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■ 名 称 

2011 なはモビリティウィーク＆カーフリーデー 

 

■ 趣 旨 

・ モビリティウィーク&カーフリーデーの理念自体を紹介するため 

・ 誰もが移動しやすいまちづくりを目指す那覇市の交通政策の一環として実施 

・ クルマから解放された快適な都市生活を体験してもらうため 

・ 公共交通の存在意義を認識してもらうため 

・ ｢車中心のまち｣から｢ひと中心のまち｣へ、市民一人ひとりの意識改革を促すため 

・ 地球温暖化、大気汚染等の環境問題に対し、交通面からできることを考えてもらうため 

・ 那覇市の中心市街地の魅力を再発見し、にぎわいを作り出すため 

 

■ 実施イベントの方針 

・那覇市の進める交通施策をアピールするイベント 

  （都市と交通パネル展、バス市内区間+モノレール共通パス利用モニタリング調査、 

カーフリー宣言、レンタサイクル） 

・交通と環境について社会啓発するイベント 

（電動バイク試乗、バスの使い方アドバイス、交通安全教室、那覇市地球温暖化対策協議会） 

・会場への集客を図り、この取組みを周知するイベント 

（なはまちなかウォーク、自転車まちめぐり、ポスターコンクール、街頭キャンペーン） 

・7 月にオープンする牧志・安里再開発ににぎわいを創出するイベント 

（音楽、ダンス、エイサー、セグウェイ、クイズラリー） 

・地域と連携し、まちに賑わいと結びつきを創出するイベント 

（壺屋・前島小学校の出店など） 

 

■ スケジュール 

平成 23年   9月 16 日(金)～ 9月 21日(水)…街頭キャンペーン、パネル展示 

   〃  9月 20日(火) …秋の交通安全運動との合同街頭キャンペーン、パネル展示 

   〃  9月 22 日(木)カーフリーデー  …街頭キャンペーン、パネル展示 

   〃  9月 23 日(金)～9月 24 日(土) 関連イベント（舞台系・参加系イベント） 

 

【雨天時】屋外の展示、試乗系イベントは中止。ただし、その他のイベントは部分実施等、状

況により判断する。 

【台風時】期間中、台風（強風域）が到来した日は全てのイベントを中止。 
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２０１１年９月 

日 月 火 水 木 金 土 

１１ １２ １３ １４ 

 

１５ １６ 

ﾓﾋﾞﾘﾃｨｳｨｰｸ 

初日 

街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

(ﾊﾟﾚｯﾄ前) 

8-10時 

１７ 

１８ １９ 

 敬老の日 
 

２０ 

交通安全週

間合同街頭

キャンペー

ン(ﾊﾟﾚｯﾄ前) 

２１ ２２ 

街頭キャン

ペーン 

(ﾊﾟﾚｯﾄ前) 

8-10時 

 

 

ﾓﾋﾞﾘﾃｨｳｨｰｸ

最終日 

２３ 

秋分の日 
カーフリー

関連イベン

ト 1日目 

２４ 

カ―フリー

関連イベン

ト 2日目 

 

■ 実施内容 

●那覇市の進める交通施策をアピールするイベント 

・「都市と交通」パネル展 

 世界の各都市で運行しているＬＲＴやＢＲＴなど、交通の紹介や本場ヨーロッパのモビリティ

ウィーク＆カーフリーデーの様子など、世界の都市と交通についてパネル展示をします。昨年度

策定した那覇市公共交通総合連携計画についても紹介します。 

実施日 9/16～22 ゆいレール県庁前駅コンコース階 ゆいレール営業時間 

9/23,24  さいおんスクエア イベント実施時間 

  実施団体 那覇市都市計画課 

 

・バス市内区間+モノレール共通パスを利用したマイカーから公共交通への転換モニタリング 

 市内のほぼ全域を網羅する市内バスと定時運行のゆいレールの共通パスを発行し、乗継抵抗を

抑えることで、利便性を高め、公共交通の利用促進を図ります。マイカー利用者を中心にこの共

通パスの利用者を公募し、利用実態をモニタリングすることで、ＩＣカードや乗継割引といった

利用促進施策の検討に繋げていきます。 

 実施期間 9/16～30 モニター条件 那覇市民で主にマイカー通勤者 公募人数 100 人 

 実施団体 那覇市都市計画課 

 

・カーフリー宣言 

 なはモビリティウィーク＆カーフリーデーの主旨に賛同してもらい、実践してもらうため、モ

ビリティウィーク期間中およびイベント日 9/23,24 を含む 9 日間“車に頼り過ぎず、より環境に

やさしい移動を心がけてもらう「カーフリー宣言」”を募集する。募集期間は 7/27 の市長の定例

記者会見後からイベントを終了する 9/24 までとし、インターネットのカーフリー宣言ページよ

り宣言してもらう。今年は特に携帯端末からも宣言できるようにする。インターネットが利用で

きない環境にある人でも宣言できるよう、各支所には紙面によるカーフリー宣言投稿箱を設け、

関係団体には回覧用の宣言用紙を配布する。またイベント会場でも来場者に積極的に宣言しても

らえるよう働きかける。昨年度は 1076 名の宣言者があった。今年の目標は 2000 名。 

実施期間 7/27～9/24 

インターネット http://www.city.naha.okinawa.jp/tokei/cfd/sengen.html  

  実施団体 那覇市都市計画課 

モビリティウィーク期間 

モビリティウィーク期間(16～22日) 
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・レンタサイクル 

 中心市街地やイベント会場へのアクセス性を高めるため、てんぶす前交通広場、パレット久茂

地前交通広場、美栄橋駅前交通広場、イベント会場において無料レンタサイクルを設置します。

広く一般に利用してもらうことで、自転車の利便性や快適性を実感してもらうとともに、都市交

通機関としてレンタサイクルをアピールします。 

 実施期間 9/23,24 貸出時間 10 時～17 時 

 貸出場所 パレット久茂地前広場、てんぶす前広場、イベント会場、しまづくりネット 

 実施団体 しまづくりネット 

 

・ゆいレールキャンペーン 

 公共交通への利用転換を推進し、モノレールの利用促進を図るため、ゆいレールの紹介をする

ために会場においてブースを出展する。 

実施日 9/23,24  さいおんスクエア イベント実施時間 

  実施団体 沖縄都市モノレール㈱ 

 

●交通と環境について社会啓発するイベント 

・電動バイク展示試乗会 

 市内でも多く利用されている原動機付自転車にも電気を動力とする電動バイクが普及してきま

した。走行中に排気ガスを出さない、より環境にやさしい移動手段のひとつとして注目の電動バ

イクの展示試乗会を行います。 

実施日 9/23,24  さいおんスクエア イベント実施時間 

  実施団体 沖縄県モーターサイクル普及協会 

 

・バスの使い方アドバイスコーナー 

 公共交通への利用転換を推進し、バスの利用促進を図るため、イベント会場においてバスマッ

プの配布や路線バスの時刻や運賃の簡単に検索できる「ちゅらバス＠なび」の紹介、またそれを

使って、来訪者にバスの便利でお得な使い方を案内します。 

実施日 9/23,24  さいおんスクエア イベント実施時間 

  実施団体 バスマップ沖縄 ちゅらバス＠なび 気候アクションセンター沖縄 

 

・交通安全教室 

 市内の小学生を対象に自転車の安全な乗り方、マナーを最新の自転車シミュレーターを使用し、

し、学習し、イベント会場に設けた特設コースで実際に走行体験を行います。 

  実施日 9/23,24 1 日 2 回（午前 11 時 午後 2 時） 各回定員 30 名 1 時間程度 要申込 

実施団体 那覇市市民生活安全課 那覇地区交通安全協会 

 

・那覇市地球温暖化対策協議会ブース 

 「環境と交通」をテーマに那覇市地球温暖化対策協議会の活動内容などを紹介するパネル展示

と、近年注目されている再生可能エネルギーの小型発電機の実演を行う。 

  実施日 9/23,24  さいおんスクエア イベント実施時間 

実施団体 那覇市地球温暖化対策協議会 

 

・みどりのある歩道 

 南国特有の気候と強い日差しの沖縄において、より快適で歩きやすい環境とは何か。街路樹の

大切さを来訪者に感じてもらえるブースを出展します。 

  実施日 9/23,24  さいおんスクエア イベント実施時間 

実施団体 那覇市道路管理課 あけもどろ緑の会 
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●会場への集客を図り、この取組みを周知するイベント 

・なはまちなかウォーク 

 那覇のまちぐわぁや壺屋など、那覇の文化や歴史を那覇市観光協会の「那覇まちま～い」ガイ

ドが案内します。歩く機会の創出と、参加することで、この取り組みへの理解を深めてもらい、

中心市街地の活性化につなげます。 

実施日 9/23 午後 1 時集合 2 時出発 定員 80 名(うち 40 名は子育て応援課事業）各班 8 名程度 

所要時間 90分～120分を予定 要申込 実施団体 那覇市なはまちなか振興課 那覇市観光協会 

 

・自転車まちめぐり 

 自転車のルールとマナーを学びながら、沖縄自転車協会公認のインストラクターに快適に走る

コツを紹介してもらいサイクリングします。コースは参加者の体力にあわせて 3 コース。それぞ

れ出発前に 30 分程度、ルールやマナーを学んだあとサイクリングに出ます。途中市内のみどこ

ろをまわり施設見学も予定しています。 

実施日 9/24 午前 11 時集合 定員 48 名 全 3 コース 各コース 2 班 1 班 8 名程度 

所要時間 3 時間～4 時間を予定 要申込 実施団体 NPO しまづくりネット 沖縄自転車協会 

 

・「クルマに頼り過ぎないなはのまち」ポスターコンクール 

 市内の小学生 1 年生～6 年生を対象に「クルマにたよりすぎないなはのまち」と題してポスタ

ーコンクールを実施する。10 年後には車を運転する世代となる小学生に、幼少期より交通と環境

について考えてもらうきっかけとするとともに、子供の取り組みを通して、親や家族にも考えて

もらうきっかけとする。表彰式は 9/23 日にイベント会場で行い、上位入賞者の作品はゆいレー

ル駅や公共施設など人目のつくところで展示し、この取組みの周知活動の一環とする。審査はポ

スターの技術的要素よりもこの取組みのテーマをよく表現されているかといったことを重要視す

るため、なはモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会で行う。詳細はポスターコンクー

ル実施要綱参照 

応募期間 6/10～8/30 対象市内小学生 1 年生～6 年生  

実施団体 那覇市都市計画課 

 

・街頭キャンペーン 

 なはモビリティウィーク＆カーフリーデーの周知と主旨、理念を理解してもらうため、イベン

トちらしの配布やのぼりをたて、パレット久茂地前交通広場やイベント会場にて行う。とくに今

年はなはモビリティウィークの参加団体である那覇地区交通安全協会が主催する「秋の交通安全

週間」と一緒に街頭キャンペーンを行うことで、よりアピール性の高いキャンペーンとする。 

実施日(場所:対象)9/16(パレット久茂地前交通広場:通勤),20(｢秋の交通安全週間｣合同実施、パ

レット久茂地前交通広場:通勤),22(パレット久茂地前交通広場:通勤),23,24(さいおんスクエ

ア：国際通り来訪者) 実施団体 なはモビリティウィーク＆カーフリーデー実行委員会 

 

●7月にオープンする牧志・安里再開発ににぎわいを創出するイベント 

・音楽、ダンス、エイサーなど 

 なはモビリティウィーク＆カーフリーデー会場への集客を図り、このイベントの主旨を広くピ

ーアールするため、ダンスや歌、エイサー、お笑いといった舞台イベントを行う。また「車にた

よりすぎななはのまち」ポスターコンクールの表彰式もこのなかで行う。 

実施日 9/23、24 日 11 時～17 時 

出演者 ゆにんちゅ（実行委員 那覇まちなか振興課 PR スタッフ：琉球えびす、G-FA） 

    なっちぃ（協賛団体フェルマータ．㈱ の専属歌手） 

    那覇太鼓（本市職員を中心に県内外で活躍するエイサー団体） 
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    ガルフスポーツクラブ（県内ダンスイベントでアマチュア部門の入賞） 

    チュロス（全国大会でも上位入賞の県内有数のキッズダンスチーム） 

    別紙 舞台イベントスケジュール（8.18 現在作成中） 

 

・セグウェイ 

 なはモビリティウィーク＆カーフリーデー会場への集客を図り、未来の交通を感じてもらうた

め、立ち乗り電動二輪車「セグウェイ」の展示・試乗会を行う。現在はまだ公道での走行は認め

られていないものの、つくば市において特区内の公道において走行実験が行われるなど、多様な

移動手段のひとつとして注目されている。 

9/23,24 日 さいおんスクエア、展示・試乗：10 時～17 時、要受付 

実施団体 フェルマータ．㈱ 

 

・なはまち発見クイズラリー 

 まちなかに隠されたクイズの答えを探しながら、自転車や徒歩で散策し、那覇のまちの魅力を

発見してもらためにクイズラリーを実施する。 

実施日 9/23,24  さいおんスクエア イベント実施時間 

実施団体 おきなわ自転車便 

 

 

●地域と連携し、まちに賑わいと結びつきを創出するイベント 

・壺屋・前島小学校の出店など 

 なはモビリティウィーク＆カーフリーデー会場への集客を図り、地域に根ざしたイベントとし

ていくため、国際通り、さいおんスクエア近隣の小学校「壺屋小学校」「前島小学校」のブース出

店を行う。できるだけ多くの小学生やその父母に参加してもらうことで、この取組みの主旨を知

ってもらう機会とするとともに、中心市街地における「車にたより過ぎない暮らし」を考えるき

っかけにする。 

実施日 9/23、24 日 10 時～17 時 

出店内容 壺屋小学校…8/18 時点検討中 前島小学校…8/18 時点検討中 

 

■会場 

●牧志駅前交通広場（さいおんスクエア） 

 9月 23日(金) 24日(土) 7時～19時（舞台、テントの設置撤去を含む） 

 舞台および音響設備一式は牧志・安里地区市街地再開発組合が用意する。 

 テント、テーブル、パイプ椅子は会場設営業務を発注する。 

 舞台イベント等の出演者の控え室をほしぞら公民館の会議室を借用する。 

 牧志駅前交通広場の占用許可を道路管理室に申請する。 

夜間はテントをたたみ、パネルなどはほしぞら公民館の会議室に片付ける。 

出展者用の電源として発電機 500W×2機を厚生会から借用する。 
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■ 主催等 

分 類 団体・企業 

主 催 
那覇市 

ＮＰＯ法人しまづくりネット 

協 力 カーフリーデージャパン 

後援 

行政等 

内閣府沖縄総合事務局 

沖縄県 

那覇警察署 

那覇市国際通り商店街振興組合連合会 

交通事業者等 
沖縄県バス協会 

沖縄県ハイヤー・タクシー協会 

その他 沖縄経済同友会 

協賛 

沖縄都市モノレール（株） 

那覇バス（株） 

（株）琉球バス交通 

沖縄バス（株） 

東陽バス（株） 

那覇地区交通安全協会 

（社）那覇市観光協会 

バスマップ沖縄 

おきなわ自転車便 

那覇市地球温暖化対策協議会 

気候アクションセンターおきなわ 

沖縄県二輪車安全普及協会 

フェルマータ．株式会社 

あけもどろ緑の会 

那覇太鼓 

ガルフスポーツクラブ 

ホームランド沖縄 

ちゅらバス＠なび 

プラネット・チャオ 

2011.8.26現在(随時更新予定) 
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■ 実行委員会名簿 

役 職 所属等 備考 

特別委員長 那覇市長  

委員長 ＮＰＯ法人 しまづくりネット 理事  

副委員長 那覇市 都市計画部 都市計画課 課長 事務局 

委員 那覇市 市民文化部 市民生活安全課 課長  

委員 那覇市 環境部 環境政策課 地球温暖化対策推進室 室長  

委員 那覇市 建設管理部 道路管理課 課長  

委員 那覇市 経済観光部 なはまちなか振興課 課長  

委員 バスマップ沖縄 谷田貝 哲 
ＥＵモビリティウィーク

体験者 

 

実行委員会事務局 ： 那覇市都市計画課、ＮＰＯ法人しまづくりネット 

事務局長 ： 那覇市都市計画課 課長 
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2011なはモビリティウィーク＆カーフリーデー メニュー一覧表【案】 
 

9/16(金) 

街頭キャンペーン 

パレットくもじ前広場 

・実行委員による街頭キャンペーン 

※ノボリ振りやチラシ配り等を行う 

パネル展示 
県庁前駅（１階コンコース） 

・「都市と交通」パネル展 

公共交通の利便

性向上 
・モノレール・バス市内区間共通パス 

9/17(土) 

イベント ・カーフリー実施日 

パネル展示 
県庁前駅（１階コンコース） 

・「都市と交通」パネル展 

公共交通の利便

性向上 
・モノレール・バス市内区間共通パス 

9/18(日) 

パネル展示 
県庁前駅（１階コンコース） 

・「都市と交通」パネル展 

公共交通の利便

性向上 

・モノレール・バス市内区間共通パス 

※国際通りトランジットマイル実施（カーフリー区間） 

9/19(月) 

パネル展示 
県庁前駅（１階コンコース） 

・「都市と交通」パネル展 

公共交通の利便

性向上 

・モノレール・バス市内区間共通パス 

・敬老の日７０歳以上無料 

9/20(火) 

街頭キャンペーン 
さいおんスクエア～てんぶす前交通広場 

・秋の交通安全週間（那覇地区交通安全協会）合同キャンペーン 

パネル展示 
県庁前駅（１階コンコース） 

・「都市と交通」パネル展 

公共交通の利便

性向上 
・モノレール・バス市内区間共通パス 

9/21(水) 

パネル展示 
県庁前駅（１階コンコース） 

・「都市と交通」パネル展 

公共交通の利便

性向上 
・モノレール・バス市内区間共通パス 

9/22(木) 

街頭キャンペーン 

☆カーフリーデー 

パレット久茂地前広場 

※ノボリ振りやチラシ配り等を行う 

パネル展示 
県庁前駅（１階コンコース） 

・「都市と交通」パネル展 

公共交通の利便

性向上 
・モノレール・バス市内区間共通パス 
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9/23(金) イベント 

・カーフリー実施日 

・さいおんスクエアイベント 

舞台イベント（ポスターコンクール表彰式、ダンス、歌、太鼓 

演舞など） 

ブース出展（ゆいレール紹介、バスの使い方アドバイスコーナ

ー、クイズラリー、再生エネルギー発電機実演など） 

パネル展示（都市と交通、交通と環境など） 

参加型イベント（なはまちなかウォーク、交通安全教室） 

試乗イベント（電動バイク、セグウェイ、おもしろ自転車など） 

9/24(土) イベント 

・カーフリー実施日 

・さいおんスクエアイベント 

舞台イベント（ポスターコンクール表彰式、ダンス、歌、太鼓 

演舞など） 

ブース出展（ゆいレール紹介、バスの使い方アドバイスコーナ

ー、クイズラリー、再生エネルギー発電機実演など） 

パネル展示（都市と交通、交通と環境など） 

参加型イベント（自転車まちめぐり、交通安全教室） 

試乗イベント（電動バイク、セグウェイ、おもしろ自転車など） 

 

●カーフリー宣言（ホームページで募集） 

●ポスターコンクール 募集期間 6/10～8/31 表彰式 9/23 さいおんスクエア 

 

 

 

 


