
将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な情報系人材の育成・確保

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 ＩＴ人材力育成強化事業
（平成27年度 153,028千円）２．予算措置状況 平成28年度 137,022千円

※沖縄振興特別推進交付金
３．事業の概要
(1) 目的

県内の情報通信関連産業について、業務受注型から業務提案型への移行を図るた
め、プロジェクトマネジメントスキルを有する中核人材に加え、新たなビジネスの
開拓、創出、拡大を担う人材を育成することで、県内ＩＴエンジニアの知識・技術
の高度化・強化を図る。

(2) 内容
情報通信関連団体等が実施主体となり、県内情報通信関連企業に就業している技

術者等を対象に研修を実施する。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金①予 算 区 分：
県内で総合的に情報通信関連の人材育成講座を実施する産業団体等②補助対象者：
８／１０以内③補 助 率：

※H25年度からOff-JT講座をPBL講座に統合(4) 事業実績
※H27年度から新たに資格対策講座を実施

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 誘致推進班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

開講数 受講者数 開講数 受講者数 開講数 受講者数 開講数 受講者数 開講数 受講者数
ＰＢＬ講座 14 70 26 131 30 151 20 170 90 522
ＯＪＴ講座 54 54 28 28 21 21 23 85 126 188
Ｏｆｆ－ＪＴ講座 ― ― ― ― ― ― 69 471 69 471
プレ講座 82 742 69 600 59 609 25 243 235 2194
資格対策講座 15 112 ― ― ― ― ― ― 15 112
合計 165 978 123 759 110 781 137 969 535 3487

合計Ｈ２７ Ｈ２６ Ｈ２５ Ｈ２４
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な情報系人材の育成・確保

（事業開始：平成２４年度）１．事 業 名 アジアＩＴ人材育成支援・交流促進事業

（平成27年度 28,980千円）２．予算措置状況 平成28年度 69,370千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

県内ＩＴ企業のアジア諸国向けビジネスの展開や、アジアＩＴ企業との連携・協
業による国内外向けビジネスの創出など、沖縄とアジア諸国の双方向ビジネスの展
開を促進するため、沖縄とアジアを結ぶ人的ネットワークの構築を促進するととも
に、ブリッジＳＥ等の人材育成を支援する。

(2) 内容
アジアＩＴ技術者・経営者等の県内招へいや、県内ＩＴ企業経営者等のアジア派

遣により、県のＩＴ施策や取組状況、関連施設の紹介など意見交換するとともに、
県内ＩＴ企業関係者との合同研修・セミナー等を通して、アジアと沖縄の人的ネッ
トワーク構築を支援する。
また、アジア展開を視野に入れている県内ＩＴ企業に対し、アジア等ＩＴ企業へ

のＯＪＴ研修等を通したブリッジ人材育成を支援する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料、補助金（補助率：２/３以内）①予算区分：
民間企業等②対 象：
各種交流事業の企画・運営、ブリッジ人材育成事業の進捗管理等③内 容：

(4) 事業実績

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画、アジア経済戦略構想、
おきなわ 構想等Ｓｍａｒｔ Ｈｕｂ

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班、情報金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

招へい人数（アジア→沖縄） H24 H25 H26 H27 合計

アジアIT技術者 8名 13名 16名 21名 58名

アジアIT企業経営者等 8名 11名 17名 16名 52名

派遣人数（沖縄→アジア） H24 H25 H26 H27 合計

県内IT企業経営者等 － － － 14名 14名

※経営者等の派遣は、H27年度から開始

（委託）
アジア諸国とのネットワーク構築

アジアＩＴ企業の県内立地促進

県内ＩＴ企業のアジア展開促進

国 8/10

県 2/10

事業者

県内IT企業

（補助）

ネットワーク

構築（コーディネート）

委託事業者
（委託）

（広報・審査・支援）

（ＯＪＴ研修等）

アジア展開国内企業アジア企業・市場
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３）情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な人材の育成・確保

（事業開始：平成 27 年度）１．事 業 名 未来のＩＴ人材創出促進事業
【※ IT 産業人材確保支援事業（H24 ～ H26）の後継事業】

平成 28 年度 35,249 千円（平成 27年度 39,043 千円）２．予算措置状況
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

将来のＩＴ人材を輩出し、安定的に人材を供給することで、 県内のＩＴ関連産
業を振興し、更なる事業拡大を図るため、小・中・高・大学生等を対象とした幅広
い人材の育成・確保やＩＴ業界のＰＲ活動を実施する。
(2) 内容

小中学生向けＩＴジュニア育成、高校生向け沖縄ＩＴ出前講座・企業訪問、大学
生向けＩＴ関連産業啓発イベント、ＩＴ広報イベントなど、幅広いＩＴ関連産業人
材の育成・確保に繋がる事業を実施する。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：
民間事業者②委 託 先：
ＩＴ広報イベントの開催及びＩＴ出前講座・企業訪問等の実施③委託内容：

(4) 事業実績

H27 H26 H25

ＩＴ津梁まつり（来場者者数） 5,420 名 3,200 名 2,500 名

学生向けＩＴイベント（実施回数） 102 回 18 回 10 回

※ H26 年度以前はＩＴ産業人材確保支援事業の実績

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

民
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事
業
者
委
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内
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県
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

ウ 多様な情報系人材の育成・確保施策展開

（事業開始：平成27年度）１．事 業 名 沖縄デジタルコンテンツ産業人材基盤構築事業

平成28年度 40,749千円（平成27年度 63,439千円）２．予算措置状況
※地方創生推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

映像、ゲーム等のデジタルコンテンツ分野で必要とされるプランナーやデザイナ
ー等の人材育成を業界団体やその会員企業等において雇用・育成し、これらの人材
を県内で安定的かつ機動的に育成し、供給する仕組を構築するとともに、本県への
開発企業の集積と雇用創出を促進する。

(2) 内容
県内大学や専門学校等との連携、デジタルコンテンツ事業を行う企業等での①
ＯＪＴ等を通じた実践的な人材育成事業への支援
県内外の技術者が交流するイベント、県内外において誘致等プロモーション②
活動を実施する取組への支援

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
８／10①予算区分： ②補助対象： ③補 助 率：補助金 民間事業者

(4) 事業実績
デジタルコンテンツ産業振興事業者への補助 １件
新規雇用者 20名

４．根拠法令、条例、規則等
地域再生法
沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

本土デジタル
コンテンツ
企業等

県内大学
専門学校等

業界団体等

沖縄県
国（地方創生推進交付金）

人材基盤構築・企業誘致

補助事業者（業界団体等）

イベント・プ
ロモーション
等の開催

ＯＪＴ

県内人材
【連携】カリキュラム
作成／講師派遣／
ガイドライン・コンプ
ライアンス指導等

国内外技術者の交流促進
企業・人材誘致

県内・国内外における認知度向上
即戦力人材の育成・雇用

補助（補助率：8/10）

求人募集

応募・採用

県内企業／県外企業
（県内立地・拠点化）
における雇用

ＯＦＦ－ＪＴ

東アジア
デジタルコンテンツ

企業等

【調査】アジア向け
コンテンツビジネス
ニーズ調査／海外
コンテンツ企業誘致
等
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

ウ 多様な情報系人材の育成・確保施策展開

（事業開始：平成27年度）１．事 業 名 ソフトウェア検証産業育成事業

（平成27年度 40,840千円）２．予算措置状況 平成28年度 20,732千円
※地方創生推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

今後も成長が見込まれるIoT機器の検証産業を活性化するため、検証技術者を新
規に確保・育成する事業者の取組を支援することで、雇用の創出を図るとともに、
同産業の集積と高度化を促進する。

(2) 内容
ソフトウェア検証分野で必要とされる技術者を育成するため、ＯＪＴ研修や
ＯＦＦ－ＪＴ研修を実施する業界団体・事業者に対して支援する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
８／10以内①予算区分： ②補助対象： ③補 助 率：補助金 民間事業者

(4) 事業実績
ソフトウェア検証事業者への補助 １件
新規雇用者数 24名

４．根拠法令、条例、規則等
地域再生法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 ウ 多様な情報系人材の育成・確保

（事業開始：平成26年度）１．事 業 名 U・Iターン技術者確保支援事業

（平成27年度 36,958千円）２．予算措置状況 平成28年度 62,347千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

県内情報通信関連企業の受注体制等を強化するため、県内企業が行うＵ・Ｉタ
ーン技術者の採用活動を支援する。
これにより、高度なスキルを有する技術者の集積を促し、高付加価値業務の受

注体制を構築することで、県内情報通信関連産業の生産額の増加や高度化・多様
化を図る。

(2) 内容
具体的には以下の活動等を実施する企業又は団体へ業務を委託する。
①専用サイト等による情報発信
②求人求職情報等の収集
③就職・転職イベントの開催及び出展
④相談員によるＵＩターン希望者と県内企業のマッチング等

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：
民間事業者②委 託 先：
専用サイト等による情報発信、就職・転職イベントの開催・出展、③委託内容：
相談員によるＵＩターン希望者と県内企業のマッチング等

(4) 事業実績
Ｕ・Ｉターン求職登録者数累計550名

４．根拠法令、条例、規則等
、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等沖縄振興特別措置法

【問い合わせ先】
情報産業振興課 誘致推進班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

県内IT企業

県 国
(8/10)

情
報
通
信
産
業
振
興

民間事業者

委託

移住・就職

国内外企業

受注体制強化に
より受注拡大

支援

県外IT技術者

生
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額
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産
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・
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化

・高度技術者確保
・人材不足解消

受注体制強化
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将 来 像 ３ 希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
基本施策 （３）情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 エ 情報通信基盤の整備

１．事 業 名 新情報通信費低減化支援事業（事業開始：平成26年度）

２．予算措置状況 平成28年度 66,135千円 （平成27年度 95,835千円）

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄本島と県外や県内離島の情報通信費（通信コスト）を支援することで、県外
企業の県内立地を促進し、県内情報通信関連産業の振興や活性化を図るとともに、
同産業における雇用の拡大を図る。

(2) 内容
事業実施事務局である特定非営利活動法人フロム沖縄推進機構（以下「FROM沖縄」）

が、スケールメリットにより、通信事業者から相対契約で安価に調達した通信回線
（広域イーサネット網サービスやIP－VPNサービス等）の通信費（使用料金）に対
して、県が一部を支援する。

＜事業スキーム＞

沖縄県 FROM沖縄 利用企業

・通信費の ・公募 ・公募申請
一部支援 ・審査 ・利用契約

・利用契約 ・回線申込み
・回線調達提供 ・通信費支払い
・通信費請求

(3) 予算執行の仕組み
①予 算 区 分：補助金
②補助対象者：FROM沖縄と利用契約を締結した県内で創業又は事業を営む企業
③補 助 率：1/2又は1/3(FROM沖縄が調達した通信回線費の1/2又は1/3）、

※先島地区は2/3～9/10
利用企業は、補助金分を控除した額を負担し、FROM沖縄へ支払う。

(4) 事業実績
年度 過去３年間

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度

県の投資額 (千円） 80,926 65,000 52,670
利用企業数 （社） 19 17 13
利用企業投資額（千円） 13,344,113 12,270,741 調査中
※平成25年度は「情報通信費低減化支援事業」の実績、平成27年度の利用企業投資額は調査中

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３ 「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 （３）情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 エ 情報通信基盤の整備

（事業開始：平成25年度）１．事 業 名 沖縄クラウドネットワーク利用促進事業

（平成27年度 50,000千円）２．予算措置状況 平成28年度 40,533千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄クラウドネットワークを活用するビジネスモデルを構築する企業にシステム
構築費等の一部を支援し、県内外やアジアと通信する情報通信関連企業を沖縄クラ
ウドネットワーク（情報通信基盤）の通信回線利用者として集約することで、県内
データセンター間の通信や通信事業者が提供するインターネット接続料金等の低減
化を推進し、県内情報通信関連産業の振興・活性化を図る。

(2) 内容
沖縄クラウドネットワークを利用してビジネスを展開する企業に対し、経費（シ

ステム構築費、沖縄クラウドネットワーク回線費等）の一部を支援する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金①予 算 区 分：
沖縄クラウドネットワークを活用してビジネスを行う情報通信関連企業②補助対象者：
1/2以内(補助上限あり)③補 助 率：
システム構築費、移設費、ハウジング費等④対象経費：

(4) 事業実績
年度 過去３年間

平成25年度 平成26年度 平成27年度項目

1 4 2補助事業数 (件）
5,000 15,917 18,155補助金 (千円）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画等、

アジア経済戦略構想推進計画

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

＜利用企業支援内容＞
システム構築費、システム機器移設費、
システム機器更新費、ソフトウェア購入
費、ハウジング料、ネットワーク機器購
入費、ネットワーク機器設定費、通信回
線費（足回り回線料含む）等

利用企業集積・支援業務

沖縄クラウドネットワーク

（ＯＣＮＷ）運営・保守業務
賃貸借契約
（IRU契約）

OCNW利用
企業支援

補助

Ａ社

アジア市場・県外市場

Ｄ社 ・・・

ＯＣＮＷ利用企業

活用

＜補助率・補助額＞

対象経費の１／２以内

＜利用条件＞

・情報関連分野における事業を営んでいる法人であること。

・県内情報通信関連作業の振興・集積が見込めること 等

C社B社

DC間通信コスト

の低減化促進

インターネット通信

の低減化促進

沖縄県

沖縄クラウドネットワーク（ＯＣＮＷ）沖縄クラウドネットワーク（ＯＣＮＷ）
（民間事業者による運営・保守）
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将 来 像 「希望と活力にあふれる豊かな島」３
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

の整備施策展開 エ 情報通信基盤

（事業開始：平成21年度）１．事 業 名： 沖縄ＩＴ津梁パーク運営事業

（平成27年度：72,246千円)２．予算措置状況： 平成28年度 69,964千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄ＩＴ津梁パーク施設の管理運営を行うとともに、指定管理者制度の適正な運
用を図る。

(2) 内容
沖縄ＩＴ津梁パーク内の５施設の光熱水費の支払いや施設の修繕、指定管理者制

度運用委員会の運営等を実施する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料予算区分：

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画、
沖縄IT津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 「希望と活力にあふれる豊かな島」３
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

の整備施策展開 エ 情報通信基盤

（ ）１ 事 業 名： 沖縄ＩＴ津梁パーク運営事業 指定管理料． （ ）事業開始：平成22年度

（平成27年度：64,837千円)２．予算措置状況： 平成28年度 64,837千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄ＩＴ津梁パーク施設に指定管理者制度を導入することで、民間ノウハウを活
用した施設の管理運営を実施するとともに、入居企業を含む施設利用者に対するサ
ービス向上や新たなＩＴ企業の立地促進に取り組む。

(2) 内容
指定管理者の設備保守点検、清掃、植栽管理等の維持管理や、管理事務所におけ

るサービスの提供など、施設の適切な管理運営を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料予算区分：

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画、
沖縄IT津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 「希望と活力にあふれる豊かな島」３
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

の整備施策展開 エ 情報通信基盤

（事業開始：平成27年度）１．事 業 名： 沖縄情報通信センター運営事業

（平成27年度 79,178千円)２．予算措置状況： 平成28年度 100,070千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄情報通信センターの管理運営を行うとともに、指定管理者制度の適正な運用
を図る。

(2) 内容
沖縄情報通信センターの光熱水費の支払いや施設の修繕、指定管理者制度運用委

員会の運営等を実施する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料予算区分：

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画、
沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 「希望と活力にあふれる豊かな島」３
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化

の整備施策展開 エ 情報通信基盤

１．事 業 名： 沖縄情報通信センター運営事業（指定管理料）
（事業開始：平成27年度）

（平成27年度 104,293千円)２．予算措置状況： 平成28年度 108,457千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄情報通信センターに指定管理者制度を導入することで、民間のノウハウを活
用した施設の管理運営を実施するとともに、入居企業を含む施設利用者に対するサ
ービス向上や新たなＩＴ企業の立地促進に取り組む。

(2) 内容
指定管理者の設備保守点検、清掃、植栽管理等の維持管理や、管理事務所におけ

るサービスの提供など、施設の適切な管理運営を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料予算区分：

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画、
沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 希望と活力にあふれる豊かな島」３ 「
基本施策 (３) 情報通信関連産業の高度化・多様化
施策展開 エ 情報通信基盤の整備

（事業開始：平成28年度）１．事 業 名 アジアＩＴビジネスセンター(仮称)整備事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成28年度 49,286千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

県内ＩＴ企業のアジア向けビジネス展開や、アジアＩＴ企業との連携・協業によ
る国内外向けビジネスの創出など、沖縄とアジアの双方向ビジネスの展開を促進す
るため、これら企業や人材の集積施設を整備する。

(2) 内容
アジアＩＴビジネスセンター（仮称）の整備に係る基本・実施設計を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予 算 区 分：
民間事業者（建築士事務所）②委 託 先：
基本・実施設計③委 託 内 容：

(4) 事業実績
新規事業のため実績なし

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、沖縄２１世紀ビジョン基本計画、同実施計画
沖縄県アジア経済戦略構想、おきなわ 構想等Ｓｍａｒｔ Ｈｕｂ

【問い合わせ先】
情報産業振興課課 基盤整備班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

アジア

県外

県内企業
及び立地企業

アジア企業

県内、県外（立地）企業
・アジア向けＩＴビジネス展開
・新たな市場開拓

アジア企業
・日系企業とのネットワーク構築
・対日二アショア業務拡充 等

立地

ビジネス展開

連携・協業

県内外企業が協業で
アジアへ展開

県内企業と協業で沖縄へ展開

立地

アジアＩＴビジネスセンター
・県内・国内企業のアジア向けビジネス展開の促進
・アジア企業と県内・国内企業のビジネスマッチング
・県外企業とアジア企業のITブリッジ
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成促進ア

（事業開始：平成28年度）１．事 業 名：海外ビジネス受入体制構築事業

平成28年度 33,000千円（新規事業）２．予算措置状況
※ 沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

高まるアジアのビジネス投資、観光ニーズを確実に取り込み、ビジネスとして結
実させるため ”ビジネスコンシェルジュ”的情報窓口を設置する。、

(2) 内容
海外企業の誘致等を促進するため、海外企業が国内への投資、立地を検討する際

や、商取引を行う際の言語、商習慣、法的問題等についてサポートを行う窓口を設
置する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
①予 算 区 分：委託料
②委 託 先：公募等により決定
③委 託 内 容：サポートデスクの設置

(4) 事業実績
新規事業のため実績なし

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
アジア経済戦略課 国際物流・戦略推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

サポートデスク
海外投資窓口の一元化

海外企業

投資相談 基礎情報提供等

県内パート
ナー候補
企業紹介

金融関連（資
金調達・資金
決済等）サ
ポート（金融
機関紹介）

地元企業と
のマッチン
グ機会の
提供（商工
会等紹介）

行政手続
サポート

（行政書士
等紹介）

立地後フォ
ロー（ビザ
取得等）

沖縄への立地

沖
縄
県

業務委託
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成促進ア

（事業開始：平成25年度）１．事 業 名 全国特産品流通拠点化推進事業

平成27年度 138,393千円）２．予算措置状況 平成28年度 189,960千円(
沖縄振興特別推進交付金※

３．事業の概要
(1) 目的

那覇空港の貨物ハブ機能を活かし、全国の農林水産物・食品等のアジア向け流通
拠点・輸出拠点を形成することにより、沖縄経由の貨物量増加、関連企業誘致によ
る雇用拡大を図る。

(2) 内容
ハブ活用商談会、展示会出展等国内外でのＰＲ、航空コンテナスペース確保、輸

出商社育成への支援、沖縄大交易会開催経費の支援（負担金）等により、沖縄国際
物流ハブの機能や具体的活用方法等に関する認知度向上と活用促進を図る。

〈事業スキーム〉

(3) 予算執行の仕組み
予算区分：委託料、補助金、負担金

(4) 事業実績：
沖縄大交易会へは国内外から合計382社が参加。また沖縄国際物流ハブを活用し

た海外輸出の取組を始めた企業、自治体が複数でてくるなど、実績が現れている。

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
アジア経済戦略課 国際物流・戦略推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 （４）アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成

（事業開始：平成２１年度）１．事 業 名 那覇空港国際物流拠点化推進事業

（平成27年度 15,730千円）２．予算措置状況 平成28年度 15,730千円

３．事業の概要
(1) 目的

本県の重要施策である那覇空港の国際物流拠点の形成を促進するため、国際物流
特区の制度運用に関する国との調整や、臨空・臨港型産業の集積、貨物量の増大等
に向けた取組を行う。

(2) 内容
平成27年度は、国際物流拠点産業集積地域制度に関する国等との調整、臨空・臨

港型産業の誘致に向けた企業・国等との調整及び那覇空港の国際貨物量の増大に向
けた各種施策の効果検証のための調査、全国特産品流通拠点化を推進するために必
要な各種調査等を実施する。

＜事業スキーム＞
○事業フロー図

(3) 予算執行の仕組み
報酬、旅費、委託料等①予算区分：
民間シンクタンク等②委 託 先：
那覇空港の国際物流拠点化に向けた調査として、新たな就航見込地に③委託内容：
おける県産品販路拡大方針の策定に向けた調査や、輸出拡大に関する
課題等調査等を行う。

（平成27年度実績）(4) 事業実績
・航空機燃料税の低減措置の平成28年度までの延長実現。
・平成27年10月に「那覇空港→青島 「那覇空港→厦門」便が就航し、沖縄国際物」
流ハブは、現在は12路線へと拡大。

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法、航空法、租税特別措置法、空港法、空港管理規則

【問い合わせ先】
アジア経済戦略課 国際物流・戦略推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

沖
縄
県

調整等

業務委託

国等関係機関
・国際物流拠点産業集積地域の運用及びエリア拡大等制度の拡充に係る調整

・航空機燃料税、着陸料、航行援助施設利用料等の軽減措置の拡充・延長に係る

要請

シンクタンク等
・国際物流拠点産業集積地域及び那覇空港の物流拠点化に向けた調査・検討。

・那覇空港の国際貨物量の増大に向けた、各種施策の効果検証のための調査等。

国際物流拠点形成推進役の設置

沖縄国際物流ハブの活用促進と、全国特産品流通拠点化形成のため、専門知
識とネットワークを持った者を嘱託員として配置し、県内商社への支援を強化。

嘱託員配置
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将 来 像 ３「 」希望と活力にあふれる豊かな島
基本施策 （４）アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成

（事業開始：平成27年度）１．事 業 名 国際物流拠点産業集積推進事業

沖縄振興特別推進交付金２．予算措置状況 平成28年度 49,944千円 ※

３．事業の概要
(1) 目的

関係自治体等と連携した効率的・効果的な施策展開の環境構築や関連産業の初期
投資負担軽減支援策を行うほか、税制優遇措置を含めた支援策等の周知活動を実施
し、国際物流拠点形成を促進する。

(2) 内容
国際物流拠点産業集積地域に立地した企業の制度活用に関する実態把握や民間投

資の有効活用を図る環境整備に関する検討等を行い、県及び関係自治体等の取組み
に反映することで、関係機関と連携し、効率的・効果的な施策展開の環境を構築す
る。併せて、関連産業の初期投資負担軽減支援策を行う。

〈事業スキーム〉

(3) 予算執行の仕組み
①予 算 区 分：委託料、補助金等
②委託・補助先：シンクタンク、民間事業者等
③内 容：税制優遇制度の活用状況や労働力確保・人材育成に関する実態調

、 （ ）査等及び施設整備費 機械・設備等の一部助成 上限１億円/社
(4) 事業実績

関係自治体等と連携した効率的・効果的な施策展開の検討のため、税制優遇制度
の活用状況等の調査を実施し、それに基づくアクションプラン素案を策定

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
企業立地推進課 立地企業支援班
TEL：098-866-2770 FAX：098-866-2846 E-mail：indus-pr@pref.okinawa.lg.jp

事業者

①関係自治体

②関係企業等

産業集積に向けた効率的・効果的な施策展開の環境整備

委託
初期投資

の支援

県

シンクタンク

・税制優遇措置、活用状況

について

・労働力確保について

・環境整備について 他

・要点整理

・具体的目標、施策展

開の取りまとめ

連携（①）、広報

（①、②）（支援

策の活用促進）

目的：

国際物流拠点産業の早期集積、

那覇空港、那覇港等を基軸とした

国際物流拠点の形成

内容：

国際物流拠点産業集積地域にお

いて国際物流拠点産業に位置づ

けられる事業を新たに実施するに

あたって必要となる初期投資の

一部を補助

実態把握

（①、②）
補助

取組みへ

の反映
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成

１．事 業 名 沖縄県投資環境プロモーション事業（事業開始：平成26年度）

２．予算措置状況 平成28年度 201,703千円
※沖縄振興特別調整交付金を活用した事業

３．事業の概要
(1) 目的

県外・海外企業の立地を促進することを目的に、国内外において本県の投資環境
をPRするための広報事業等を行う。

(2) 内容
①企業誘致セミナーの実施、各種業界団体への説明会や個別訪問の実施
②国内外の各種展示会における沖縄投資環境紹介ブースの設置
③海外企業誘致セミナー及び商談会の開催
④沖縄経済特区視察ツアー・意見交換会の開催
⑤国内外企業の沖縄県への立地可能性についての調査

＜事業スキーム＞

国際貨物物流ハブや経済特区をはじめとする本県の投資環境

沖縄県投資環境プロモーション事業（上記①～⑤の取り組み）

企業立地の促進

(3) 予算執行の仕組み
①予算区分：委託料
②委 託 先：広告代理店等
③委託内容：沖縄県投資環境プロモーション事業

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 からの累計

事業費（千円） 84,317 133,305 217,622

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法

【問い合わせ先】
企業立地推進課 企業誘致班
TEL：098-866-2770 FAX：098-866-2846 E-mail：indus-pr@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成

（事業開始：昭和57年度）１．事 業 名 企業立地促進助成事業

平成28年度 40,892千円（平成27年度 61,711千円）２．予算措置状況

３．事業の概要
(1) 目的

工場適地、旧特別自由貿易地域等に立地する企業に対して、投下固定資産取得等
への助成をすることにより、企業の立地促進、工場等の適正配置及び雇用の創出を
図る。

）(2) 内容（製造業等の場合
ア）投下固定資産に対する助成 イ）用地の取得に対する助成

・対象地域：工場適地 ・対象地域：旧特別自由貿易地域
・助 成 率： ・助 成 率：２５％又は５０％

新規雇用者数 助成率 限度額
50人以上 25％ 10億円
35～49人 20％ ８億円
20～34人 15％ ６億円
10～19 10％ ４億円

※限度額について、イ)の助成を受ける場合はア）＋イ）の合計額が対象となります。
＜事業スキーム＞

①交付申請

②交付通知企

③補助事業実績報告
業
及
び 県④補助事業確認検査
市

⑤補助金確定通知町
村 ⑥補助金精算払

、 、 、 。① この助成事業を活用するには 業種 用地取得面積 その他要件があります
② 企業の申請については、土地取得の30日前までに指定申請書の提出が必要
となります。

(3) 予算執行の仕組み
補助金①予算区分：
企業、市町村②補助対象：
新規雇用者数等に応じて助成③補 助 率：

（単位：千円、件）(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 からの累計

62,938 15,524 54,895 1,257,591補助金

1 1 2 70件 数

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県企業立地促進条例(昭和57年沖縄県条例第11号)

【問い合わせ先】
企業立地推進課 立地企業支援班
TEL：098-866-2770 FAX：098-866-2846 E-mail：indus-pr@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成促進

１．事 業 名 企業集積・定着促進事業（旧万国津梁ネットワーク強化事業）
（事業開始：平成27年度）

（参考：平成27年度40,983千円)２．予算措置状況 平成28年度 42,715千円

３．事業の概要
(1) 目的

に立地する企業の物流コスト低減化を図国際物流拠点産業集積地域旧うるま地区

ることにより、進出企業による搬出量の拡大を図る。

(2) 内容
に立地する企業への搬出輸送費の支援国際物流拠点産業集積地域旧うるま地区

＜事業スキーム＞

補助金(輸送費の最大50％)沖縄県
国際物流拠点協調補助
産業集積地域うるま市

旧うるま地区補助金申請

(3) 予算執行の仕組み
補助金①予算区分：

の立地企業②補助対象：国際物流拠点産業集積地域旧うるま地区
輸送費の最大５０％（上限：1,000万円/社）③補 助 率：

(4) 事業実績
年度 過去３年間 開始年度

項目 からの累計平成25年度 平成26年度 平成27年度

29 28 22 121補助事業数（件）

） 24,679 28,686 28,410 122,752補助金交付額（千円

※平成16年度～平成22年度は物流支援事業を実施（7年間実績：54件、38,967千円）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県補助金等の交付に関する規則
沖縄県企業集積・定着促進事業補助金交付要綱

【問い合わせ先】
企業立地推進課 立地企業支援班
TEL：098-866-2770 FAX：098-866-2846 E-mail：indus-pr@pref.okinawa.lg.jp

81



将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成

(事業開始：平成16年度)１ 事 業 名 国際物流拠点産業集積地域うるま地区対策事業．

（平成27年度 38,095千円）２．予算措置状況 平成28年度 47,648千円

３．事業の概要
(1) 目的

国際物流拠点産業集積地域うるま地区（旧沖縄特別自由貿易地域）について、同
地域の適正な管理運営、賃貸工場及び企業立地サポートセンターの管理並びに立地
する企業に対する創・操業支援を行うことにより、同地域への企業立地の促進、加
工交易型産業の振興に資することを目的とする。

(2) 内容
①国際物流拠点産業集積地域うるま地区の管理運営
②賃貸工場の管理運営
③企業立地サポートセンターの施設維持管理
④立地企業に対する創・操業支援

＜事業スキーム＞

国
際

③企業立地サポートセンター 受 物
沖 の施設維持管理 う 流

(④創・操業支援業務委託） 託 る 拠
縄 ④創・操業支援 ま 点

先 地 産
県 区 業

創・操業支援委託業務報告 立 集（ ）
地 積
企 地

①地域の管理運営 ②賃貸工場の管理運営 業 域

(3) 予算執行の仕組み
直接実施(その他)、委託料(創・操業支援)①予算区分：
中城湾港開発推進協議会②委 託 先：
創・操業支援業務③委託内容：

(4) 事業実績
平成27年度 立地企業 49社 （平成28年１月１日現在）

雇用者数 658名（平成28年１月１日現在）

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄国際物流拠点産業集積地域内施設の設置及び管理に関する条例

【問い合わせ先】
企業立地推進課 立地企業支援班
TEL：098-866-2770 FAX：098-866-2846 E-mail：indus-pr@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成

（事業開始：平成22年度）１．事 業 名 新自由貿易地域制度創設検討事業

（平成27年度 3,694千円）２．予算措置状況 平成28年度 2,611千円

３．事業の概要
(1) 目的

国際物流拠点産業集積地域において、更なる企業立地を促進するため、インセン
ティブ検討会等の開催や、先進事例に係る調査・研修会等による制度研究を行い、
それを踏まえて制度拡充等に関する関係省庁との調整を行う。これにより、魅力あ
るインセンティブの強化や制度拡充が図られ、企業立地が促進し、産業の振興や雇
用の創出につながる。

(2) 内容
①インセンティブ検討会の実施
②先進事例に係る調査、研修会等への参加
③制度改革に必要な関係省庁との調整

＜事業スキーム＞

制度に係るインセンティブ等の調査・検討

インセンティブの強化や制度拡充を図るため関係省庁との調整

魅力あるインセンティブや制度拡充の実現

国際物流拠点産業集積地域の企業立地が促進

産業の振興、雇用の創出

(3) 予算執行の仕組み
直接実施①予算区分：
－②補助対象：
－③補 助 率：

(4) 事業実績
国際物流特区の制度要望調整、先進事例の調査

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄振興特別措置法

【問い合わせ先】
企業立地推進課 立地企業支援班
TEL：098-866-2770 FAX：098-866-2846 E-mail：indus-pr@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島を目指して」
アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成基本施策 (4)
県内事業者等による海外展開の促進施策展開 イ

（事業開始：平成28年度）１．事 業 名 アジア経済戦略推進事業

（新規）２．予算措置状況 平成28年度 16,000千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄県アジア経済戦略構想の実現に向けて、同戦略構想で示された「５つの推進
機能」等の有効な在り方等を検討するための調査業務等を行う。

(2) 内容
①沖縄県アジア経済戦略構想の有効な在り方等を検討するための調査業務
②沖縄のアジア経済戦略構想に実現に向けて関係団体等への周知・情報発信
③沖縄県アジア経済戦略構想推進委員会（仮称）の設置開催

〈事業スキーム〉

(3) 予算執行の仕組み
委託料等①予算区分：
民間企業（コンサルタント等）②委 託 先：
調査業務、情報発信、委員会運営補助③委託内容：

(4) 事業実績
－

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
アジア経済戦略課 戦略企画班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

①沖縄県アジア経済戦略構想の有効な在り
方等を検討するための調査業務

②沖縄のアジア経済戦略構想に実現に向
けて関係団体等への周知・情報発信

③沖縄県アジア経済戦略構想推進委員会
（仮称）の設置開催

コンサル
（調査等実施）

沖縄県
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 （４）アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 イ 県内事業者等による海外展開の促進

１．事 業 名 新分野海外展開支援事業（事業開始：平成27年度）

２．予算措置状況 平成28年度 87,516千円 （平成27年度 52,698千円）

３．事業の概要
(1) 目的

県内企業等による、海外市場への展開に向けた取り組みを促進することで、企業
の事業規模拡大、雇用創出を図る。

(2) 内容
全国的に、小売業等の特定分野を除き、非製造業の海外展開は製造業に比べて遅

れている一方で進出への自信と積極的な意欲を有する企業が多く、潜在力の高い分
野と考えられている。また、新興国においては経済成長に伴って、非製造業の需要
が大きくなると予想されている。
県内でも、情報提供サービスや飲食店を営む企業等が海外事業を担う人材を積極

的に育成し、海外において事業を展開し始めている。
こうした動きを加速化し成功の確率を高めるため、本事業においては、サービス

業（ＩＴを含む）等の新分野において新たに海外に展開しようとする県内企業に対
し、市場調査、プロモーション等の支援を行うとともに、海外展開を図る県内企業
の裾野を広げるための各種取組を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
①予 算 区 分：委託料、補助金、旅費
②補 助 対 象 者：海外においてサービス業等を行おうとする企業
③委 託 先：公募により選定
④委 託 内 容：上記のとおり

(4) 事業実績
平成27年度に７社を採択して海外展開に関する支援をした。

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄県アジア経済戦略構想推進計画

【問い合わせ先】
産業政策課 産業振興企画班
TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島を目指して」
基本施策 (4) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成

県内事業者等による海外展開の促進施策展開 イ

（事業開始：平成28年度）１．事 業 名 国際物流関連ビジネスモデル創出事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成28年度 59,787千円
※ 沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄の好調な観光や地場産業と国際物流拠点国際物流拠点形成を推進する中で、
の機能と連携した海外ビジネスの展開の可能性を調査し、官民一体となって新たな
ビジネスモデルの構築につなげることを目指す。

(2) 内容
①中国福建省の自由貿易試験区との連携を活用したビジネス可能性調査
②中古車輸出ビジネスモデル可能性調査・実証

〈事業スキーム〉

(3) 予算執行の仕組み
委託料等①予算区分：
民間企業（コンサルタント等を公募で選定）②委 託 先：
ビジネスモデル創出へ向けた可能性調査と実証③委託内容：

(4) 事業実績
新規事業のため実績なし

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
アジア経済戦略課 国際物流・戦略推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (４) アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
施策展開 イ 県内事業者等による海外展開の促進

（事業開始：平成12年度）１．事 業 名 対外交流・貿易振興事業

（平成27年度 18,350千円）２．予算措置状況 平成28年度 18,338千円

３．事業の概要
(1) 目的

本県の地理的特性を活かした産業の振興・活性化のため、対外経済交流の促進や
貿易振興を図る。

(2) 内容
①海外における新規事業開拓のためのフェア開催、テストマーケティング、各種プ
ロモーションの実施等

（ ） （ ）②貿易団体 日本貿易振興機構沖縄貿易情報センター等 への支援 負担金の支出

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料及び負担金①予算区分：
民間企業へ海外でのフェア開催等を業務委託②委 託 料：
日本貿易振興機構沖縄貿易情報センター等へ負担金支出③負 担 金：

(4) 事業実績
平成27年度実績
委託事業による海外での商談会、プロモーション・

・ジェトロ沖縄による窓口貿易相談480件、海外ブリーフィング47件、セミナー
開催28件（共催含む 、セミナー参加者延べ844人、輸出個別企業支援2件、海）
外進出個別支援4社、見本市出展支援5件、商談会開催1件、沖縄大交易会への
バイヤー招聘8社

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
アジア経済戦略課 国際物流・戦略推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
施策展開 イ 知的・産業クラスター形成の推進

１．事 業 名 新産業研究開発支援事業（事業開始：平成26年度）

２．予算措置状況 平成28年度 371,695千円（平成27年度：368,795千円）
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

優れたベンチャー企業を集積し、研究開発や研究成果の事業化を支援することで、
新産業の核となる企業を育成し、沖縄をイノベーションの拠点とする。

(2) 内容
ベンチャー企業の研究開発に対する補助を行うとともに、専門家によるハンズオ

ン支援を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算
執行の仕組み
①予算区分：補助金・委託料・旅費等
②補助対象者：独創的な研究シーズを活用した新製品の開発等による事業化を目指

す企業
③委 託 先：（公財）沖縄県産業振興公社
④委託内容：上記のとおり

(4) 事業実績
平成26年度からの6社と平成27年度新規5社計11社を採択して、研究開発や事業化

を支援した。

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
産業政策課 産業振興企画班
TEL：098-866-2330 FAX：098-866-2440 E-mail：aa055204@pref.okinawa.lg.jp

内閣府

沖縄県

委託先
事業者

これまでの
支援企業

研究開発型
ベンチャー企業

交付金

委託

ベンチャー企業

補助

支援

OKINAWA
－J-Adviserへ
効果的に繋げる等。

他事業との
連携

沖縄から世界へ！

日本の産業をリードする

企業の輩出

投資
支援

事業イメージ
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
施策展開 イ 知的・産業クラスター形成の推進

（事業開始：平成27年度）１．事 業 名 沖縄県医療産業競争力強化事業

（平成27年度 163,741千円）２．予算措置状況 平成28年度 218,056千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

我が県は、琉大を始めとする研究機関の存在や、これまでの取り組み等により医
療関連の技術が蓄積されていることから、医療産業の発展のポテンシャルは極めて
高い。これらを活用しつつ、医療産業を県経済の成長のエンジンとして育てていく
ことを目的とする。

(2) 内容
医療産業における技術的課題を解決し、研究開発・事業化の促進に寄与する技術

等をもつ企業等に支援を行う。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金、報償費、旅費①予 算 区 分：
公募により選定予定②補 助 先：

(4) 事業実績
医療機器開発やアジア市場展開に係る支援体制の構築、医工連携の体制構築など

に着手。

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 バイオ産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県

補助
（補助率8/10）

医療系企業

開発支援

製品開発
を加速

医薬品 医療機器

・研究開発機関等

・医療系ベンチャー

医療製品開発を加速
する基盤構築を支援

（例）

ＩＴを活用した
創薬支援システム

医療機器開発を支援
する技術導入

（例）

研究開発・事業化支援の基盤

構築
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
施策展開 イ 知的・産業クラスター形成の推進

（事業開始：平成27年度）１．事 業 名 地域医療産業活性化プロジェクト推進事業

（平成27年度 20,667千円）２．予算措置状況 平成28年度 17,213千円

３．事業の概要
(1) 目的

我が県のこれまでの取組などによる強みを生かし、健康・医療産業活性化を目指
した戦略を策定する。

(2) 内容
沖縄県健康・医療産業活性化戦略

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料、旅費、需用費①予 算 区 分：
公募により選定予定②委 託 先：

(4) 事業実績
新規事業のため実績なし。

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 バイオ産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県
コンサル
タント

委員会開催等を委託

支援

県内外の専門家
（医師、企業、行
政など）からなる

委員会

戦略策定

戦略に沿った取組の実施に
よる健康・医療産業の活性化
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島を目指して」
基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
施策展開 イ 知的・産業クラスター形成の推進

（事業開始：平成26年度）１．事 業 名 先端医療産業開発拠点形成事業

（平成26年度 354,603千円）２．予算措置状況 平成28年度 289,597千円
※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

再生医療産業の企業を集積し、再生医療産業の活性化、競争力強化をめざす。

(2) 内容
臨床用３Dバイオプリンタを活用した再生医療の実現に向けた産業技術開発

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予 算 区 分：
民間企業、県内研究機関等②委 託 先：
臨床用３Dバイオプリンタの開発③委 託 内 容：

(4) 事業実績
臨床用３Ｄバイオプリンタや、細胞搬送技術などの技術開発に着手。

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 バイオ産業班
TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

細胞塊

冷凍・搬
送技術

臨床用３D
バイオプ
リンタ

細胞塊

大量生成
技術

３D
バイオプ
リンタ 販売

細胞塊

県内外医療機関

冷凍・搬送
技術

県内で製造

３つの要素技術を一体的に開発し
パッケージ化

パッケージ化によるビジネスモデルの構築

県内で製造
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ものづくり振興課

実証生産設備の整備
大量生産のための研究

工業技術センター

用途開発のための調査・研究

産総研、大学、民間企業

高機能
中間原料

委託

低環境負荷型製品の開発

県産
バイオマス

将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」

基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成

施策展開 イ 研究開発成果の技術移転による地場産業の高度化

（ ）１ 事 業 名 おきなわ型グリーンマテリアル生産技術の開発． 事業開始：平成27年度

77,183 （平成27年度 130,677千円）２．予算措置状況 平成28年度 千円

※沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要

(1) 目的

沖縄県産未利用資源を工業原料として活用するとともに、関連企業の誘致にむけ

た技術基盤を整備する。

(2) 内容

沖縄県産未利用資源等の安価な原料を活用した高機能中間原料の大量生産技術の

確立とその用途開発を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み

報酬、旅費、需用費、役務費、委託料、負担金、補助及び①予 算 区 分：
交付金
産総研、大学、民間企業等②委 託 先：
用途開発のための研究②委 託 内 容：

(4) 事業実績
設備の整備および予備試験を実施し、実証生産試験を本格開始できる体制を整え

た。また、研究開発動向等調査により、優先的・戦略的に取り組むべきテーマの選
定に必要な情報（光学活性有機酸に関する研究開発動向等）を得た。

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問い合わせ先】
沖縄県工業技術センター
TEL：098-929-0111 FAX：098-929-0115 E-mail：kousi@pref.okinawa.lg.jp
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県内企業

県内企業

製
造
業
の
活
性
化

研
究
業
務
専
門
員

研究プロジェクト１

技術支援事業

研究プロジェクト２ 県内企業

技術の高度化

品質の高度化

競争力の強化

コストの低減

開発費の調達

技術相談、助言・提案
依頼試験、機器開放
研修生受入、講演会・セミナー

将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
施策展開 イ 知的・産業クラスター形成の推進

（事業開始：平成18年度）１．事 業 名 研究プロジェクト強化支援事業

（平成27年度 7,336千円）２．予算措置状況 平成28年度 7,140千円

３．事業の概要

(1) 目的

専門的知識・技術を有する研究業務専門員を配置して、工業技術センターが実施

するプロジェクト型の研究テーマに関して、専門技術を活かして研究を行うととも

に、研究開発・製造現場での指導経験に基づいて支援事業を行うことで、工業技術

センターの研究、技術業務の充実・強化を図る。

(2) 内容

食品・化学分野に関する研究において、生物資源データベースの拡充業務、及び

ものづくりに関する研究において金属加工関連研究業務を行う。また、関連業界が

抱えている技術課題を解決するため、技術相談・現場指導等の技術支援を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み

報酬、旅費、委託料①予 算 区 分：

②補 助 対 象：－

－③補 助 率：

(4) 事業実績

①関わったプロジェクト研究テーマ：延べ15件（H19～H27）

②製造業に関する技術支援：品質管理技術の向上、新製品開発、インターンシップ

学生の指導

４．根拠法令、条例、規則等

沖縄県一般職非常勤職員の職の設置に関する規程

【問い合わせ先】
沖縄県工業技術センター
TEL：098-929-0111 FAX：098-929-0115 E-mail：kousi@pref.okinawa.lg.jp
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
施策展開 イ 知的・産業クラスター形成の推進

１．事 業 名 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター事業
（事業開始：平成15年度）

（平成27年度 36,214千円）２．予算措置状況 平成28年度 30,721千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターを効率的・効果的に運営すること
により、施設の機能を十分に発揮し県内産業の振興に寄与する。

(2) 内容
沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの修繕料、指定管理者に対して支

払う指定管理料等の経費で構成されている。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
直接実施：4,109千円、委託料：26,612千円①予算区分：
指定管理者 ※バイオセンター運営共同事業体(平成25～29年度)②委 託 先：

代表法人：(株)沖縄ＴＬＯ
構成法人：一般社団法人トロピカルテクノプラス

施設の管理及び運営③委託内容：

(4) 事業実績
年 度 過去３年間 開始年度

項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 からの累計

15 13 14 31施設入居団体

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター設置及び管理に関する条例
同条例施行規則

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 バイオ産業班
TEL：098－866-2337 FAX：098－866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター
○指定管理者が管理運営を行う

企業
○新製品の開発

研究開発 研究成果

健康バイオ産業の活性化
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将 来 像 ３「希望と活力にあふれる豊かな島」
基本施策 (５) 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
施策展開 イ 知的・産業クラスター形成の推進

（事業開始：平成26年度）１．事 業 名 バイオ産業振興センター管理運営事業
（事業開始：平成27年度）バイオ産業振興センター事業

（平成27年度 20,449千円）２．予算措置状況 平成28年度 16,970千円

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄バイオ産業振興センターを効率的・効果的に運営することにより、施設の機
能を十分に発揮し県内産業の振興に寄与する。

(2) 内容
沖縄バイオ産業振興センターの指定管理者に対して支払う指定管理料等と施設の

修繕等に要する経費で構成されている。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料（補填分）8,054千円 修繕料等 8,916千円①予算区分：
指定管理者 ※バイオ産業振興センター運営共同体②委 託 先：

代表法人：一般社団法人トロピカルテクノプラス
構成員 ：株式会社久米電装

施設の管理及び運営③委託内容：

(4) 事業実績
H26 H27項目 年度

施設入居団体 12 15

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄バイオ産業振興センター設置及び管理に関する条例
同条例施行規則

【問い合わせ先】
ものづくり振興課 バイオ産業班
TEL：098－866-2337 FAX：098－866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp

沖縄バイオ産業振興センター

○指定管理者が管理運営を行う

入居
起業支援

事業化支援 等

ベンチャー企業

健康バイオ産業の活性化
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