
プログラム

開会あいさつ　（沖縄県・宜野湾市）

宜野湾市 基地政策部 まち未来課 基地跡地計画係　TEL.098-893-4401
沖縄県 企画部 県土・跡地利用対策課 跡地利用推進班　TEL.098-866-2040沖縄県/宜野湾市主催 問合せ

パネル展  同時開催パネル展  同時開催

11:00 ～ 17:3011:00 ～ 17:30
会場：会議棟 A2会場：会議棟 A2

入場無料
定員 250 名
入場無料
定員 250 名

コーディネーター：
まちづくりファシリテーター

石垣 綾音 氏

パ ネ リ ス ト ：

コメンテーター：
東京都市大学 特別教授

涌井 史郎 氏　

沖縄持続的発展
研究所 所長

真喜屋 美樹  氏

講師： 涌井  史郎 氏  （東京都市大学  特別教授）

第１部

基調講演

第１部

基調講演

普天間飛行場の跡地利用計画策定に向けた
「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」のプロモーションビデオ上映
普天間飛行場の跡地利用計画策定に向けた
「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」のプロモーションビデオ上映

沖縄のポテンシャルを生かした

価値ある跡地利用にむけて

沖縄のポテンシャルを生かした

価値ある跡地利用にむけて

14:10 ～ 15:0014:10 ～ 15:00

第２部第２部

魅力的なまちを

私たちの手で育てていくには

魅力的なまちを

私たちの手で育てていくには

15:10 ～ 16:1015:10 ～ 16:10

パネル
ディスカッション

パネル
ディスカッション

又吉 信一  氏

宜野湾市軍用地等
地主会会長

福原 海里 氏

琉球大学学生/
OragaNect

合同会社代表

休憩

　「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」

の考え方を解説したパネル展を開催しま

す！お子様向けのパネルや昔の集落の様

子がわかる模型、未来のまちを体験でき

るコーナーなどもご用意。

ぜひお気軽にお越しください！

　「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」

の考え方を解説したパネル展を開催しま

す！お子様向けのパネルや昔の集落の様

子がわかる模型、未来のまちを体験でき

るコーナーなどもご用意。

ぜひお気軽にお越しください！

オンライン同時配信オンライン同時配信

https://forms.office.com/r/7nRNCKtcPh

お申し込みはこちらお申し込みはこちら【事前予約制】【事前予約制】

オンラインでの参加を希望され
る方も事前予約をお願いします。
オンラインでの参加を希望され
る方も事前予約をお願いします。

オンライン参加用のURLについては、
事務局より後日ご連絡いたします。
オンライン参加用のURLについては、
事務局より後日ご連絡いたします。

11/５（土）11/５（土）令和４年令和４年

14:00 ～ 16:10
（開場 13：30）

14:00 ～ 16:10
（開場 13：30）

会場：会場：沖縄コンベンションセンター沖縄コンベンションセンター
会議棟 A1会議棟 A1

普天間飛行場普天間飛行場

未 来 予 想 図 2 . 0未 来 予 想 図 2 . 0

普天間飛行場跡地利用県民フォーラム

※事前にお申込みをされない場合でも参加できますが、席に限りがあるため入場できない場合があります。

※※



プログラム

講演者及びパネリストのプロフィール

TBS「サンデーモーニング」等でコメンテ

ーターとしても活躍。日本の国立公園を

世界水準とすることを目標とした「国立

公園満喫プロジェクト」の有識者として座

長を務める。

TBS「サンデーモーニング」等でコメンテ

ーターとしても活躍。日本の国立公園を

世界水準とすることを目標とした「国立

公園満喫プロジェクト」の有識者として座

長を務める。

まちづくりファシリテーター。「人と土地

をつなぐ、コミュニティをエンパワメント

する」をモットーに、「こみゅとば」として

県内各分野の個人や団体とコミュニティ

と場づくりに関する活動を行なう。

まちづくりファシリテーター。「人と土地

をつなぐ、コミュニティをエンパワメント

する」をモットーに、「こみゅとば」として

県内各分野の個人や団体とコミュニティ

と場づくりに関する活動を行なう。

名桜大学准教授を経て

現職。専門は都市政策。

普天間飛行場跡地利用

計画中間取りまとめ（第

2回）検討委員会委員、

浦添市軍用地跡地利用

計画審議委員会会長。

名桜大学准教授を経て

現職。専門は都市政策。

普天間飛行場跡地利用

計画中間取りまとめ（第

2回）検討委員会委員、

浦添市軍用地跡地利用

計画審議委員会会長。

基調講演講師・コメンテーター コーディネーター

涌井 史郎 氏 石垣 綾音 氏

パネリスト

真喜屋 美樹 氏 福原 海里 氏又吉 信一 氏

宜野湾市軍用地等地

主会会長、（一社）沖

縄県軍用地等地主会

連合会会長、普天間

飛行場跡地利用計画

中間取りまとめ（第2

回）検討委員会委員。

宜野湾市軍用地等地

主会会長、（一社）沖

縄県軍用地等地主会

連合会会長、普天間

飛行場跡地利用計画

中間取りまとめ（第2

回）検討委員会委員。

琉球大学国際地域創

造学部在学。

OragaNect合同会社

を設立し、「農家のあ

らゆるところにマネタ

イズポイントをつくる」

事業を展開している。

琉球大学国際地域創

造学部在学。

OragaNect合同会社

を設立し、「農家のあ

らゆるところにマネタ

イズポイントをつくる」

事業を展開している。

県民フォーラムの開催について県民フォーラムの開催について

開場

開演・主催者挨拶  （沖縄県・宜野湾市）

13：30

14：00

　東京都市大学 特別教授
14：15

15：10

16：10 終了

第１部　基調講演 涌井 史郎 氏 

第２部　パネルディスカッション

魅力的なまちを

私たちの手で育てていくには

魅力的なまちを

私たちの手で育てていくには

15：00 休憩 「全体計画の中間取りまとめ（第2回）」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロモーションビデオ上映

沖縄のポテンシャルを生かした

価値ある跡地利用にむけて

沖縄のポテンシャルを生かした

価値ある跡地利用にむけて

　沖縄県と宜野湾市では、返還が合意されている普天間飛行場の跡地利用に向けた検討を

進めています。このたび、その検討結果を取りまとめた、普天間飛行場の跡地利用計画策定に

向けた「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」　　を策定しました。

　これからも県民市民や地権者、未来を担う若者たちから多くの意見を聴きつつ検討を重ね、

時代や社会の変化に柔軟に対応しながら更新を図っていく予定です。

　みんなで沖縄の発展につながる普天間飛行場の跡地利用を考えていきましょう。

　沖縄県と宜野湾市では、返還が合意されている普天間飛行場の跡地利用に向けた検討を

進めています。このたび、その検討結果を取りまとめた、普天間飛行場の跡地利用計画策定に

向けた「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」　　を策定しました。

　これからも県民市民や地権者、未来を担う若者たちから多くの意見を聴きつつ検討を重ね、

時代や社会の変化に柔軟に対応しながら更新を図っていく予定です。

　みんなで沖縄の発展につながる普天間飛行場の跡地利用を考えていきましょう。

普天間飛行場の跡地利用計画に向けた検討に関して、
くわしくは、「普天間未来予想図」ホームページをご覧ください。

※※

※跡地利用計画策定に向けた中間的な成果となる「全体計画の中間取りまとめ」を平成25年3月に策定し、

　それ以降の検討経過、社会状況等の変化を踏まえ、令和４年７月に「全体計画の中間取りまとめ(第２回)」を策定しました。

※跡地利用計画策定に向けた中間的な成果となる「全体計画の中間取りまとめ」を平成25年3月に策定し、

　それ以降の検討経過、社会状況等の変化を踏まえ、令和４年７月に「全体計画の中間取りまとめ(第２回)」を策定しました。

※事前にお申込みをされない場合でも参加できますが、席に限りがあるため入場できない場合があります。

会議棟Ａ
Ａ１～Ａ３

会議棟Ｂ

Ｂ１～Ｂ

展示場

会議棟Ｃ

Ｃ１～Ｃ２

駐車場

駐車場

入口

劇場

会場へのアクセス


