沖縄総合事務局開発建設部
平成29年度広報計画（第3四半期）
①道 路
項目

H29 第１四半期

H29 第3四半期

H29 第2四半期

H29.10

H29.11

H29 第４四半期

H29.12

・パネル出展（奥やんばる鯉のぼりまつり）（5/3）

・パネル出展(老朽化対策)(9月25日～29日)
・わった～バス大実験 開始式（9月14日）
・パネル出展（わった～バス大実験）（9月14日～22日）

・パネル出展（やんばるの産業まつり）（10月7～８日）
・パネル出展（老朽化対策）(10月上旬～中旬)

・特車取締り(4/11、5/18、6/15)南国

・特車取締り(7/10、8/22、9月)南国
・我如古交差点改良事業の整備効果について（9月）
・わった～バス大実験（9月16日～22日）

・特車取締り
・直轄道路における道路冠水箇所の公表（台風接近前随時）

情報誌

・道路情報誌の発刊「アシナビーvol.19」（4/１）

・道路情報誌の発刊「アシナビーvol.20」（７/１）

・道路情報誌の発刊「アシナビーvol.21」(10月)

・道路情報誌の発刊「アシナビーvol.22」（1月）

会議等

・平成29年度第1回沖縄県道路メンテナンス会議（6/27）
・第２回 沖縄の新たな交通環境創造会議（5/11）

・沖縄地方渋滞対策推進協議会(8/16)

・老朽化橋梁に対するマスコミ訴求対応（10月中旬）

・平成29年度沖縄県交通安全マネジメント検討会議（2月)
・平成29年度第2回沖縄県道路メンテナンス会議（2月）

イベント・式典

事業関連

・特車取締り
・直轄道路における道路冠水箇所の公表（台風接近前随時）

・特車取締り
・直轄道路における道路冠水箇所の公表（台風接近前随時）

・特車取締り（1月、2月、3月）
・恩納南バイパス暫定２車全線開通
・浦添北道路開通（3月）

年間行事（国交省関連）

②ダ ム
項目

イベント・式典

H29 第１四半期

H29 第2四半期

・「森と湖に親しむ旬間」関連パネル展(7月上旬～下旬)
・大保ダムまつり（7月8日）
・福地ダム夏休み自然体験会（7月16日）
・金武ダムまつり（7月23日）
・漢那ダムまつり（7月30日）
・羽地ダム鯉のぼり祭り(5/6・7)
・夏休み親子ダム環境体験学習会（8月9日）
・「森と湖に親しむ旬間」関連パネル展（5/1～7,6月中旬～下旬 ・「森と湖に親しむ旬間」関連パネル展(8月下旬)
予定）
・モノレール駅パネル展（小禄駅（6/26～7/9）、おもろまち駅
（7/10～7/23）、県庁前駅（8/14～8/27））
・沖縄銀行本店（7/24～8/4）
・県庁（8/28～9/1）
・行政プラザ（9月予定）
・安波ダムクイナまつり（9月23日）

H29.10

H29.11

H29.12

H29 第４四半期

・パネル出展（やんばるの産業まつり）（10月7,8日）
・ダム環境体験学習会（10月18,19日）

事業関連
・河川愛護月間(7/1～7/31)
・「森と湖に親しむ旬間」(7/21～7/31)

年間行事（国交省関連）
情報誌

・北部ダム統管事務所広報誌「４月、５月、６月号」
・沖縄水ニュースのメルマガ発刊（毎月）

・北部ダム統管事務所広報誌「７月、８月、９月号」
・沖縄水ニュースのメルマガ発刊（毎月）

・沖縄水ニュースのメルマガ発刊（毎月）
・北部ダム統管事務所広報誌「１０月号」

・沖縄水ニュースのメルマガ発刊（毎月）
・北部ダム統管事務所広報誌「１１月号」

会議等

・沖縄水ニュースのメルマガ発刊（毎月）
・北部ダム統管事務所広報誌「１２月号」

・沖縄水ニュースのメルマガ発刊（毎月）
・北部ダム統管事務所広報誌（毎月）

・沖縄地方ダム管理フォローアップ委員会(12月)

③港 湾 ・ 空 港
項目

イベント・式典

事業関連

H29 第１四半期

・まるごと沖縄クリーンビーチ2017オープニングセレモニー
（6/3）

・那覇港・海の日企画 海と港の魅力発見ツアー(7/26、7/27)
・パネル出展（石垣港みなとまつり)（7/17）
・パネル出展（東部海浜ビーチフェスタ）〔7/16）
・中城湾港環境学習（9月10日）
・パネル出展（平良港みなとフェスタ）（7/16）
・とまりんフェスタ（9/9、9/10：港湾業務艇「うりずん」体験乗船）
・平良港国際クルーズ拠点整備事業起工式・平良港国際ク
ルーズシンポジウム（9月30日）

那覇空港滑走路増設事業現場日記（随時）

那覇空港滑走路増設事業現場日記（随時）

年間行事（国交省関連）
情報誌

H29 第2四半期

H29.10

H29.11

H29.12

H29 第４四半期

・中城湾港港湾施設工事見学会（11月～12月）※11月～12月のいずれ
かで開催
・中城湾港環境学習（12月～1月）※12月～1月のいずれかで開催
・パネル出典（沖縄市東部祭り）（11月）
・平良港漲水地区複合一貫輸送ターミナル暫定供用式典（12月）
・平良港浚渫工事現場見学会（11月頃）

・中城湾港環境学習（12月～1月）※12月～1月のいずれかで開
催
・第14回沖縄の空港展（2月～3月）
・臨港道路浦添船開通（3月）
・石垣港（新港地区）旅客船バース暫定供用（Ｈ30年春）

・那覇空港滑走路増設事業現場日記（随時）

・那覇空港滑走路増設事業現場日記（随時）

・那覇空港滑走路増設事業現場日記（随時）

・那覇空港滑走路増設事業現場日記（随時）

・情報誌「港湾」《港劇場》10月号
・OKINAWA Cruise Report 10 月号

・情報誌「港湾」企画《みなとで働く女性たち》（11月号）
・OKINAWA Cruise Report 11月号

・OKINAWA Cruise Report 12月号

・情報誌「港湾」《現場最前線》（3月号）
・OKINAWA Cruise Report ｢1月、2月、3月号」

・海の月間(7/1～7/31)
・OKINAWA Cruise Report 「4月、5月、6月号」

・OKINAWA Cruise Report 「7月、8月、9月号」

会議等

④公 園 ・ 景 観
項目

イベント・式典

H29 第１四半期

・海洋博公園 マーチングバンドフェスティバル(4/29）
・海洋博公園 ＧＷイベント(4/29～5/7)
・海洋博公園 春の都市緑化月間苗木の無料配布（熱帯ドリー
ムセンター5/1～5/31）
・首里城公園 ＧＷイベント(5/3～5/7)
・海洋博公園 夕陽の広場アニソンコンサート（6/24～6/25）
・首里城公園 日影台解説会（6/21、6/24、6/25）

H29 第2四半期
・海洋博公園
・海洋博公園
・首里城公園
・海洋博公園
・首里城公園
・首里城公園
・海洋博公園
・海洋博公園
・首里城公園
・首里城公園
・首里城公園

サマーフェスティバル（7/15)
夏休みスペシャル（7/22～8/31）
首里城講座(7/14、7/21、7/28）
夏休みスペシャル（7/22～8/31）
夏休み首里城まつり（7/22～8/31）
首里城講座(8/18、8/25）
夕陽鑑賞会（9/16～9/17）
亜熱帯緑化事例発表会（9/22）
日影台解説会（9/23、9/24）
首里城講座9/1、9/8、9/15））
中秋の宴（9/30)

H29.10

・首里城公園 中秋の宴（10/1)
・海洋博公園 秋の都市緑化月間「苗木の無料配布」（10/1～10/31）

H29.11

・首里城祭（11/3～11/5）
・古式行列（11/3）
・首里城公園 冊封使行列・冊封儀式（11/4）
・海洋博公園 やんばるグルメコンクール（11/18～19）
・海洋博公園 ウィルソンが見た沖縄～琉球の植物研究史100年と共に
～（11/3～1/7）

H29.12

H29 第４四半期

・海洋博公園
・首里城公園
・海洋博公園
・首里城公園 日影台解説会（12/22、12/23、12/24）
・海洋博公園
・首里城公園 首里城講座（12月）
・海洋博公園
・海洋博公園 ウィルソンが見た沖縄～琉球の植物研究史100年と共に
・首里城公園
～（11/3～1/7）
・首里城公園
・首里城公園

正月イベント(1/1～1/3)
新春の宴(1/1～1/3)
全国トリムマラソン大会（1/21)
美ら海花まつり（1月～2月)
沖縄国際洋蘭博覧会（2/3～2/12)
首里城講座（2月）
百人御物参り（3/3、4）
日影台解説会（3/21、3/24、3/25）

事業関連
年間行事（国交省関連）

・春の都市緑化推進運動（4/1～6/30）
・まちづくり月間(6/1～6/30）

・都市緑化月間（10/1～10/31）

情報誌
会議等

⑤営繕・防災対策・その他
項目
イベント・式典

事業関連

年間行事（国交省関連）

H29 第１四半期

H29 第2四半期

・防災訓練(風水害)（6/27)
・手づくり郷土賞募集（6/26）

・沖縄ブロック国土交通研究会(7/13)
・優良業者等表彰式（7／12）

・平成29年度（4月以降）発注予定工事及び業務の公表(4/3)
・建設発生土情報公表（6月末）

・平成29年度（7月以降）発注予定工事及び業務の公表(6/30)
・建設発生土情報公表（９月）

・土砂災害防止月間(6/1～6/30）

・防災月間(9/1～9/30)

・入札監視委員会(3月委員会)議事公表(4/7)
・ＩＣＴ活用工事の現場見学会（4/12)
・第１回事業評価監視委員会（5/22)
・沖縄不発弾等対策協議会（6/21）
・渇水対策連絡協議会（5/24）

・入札監視委員会(6月委員会))議事公表(7/21)
・第２回事業評価監視委員会（7/24)
・第１回磁気探査研修（7/31)
・第２回磁気探査研修（9/13)

H29.10

H29.11

H29.12

・公共建築の日 関連イベント（11月）
・土木の日関連パネル展(11月)

H29 第４四半期
（・防災訓練（地震・津波）(１月)）※１
（・防災訓練（非常参集・安否確認）(２月))※１

・建設発生土情報公表（12月)
・平成29年度（１月以降）及び平成30年度早期（第1四半期）発注予定工
事及び業務の公表（12月）
・建設発生土情報公表（3月)
・平成30年度発注者支援業務等の発注見通しの公表（12月）

・平成29年度(10月以降)発注予定工事及び業務の公表(10月)

・建設業取引適正化推進月間(11月)
・公共建築月間(11月)

情報誌

会議等

※現時点の予定であり、今後変更及び追加となることもある。

・入札監視委員会(9月委員会)議事公表（10月)
・第３回磁気探査研修（10/6)

・第４回磁気探査研修（11月)

※１：総務部主催

・第３回事業評価監視委員会（12/8)

・防災連絡会（1月or2月) ※１
・入札監視委員会(12月委員会)議事公表（1月)
・沖縄総合事務局i-Construction推進会議（2月）

