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Okinawa 経済ニュース No.3  9 月 7 日 

沖縄県アジア経済戦略構想推進・検証委員会の始動 
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はじめに 

 昨年の 9月に「沖縄県アジア経済戦略構想」(以下構想)が策定され、それを推進する「沖

縄県アジア経済戦略構想推進計画」(以下推進計画)も今年の 3月に策定されました。通常

は年度終了後点検をするのですが、アジア経済のスピードとスケールに対応するために、

年度途中でも迅速に対応する「沖縄県アジア経済戦略構想推進・検証委員会」( 以下推進・

検証委員会)が 8月 19 日に発足しました。 

 推進・検証委員会の役割と意義そして今後の展開について報告いたします。 

 

1. 沖縄県アジア経済戦略推進・検証委員会 

まず、構想では 5 つの重点戦略、4つの産業成長戦略、5 つの推進機能が示されました。

図 1のように、それぞれの戦略に具体的なプロジェクトを組み込んだのが推進計画です。

各プロジェクトは短期(1―2 年)、中期(3－4年)、長期(5 年以上)に分類されます。 

推進・検証委員会は、これらの政策、プロジェクト等が円滑に進んでいるか、対応が遅

れているのはないかを検証し、課題があるときは提言、改善し迅速に進めるのが役割です。 

推進計画では以下の 4つの方向性を示しています。 

① 国・地域の市場特性等に対応した施策展開 

TPP 等の経済自由化が浸透する中、今後、戦略構想の実現に向けて様々な事業やプロジェ

クトを成功させていくには、各国・地域ごとのニーズや需給バランス、輸入規制、市場の

成熟度、県産業の優位性や生産能力等、多角的な視点から将来展望も含めて市場の特性を

分析したうえで効果的に施策を展開していく必要があります。 

②  戦略的な産業インフラの整備 

各種産業インフラが成長の源泉となり、観光リゾート産業や情報通信関連産業等のリー

ディング産業が拡大するとともに、国際物流関連産業等の新たな産業も成長しつつありま

す。しかし、本県の産業インフラはソフト・ハード両面においてまだまだ不十分であり、

長期的な見通しを踏まえ計画的に整備を進める必要があります。 
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いうまでもなく、経済の主体は民間企業であり、アジア市場のダイナミズムを取り込み沖

縄の産業を活性化させるためには、民間企業の積極的な海外事業展開が不可欠であります。 

③  民間企業の積極的事業展開の促進 

県内企業の事業拡大だけでなく、海外を含めた県外企業の沖縄でのビジネス展開や県内

企業との連携等を促進することにより、各種産業分野でイノベーションを生み出し、沖縄

の産業を新たなステージへと引上げることが可能となります。 

④ 推進体制の強化 

戦略構想の実現に向けた様々な施策やプロジェクトを、スピード感を持って効果的に推

進して行くためには、関係部局間の連携を密にするとともに、県内及び国内外の企業や関

係機関等と協力・連携していくことが必要です。このため、戦略構想関連施策の実施や部

局間連携、海外事務所や民間との連携の促進等の役割を担い、戦略構想の実現に向けて核

となって取り組む「アジア経済戦略課」を県庁内に設置しました。 

 

委員は重点戦略や産業成長戦略、推進機能等の各分野に精通し見識の高い方を中国、台

湾、香港、シンガポールの海外をはじめ、県内外から集め、計 15 人で構成されています。

また、議論を深めるために概ね 3 つの専門推進部会を設け、吟味して出た提案を、再度推

進・検証委員会で議論して、出た結論を知事に報告することになっています。知事は迅速

に関係部署に改善、推進を指示する仕組みになっています。本年度は 11 月頃までにまとめ、

来年度の予算や施策等に反映できるスケジュールを予定しています。 
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表 1 戦略とプロジェクト 

 

戦 略 プロジェクト 

重点戦略  

 Ⅰ アジアをつなぐ、国際競争力

ある物流拠点の形成 

(1) 那覇空港の物流機能の更なる強化 

(2) 臨空・臨港型産業の集積促進 

(3) 那覇軍港、自衛隊駐屯地及び那覇港エリア等の活用による国際物

流機能の拡充 

(4) 那覇港・中城湾港の機能強化等に向けた取組 

(5) 見本市・展示会ビジネスの推進 

(6) 商社機能の拡充 

(7) ビジネスの情報収集と編集機能のサポート 

Ⅱ 世界水準の観光リゾート地の

実現 

(1) インバウンド促進のための情報通信環境整備 

(2) アジアを中心とする海外富裕層の獲得を目指した戦略の構築 

(3) 沖縄観光グローバルブランディングの推進 

(4) 沖縄を国際観光地へと発展させる新たな誘客施設の整備・誘致 

(5) LCC 等の新規航空会社の参入促進と未開拓需要の取り込み 

(6) 拡大するクルーズ市場の獲得 

(7) 外国人観光客に対応できる観光人材の育成 

(8) ２次交通機能の拡充 

(9) 外国人観光客の消費拡大 

(10) 観光や医療等関連分野プレーヤーによる連携体制の整備 

(11) 外国人患者受入体制の整備 

(12) 他国・他県との差別化要素となり得る高度医療施設の拡充 

Ⅲ 航空関連産業クラスターの形

成 

(1) 那覇空港の航空機整備拠点施設の早期整備 

(2) 那覇空港に隣接する産業用地の確保 

(3) 積極的な周辺産業の誘致活動やエアポートセールスの実施 

(4) 教育機関との連携による人材育成 

Ⅳ アジア有数の国際情報通信

拠点“スマートハブ”の形成 

(1) 産学官一体となった「沖縄 IT 産業戦略センター（仮称）」の設置 

(2) 情報通信産業と他産業連携の促進 

(3) アジアと日本の IT ビジネスを結びつけるブリッジ人材の育成 

(4) アジア企業と県内企業の連携開発拠点の形成 

(5) 国際海底ケーブル等の利活用促進による情報通信基盤の拡充 

Ⅴ 沖縄からアジアへとつながる

新たなものづくり産業の推進 

(1) 産学官が一体となった EV 開発拠点の整備 

(2) 人材育成機能の整備 

(3) 関連企業の企業誘致促進 

(4) 輸出インフラの整備 

(5) 沖縄のものづくりを全体的に牽引するものづくり振興センターの整備

による拠点の構築 

(6) 県産原材料加工の担い手の育成及び効果的・効率的な生産体制の確保  

(7) 商談会やテストマーケティングによる販路拡大支援の推進 
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戦 略 プロジェクト 

産業成長戦略  

 ア 農林水畜産業 (1) 県産農林水畜産物の輸出力強化に向けたプロモーション活動の推進  

(2) 「沖縄大交易会」ブランドの向上 

(3) 県産食品のブランド化と国内外流通強化に向けた体制整備 

(4) 食肉処理・加工処理施設の輸出体制構築 

(5) 水産物及び加工品の国内外の流通を強化 

(6) 鮮度保持に向けた技術の確立 

(7) OIST の研究成果、県内研究施設・企業と連携した研究成果を産業

化する仕組みの構築 

イ 先端医療・健康・バイオ産業 (1) 国際医療拠点の形成 

(2) 医療産業における産業クラスターの構築 

(3) 他国・他県との差別化要素となり得る高度医療施設の拡充 

(4) 再生医療の実現に向けた産業技術の開発 

(5) アジアの患者等受入促進 

(6) 感染症研究拠点の形成 

(7) 県内・県外に対する周知・受入環境の整備 

(8) 創薬イノベーション体制の構築 

(9) 医療機器開発体制の構築 

(10) 地域資源を活用した健康食品等の開発 

(11) OIST の研究成果の地元での産業化への取組 

ウ 環境・エネルギー産業 (1) クリーンエネルギーの推進 

(2) 沖縄・ハワイクリーンエネルギー協力 

(3) 県内企業の海外への展開 

(4) アイランド・スマートグリッドに関する研究の推進 

エ 地場産業・地域基盤産業 (1) 県内貿易コンシェルジュの設置 

(2) 的確なプロモーションの推進 

(3) 安定供給・安定需要型の県産品開発 

(4) 地域基盤産業の海外展開支援 

(5) 沖縄独自文化の産業化推進 

 

戦 略 プロジェクト 

推進機能  

 Ａ アジアにおけるビジネス・ネット

ワーク拠点「プラットフォーム沖

縄」の構築 

(1) アジアにおけるプラットフォーム沖縄の構築 

(2) 現地機能の体系的整備 

(3) 「ビジネス・コンシェルジュ沖縄」とのシームレスな情報連携の実現 

Ｂ ビジネス・コンシェルジュ沖縄

の構築 

(1) 沖縄県の情報を一元化したワンストップ Web サイトの整備 

(2) ビジネスコンシェルジュ機能の整備 

(3) 貿易相談窓口の設置 
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出所: 沖縄県アジア経済戦略構想推進計画 

 

図 1 推進委員会の機能 

 

出所:沖縄県商工労働部アジア経済戦略課 

Ｃ アジアを見据えたグローバル

人材育成の推進 

(1) 産学官連携を実現する横断的組織「グローバル人材育成推進室（仮

称）」の設置 

(2) 初等中等教育等における職業教育の推進 

(3) 実践的学習機会の拡充に向けた給付型支援の強化 

(4) 他府県・アジア企業及び教育機関との連携によるインターンシップの

受入れ・送り出し体制の見直し・改善 

(5) 実践的な職業教育の強化に向けた調査・検討の実施 

(6) 海外の研修生の受入促進 

Ｄ アジアのダイナミズムを取り込

むための規制緩和、制度改革 

(1) 沖縄の特定地域におけるカボタージュの規制緩和 

(2) 総合特区で認められている「特例ガイド」の適用拡大 

(3) 物流産業及びその他の産業の振興に向けた規制緩和・制度改革の

検討 

Ｅ アジアのシームレスな海、空、

陸の交通体系への連携 

(1) 那覇空港の国際線-国内線の連絡機能強化 

(2) 航空燃料備蓄環境の拡充・安定供給体制の充実 

(3) 航空路と陸上交通の連絡性改善 

(4) 那覇港における新たなクルーズターミナルの整備及び陸上交通との

連絡性向上 

(5) 航空・港湾の国際路線ネットワークの拡充推進 

(6) 鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入 

(7) 各種交通案内・観光案内等の多言語表記の推進 
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2. 物流・貿易部会 

 第 1回目の推進・検証委員会では「物流・貿易部会」「観光振興部会」「ＩＴ・スマー

トハブ部会」の 3つの専門推進部会を設け、検証することになりました。 

 まず、物流・貿易部会では国際物流拠点の形成に向けて、臨空臨港型産業集積のための

ハード整備などのあり方や全国特産品等を扱う地域商社機能について検討します。沖縄が

日本とアジアの架け橋となるためは、海・空の物流量の拡充の強化など商流の構築の重要

性が高いため、「国際物流拠点の形成と商流の構築」について検証します。 

 現在、航空物流の主な課題としては以下のことがあげられます。 

◯ 那覇空港を国際物流拠点として発展させていくためには、航空機燃料税、着陸料、航行

援助施設使用料の特例軽減措置を長期的かつ安定的なものとする必要です。 

◯ 現在のスピードと品質を確保しつつ航空貨物ネットワークを拡大して行くには、航空貨

物上屋に隣接した駐機スポットの確保が必要です。 

◯ 那覇空港の国際物流ハブの競争力を高めるには、深夜の動植物検疫体制の確保などによ

り物流機能を拡充するとともに、沖縄で貨物の付加価値を高める機能や産業の集積を図る

必要があります。 

  

海上物流についての主な課題は以下の通りです。 

◯ 沖縄県の全ての物資移動は海運若しくは空輸に頼っており、取扱量のほとんどが船舶に

よるものであることから港湾の維持・発展・管理は重要な課題です。 

◯ 東アジアには世界でも有数のハブ港湾が存在することから、沖縄の港は東アジア主要港

との連携（東アジア・東南アジアの主要港と国内港湾をつなぐ東アジアの中継拠点「サブ

ハブ」）を目指すことが最善であると思われます。 

◯ 既存航路の継続運航の維持、新たな航路誘致のため、大型化する船舶に対応可能な港湾

の整備、総合物流センターの早期実現が課題です。 

◯ 臨空・臨港産業の集積のため、那覇港エリア等を活用し、受け皿となる産業用地の確保

が課題です。 

  

また、物流機能活用促進のためには以下の課題を克服しなければなりません。 

◯沖縄国際物流ハブの開始により、物流機能が航空輸送を中心に飛躍的に向上し、県産品

輸出額も増加しているものの、農林水産物をはじめ、県産品の多くは生産基盤が脆弱で供

給量が不安定な状況です。 

◯国際競争力のある物流拠点として発展するためには、人、モノ、情報が行き交う国際ビ

ジネス拠点としての発展も求められることから、多くの出展者及び来場者が参加し、周辺

産業へも大きな経済効果が期待される見本市・展示会ビジネスを誘致する必要があります。 
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◯ 政府の農産品輸出１兆円目標や、ＴＰＰ発効を見据え、沖縄国際物流ハブを活用した県

産品及び日本全国の特産品輸出を推進するため、海外での商流ネットワークや貿易ノウハ

ウ等を有する商社機能の拡充を図る必要があります。 

 

 以上の課題解決のために、以下のような取り組みをしています。 

航空物流 

◯ 那覇空港の物流ハブの機能を拡大させる上で課題となっている空港機能の拡充や、国際

物流拠点形成の新たな展開に向けたインフラ整備等に取り組み。 

◯ 物流環境の改善による貨物量の増加に向け、航路の誘致・増便、各港湾組合等との覚書

締結による航路ネットワークの拡充、複合輸送の推進、新たな輸送方法・サービスの検討

等に取り組み。 

◯ 深夜の動植物検疫体制を整備することで、アジアで人気の高い日本の農林水産物等の食

品・食材を Eコマース等により鮮度の良い高付加価値の状態でアジア各国に輸出可能な機

能を確保し、我が国の産業インフラとして拠点構築。 

 

海上物流 

◯ 港湾施設の狭あい化による利用効率の低下、船舶の大型化等に対応するため、那覇港に

おいて各ふ頭の機能再編の実施、岸壁等の港湾施設の強化・拡充を図り、効率的で安全な

港の整備推進。 

◯ 那覇港の国際流通港湾としての機能充実を図るため、従来型物流の高度化に資する那覇

港国際物流センターを整備。 

 

物流機能活用促進 

◯ 政府の農産品輸出１兆円目標や、ＴＰＰ発効を見据え、沖縄国際物流ハブを活用した県

産品及び日本全国の特産品輸出を推進するため、海外での商流ネットワークや貿易ノウハ

ウ等を有する商社機能の拡充。 

 

 臨空臨港型産業の発展の視点から、那覇空港・港湾の物流ハブの機能を拡大させる上で

課題となっているのが拡充や拡張です。現在、県では「那覇港湾周辺の国際物流拠点の拡

張可能性にかかわる自衛隊駐屯地の活用事例等の基礎調査」を行っており、臨空産業・臨

港産業が国際物流ハブとして産業クラスターを形成するには、どれだけのスペースが必要

かについても、更に検討していく必要があります。 

 

 また、商流の構築も国際物流ハブの推進に不可欠の要素です。商流とは「商的流通」や

「取引流通」とも呼ばれ、売買などによって、商品の所有権が移転していく流れをいいま
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す。これは、生産物（商品）が生産者から消費者に流通する過程における所有権・金銭・

情報などの流れのことを指します。1 

  物流を含めた商流の拡大につながりそうな事例を紹介します。先月、香港の Food Expo

を視察した際、日本の大手物流会社の香港法人を訪ねて意見交換をしました。当該企業は 

札幌、小松、大阪、福岡等から那覇空港に運び、翌早朝にアジア各都市に輸送できる、リ

ートー・タイムの優位性を活かしたコールドチェーン等の展開に意欲を見せていました。

中国への入り口としての香港の役割は重要であり、Made in Japan の全国の素材や商品を

沖縄の航空貨物ハブを経由して入れ、中国やアジア諸国に配送したいとのことでした。構

想にある「セントラル・キッチン」が現実化してきています。2 

 

図 2 沖縄ハブを利用した物流の例 

 

 

出所:大手物流会社による 

 

 

 

                                         
1 I Finance http://www.ifinance.ne.jp/glossary/business/bus050.html 
2 セントラル・キッチンはもともと、チェーン展開をしている飲食店、レストラン、コーヒ

ー・ショップなどが、各店舗には調理機能をもたず、一か所で集中的に調理することを指

します。ここでは那覇空港の沖縄グローバルロジスティクスセンター等で素材・商品の冷

凍保存、流通加工等ができる、集中調理機能を有した物流を指します。 
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3. 観光振興部会 

沖縄の観光が好調であることは、Okinawa 経済ニュース No.1 でも取り上げましたが、

喫緊の課題の一つはクルーズ船への対応です。那覇港だけでなく、すでに石垣港、中城港、

宮古島港、本部港にも入っています。しかし、現在、接岸のバース、バス・タクシー等の

二次交通が対応できず、せっかくの来県をお断りする状況があります。そのため、ソフト・

ハードのインフラや陸上交通、滞在時間の快適性や消費の向上等を検討するために、「拡

大するクルーズ市場の獲得について」という特定テーマを中心に検討します。 

また、増大する観光客に対し島嶼県である沖縄の環境容量(carrying capacity)について

も検討しなければなりません。3 

 

図 3 那覇港と中城港に停泊するクルーズ船 

 

出所:沖縄タイムスデジタル版、2016 年 2 月 10 日と 4月 15 日 

 

世界のクルーズ人口は今後も増加する見込みで、特に、アジア・太平洋地区では、中国

を中心に市場が急成長しており、2020年には欧州と同規模の500万人が予測されています。

4 

国土交通省5によると、「大型クルーズ船の寄港地における経済効果は 1 人当たり３～４

万円と試算され、特に母港（発着地）になると、その効果は、さらに大きなものとなる」

とのことです。那覇港の経済効果は 横浜港に次いで二番目で、1日、一人当たり 3.8 万円

消費をしており、約 1.4 億円/回の経済効果となっています。 

本県では世界的なメジャー船社の新規参入、投入船舶の増加、発着地の拡大などアジア

のクルーズ市場は拡大傾向にあります。沖縄は東アジアの中心に位置し、美しい自然と個

                                         
3 環境が水循環・生物循環によって浄化できる汚染の許容量のことで、地域が環境上受け入

れ可能な限界のこと。 
4 国土交通省港湾局「港湾におけるクルーズ振興をめぐる現状と課題」平成 24 年 
5 国土交通省港湾局「クルーズ振興を通じた地方創生～クルーズ 100 万人時代に向けた取組

～」平成２７年２月１３日 
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性豊かな文化等を持つ島しょ地域であることから、クルーズ需要を取り込む上で優位性が

あります。 

今後もアジアのクルーズの増加が見込まれることから、沖縄への寄港拡大やオーバーナ

イトの推進、フライ＆クルーズを含むターンアラウンド港や拠点港化、母港としての利用

促進、増大するクルーズ船に対応しうるクルーズバースの整備等が課題となっています。 

県は現在、拡大するクルーズ市場への対応として以下のことに取り組んでいます。 

○クルーズ運行会社に対する寄港拡大、オーバーナイト推進、ターンアラウンド港や拠点

港化、母港としての利用検討等の働きかけ・増大するクルーズ船への対応のための岸壁等、

港湾施設の機能整備 

○那覇港における海洋レクリエーション活動に対応したコースタルリゾート及びウォータ

ーフロントの整備推進 

○那覇港利用者の安全性・快適性・利便性の確保に向けた、緑地や利便性向上施設等の整

備、クルーズ受入促進事業等の推進 

 

図 4 クルーズ船の経済効果 

 

出所:国土交通省港湾局「クルーズ振興を通じた地方創生～クルーズ 100 万人時代に向けた

取組～」平成２７年２月１３日 
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4．ＩＴ・スマートハブ部会 

Okinawa 経済ニュース No.2 でも示したように、沖縄県の IT 関連産業の生産額が 4099

億 1100 万円(平成 28 年 1月 1 日現在)に達し、観光産業(観光収入 6022 億 1400 万円 平成

27 年)に次ぐ新たなリーディング産業になっています。立地企業も平成 27年には 387 社と

急増しており、今後も発展することが見込まれます。 

推進計画には「 アジアと日本の IT ビジネスを結びつけるブリッジ人材の育成」「 アジ

ア企業と県内企業の連携開発拠点の形成」のプロジェクトがあり、ＩＴ・スマートハブ部

会では、ＩＴ企業のアジア向け海外展開を加速させ、国内外からグローバルかつハイレベ

ルなＩＴ産業を沖縄に集積させるため、「ＩＴ関連企業の海外展開支援策の強化とグロー

バル企業の立地促進について」を特定テーマにして検討することになりました。 

モノのインターネット(I o T:Internet of Things)、フィンテック、人工知能(AI)、深

層学習(Deep Learning）、データ・マイニング（Data Mining）等、「どこまで人間の脳に

迫れるか」という、前代未聞の斬新な技術が登場して、競争が国際レベルで熾烈になって

いるが IT産業の業界です。沖縄の産業もグレードアップを図り、アジアをはじめ世界に展

開していかなければなりません。 

そのためにも、去る３月に供用開始した沖縄とアジア、首都圏を直結する国際海底光ケ

ーブルや、沖縄クラウドデータセンター、県内データセンター間を連結するネットワーク

などのクラウド通信基盤を有効活用し、最先端の国際ＩＴ研究機関を集積することで、沖

縄-東京間、沖縄-香港間、沖縄-シンガポール間の新たな双方向ビジネスを創出し、アジア

展開の加速とハイレベル企業の集積を図っていく必要があります。 

平成 27 年８月、初の大型外資系 IT企業の誘致事例として、中国(大連）の大手ソフトウ

エア企業が沖縄に立地しています。今後は、同社の立地を呼び水として、引き続き中国企

業の誘致を推進する必要があります。また、沖縄がアジアにおける国際情報通信ハブとし

て成長していくためには、国内外の情報通信関連企業や先進的な取組を展開している企業、

人材が自発的に集積するよう誘因力を高める必要があります。 

現在、沖縄県はＩＴ関連企業の海外展開支援とグローバル企業の誘致について以下のよ

うな取り組みをしています。 

 

◯ベトナム、ミャンマー、台湾、フィリピン等から IT技術者や IT 企業幹部、経営者等の

招へいや、県内 IT企業経営者等のアジア派遣等を通じて、沖縄-アジア間の人的ネットワ

ークの構築や、ブリッジ人材の育成を支援するとともに、ビジネス・マッチングの場を提

供する。 

◯ 企業誘致セミナー、展示会への出展等を通して国際海底光ケーブルの利活用をＰＲする

ことなどにより、国内外の情報通信関連企業を始め、グローバル IT企業や先進的な取組を

展開している企業、人材等が自発的に集積するよう誘因力を高めていく。 
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◯ アジア有数の国際情報通信拠点"スマートハブ"の形成を目指して、これまでの取組を継

承し、県内企業のアジア展開の支援、アジア企業の誘致等を行うとともに、産学官が一体

となった「沖縄ＩＴ産業戦略センター（仮称）」を設置し、県内ＩＴ産業の国際競争力を

高める中長期のＩＴ戦略の構築や情報通信産業の更なる高度化・多様化に向けた施策を推

進する。 

◯ 韓国、マレーシア等については、今後、県内 IT企業のニーズを把握しつつ、アジアと

の人材交流事業やブリッジ SE等の人材育成支援等を通じて、人的ネットワークの構築に努

める。 

図 5 国際情報拠点 スマートハブ 

 

出所: 沖縄県アジア経済戦略構想推進計画 

 

 

結び 

推進・検証委員会の役割は推進計画を検証し、前に進めることです。アジアをはじめ世

界の環境は、激変しています。スピード感、スケール感を持って対応しなければ、こぼれ

落ちる戦略・政策があります。それらを掬い上げ、推進計画と並行して政策の補強、補完

をしなければなりません。 

本年度は広範囲にわたる計画、プロジェクトの中から三つのテーマを選び、専門推進部

会を作りました。しかし、三つのテーマ以外でも、対応が遅れているプロジェクト、漏れ

ている課題等も検討して、知事提言に盛り込むことになっています。知事は来年度予算に

反映することも含めて、迅速に対応します。 

今、アジア経済の成長、発展により、沖縄経済に千載一遇のチャンスが訪れているとい

われており、それを逸することなく沖縄経済にビルト・イン(組み込み)し、自立経済に資

したいと思います。 


