2/6（5日間） 169人

１６ 本部町役場 12/22～12/26（5日間） 172人

１７ 八重瀬町役場 1/26～1/30（5日間） 119人

１８ 与那原町役場 12/22～12/26（5日間） 47人

１９ 那覇空港（ウェルカムホール） 1/5～2/6（33日間） 2,264人

２０ 宮古空港 1/26～1/30（5日間） 256人

２１ 沖縄県男女共同参画センター てぃるる 1/13～1/16（4日間） 60人

２２ 県立図書館 1/28～2/2（6日間） 296人

２３ パレット久茂地 1/3,4,13,17（4日間） 278人

２４ ジャスコ南風原 1/10～1/12 （3日間） 171人

２５ ジャスコ那覇 1/17,18（2日間） 75人

２６ ジャスコ北谷 1/17,18（2日間） 147人

２７ ジャスコ名護 1/24,25 （2日間） 155人

２８ ジャスコ具志川 1/31,2/1 （2日間） 50人

２９ プラザハウス 1/10～1/12,17,18（5日間） 65人

３０ 名護さくら祭り 1/31,2/1（2日間） 85人
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沖縄県庁

那覇空港(ｳｪﾙｶﾑﾎｰﾙ) 宮古空港

那覇市役所

ジャスコ那覇

名護さくら祭り

パレット久茂地

プラザハウス
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題目：那覇空港構想段階PIシンポジウム
沖縄の未来へ、テイクオフ！
那覇空港の２本目の滑走路増設に向けて

場所：パレット市民劇場

日時：平成２１年１月８日(木)15：00～ 17：00 参加人数：197人

（４）シンポジウム

沖縄県副知事挨拶 沖縄総合事務局長挨拶

第１部 基調講演「ペルー・日本・沖縄 ～ウチナンチュの一人として～」講師：アルベルト城間

構想段階PIの説明

会場の風景 パネルディスカッションの様子

第２部 公開討議（パネルディスカッション）
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場 所：おきでんふれあいホール 対象：一般県民（那覇地区）

開催日：平成２１年１月１４日（水） 参加人数：43人

参加人数：43人開催日：平成２１年１月１５日（木）

対象：一般県民（中部地区）場 所：沖縄市民会館

参加人数：112人開催日：平成２１年１月２０日（火）

対象：一般県民（南部地区）場 所：沖縄県庁

（５）説明会
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場 所：糸満市農村環境改善センター 対象：一般県民（糸満地区）

開催日：平成２１年１月２０日（火） 参加人数：55人

参加人数：59人開催日：平成２１年１月２１日（水）

対象：一般県民（豊見城地区）場 所：豊見城市立中央公民館

参加人数：33人開催日：平成２１年１月２９日（木）

対象：一般県民（南部地区）場 所：浦添市産業振興センター・結の街
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場 所：名護市労働福祉センター 対象：一般県民（北部地区）

開催日：平成２１年１月３０日（金） 参加人数：44人
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（６）懇談会

対象 回数 参加人数

１ 地域住民 10回 350人

２ 空港・航空関係者 4回 122人

３ 経済団体等 13回 384人

４ 大学 1回 22人

地域住民

空港・航空関係者 大学

経済団体等
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３. 【参考１】構想段階ＰＩを紹介する新聞報道

日付 新聞紙名 見出し

琉球新報 夕刊1面
1310ｍ・850ｍ沖合２案に

PI実施、年度内決定

沖縄タイムス 夕刊1面
滑走路増1310・850ｍ案に

15日から住民意見収集

琉球新報 朝刊2面 県「1310ｍ」に自信

沖縄タイムス 朝刊2面 増設２案で意見収集
構想評価委PI内容了承

12月12日（金） 琉球新報 朝刊2面 「自衛隊機沖合側に」県、３市が意見交換

琉球新報 朝刊2面 滑走路で積極意見を
PI募集始まる

沖縄タイムス 朝刊2面 那覇空港滑走路２案のPI開始

12月17日（水） 沖縄建設新聞 1面 那覇空港構想段階ＰＩ
2案で意見募集

12月18日（木） 琉球新報 朝刊2面 県負担は100億円想定

琉球新報 夕刊4面 本年度にPI集約

沖縄タイムス 夕刊5面 滑走路増設を推進
那覇空港年度内に位置決定

12月22日（月）
港湾空港
タイムス

3面 構想段階ＰＩ実施中
沖合2案で意見募集に

琉球新報 朝刊2面
那覇空港新滑走路「1310ｍで」
地元３市が共同声明

沖縄タイムス 朝刊1面
３市長、1310ｍ沖合案支持
騒音軽減を要望

沖縄タイムス 夕刊1面
「1310ｍ超」求め決議

拡張促進連が臨時総会

12月31日（水） 沖縄タイムス 朝刊2面 増設２案に絞り込む

平成21年
1月7日（水）

沖縄タイムス 朝刊7面 経済界がステッカー

琉球新報 朝刊2面 産業振興の基盤に
那覇でシンポ県民議論呼び掛け

沖縄タイムス 朝刊2面 那覇空港滑走路増設シンポ
交流拠点早期整備を 県民議論の高まりを期待

1月15日（木） 沖縄タイムス 朝刊2面 滑走路増設で説明会を開催

2月4日（水） 沖縄タイムス 朝刊14面
「新滑走路1310ｍ沖に」
美ら島大使香取氏講演

2月5日（木） 琉球新報 朝刊21面 沖合展開で騒音抑制
那覇空港拡張 香取氏講演

1月9日（金）

12月25日（木）

12月20日（土）

12月16日（火）

12月10日（水）

平成20年
12月9日（火）
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12月9日 琉球新報 夕刊1面
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12月9日 沖縄タイムス 夕刊1面
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12月10日 琉球新報 朝刊2面
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12月10日 沖縄タイムス 朝刊2面
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12月12日 琉球新報 朝刊2面 12月16日 琉球新報 朝刊2面

12月16日 沖縄タイムス 朝刊2面
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12月17日 沖縄建設新聞 1面

12月18日 琉球新報 朝刊2面
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12月20日 琉球新報 夕刊4面
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12月20日 沖縄タイムス 夕刊5面
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12月22日 港湾空港タイムス 3面
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12月25日 琉球新報 朝刊2面

12月25日 沖縄タイムス 朝刊1面



38

12月25日 沖縄タイムス 夕刊1面

12月31日 沖縄タイムス 朝刊2面
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1月7日 沖縄タイムス 朝刊7面

1月9日 琉球新報 朝刊2面
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1月9日 沖縄タイムス 朝刊2面
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1月15日 沖縄タイムス 朝刊2面

2月4日 沖縄タイムス 朝刊14面
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2月5日 琉球新報 朝刊21面
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４. 【参考２】その他構想段階を紹介する新聞報道

日付 新聞紙名 見出し

琉球新報 朝刊２面
政府構想に着手
協議会設置、位置決定へ

沖縄タイムス 朝刊1面 案絞り込み着手へ
08年度から国、検討協を設置

琉球新報 朝刊2面 新滑走路10月までに一案
ＰＩ実施し位置確定

沖縄タイムス 朝刊2面 年度内にも案絞り込み
国・県が協議会発足

8月20日（水） 沖縄建設新聞 2面 「100年後を見据えた視点で検討を」
那覇空港の将来像で会合

琉球新報 朝刊3面
新滑走路長さ2700メートル
連絡誘導路は１本に

沖縄タイムス 朝刊2面 滑走路間隔３案検証
ＰＩに複数案提示へ

9月30日（火） 琉球新報 朝刊5面 促進連が運動本格化
ステッカー作成、配付

滑走路2700メートル、環境配慮の修正案を提案

10月1日（水） 沖縄建設新聞 2面
1,310メートル沖合案を支持
豊見城市・金城豊明市長が声明

10月4日（土） 沖縄タイムス 朝刊2面 有識者ＰＩ評価委設置
那覇空港滑走路増設案で

10月5日（日） 琉球新報 朝刊2面 那覇空港滑走路ＰＩ手法を協議
評価委が初会合

琉球新報 朝刊2面
1310メートル、930メートルの2案に

滑走路位置で意見公募

沖縄タイムス 朝刊2面
210メートル間隔案を除外
検討委「地元が反対」

10月27日（月） 沖縄タイムス 朝刊13面 騒音軽減には最も沖合で
金城豊明市長に聞く

11月10日（月）
港湾空港
タイムス

1面 最沖配置案が有力に
建設費、環境優れる

10月25日（土）

9月23日（火）

8月8日（金）

平成20年
2月１日（金）
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2月1日 琉球新報 朝刊2面
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2月1日 港湾空港タイムス 1面
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8月8日 琉球新報 朝刊2面
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8月8日 沖縄タイムス 朝刊2面
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8月20日 沖縄建設新聞 朝刊2面



49

9月23日 琉球新報 朝刊3面

9月23日 沖縄タイムス 朝刊2面
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9月30日 琉球新報 朝刊5面
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10月1日 沖縄建設新聞 2面
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10月1日 沖縄建設新聞 2面
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10月4日 沖縄タイムス 朝刊2面

10月5日 琉球新報 朝刊2面
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10月25日 琉球新報 朝刊2面

10月25日 沖縄タイムス 朝刊2面
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10月27日 沖縄タイムス 朝刊13面
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11月10日 港湾空港タイムス 朝刊1面


