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はじめに 
 
八重山諸島は、石垣島、西表島、与那国島、竹富島等複数の離島で構成され

ており、石垣島（石垣市）は、沖縄本島や本土と八重山圏域との物流・人流の

拠点となっています。石垣島の西に点在する西表島、竹富島、小浜島、黒島等

の複数の島からなる竹富町では、各島間や石垣島を結ぶ橋がないため、人流・

物流は、海上交通での輸送に依存せざるを得ません。このため、竹富町にとっ

て安心・安全な海上交通の確保は生活に必要かつ重要な社会基盤（インフラ）

となっています。 
各島を結ぶ航路の総延長は約 60km ですが、このうち 2.48km のみについて

は、竹富南航路（開発保全航路、昭和 56 年供用開始）として整備されています。

その他の航路は、石西礁湖と呼ばれるサンゴ礁の海域内にあることから全体的

に水深が浅く、常に座礁の危険がつきまとっています。このような状況のため、

夜間の急患搬送や、定期船の運行時間の制限（日出から日没まで）など、地域

住民の生活の安心・安全の確保に支障をきたしています。 
こうした状況をうけ、内閣府沖縄総合事務局は、平成 19～21 年度にかけて「石

西礁湖における航路計画検討委員会」を設置するとともに、住民意見を取り入

れながら、竹富南航路を含む海域における海上交通基盤のあり方について検討

してきました。 
現在は構想段階で、３案の概略ルートについて検討し、利用面、経済面、環

境面で比較評価した結果、現状の定期船航行位置に近いルートを選定しました。

選定にあたっては、「石西礁湖自然再生協議会 生活・利用に関する検討部会」

及び住民説明会を通じて、住民の意見収集を行いました。その後、選定された

概略ルートを基本に、環境及び航行機能に配慮して、詳細な航路配置、規模を

検討しました。 
内閣府沖縄総合事務局では、これら竹富南航路の計画策定の検討にあたり、

パブリックインボルブメント（ＰＩ）の手法を取り入れ、透明性を確保しつつ

幅広い合意形成を図りながら検討を進めていくこととし、「竹富南航路計画策定

に関するＰＩ実施計画」に基づき、これまでの検討結果をとりまとめた検討報

告書を情報提供し意見収集を行うなど、竹富南航路の計画策定に関する PI 活動

を平成 22 年 7 月 26 日から 8 月 11 日にかけて進めてきました。 
なお、PI 実施にあたっては、透明性、公平性を確保するため第三者機関であ

る「竹富南航路計画策定 PI 評価委員会」を設置し、評価・助言を頂きながら進

めてきました。 
ＰＩ活動に参加いただきました多くの方々に御礼申し上げますとともに、Ｐ

Ｉ活動の結果についてご報告させていただきます。 
 

平成 22 年 8 月 30 日 
内閣府沖縄総合事務局 
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Ⅰ ＰＩ評価委員会で頂いた助言と 
竹富南航路計画策定に関するＰＩでの対応 

 
 

○計画策定ＰＩの実施に当たり、竹富南航路計画策定ＰＩ評価委員会（第１

回）で頂いた助言を踏まえ、ＰＩ活動への対応を検討・整理し、ＰＩ活動

に反映することとした。 
 
表 1 竹富南航路計画策定ＰＩ評価委員会（第１回）での主な助言と対応策 

分類 ＰＩ評価委員会での主な助言 計画策定ＰＩでの対応 対応記載 

ページ 

情報

提供 

・ 

意見

収集

につ

いて 

・情報提供期間後に意見募集

のための期間を確保するこ

とが好ましい。 

印刷物の配布、インターネッ

トへの資料公開などの情報

提供期間７月２６日～８月

６日の後に、ＦＡＸ、郵送、

Ｅメールにより８月１１日

まで意見収集を行った。 

→P.4 

・意見収集は、海面利用者の

みでなく、広く一般に行う

ことが好ましい。 

一般説明会、パブリックコメ

ントなどを通じて一般の方

からの意見収集を行った。 

→P.6～7 

情報

提供

につ

いて 

・印刷物の配布は、石垣市で

も行うことが好ましい。 

石垣市役所（正面入り口）に

印刷物の配布コーナーを設

置した。 

→P.6 

検討

報告

書の

修正 

・航路計画の概略位置、詳細

位置の「比較評価」では、

技術検討委員会の評価結果

をそのまま記載するのでは

なく、検討の過程を文章で

説明することが好ましい。 

ご指摘どおり修正。 →検討報

告書 

P.9，11 

意見

収集

につ

いて 

・アンケートでは、技術検討

委員会で検討された航路位

置に対する意見も聞いてお

くことが好ましい。 

ご指摘どおり修正。 →ＰＩア

ンケー

ト 

 設問 4 
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Ⅱ 竹富南航路計画策定に関するＰＩ活動と評価 
１．ＰＩ活動の評価方法 
計画策定におけるＰＩ活動の評価は、竹富南航路計画策定ＰＩ評価委員会（第

1 回）での助言を踏まえ策定した「竹富南航路計画策定に関するＰＩ実施計画」

（以下、「ＰＩ実施計画」とする）に基づき行ったＰＩ活動の実施内容及び結果

について評価するものとする。 
 

(1) 評価の対象 

○評価の対象は、竹富南航路の計画策定に関する周知・広報活動及び情報提

供・意見収集活動と、これらの活動を通じて収集した意見への対応とする。 
 
(2) 評価の視点 

○ＰＩ活動については、大きく「ＰＩ活動の実施内容」、「ＰＩ活動の結果」

の２段階に分けて評価することとし、これらの各段階に対応する４つの視

点を設定する。 
○具体的には、「ＰＩ活動の実施内容」では、その「適切性」と「情報の周知」

を評価し、「ＰＩ活動の結果」では、「情報の理解度」、「意見収集及び意見

への対応」に分けて評価することとする。 
 

 

（内 容） 

・ＰＩ実施計画に沿ったＰＩ活動が実施

されたか 

・多くの地域住民等に計画策定の検討内

容が周知されたか。 

・提供した情報について、地域住民等の

理解が得られたか。 

・地域住民等幅広い主体から意見を収集

できているか。 
・収集した意見への対応を示している

か。 

 

図 1 ＰＩ活動における評価の視点 
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(3) 評価方法 

 
○ＰＩ活動の評価は、表 2に示す４つの視点で行うものとする。 

○各視点における評価は、「ＰＩ活動の実績」、「参加した地域住民等の人数」、

「意見を寄せた地域住民等の構成」等、客観的な情報に基づき行うことを

基本とする。 
 

表 2 ＰＩ活動の評価方法 

評価の視点 評価方法 

1)ＰＩ活動は適切に行われたか ・ＰＩ実施計画と比較し、「計画どおりに活

動が実施されたかどうか」（適合性）につ

いて評価します。 

2)提供した情報が周知されたか ・ＰＩ活動への地域住民等の参加状況（直

接的な周知）、マスメディアによる報道状

況（間接的な周知）を把握し、提供した

情報が「多くの地域住民等に周知された

か」（情報の周知）について評価します。 

3)提供した情報が理解されたか ・提供情報に関する地域住民等の理解度に

ついて評価します。 

4)幅広く意見を収集し、それらへ

の対応を示しているか 

・意見を寄せた地域住民等の構成（参加者

の多様性）、寄せられた意見の内容（意見

の多様性）を分析し、「幅広い層の地域住

民等から多様な意見を収集できている

か」について評価します。 

・合わせて、寄せられた意見に対して、「対

応が示されているか」について評価しま

す。 
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２．活動評価 
(1) ＰＩ活動は適切に行われたか 

 
①ＰＩ活動の実施時期及び期間 
平成２２年 ７月２６日（月） ～平成２２年 ８月 ６日（金） 
※意見収集は平成２２年 ８月１１日（水）迄 

 

②活動結果 

 
○計画策定ＰＩでは、情報提供及び意見収集を約 2 週間（情報提供：平成 22

年 7 月 26 日～平成 22 年 8 月 6 日，意見収集：平成 22 年 8 月 11 日迄）実

施した。計画策定ＰＩは、竹富南航路の航路計画について、概略ルートの

検討結果を説明し、詳細ルートについて複数の選択肢から航路の位置、規

模等を選定する重要な段階となることから、検討した内容等に関して幅広

く情報提供・意見収集を行うため、ＰＩ実施計画に基づき様々な取り組み

を行った。 

○周知・広報活動については、地域住民等のＰＩへの参加を促すためＰＩ開

始前だけでなくＰＩ実施期間中においても、新聞を活用し周知広報に努め

た。また、沖縄総合事務局石垣港湾事務所、石垣市役所、竹富町役場等に

おいても検討報告書を合計 125 部配布するなど、様々な取り組みを実施し

た。 

○また、沖縄総合事務局石垣港湾事務所ホームページでも検討報告書を公開

し、ＰＩ実施及び航路計画についての意見を広く募集するなど、情報提供、

意見収集に努めた。 

○情報提供・意見収集活動としては、より幅広く地域住民等に参加していた

だくため、石垣市での一般説明会（検討報告書 9 部配布）の実施前に新聞

公告の掲載や、竹富町の各島において事前に行った一般説明会の実施前に

は竹富町の防災無線による開催案内を実施した。また、個別団体に対して

は訪問し懇談会（検討報告書 7部配布）を実施した。 

○ＰＩ活動を知り得た手段で最も多かったのは「周囲の人から」（43%）で、

次いで「新聞記事」（38%）、「ＰＩレポートの入手場所」（11%）となった。 
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38%

2%

43%

11%

6%
新聞記事

インターネット

周囲の人から

ＰＩレポートの入手場所

その他

 
図 2 ＰＩ参加者がＰＩ活動を知った情報メディア等※ 

 

 

※ 計画策定ＰＩのための検討報告書を受け取った地域住民等及びホームページの閲覧者

を対象に実施したアンケートの結果より作成 

 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 
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表 3 計画策定ＰＩで実施したＰＩ活動の実施状況 

 

1)ＰＩの周知・広報 

手法 実施内容 

新聞への記事

掲載 

開始前 1回 

開始時 1回 

実施中 2回 

・県内及び地域内の主要紙に、ＰＩ実施を周

知する記事を掲載した。 

①7/24 八重山毎日新聞（ＰＩ開始前） 

②7/26 琉球新報（ＰＩ開始時） 

③7/30 沖縄タイムス（ＰＩ実施中） 

④7/31 八重山毎日新聞、八重山日報 

（ＰＩ実施中、一般説明会開催案内） 

ホームページ

への情報掲載 

ＰＩ実施期間

中 

・沖縄総合事務局石垣港湾事務所のホームペ

ージにおいてＰＩ開始を公表した。 

竹富町防災無

線の活用 

ＰＩ実施期間

中 

・竹富町の防災無線による一般説明会の開催

案内を行った。※事前の一般説明会で活用 

 
2)情報提供・意見収集 

手法 実施内容 

新聞への情報

提供 

実施中 1回 ・一般説明会実施時に検討報告書をプレスリ

リースした。 

①8/4 八重山毎日新聞、八重山日報 

（一般説明会開催後） 

検討報告書の

配布 

6箇所 

125部配布 

 

・検討結果等を分かりやすくまとめた報告書

を、行政の情報窓口等で配布した。 

①石垣市役所 

②竹富町役場 

③沖縄総合事務局石垣港湾事務所 

④一般説明会（1回） 

⑤懇談会（2回） 
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手法 実施内容 

一般説明会 1回（石垣市） 

注：事前に竹富

町で 10回実施 

・検討結果等について、地域住民等を対象に

説明・意見収集を行った。 

①8/3 石垣市 

注：竹富町の住民を対象にした航路のルート

案についての説明を、第一段階（平成 21

年 3 月～7 月）で 5 箇所、第二段階（平

成 22年 5月～6月）で 5 箇所事前に実施。 

パブリックコ

メント 

ＰＩ実施期間

中 

・沖縄総合事務局石垣港湾事務所のホームペ

ージにおいて、県内外の関心を有する人か

ら意見を受け付ける体制を整え、対応した。 

※ＦＡＸ、郵送、Ｅメールにより意見収集を

実施した。 

注：航路のルート案の資料については、事前

に沖縄総合事務局石垣港湾事務所のホー

ムページに公表し、意見を受け付けた。

（平成 22年 5月 26日～6月 25日） 

懇談会 2回（石垣市） ・検討結果等について、以下の団体に対し説

明するとともに、意見交換を行った。 

①7/27 ダイビング関係者 

②8/12 船社 

注：漁業者、船社については事前にも実施。 

ホームページ

への情報掲載 

ＰＩ実施期間

中 

・沖縄総合事務局石垣港湾事務所のホームペ

ージで検討報告書等を公表した。 

意見募集 ＰＩ実施期間

中 

・地域内外の方からの意見を受け付けるため

の体制を整えた。 

※ＦＡＸ、郵送、Ｅメールにより意見収集を

実施した。 

 
③評価 

 
○ＰＩ実施計画で予定した活動は、先行して実施した活動（竹富町一般説明

会、漁業者、船社との懇談会）を含め全て実施しており、一般説明会や個

別団体への懇談会等を地域全体で開催し、竹富南航路周辺の地域住民に対

しても積極的に説明を行っている。 
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(2) 提供した情報が周知されたか 

①活動結果 

 
○計画策定ＰＩ実施期間中に、沖縄総合事務局石垣港湾事務所、石垣市役所、

竹富町役場等で検討報告書を 125部配布した。 

○ホームページには、計画策定ＰＩ活動開始日から終了日までに 55.2 ｱｸｾｽ/

日のアクセスがあり、開始前 4週間の 48.9 ｱｸｾｽ/日を上回った。 

○この他に、ＰＩを取り扱った新聞報道が 5 日 7 回あり、より地域住民等の

関心が高まったものと推測される。 

○ＰＩ参加者を対象に実施したアンケートにおいて、竹富南航路の延伸整備

について検討していることを「新聞記事で知った」と回答した方が約 5割、

「今回知った」と回答した方が約 3 割であり、新聞への情報提供や検討報

告書の配布などの情報提供に努めた。 

○事前に実施した竹富町への一般説明会は、概略ルート、詳細ルートの各段

階において、各島（西表大原、波照間、黒島、小浜、竹富）で実施するこ

とにより、各島の住民の方に偏りなく情報を提供することに努めた。 
 
 

表 4 計画策定ＰＩで実施したＰＩ手法への参加者数等（直接的周知） 

 
手法 参加者，検討報告書配布数 

検討報告書の配布 配布 125部 

一般説明会（石垣市） 9人（配布 9部） 

一般説明会（竹富町） 

※事前に実施済 

概略ルート選定：88人（配布 88部） 

詳細ルート選定：83名（配布 83部） 

懇談会 7人（配布 7部） 

ホームページへの情報掲載 938 ｱｸｾｽ（55.2 ｱｸｾｽ/日） 

 
※ 各会場で配布した計画策定ＰＩのための検討報告書の部数 
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表 5 計画策定ＰＩ実施に関連するマスメディアでの報道状況（間接的周知） 

区分 
見出し/タイトル 
（報道月日） 

報道要旨 メディア 

新聞 
（一般紙） 

①近く住民意見聴取

へ 「竹富南航路で

評価委」（7/24） 

・ＰＩ評価委員会は、竹富南航路の

計画策定段階でＰＩのプロセスや

結果について評価及び助言を行

い、透明性や公平性、公正性を確

保する。 

・概略ルートは、海底改変面積が比

較的少ない「竹富南航路」を選定

している。住民説明会での意見聴

取でさらなる改善を図る。 

八重山 

毎日新聞 

（7面） 

②竹富南航路で住民

意見募集（7/26） 

・沖縄総合事務局開発建設部は 26日

から、「竹富南航路」の整備に向け

ＰＩを行う。住民説明会のほか、

ホームページを通して 8月 11日ま

で意見を募集する。 

琉球新報 

（2面） 

③竹富南航路の延伸

整備案 住民意見

で改善検討（7/30） 

・沖縄総合事務局石垣港湾事務所は

26日、「竹富南航路」の延伸整備に

ついて、住民意見を募り、ＰＩを

始めた。8月 11日まで意見を集め、

さらなる改善が可能か検討する。 

沖縄 

タイムス 

（27面） 

④⑤竹富南航路の延

伸整備に付いての

住民意見聴取（Ｐ

Ｉ）の実施について 

  （7/31） 

・沖縄総合事務局石垣港湾事務所で

は、竹富南航路の延伸整備につい

てのＰＩを実施している。 

・石垣港湾事務所、石垣市役所、竹

富町役場で資料を配布し、意見を

集めている。 

・内容の詳細は説明会を 8 月 3日 14

時から開催するので、参加願いた

い。 

八重山 

毎日新聞 

（6面） 

八重山 

日報 

（4面） 

⑥生活保全航路 港

湾事務所が説明会

（8/4） 

・沖縄総合事務局石垣港湾事務所は 3

日午後、竹富南航路の延伸整備に

関する住民説明会を開催した。 

・町内 5地区での説明・意見交換会、

海面利用関係者との協議を経て当

初想定から改変面積等を変更し

た。 

・11 日までパブリックコメントを受

け付けている。 

八重山 

毎日新聞 

（6面） 

⑦竹富南航路ルート

案 サンゴ礁環境

に配慮（8/4） 

・石垣市と竹富町の島々を結ぶ「生

活保全航路」の整備に向けた住民

説明会が 3日開かれた。 

・環境配慮の基本方針が示され、自

主的な環境アセスを実施する。 

・一般からの意見聴取は 11日まで募

集している。 

八重山 

日報 

（4面） 
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注）八重山毎日新聞 ：八重山地域主要紙，発行部数 16千部（自社公称） 

八重山日報   ：八重山地域主要紙，発行部数 8.7千部（自社公称） 

琉球新報    ：沖縄県内主要紙，発行部数 205千部 

（八重山圏域 1.7千部）（自社公称） 

沖縄タイムス  ：沖縄県内主要紙，発行部数 202千部 

（八重山圏域 1.7千部）（自社公称） 
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＜提供した情報に対する認知度＞（64人回答） 

○竹富南航路の延伸整備について検討していることを、いつ知りま

したか。 

33%

51%

0%
5%

11%

今回知った

新聞記事で知った

住民説明会で知った

パブリックコメントで知った

それ以外

 

図 3 竹富南航路の延伸整備検討を知った時期 

 

63%

28%

9%

性 別

男性

女性

不明

 

5%
9%

31%

14%

37%

2% 0% 2%

年 齢

１０代 ２０代 ３０代 ４０代

５０代 ６０代 ７０代～ 不明
 

48%

3%

22%

3%

2% 14%

5% 3%

職 業

会社員 自営業 公務員 農業

水産業 主婦 学生 その他
 

6%

91%

3%

住 所

竹富町

石垣市

那覇市

 

図 4 アンケートに回答した地域住民等（64人）の構成 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 

（回答者数：64人） 
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②評価 

 
○検討報告書の配布や一般説明会、懇談会を通じて、計画策定の検討に関す

る情報を、地域住民 125人の方々に対して、直接提供できている。 

○地域住民の多数が購読する八重山地域主要 2 紙及び県民の多数が購読する

県内主要 2紙では、5日 7回の報道がなされており、間接的であるが多くの

地域住民等に計画策定に関する情報が提供されている。 

○アンケートについては、64 人の地域住民等から回答を得ており、回答者の

構成は以下のとおり。 

［性 別］回答者の 63%は男性、28%は女性であった。 

［年 齢］50歳代が 37%と最も多く、次いで 30歳代で 31%、40歳代で 14%

と、幅広い年齢層から回答を得ることができた。 

［職 業］会社員が 48%と最も多く、次いで公務員が 22%、主婦が 14%と、

幅広い職種から回答を得ることができた。 

［居住地］居住地については、石垣市が 91%で最も多く、次いで竹富町 6%

となっており、地域住民を中心とした回答を得ている。 

○事前に実施した竹富町への一般説明会では、概略ルート、詳細ルートの２

段階にわたり各島の地域住民延べ171名の方々に対して、計画策定の検討に

関する情報を直接提供できている。 
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(3) 提供した情報が理解されたか 

①活動結果 

 
○計画策定ＰＩのためのレポートの理解度 
○アンケート調査の結果、検討報告書の内容について「Ａ：理解できた」、「Ｂ：

ある程度理解できた」と回答した人の比率の合計が 9割以上であった。 

○特に、「航路の必要性及び対象海域における社会・自然環境の現状」、「航路

の詳細位置の検討にあたっては、航行機能性向上を図るとともに、当該海

域に生息するサンゴ礁生態系に配慮し、ルートの比較検討を行ったこと」

については、約 98%の方々が「Ａ：理解できた」、「Ｂ：ある程度理解できた」

と回答している。 
 
＜理解度＞ 
①本アンケートは、ＰＩの一環として実施しており、この意見が参

考となり、竹富南航路の位置・形状が決定されること。 

51%
44%

5% 0%
A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(1) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(1) 

 
②航路の必要性及び対象海域における社会・自然環境の現状につい

て。 

55%

43%

2% 0% A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(2) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(2) 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 
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③計画段階や施工段階、供用段階における事業者が示した、環境配

慮の基本的な考え方や、自主的に環境アセスを実施すること。 

38%

44%

18%

0%
A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(3) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(3) 

 
④今回提案した航路計画(詳細ルート)(案)は、｢５－１航路の概略位置

の検討｣、｢５－２航路の詳細位置の検討｣、｢５－３航路規模の検

討及びルート案の修正経緯」と段階的に検討を進めてきたこと。 

49%

40%

11%

0%
A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(4) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(4) 

 
⑤概略位置の検討にあたっては、環境面、経済面、利用面を考慮し

比較検討を行ったこと。 

47%

48%

5%

0%
A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(5) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(5) 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 



-15- 
 

⑥航路の詳細位置の検討にあたっては、航行機能性向上を図るとと

もに、当該海域に生息するサンゴ礁生態系に配慮し、ルートの比

較検討を行ったこと。 

52%
46%

2% 0%

A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(6) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(6) 

 
⑦航路規模の検討にあたっては、航路幅・航路水深設定の考え方を

示して検討を行ったこと。 

48%

49%

3% 0%

A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(7) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(7) 

 
⑧ルート案の修正にあたっては、関係者へのヒアリングを反映させ

た修正を行ったこと。 

40%

51%

9%

0%

A：理解できた

Ｂ：ある程

度理解できた

Ｃ：あまり

理解できなかった

Ｄ：理解できなかった

 
図 5(8) ＰＩ参加者等における計画策定ＰＩのためのレポートの要点の理解度(8) 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 

（回答者数：63人） 
※１名は意見のみのため、回答者数とアンケート内容の回答数は一致しない。 
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②評価 

 
○アンケートについては、64 人の方から回答が得られており、回答者の 9 割

以上が、レポートの要点について「理解できた」または「ある程度理解で

きた」と回答している。 

○この結果から、ＰＩ活動を通じて提供した情報を受け取った地域住民等に、

検討報告書に提示された計画策定段階で共有すべき情報について、概ね理

解が得られたものと考える。 

○事前に実施した竹富町への一般説明会におけるアンケートについては、131

人の方から回答が得られており、回答者の 9 割以上が「早期実現を要望、

ただし、環境には十分配慮すべき」と回答していることから、検討報告書

に示した航路の必要性やメリットについて、理解が得られたものと考える。 
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(4) 幅広く意見を収集し、それらへの対応を示しているか 

①活動結果 

 
○自由回答欄に意見を寄せた地域住民等 
○アンケートにおいて、全回答者 64人のうち、16人（全体の 25%）が自由回

答欄に 23の意見を寄せた。回答者の構成は次のとおりであり、アンケート

に回答した属性と比較すると性別は女性の比率が大きく、年齢は 30代まで

の若い年齢の比率が大きくなっている。また、住所は竹富町の方が多い。 

［性 別］回答者の 56%は男性、44%は女性であった。 

［年 齢］30歳代が 31%と最も多く、次いで 50歳代で 25%、20歳代で 19%

と、幅広い年齢層から回答を得ることができた。 

［職 業］会社員が 32%と最も多く、次いで公務員が 31%、主婦が 25%と、

幅広い職種から回答を得ることができた。 

［居住地］居住地については、竹富町が 75%で最も多く、次いで那覇市 19%

となっており、地域住民を中心とした回答を得ている。 

 

56%

44%

0%

性 別

男性

女性

不明

 

6%

19%

31%13%

25%

0% 0% 6%

年 齢

１０代 ２０代 ３０代 ４０代

５０代 ６０代 ７０代～ 不明  

32%

0%31%

0%

0%

25%

6% 6%

職 業

会社員 自営業 公務員 農業

水産業 主婦 学生 その他  

75%

6%

19%

住 所

竹富町

石垣市

那覇市

 

図 6 アンケートに回答した地域住民等（16人）の構成 

（回答者数：16人） 
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表 6 寄せられた意見の一覧 

No.
4.この計画案について、航路位置・形状の検討の成果、PIなど、何でも気づいたことを
教えてください。

1 早期着工をお願いいたします。

2
名称については、竹富町内の島々（港）への航路が主と考えられ「竹富南航路」より
『竹富町航路』とした方がイメージ的に分かりやすいと思われますが・・・。

3 早期に整備をお願いしたい。

4

誠に恐縮で申し訳ありませんが、海路のみにこだわらず発想の転換もありではないか
と思ってます。
石西礁湖に架かるサンゴ礁橋を架けてみませんか。
竹富町の新しい未来がたくさんうまれてくるものと確信しております。

5 安全・安心の確保のため、早期着工をお願い致します。

6 サンゴにあまり影響がないように作ってください。

①冬になると欠航になるのが一番不便です。なるべく欠航しないルートにしてほしい。

②環境面、利用面どちらも大切だが、一番大切なのは住民一人ひとりが真剣に考え
ることだと思いました。

8 仲間港前の航路を直線にしてほしい。

9 早く整備して欲しいです。

①竹富南航路は、台船、朝夕の時間帯は高速船にあおられ航跡波も受け、大変気を
使う航路です。幅70ｍと言わず、倍の、３倍の200ｍ以上にして下さい。

②古い立標が残っていて危険です。

③立標のそばが水深浅いのは危険でこわいです。

④立標をさがすのが大変、間隔を短くして下さい。もっと大きな立標にしてほしい。

11 竹富南航路の幅を80ｍ以上にしてほしい。

①航路が必要な事は理解できました。

②サンゴ礁を守って作って下さい。

13 竹富のみなさんの為にがんばって下さい。

14 早く航路を作って下さい。

①海難事故について船会社なのか、プレジャーボートなのかがはっきりしていない。

②１０年で３１件が多いのかどうかの判断がわからない。

③B／Cはクリアしているのかはっきりしない。

16
環境面における影響の検討も非常に重要ですが、一番は航路ルート決定後に最も影
響を受ける住民の意見を生活・利用検討部会の中で十分に聞いて反映させる必要が
あると思います。

7

10

12

15
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○自由回答欄に寄せられた意見の内容と対応 
○アンケートで寄せられた 23の意見について、「航路計画に肯定的なご意見」、

「調査内容に不明点があるとするご意見」、「更なる配慮、検討を求めるご

意見」、「その他のご意見」の４項目に分類した。 

○寄せられた意見の中で、「航路計画案に肯定的なご意見」が最も大きな割合

（39%）を占めている。 

○寄せられた意見に対する対応を検討し、この結果を提示した。 

 
表 7 寄せられた意見と意見に対する対応 

意見の内容 主な意見に対する対応見解

9

8
環境面に配慮し早期着工を
望む

　航路の整備は、環境に配慮した施工や保全措置を検討して
おり、来年度以降の事業採択を目指しています。また、自主
的に環境アセスメントも実施しているところです。

1
航路が必要な事は理解でき
る

　検討報告書に「安全・安心な航路の必要性」を記載してお
り、必要性についてご理解頂けたものと考えています。

3

1
海難事故の船種がわからな
い

　石西礁湖では、旅客船、貨物船、プレジャーボートなどの船
種が海難事故を起こしています。

1
海難事故は、１０年で３１件が
多いのかどうかわからない

　石西礁湖及び周辺海域では統計上10年間で31件の事故が
発生していますが、ヒアリングによると軽微な海底接触も発生
しているようで、多いものと思われます。

1
B／Cはクリアしているのかわ
からない

　B/Cは、1.5です。

8

1
なるべく欠航しないルートで
作ってほしい

　南側からのうねり発生時には、北側航路、北側からの場合
は南側航路を航行することで欠航回数が減少すると考えてい
ます。

1
仲間港前の航路を直線にし
てほしい

　直線の航路も検討しましたが、環境への影響に配慮し、現
状の航路としています。

2 航路幅をもっと広くしてほしい
　航路幅は、環境への影響に配慮し、航行船舶から必要最低
限の幅を考えています。

3 航路の立標の改善を望む
　立標は、屈曲部を中心に設置を検討しています。また、船社
等にもヒアリングやアンケートを実施しており、今後、改善に努
めてまいります。

1
住民の意見を検討部会の中
で十分に聞いて反映させる
必要がある

　現在も石西礁湖自然再生協議会の生活・利用に関する検
討部会に報告し、意見を反映しておりますが、今後も意見を頂
きながら検討を進めたいと考えています。

3

1
住民一人ひとりが真剣に考え
る事が大事

　計画策定PIを通じて、地域住民へ情報提供し、意見を収集
することにより、住民一人ひとりが考える場を持つことができ
ていると考えています。

1
航路名称は「竹富南航路」よ
り「竹富町航路」の方がわか
りやすい

　既設の「竹富南航路」（2,480ｍ）の延伸整備であるため、
（仮称）として名称を使用しています。

1
海路にこだわらず、石西礁湖
に橋をかけてはどうか

　生活保全航路の確保について、竹富町から要請を受けてい
ます。橋の整備による環境負荷や多額の建設コスト、工事に
係る長い期間を考えると、海路を整備する方が現実的だと考
えています。

その他の
ご意見

更なる配慮
検討を求め
るご意見

件数分類

航路計画
案に肯定
的なご意見

調査内容
に不明点
があると

するご意見
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②評価 

 
○アンケートは、幅広い年齢層、職層の方々からの回答が得られている。 
○アンケートを寄せた方の 25%の方々がアンケートの自由回答欄に回答して

いる。 

○これらの地域住民等から寄せられた意見の内容は、計画策定ＰＩで提供し

た航路計画（詳細ルート）（案）に関する内容や、現況航路における問題点、

ＰＩ活動等多岐にわたったものとなっている。 

○寄せられた意見全てに対する対応を検討し、考え方を提示している。 
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【参考】事前に実施した竹富町への一般説明会におけるアンケート結果 

（131人回答） 

 

平成 22年 5月 25日～6月 1日の期間、西表島、黒島、小浜島、波照間島及び

竹富島の各島において、「竹富南航路の延伸整備についての住民説明会」及び意

見募集を実施した。  

なお、意見募集（期間：5月 26日～7月 16日）の結果は、次のとおり。 

 

表 8 一般説明会におけるアンケートに回答した主な意見内容と意見数 

開発は避けるべき
今のままで良い

3

標識の設置までで良い 2

十分な調整をするべき 1

早期実現を要望、ただし、環境には十分配慮すべき 124

その他（船便に対する要望） 1

合　計 131

主
な
意
見
内
容

3件（2%） 2件（1%）
1件（1%）

124件（95%）

1件（1%）

開発は避けるべき

今のままで良い

標識の設置までで良い

十分な調整をするべき

早期実現を要望、ただし、環境には十分

配慮すべき

その他（船便に対する要望）

 
図 7 一般説明会における意見の構成 

（回答者数：131人） 
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３．まとめ  

(1) 視点毎のＰＩ活動の評価 

 

表 9 評価の視点毎の評価結果一覧(1) 
評価の視点 評価 

1)ＰＩ活動は適切

に行われていた

か 

○ＰＩ実施計画で予定した活動は、先行して実施した活動

（竹富町一般説明会、漁業者、船社との懇談会）も含め

ると全て実施しており、一般説明会や個別団体への懇談

会等を地域全体で数多く開催し、特に竹富南航路周辺の

地域住民に対して積極的に説明を行っている。 

○以上のことから、ＰＩ実施計画どおりにＰＩ活動を実施

しており、適切に行われたと考える。 
2)提供した情報が

周知されたか 

○検討報告書の配布や、一般説明会、懇談会を通じて、計

画策定の検討に関する情報を、地域住民 125 人の方々に

対して、直接提供できている。 

○県民及び地域住民の多数が購読する県内主要 2紙、八重

山地域主要 2紙では、5日 7回の報道がなされており間

接的であるが多くの県民、地域住民等に計画策定に関す

る情報が提供されている。 

○事前に実施した竹富町への一般説明会では、概略ルー

ト、詳細ルートの２段階にわたり各島の地域住民延べ

171名の方々に対して、計画策定の検討に関する情報を

直接提供できている。 

○以上のことから、提供した情報が多くの地域住民等に周

知されたと考える。 
3)提供した情報が

理解されたか 

○アンケートについては、64 人の方から回答が得られて

おり、回答者の 9割以上が、レポートの要点について「理

解できた」または「ある程度理解できた」と回答してい

る。 

○この結果から、ＰＩ活動を通じて提供した情報を受け取

った地域住民等に、レポートに提示された計画段階検討

で共有すべき情報について、概ね理解が得られたものと

考える。 

○事前に実施した竹富町への一般説明会におけるアンケ

ートについては、131人の方から回答が得られており、

回答者の 9割以上が「早期実現を要望、ただし、環境に

は十分配慮すべき」と回答していることから、検討報告

書に示した航路の必要性やメリットについて、理解が得

られたものと考える。 

○以上のことから、提供した情報に関する地域住民等の理

解は得られたものと考える。 
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表 9 評価の視点毎の評価結果一覧(2) 
評価の視点 評価 

4)幅広く意見を収

集し、それらへの

対応を示してい

るか 

○アンケートは、幅広い年齢層、職層の方々からの回答が

得られている。 
○アンケートを寄せた方の 25%の方々がアンケートの自

由回答欄に回答している。 

○これらの地域住民等から寄せられた意見の内容は、計画

策定ＰＩで提供した航路計画（詳細ルート）（案）に関

する内容や、現況航路における問題点、ＰＩ活動等多岐

にわたったものとなっている。 

○寄せられた意見全てに対する対応を検討し、考え方を提

示している。 

○以上のことから、幅広い層の地域住民等から多様な意見

を収集できており、対応について示されたものと考え

る。 

 
 
(2) ＰＩ活動の総合評価 

○地域住民への一般説明会や個別団体との懇談会等を地域全体で開催したり、

沖縄総合事務局や自治体（石垣市、竹富町）においても積極的に検討報告書

を配布する等、周知・広報活動の強化に努めた結果、幅広いＰＩ対象者の理

解が概ね得られた。 

○この効果もあり、64 人の方からアンケートが寄せられ、また寄せられた意見

に対する対応を整理した。 

○事前に実施した竹富町への一般説明会は、各島に訪問して、概略ルート、詳

細ルートの２段階の説明を行った効果もあり、131人の方から意見が寄せられ

た。 

○ＰＩ活動の 4 つの視点について評価した結果、ＰＩ実施計画に沿ったＰＩ活

動が実施されており、多くの地域住民等に計画策定の検討内容が周知される

とともに、提供した情報について地域住民等の理解が得られた。また、地域

住民等幅広い主体から意見を収集することができ、意見への対応を示すこと

ができたと考える。 

○以上から、竹富南航路の航路計画について、ＰＩ対象者がその内容を理解し、

意見がある程度集約され、ＰＩ対象者の考え方を把握できる状態に達すると

いう計画策定ＰＩの目標は達成できたと考える。 
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