
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

沖縄県総合交通体系基本計画 

総点検報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沖縄県企画部交通政策課 

令和２年 12 月 22 日 

 



 

2 

 

目次 

計画の目標 ........................................................................................................................................................................... 1 

第１ 国内外との交流及び沖縄観光の魅力向上を支える交通体系 .............................................................. 4 

  (1) 空港、港湾機能の強化及び国内外からのアクセス交通網の拡充 

(2) 観光拠点へのアクセス交通網の強化 

(3) 総合交通結節機能の強化 

(4) 観光周遊、魅力を高める交通システムの整備 

第２ 沖縄の産業振興を支える交通体系 .................................................................................................................. 9 

(1)本島の県土構造を支える骨格交通網の強化 

(2) 産業拠点を支援する交通網の整備 

(3) 新たな産業を振興する交通網の拡充 

第３ 人及び環境に優しい都市構造を支える交通体系 ................................................................................... 13 

(1) 体系的な幹線道路網の整備 

(2) 利便性の高い公共交通ネットワークの構築 

(3) 交通乗継利便性の向上 

(4) 集約型都市構造の誘導及び拠点地域を育成する交通体系の整備 

(5) TDM 施策、MM の推進 

(6) クリーンエネルギー等次世代自動車の普及促進 

第４ 離島地域の生活を支えるための交通体系 ................................................................................................. 18 

(1) 本島離島間の交通ネットワークの充実 

(2) 離島空港、港湾の整備 

(3) 離島地域内の交通体系の整備 

(4) 交通コストの低減 

(5) 船舶・航空機の購入支援 

第５ 災害に強く安全、安心、快適な暮らしを支える交通体系 ...................................................................... 22 

(1) 全ての人が安心して暮らせる交通サービスの拡充 

(2) 交通事故を抑止するための基盤整備の強化及び効果的な交通規制の実施 

(3) 景観等アメニティに配慮した交通環境の整備 

(4) 交通基盤の長寿命化 

(5) 災害に強い交通体系の整備 

第６ 新型コロナウイルス感染症の交通機関への影響 ................................................................................... 27 

(1) 外国人観光客を含む入域観光客の減少 

(2) 公共交通機関（陸上・海上・航空）等の利用者の減少

 



 

1 

計画の目標 

目標と施策分野の設定 

本計画の上位計画である“沖縄２１世紀ビジョン基本計画”は、5 つの将来像1を実現する

ために、交通関係の施策を含む各種の基本政策を想定しているが、これらの基本政策は、「日

本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築」、「潤いと活力をもたらす沖縄ら

しい優しい社会の構築」という 2 つの基軸的な考え方を基に構築されたものである。 
 
本計画では上位計画である“沖縄２１世紀ビジョン基本計画”と整合を図り、次の 2 点を

目標として設定し、それを達成するため次ページに掲げる５つの施策分野で施策を展開して

きた。 
 

1 強くしなやかな自立型経済の構築を支える交通体系の確立 

2 沖縄らしい優しい社会を支える交通体系の確立 

 

                                                      
1 五つの将来像：「沖縄らしい自然と歴史・伝統・文化を大切にする島」「心豊かで安全・安心に暮らせる島」
「希望と活力にあふれる豊かな島」「世界に開かれた交流と共生の島」「多様な能力を発揮し未来を拓く島」 
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図 1 基本計画の目標と施策分野 
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図 2 ５つの施策分野と施策体系 

 

第１ 

(3) 新たな産業を振興する交通網の拡充 

第２ 

第３ 

(3) 離島地域内の交通体系の整備 

(4) 交通コストの低減 

(5) 船舶・航空機の購入支援 

第４ 

第５ 

人及び環境に優しい都市構造を支える交通体系 

(1) 体系的な幹線道路網の整備 

(2) 利便性の高い公共交通ネットワークの構築 

(5) TDM 施策、MM の推進 

(4) 集約型都市構造への誘導及び拠点地域を育成する交通体系

(3) 乗継利便性の向上 

(6) クリーンエネルギー等次世代自動車の普及促進 

離島地域の生活を支える交通体系 

(1) 本島離島間の交通ネットワークの充実 

(2) 離島空港、港湾の整備 

沖縄の産業振興を支える交通体系 

(1) 本島の県土構造を支える骨格交通網の強化 

(2) 産業拠点を支援する交通網の整備 

国内外との交流及び沖縄観光の魅力向上を支える交通体系 

(1) 空港、港湾機能の強化及び国内外からのアクセス交通網の

(3) 総合交通結節機能の強化 

(4) 観光周遊、魅力を高める交通システムの整備 

(2) 観光拠点へのアクセス交通網の強化 

災害に強く安全、安心、快適な暮らしを支える交通体系 

(1) 全ての人が安心して暮らせる交通サービスの拡充 

(3) 景観等アメニティに配慮した交通環境の整備 

(2) 交通事故を抑止するための基盤整備の強化及び効果的な交

通規制の実施 

(4) 交通基盤の長寿命化 

(5) 災害に強い交通体系の整備 
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成果と課題及びその対策 

第１ 国内外との交流及び沖縄観光の魅力向上を支える交通体系 

（成果等） 

沖縄県は日本で唯一、他の地域と陸上交通でつながっていない島嶼県であること

から、国内外との交流を促進するため、那覇空港の第二滑走路や際内連結ターミナ

ルの供用開始、那覇港のクルーズターミナルの整備など、その玄関口となる空港・

港湾の整備や、新規航空路線の拡大・拡充を進めてきた結果、平成 23 年度には 552

万人だった観光客が令和元年度には初の 1,000 万人台を突破するなどの増大に繋

がった。特に、海外航空路線を拡充したことや、大型旅客船が寄港可能な岸壁の整

備を実施し国際クルーズ船を誘致したことにより、外国人観光客数は平成 23 年度と

比べて約 10 倍に近づく値となった。 

観光拠点へのアクセス交通網の強化については、那覇空港自動車道等の道路整備

の進展により、渋滞箇所数が減少し、観光客の満足度が上昇するとともに、観光客

の利便性向上に向け、バス、タクシー、モノレールなどの運行状況をオープンデー

タ化し、大手検索サイト等で検索できる仕組みづくりなど、観光周遊性の向上に繋

がる取り組みが図られた。 

総合交通結節機能の強化については、那覇空港において、モノレール駅等までの

立体連絡通路の整備を行うとともに、那覇バスターミナルにおいても、モノレール

駅との連絡経路の整備やバス時刻表のデジタル化、沖縄観光情報センターが設置さ

れるなど、観光客の移動利便性の向上が図られた。 

加えて、観光拠点の魅力を高めるため、無電柱化や沿道空間の緑化等に取り組ん

だ。 

 

＜成果指標の状況＞ 

 成果指標名 基準値 現状値 R3 年度 目標値 

那覇空港の滑走路処理容量（年間） 13.9 万回 
(H22 年) 

24 万回 
(R2 年) 

18.5 万回 

那覇空港の年間旅客者数 1,423 万人 
（H22 年度） 

2,061 万人 
（R 元年度） 

2,123 万人 

入域観光客数（外国人除く） 522.6 万人 
（H23 年度） 

697.9 万人 
（R 元年度） 

800 万人 

外国人観光客数 
 

30.1 万人 
（H23 年度） 

249.0 万人 
（R 元年度） 

400 万人 
 

那覇空港の国際路線数（就航都市数） ７路線 
（H24 年) 

16 路線 
（R 元年） 

15 路線 

那覇港の年間旅客者数 
  

59 万人 
(H23 年) 

183.0 万人 
 (H30 年) 

123 万人 
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那覇港におけるクルーズ船寄港回数 
  

53 回 
(H23 年) 

260 回 
(R 元年) 

250 回 
  

中城湾港(新港地区)におけるクルーズ船 
寄港回数 

2 回 
(H23 年) 

21 回 
(R 元年) 

52 回 
  

北部、宮古、八重山圏域におけるクルーズ
船寄港回数 

56 回 
(H23 年) 

321 回 
(R 元年) 

631 回 
  

クルーズ船寄港回数・海路による 
入域観光客数（県全体） 

112 回 
116,400 人 

（H23 年） 

581 回 
1,247,600 人 

（R 元年） 

933 回 
2,000,000 人 

主要渋滞箇所数 191 箇所 
(H24 年度) 

181 箇所 
(R 元年度) 

181 箇所 

道路状況（渋滞状況等）に対する観光客
満足度(｢大変満足｣の比率) 

22.8% 
（H21 年度） 

28.6% 
(H30 年度) 

23.6% 

外国人観光客の満足度 
  

案内表記 ：
71.7% 

（H23 年度） 

 
85.2% 

（R 元年度） 

 
90.0% 

両替利便性：
52.6% 

（H23 年度） 

 
79.1% 

（R 元年度） 

 
70.0% 

沖縄へのリピート回数（沖縄旅行の回数で
２回目以上の比率） 

― 21.8% 
（H30 年度） 

23.5% 

観光アクセス道路の緑化・重点管理延長 ０km 
（H23 年度） 

80.0 ㎞ 
（R 元年度） 

80km 

 

（課題及び対策） 

那覇空港については、新型感染症の流行拡大の影響があるものの、収束後の更な

る需要増を見据えた機能拡張の検討が必要であるほか、今後は新型感染症対策など

新しい生活様式を踏まえた機能を拡充する取組も併せて必要である。 

また、国際線が就航する離島空港や国際クルーズ船が寄港する港湾施設において

は、更なる観光需要に対応できる施設整備や、新型感染症対策など新しい生活様式

を踏まえたＣＩＱ機能等の拡充と受入体制の強化、交通結節機能の強化に取り組む

必要がある。 

観光拠点へのアクセス交通網の強化に向け、鉄軌道を含む新たな公共交通システ

ムの導入に向けた取組を進める必要があるほか、道路網については、道路整備に伴

い渋滞が緩和された箇所もある一方で、人口増加や観光客の増加に伴い、道路等整

備を上回る伸びで自動車保有台数等が増加し、慢性的な交通渋滞が生じていること

に加え、那覇空港においては、利用者増加に伴う乗降帯・周辺道路の混雑が課題と

なっており、引き続き道路整備に取り組むとともに、過度な自動車利用から公共交

通への利用転換が必要となっている。 
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今後、公共交通への利用転換を図るためには、渋滞情報、交通規制情報、公共交

通の運行情報等の動的データを含めた経路検索機能の充実に取り組む必要がある。 

レンタカーや観光バスによる快適な周遊を可能とするため、多言語観光案内サイ

ンの統一を図るとともに、沿道空間の緑化や無電柱化に引き続き取り組む必要があ

る。 

 

 (1) 空港、港湾機能の強化及び国内外からのアクセス交通網の拡充 

（成果等） 

 那覇空港については、令和２年３月に第二滑走路が供用開始され、滑走路処理能力

が年間 13.9 万回から 24 万回に拡大し、強化が図られた。また、平成 31 年３月に際

内連結ターミナルが供用開始されたことにより、国際線・国内線・ＬＣＣが一体化さ

れ、利便性が大幅に向上した。加えて、沖縄路線における着陸料、航行援助施設使用

料、航空機燃料税の軽減措置が継続されるとともに、航空路線誘致のプロモーション

支援やクルーズ船誘致等の取組により、アクセス交通網の拡充が図られた。 

港湾の機能強化については、増加するアジアのクルーズ需要に対応するため、那

覇港のクルーズターミナルの整備や各圏域の拠点港湾等におけるクルーズバースの

整備および既存貨物岸壁の活用が進み、寄港回数や入域観光客数が大幅に増加した。 

 

（課題及び対策） 

那覇空港については現空港機能を最大限活用しつつ、新型コロナウイルス感染症の

収束後には、更なる拡張について検証し、世界水準の拠点空港としての機能強化や展

開用地の確保に向けて取り組む必要がある。また、新型感染症対策など新しい生活様

式を踏まえた機能を拡充する取組も併せて必要である。 

港湾については、クルーズ船受け入れの再開に向け、クルーズを安心して楽しめる

環境整備に取り組みつつ、今後の寄港需要等を踏まえ、引き続き岸壁整備等の港湾機

能の強化を図る必要がある。 

国際線が就航する離島空港や、国際クルーズ船が寄港する港湾施設においては、海

外旅客の玄関口として、新型感染症対策など新しい生活様式も踏まえたＣＩＱ体制の

強化が必要である。 

アクセス交通網の拡充については、現在、新型コロナウイルス感染症の流行拡大に

よる外的要因で航空路線や国際クルーズ船の減便、運休が発生しているものの、新型

コロナウイルス感染症の収束後には国内外の航空路線の拡大による「国際旅客ハブ」

の形成を目指して、欧米など新規開拓市場における航空会社や旅行会社と連携したプ

ロモーションを実施し、発地の需要創出を図るとともに、更なる国際クルーズ船の誘

致に向けた取組を強化する必要がある。 
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(2) 観光拠点へのアクセス交通網の強化 

（成果等） 

本島観光拠点への観光客のニーズに合った交通網の構築については、那覇空港自

動車道や沖縄西海岸道路の整備等の道路整備を進めたことにより、空港や港湾から

観光拠点までのアクセス性の向上が図られ、渋滞箇所数が５箇所減少し、観光客の

満足度も 0.4 ポイント上昇した。加えて観光客の利便性向上に向け、バス、タクシー、

モノレールなどの運行状況をオープンデータ化し、大手検索サイト等で検索できる

仕組みづくりなど、観光周遊性の向上に繋がる取り組みが図られた。 

また、鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入については、平成 30 年５月に

鉄軌道の概ねのルートを含む概略計画及びフィーダー交通ネットワークのあり方等

をとりまとめた「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」を策定した。 

  

（課題及び対策） 

道路網については、整備の進展に伴い渋滞緩和された箇所もある一方で、自動車

保有台数の増加、中南部都市圏への人口集中、レンタカー利用の増加等により、慢

性的な交通渋滞が依然として生じており、引き続き道路整備に取り組むとともに、

過度な自動車利用から公共交通への利用転換が必要となっている。 

鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入については、鉄軌道を含む新たな公

共交通システムと地域を結ぶ利便性の高い公共交通ネットワークの構築に向けて、

引き続き市町村と協働で取組を進める必要がある。 

 

(3) 総合交通結節機能の強化 

（成果等） 

 空港や港湾、拠点都市における交通結節点の整備、拡充については、多様な交通手

段とのシームレスな乗り継ぎや国内外からの観光客の受入に配慮した多様な情報提

供の実現等に向け、那覇空港においては、国際線利用者等のモノレール駅等までの移

動の円滑化を図るため、立体連絡通路を整備するとともに、空港から那覇市内のホテ

ルや観光地を周遊するデマンド型シャトルバスの運行が開始された。加えて、モノ

レール駅と結節する那覇バスターミナルにおいては、沖縄観光情報センターを設置

し、また、路線バスについては、バス停の案内表示や車内案内等について多言語化を

図ったことにより、観光や公共交通機関活用に係る情報が取得しやすくなった。 

 これら交通結節機能の強化等に伴い利便性が高まり、モノレールの乗客数は、目標

値を上回り、急激な減少傾向にあった路線バスの利用者数についても下げ止まりの傾

向となっている。 

 

（課題及び対策） 

 那覇空港においては、利用者増加に伴う乗降帯・周辺道路の混雑が課題となってお

り、公共交通への利用転換が必要となっている。このため、公共交通への利用転換を
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促す観点から、渋滞情報、交通規制情報、公共交通の運行情報等の動的データを含め

た経路検索機能の充実に取り組む必要がある。 

 また、路線バスについては、県民及び観光客の移動利便性を向上させるため、モノ

レールとの結節強化に取り組むとともに、定時速達性が高く多頻度運行の基幹バスと

その他の地域へのアクセスを担う支線バスで構成される基幹バスシステムの構築に

向け、主要交通結節点における結節機能の強化に取り組む必要がある。 

 

(4) 観光周遊、魅力を高める交通システムの整備 

（成果等） 

観光拠点間の周遊を支える陸上交通システムの形成については、北部地域を縦断す

る国道 58 号恩納南バイパスや離島周遊を支援する白浜南風見線などの道路が整備さ

れるとともに、主要観光地を結ぶ路線バスの運行等、観光拠点間の周遊性を高める取

組が進展した。加えて、無電柱化や沿道空間の緑化等に取り組むとともに、乗降性に

優れるノンステップバスの導入やモノレール駅舎内の各施設の配置を案内する音声

誘導装置を設置する等公共交通のバリアフリー化に努めた。これにより平成 30 年度

における無電柱化整備延長は、平成 23 年度の 1.4 倍、観光アクセス道路の緑化・重

点管理延長は、目標値を達成するなど、沖縄らしい景観の創出に寄与した。 

観光拠点間の周遊を支える海上交通の整備については、竹富南航路整備事業として

小浜航路、黒島航路の整備が完了し、船舶航行の安全安心の確保が図られた。 

那覇港泊ふ頭地区においては、離島航路利用者の安全性・快適性・利便性を確保す

るため屋根付き歩道を整備し、外国人観光客向けに多言語誘導標識等を設置するな

ど、外国人観光客の受け入れ体制の拡充が進められた。 

 

（課題及び対策） 

 陸上交通については、増加する入域観光客及び多様なニーズに対応するため、レン

タカーの低公害車への切り替えや、既存公共交通の利用環境改善に向けた取組とあわ

せて、鉄軌道を含む新たな公共交通システムと地域を結ぶ利便性の高い公共交通ネッ

トワークの構築に向けて、市町村と協働で取組を進める必要がある。また、案内標識

については、訪日外国人旅行者の受入体制の強化を図るため、翻訳ルールに基づく多

言語観光案内サインの統一を図る必要がある。 

沿道空間の緑化については、高木の多くが植栽から 30 年度程度を経過しているこ

とから、健全度の把握や再整備が必要となっており、無電柱化についても沖縄らしい

風景づくりの観点から、引き続き推進する必要がある。 

 竹富南航路については、サンゴ礁海域に位置することから、今後も自然環境への影

響を調査しながら整備、保全に取り組む必要がある。 

那覇港においては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促進を目指しており、那覇港港湾計画の改訂に向け、関

係機関と連携する必要がある。 
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第２ 沖縄の産業振興を支える交通体系 

（成果等） 

産業振興を支える道路網については、那覇空港自動車道や沖縄西海岸道路の他、各

圏域における骨格幹線道路の整備が進められ、主要道路の渋滞緩和や那覇空港から名

護までの所要時間が大幅に短縮される等、那覇空港や港湾へのアクセス性が向上する

とともに、沿線周辺の開発等も促進された。 

加えて、国道 58 号恩納南バイパスや国道 329 号金武バイパスなどが整備されたこ

とにより、中南部圏域から北部へのアクセス性の向上、北部圏域間における交通の円

滑化が図られた。 

那覇空港については、令和２年３月に第二滑走路が供用開始され、滑走路処理能力

が年間 13.9 万回から 24 万回に拡大し、航空物流を支える航空ネットワークの充実強

化が図られた。 

港湾の機能強化については、付加価値型産業の集積を図るため、令和元年５月に那

覇港総合物流センターが供用を開始され、海上物流を支える海上ネットワークの充実

強化が図られた。また、中城湾港新港地区においては、平成 28 年度に東ふ頭を供用

開始し、産業支援港湾としての機能強化が図られた。 

国際物流拠点産業集積地域那覇地区において、平成 27 年４月ロジスティクスセン

ターを整備するとともに、航空物流ネットワークを拡充するため、新たに旅客機の貨

物スペースを活用する取組を行った。 

 

＜成果指標の状況＞ 

 成果指標名 基準値 現状値 R3 年度 目標値 

那覇空港の滑走路処理容量（年間） 
【再掲】 

13.9 万回 
(H22 年) 

24 万回 
(R2 年) 

18.5 万回 

那覇空港の海外路線数 
（貨物便） 

５路線 
（H23 年度） 

6 路線 
（R 元年度） 

10 路線 

那覇空港の国際貨物取扱量  15 万トン 
（H22 年度) 

10 万トン 
（R 元年度） 

40 万トン 

那覇港の取扱貨物量  1,004 万トン 
(H23 年) 

1,307.3 万トン 
(H30 年) 

1,278 万トン 

那覇港の外貿取扱貨物量 120 万トン 
（H23 年） 

123.5 万トン 
（H30 年） 

342 万トン 

中城湾港(新港地区)の取扱貨物量 
（供用済岸壁対象）  

61 万トン 
(H23 年) 

96.7 万トン 
(H30 年) 

230 万トン 
  

 

（課題及び対策） 

沖縄本島の物流を支える道路網については、新たな道路整備に伴い渋滞が緩和され

た箇所もある一方で、人口や観光客の増加に伴い、自動車保有台数等が増加し、慢性
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的な交通渋滞が生じており、加えて本島中南部都市圏においては、市街地の中心部に

駐留軍用地が存在することにより、都市構造の分断等が生じていることから、大規模

な駐留軍用地跡地を活用し、ハシゴ道路や２環状７放射道路等の骨格的な幹線交通網

の整備・充実を図るとともに、臨空・臨港型産業の集積・活性化を促進するため、那

覇空港、那覇港、中城湾港へのシームレスなアクセス環境を充実させ、産業振興を支

える必要がある。 

北部圏域については、世界自然遺産への登録後は更なる観光客の増加が見込まれて

おり、本部港で国際クルーズ船の寄港が可能な岸壁の整備を実施して、観光リゾート

地としての基盤強化が進めている他、観光拠点や公共施設、各物流拠点へのアクセス

性の向上、交通渋滞緩和及び交通安全対策に取り組む必要がある。 

離島圏域については、離島振興の拠点として離島港湾の物流・人流機能の強化を図

る必要がある。 

本県の島嶼性に起因する片荷輸送や内貿への偏重等による割高な海上輸送コスト

が課題となっている中で、沖縄に競争力のある国際物流拠点を形成し、航空・海上

物流ネットワークを支えるためには、高いレベルのインフラ整備や、空港と港湾の

効率的な機能分担の実現など、国際物流拠点としての空港及び港湾の機能を世界水

準にまで高めていくことにより、旺盛な東アジア等のスケールメリットを獲得して

いく必要がある。 

また、国際物流ネットワークの強化に向けては、貨物機に加え、旅客機の貨物スペー

スの活用も含めた路線拡充及び新規路線の誘致に向けた取組を行う必要があるほか、

物流機能の拡充を図る上では、消費者ニーズに即したサプライチェーンの構築が必要

となっているため、市場に近接した立地での出荷調整等を行うための物流貯蔵施設等

の確保や、船舶輸送を基本とするコールドチェーン体制の構築など総合的な物流コス

トの合理化に向けた取組を推進する必要がある。 

 

(1) 本島の県土構造を支える骨格交通網の強化 

（成果等） 

 骨格交通網については、那覇空港自動車道や沖縄西海岸道路の他、各圏域における

骨格幹線道路の整備が進められ、本島南北軸と東西軸との有機的連結が強化されたこ

とにより、主要道路の渋滞緩和や那覇空港から名護までの所要時間が大幅に短縮され

る等、那覇空港や港湾へのアクセス性が向上した。 

 

（課題及び対策） 

骨格幹線交通網の拡充については、道路整備が着実に進展しているものの、人口増

加や入域観光客の急増から、自動車保有台数が増加しており、交通渋滞に拍車をかけ、

加えて本島中南部都市圏においては、市街地の中心部に駐留軍用地が存在することに

より、都市構造の分断等が生じている。 

また、臨空・臨港型産業の集積・活性化を促進するため、那覇空港、那覇港、中城

湾港へのシームレスなアクセス環境を充実させる必要がある。 
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このため、体系的な幹線交通ネットワークの構築に向けて、引き続きハシゴ道路や

２環状７放射道路等の整備、中南部都市圏における大規模な駐留軍用地跡地を活用し

た骨格的な幹線交通網の整備充実を図る必要がある。 

 

(2) 産業拠点を支援する交通網の整備 

（成果等） 

那覇空港においては、令和２年３月に第二滑走路が供用開始されたほか、国内外で

増大する航空機整備需要を取り組む、航空関連産業クラスターを形成するため、平成

30 年 11 月に航空機整備施設を整備し、供用開始したことから航空物流を支える航空

ネットワークの充実強化が図られた。 

また、流通加工等の新たな価値を生み出す付加価値型産業の集積を図るため、令和

元年５月に那覇港総合物流センターの供用を開始したことから海上物流を支える海

上ネットワークの充実強化が図られた。 

さらに、国際流通港湾としての那覇港の機能充実を図るため、ガントリークレー

ンを２基増設した。これにより２隻同時接岸時にも一般的なサービス水準による施

設提供が可能となり、荷役時間が短縮された。加えて冷凍コンテナ電源の整備を行

い、保冷機能の拡充を図った。那覇港の取扱貨物量については、平成 23 年の 1,004

万トンから平成 30 年には 1,307 万トンに増加した。 

国際物流拠点の形成に向けて、企業の搬入搬出輸送費を助成することで、輸送コ

ストの低減を図るとともに、港湾からの輸出貨物やトランシップ貨物（積替え貨物）

を増加させるため、貨物を増加させる荷主や寄港する船主に対して、輸送や寄港に

要する費用の支援に取り組むことで、海上ネットワークの充実強化が図られた。 

また、国際物流拠点産業集積地域那覇地区において、平成 27 年４月にロジスティ

クスセンターを整備し、供用開始することで国際航空物流ハブとしての機能強化に

取り組んだ。 

中城湾港新港地区については、定期航路の開設に向けた実証実験等の取り組みに

より、鹿児島航路、先島航路の定期化が実現したほか、京阪航路では令和２年４月

から船社による運航が開始している。また、港湾機能の向上を図るため、上屋整備

を行うとともに、自動車貨物集積拠点の形成を図るため、モータープールの整備を

実施し、令和２年 10 月に供用を開始した。 

 

（課題及び対策） 

沖縄に競争力のある国際物流拠点を形成し、発展していくには、高いレベルのイ

ンフラ整備、空港と港湾の効率的な機能分担の実現、物流コストの低減など、国際

物流拠点としての空港及び港湾の機能を世界水準にまで高めていくことが重要な課

題である。このため、今後拡大するアジア経済の成長、発展に対応するためには那

覇空港、那覇港湾周辺の那覇軍港、自衛隊基地及び那覇港エリア等の活用を含めた

土地利用を推進していく必要がある。 
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また、海上物流ネットワークを支えるためには、今後もトランスファークレーン

やＩＴ等を活用し、物流機能の高度化と人手不足に対応しながら港湾機能向上を図

りつつ、企業の集積を促進するため輸送コスト・雇用・設備投資に係る助成制度の

充実を目指し、立地企業に対するワンストップサービスでの創・操業支援体制の強

化や、国際物流拠点産業集積地域制度の周知及び利用促進等、引き続き取り組む必

要がある。 

那覇港については、更なる輸出貨物の増加を目指し、第２、第３の物流センター

を整備するなどの取組を推進するとともに、臨港産業等を集積するために必要な展

開用地の確保を図る必要がある。 

中城湾港については、那覇港との連携・機能分担を推進し、引き続き定期航路の

拡充に向けた取り組みを行うほか、産業支援港湾として港湾機能の強化拡充を図る

必要がある。また、圏域の拠点港湾である本部港、平良港、石垣港については、北

部振興、離島振興の拠点として物流・人流機能の強化を図る必要がある。 

これら各港湾施設の取り組みにより、更なる海上物流ネットワークの充実強化を

図っていく必要がある。 

 

(3) 新たな産業を振興する交通網の拡充 

（成果等） 

北部振興を支える交通網については、那覇空港自動車道や国道 58 号恩納南バイパ

ス、国道 329 号金武バイパスなどが整備されたことにより、中南部圏域から北部への

アクセス性の向上、北部圏域間における交通の円滑化、渋滞緩和のみならず、沖縄科

学技術大学院大学等へのアクセス性の向上が図られたことにより、恩納村、うるま市

における知的産業クラスターの形成に向けた研究交流等の活性化が期待される。 

離島振興を支える物流機能の拡充を目指す上で、平成24年から一括交付金(ソフト）

を活用し、野菜、果樹、花き、水産物の輸送コストの一部を補助することで、補助事

業者の県産農林水産物の県外出荷量の増加につながっており、農林漁業者の生産意欲

も高まり、再生産に向けた設備投資など、農林水産物の生産振興に寄与している。 

 

（課題及び対策） 

北部圏域については、相次ぐリゾートホテル開業に加え、世界自然遺産への登録後

は更なる観光客の増加が見込まれており、渋滞や交通事故への対応が急務であること

から、引き続き幹線道路の拡幅整備等を推進し、各産業拠点へのアクセス性の向上、

交通渋滞緩和及び交通安全対策に取り組む必要がある。 

物流機能の拡充を図る上では、県産農林水産物の更なる県外出荷の拡大を目指し、

大消費地に近い場所で鮮度を保持しつつ効率的な出荷物流を図るなど、消費者ニーズ

に即したサプライチェーンの構築が必要となっている。このため、市場に近接した立

地での出荷調整等を行うための物流貯蔵施設等の確保や、船舶輸送を基本とするコー

ルドチェーン体制の構築など総合的な物流コストの合理化に向けた取組を推進する

必要がある。 
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第３ 人及び環境に優しい都市構造を支える交通体系 

（成果等） 

沖縄本島の道路網については、那覇空港自動車道豊見城東道路や沖縄西海岸道路豊

見城道路、糸満道路などが供用開始しており、ハシゴ道路や２環状７放射道路の整備

により、機能強化が図られ、渋滞緩和、空港までのアクセス時間の短縮、港湾地区の

連携強化等が図られた。 

県土の均衡ある発展などを図る観点から、平成 30 年５月に鉄軌道の概ねのルート

を含む概略計画及びフィーダー交通ネットワークのあり方等を取りまとめた「沖縄鉄

軌道の構想段階における計画書」を策定し、当該計画に基づき、市町村と協働による

公共交通の充実に向けた取組に着手した。 

モノレールのてだこ浦西駅までの延長やモノレール駅と結節した那覇バスターミ

ナル、てだこ浦西駅におけるパーク＆ライド駐車場等の整備などにより、既存公共交

通の乗継利便性が向上するとともに、バスレーンの延長や基幹急行バスの運行など、

路線バスの速達性の向上が図られた。 

これらの取組に加え、バスロケーションシステムの導入やわったーバス党による広

報活動等に取り組んだところ、急激な減少傾向が続いていた路線バスの利用者数につ

いても、下げ止まりの傾向となっている。 

また、ゆとりある歩行空間の確保等の観点から、沖縄観光の象徴的な場所である国

際通りにおいて、歩道の拡幅やポケットパークの設置等を行うとともに、那覇市にお

いては毎週日曜日にトランジットモールを実施している。 

環境フェアや環境月間等において、ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発を図るとともに、県内

充電スポットの設置を支援した。 

 
＜成果指標の状況＞ 

 成果指標名 基準値 現状値 R3 年度 目標値 

主要渋滞箇所数【再掲】 191 箇所 
(H24 年度) 

181 箇所 
(R 元年度) 

181 箇所 

モノレールの乗客数 35,551 人/日 
(H22 年度） 

55,766 人/日 
(R 元年度) 

50,984 人/日 

乗合バス利用者数 80,745 人/日 
(H18 年度) 

72,531 人/日 
（H30 年度) 

130,274 人/日 

運輸部門における二酸化炭素排出量 365 万 t-CO2 
（H20 年度） 

376.1 万ｔ-CO2 
（H29 年度） 

324 万 t-CO2 
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（課題及び対策） 

 幹線道路網の整備については、渋滞緩和が図られているものの、依然として慢性的

な交通渋滞が発生していることから、引き続き各拠点を結ぶ道路ネットワークの整備

を進める必要がある。 

鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入については、鉄軌道とフィーダー交通

が連携する公共交通ネットワークの構築を見据え、北部・中部・南部の各圏域におい

て、市町村と協働で公共交通の充実に向けた取組を推進する必要がある。 

モノレールについては、新型感染症の拡大以前、観光客の増加等により車両や駅舎

等での混雑が課題となっていたことから、収束後の観光客の需要回復に備え、増加す

る需要に対応できるよう輸送力の増強等について検討する必要がある。 

路線バスについては、基幹バスシステムの導入、これに伴うバスレーンの拡充や交

通結節点の整備、バス停上屋等の整備による乗り継ぎ環境改善等、引き続き利便性向

上に取り組む必要がある。 

タクシーについては、柔軟性に優れた交通手段であり、利用者の個別ニーズに合わ

せた更なる利便性向上に向け取り組む必要がある。 

公共交通への利用転換に向けては、公共交通の運行情報等の動的データを含めた経

路検索機能の充実などにより、さらなるサービス水準向上に向け取り組むとともに、

シェアサイクル等の多様な交通手段の導入に取り組む必要がある。 

 

(1) 体系的な幹線道路網の整備 

（成果等） 

体系的な幹線道路網の整備については、那覇空港自動車道豊見城東道路や沖縄西海

岸道路豊見城道路、糸満道路などが供用開始しており、ハシゴ道路や２環状７放射道

路の整備により、道路ネットワークの強化が図られ、渋滞緩和、空港までのアクセス

時間の短縮、港湾地区の連携強化等が図られた。 

加えて、更なるネットワーク強化に向けて、南部東道路や与那原バイパスの整備に着

手した。 

 

（課題及び対策） 

幹線道路網の整備などにより、渋滞緩和が図られているものの、沖縄は自動車への

依存が高く、依然として慢性的な交通渋滞が発生していることから、引き続き各拠点

間を結ぶ広域道路ネットワークの整備を進める必要がある。 

 

(2) 利便性の高い公共交通ネットワークの構築 

（成果等） 

拠点間を連絡する鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入については、県土の

均衡ある発展などを図る観点から、平成 30 年５月に鉄軌道の概ねのルートを含む概

略計画及びフィーダー交通ネットワークのあり方等を取りまとめた「沖縄鉄軌道の構

想段階における計画書」を策定し、当該計画に基づき、市町村と協働により公共交通

の充実に向けた取組に着手した。 
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 また、モノレールについては、てだこ浦西駅までの約 4.1km の延長に取り組み、令

和元年 10 月に開業し、路線バスについては、定時速達性を改善するため、バスレー

ン延長を実施するとともに、那覇～コザ間の全 45 バス停のうち 14 バス停に停車する

基幹急行バスの運行を開始した。 

加えて、生活バス路線の多くが不採算となっている地方部においては、運行費の欠

損補助により路線の確保維持に努めている。 

また、公共交通による移動利便性を高めるため、ＩＣ乗車券システムやノンステッ

プバスの導入等の取組を行った。 

これら取組により、モノレールの乗客数は、平成 30 年時点で目標値を上回り、急

激な減少傾向が続いていた路線バスの利用者数についても、下げ止まりの傾向となっ

ている。 

 

（課題及び対策） 

鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入については、鉄軌道とフィーダー交通

が連携する公共交通ネットワークの構築を見据え、北部・中部・南部の各圏域におい

て、市町村と協働で公共交通の充実に向けた取組を推進する必要がある。 

モノレールについては、新型コロナウイルス感染症の流行拡大以前、観光客の増加

等に伴い予想を上回るペースで乗客数が増加し、車両や駅舎等での混雑が課題となっ

ていたことから、新型コロナウイルス感染症の収束後の観光客の需要回復に備え、増

加する需要に対応できるよう３両化事業に着手し輸送力の増強等に取り組んでいる。 

路線バスについては、県民及び観光客の移動利便性を向上させるため、モノレール

との結節強化に取り組むとともに、定時速達性が高く多頻度運行の基幹バスと、その

他の地域へのアクセスを担う支線バスで構成される基幹バスシステムの導入、     

バスレーンの拡充や交通結節点の整備等による定時速達性の向上や乗り継ぎ環境の

改善、多様な決済手段への対応などに取り組む必要がある。 

タクシーについては、ドアツードアの輸送が可能であり、利用者の個別ニーズに合

わせた更なる利便性向上に向け取り組む必要がある。また、生活バス路線の多くが不

採算となっている地方部を中心に、路線を確保・維持するための取組継続が必要であ

る。 

 

 (3) 交通乗継利便性の向上 

（成果等） 

総合交通結節点の整備については、那覇空港において、立体連絡通路を整備し、

国際線からモノレール駅等までの移動の円滑化を図った。 

また、那覇バスターミナルは、ユニバーサルデザインに配慮した屋内待合所や多

言語デジタル案内板等が整備されたことにより、便利で快適なターミナルに生まれ

かわった。 

地域交通結節点については、モノレールのてだこ浦西駅において 1,000 台規模の

パークアンドライド駐車場等の整備や、モノレールで交通系ＩＣカードの利用が可

能となるなど、公共交通の利便性が高まった。 
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これらの取組により、モノレールの乗客数は、平成 30 年時点で目標値を上回り、

急激な減少傾向が続いていた路線バスの利用者数についても、下げ止まりの傾向と

なっている。 

 

（課題及び対策） 

那覇空港においては、利用者増加に伴う乗降帯・周辺道路の混雑が課題となってお

り、公共交通への利用転換が必要となっている。このため、渋滞情報、交通規制情報、

公共交通の運行情報等の動的データを含めた経路検索機能の充実に取り組む必要が

ある。 

 また、路線バスについては、県民及び観光客の移動利便性を向上させるため、モノ

レールとの結節強化に取り組むとともに、定時速達性が高く多頻度運行の基幹バスと

その他の地域へのアクセスを担う支線バスで構成される基幹バスシステムの構築に

向け、主要交通結節点における結節機能の強化に取り組む必要がある。 

 

 (4) 集約型都市構造の誘導及び拠点地域を育成する交通体系の整備 

（成果等） 

集約型市街地を形成する交通体系の整備については、那覇空港自動車道の豊見城東

道路や沖縄西海岸道路の糸満道路等の幹線道路の供用開始に加え、バスレーン延長や

那覇～コザ間における基幹急行バスの運行開始などにより、市街地間の移動利便性が

向上した。 

都心の賑わいと魅力を高める交通システムの導入の促進については、ユニバーサル

デザインに配慮した屋内待合所や多言語デジタル案内板等を備えた那覇バスターミ

ナルが完成し、乗継利便性が向上した。 

駐留軍用地返還跡地の拠点化を誘導する交通システムの導入については、平成 30

年５月に鉄軌道の概ねのルートを含む概略計画及びフィーダー交通ネットワークの

あり方等をとりまとめた「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書」を策定した。 

また、都市景観の向上等の観点から、無電柱化や沿道空間の緑化等に取り組み、整

備延長は、目標値近くに達している。 

 

（課題及び対策） 

 都市機能を強化する駐留軍用地返還跡地を活用した幹線道路の整備については、返

還跡地作業の進捗を踏まえながら、引き続き取り組む必要がある。 

また、狭隘な通学路等における安全・安心な歩行空間の確保や、ボランティア等の

民間活力活用推進などによる沿道空間の効率的・効果的な管理を行っていく必要があ

る。 

路線バスについては、自動車保有台数の増加等により、交通渋滞が慢性化し、路線

バスの定時速達性が損なわれ、バス離れが進むなど、公共交通サービス低下の悪循環

が生じている。 
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鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入については、鉄軌道とフィーダー交通

が連携する公共交通ネットワークの構築を見据え、北部・中部・南部の各圏域におい

て、市町村と協働で公共交通の充実に向けた取組を推進する必要がある。 

 

(5) ＴＤＭ施策、ＭＭの推進 

（成果等） 

バスサービスの改善については、バスロケーションシステムの導入などによりバ

スの利用環境が向上したことに加え、バスレーンの延長や基幹急行バスが運行開始

され、速達性が向上し、バスレーン延長によって朝の上りは４分、夕方の下りは９

分短縮した。 

相乗り、時差出勤等については、沖縄県庁や那覇市役所、浦添市役所では、時差

通勤が制度化されるとともに、民間企業における時差通勤やノーマイカーデー導入

などの取組も進みつつある。 

ＭＭ（モビリティマネジメント）施策については、わったーバス党などによる広

報活動や、沖縄総合事務局と県などの関係機関が連携した「わったーバス大実験」

などの広報活動等に取り組んだほか、那覇・浦添・宜野湾・沖縄市では、小学校の

副読本において交通問題を取り上げるなど、各市町村における取組がなされた。 

これらの取組により、近年のバス利用者の減少に歯止めがかかりつつある。 

 

（課題及び対策） 

路線バスの利用者数は下げ止まりの傾向にあるものの、自家用車から公共交通への

大規模な利用転換には至っていない。 

このため、バスレーンの延長や渋滞情報、交通規制情報、公共交通の運行情報等の

動的データを含めた経路検索機能の充実等、さらなるサービス水準の向上に取り組む

とともに、シェアサイクル等の多様な交通手段の導入とシームレスな移動環境の構築

を図る必要がある。 

 また、交通渋滞緩和に向けた行動変容を促すため、小学校からのライフステージに

応じたＭＭの実施や、ピーク時に集中する自動車交通量の削減に寄与する時差通勤の

促進に取り組む必要がある。 

 

(6) クリーンエネルギー等次世代自動車の普及促進 

（成果等） 

環境フェアや環境月間等において、ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発を図るとともに、県内

充電スポットの設置を支援した。 

 

（課題及び対策） 

 電気自動車の保有台数は増加しているものの県内全体の自動車保有台数に比べる

とわずか 0.08%となっている。また、充電施設数については着実に増加しているとこ

ろではあるが、急速充電器の設置数は全体の約３割と少なく、電気自動車の利便性向

上のためにも急速充電器の設置数の増加に向けた取組が必要である。 
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第４ 離島地域の生活を支えるための交通体系 
（成果等） 

 離島地域の生活を支える航路、航空路などの交通手段を確保するため、平成 25 年

３月に新石垣空港を開港、平成 31 年 3 月には下地島空港国際線等旅客施設が供用を

開始し、平良港、石垣港等においては、大型クルーズ船が寄港可能な岸壁等の整備す

るなど、必要な空港、港湾・漁港、道路を整備したほか、空港や港湾などの交通拠点

間の連結強化、本島離島間の航路及び航空路の交通ネットワークの充実を図るための

取組を行った。 

航空路の維持確保を図るため、欠損に対する運航費補助および離島航空路線に就航

する航空機の購入費補助を行い、航路に関しても運航費補助および老朽化に伴う船舶

の建造または購入費補助を行った。 

その結果、離島空港の年間旅客数は基準値 313 万人から令和元年度には 493.5 万人

に増加し、クルーズ船寄港回数（平良港・石垣港）は基準値の 54 回から 295 回となっ

た。 

離島住民等の負担軽減を図るため、船賃及び航空運賃の低減を行った。この結果、

低減化した路線における航路・航空路の利用者数は航路の基準値の 41 万８千人から

平成 30 年度で 62 万２千人、航空路が 20 万６千人から 39 万７千人と大幅に増加し

ている。離島地域における道路については、伊良部大橋や川平高屋線などの供用開

始により、離島住民の生活利便性の向上及び観光地へのアクセス性の向上等が図ら

れた。 

また、宮古・八重山圏域においては、電動レンタルバイクや相乗りワゴン、定額運

賃制等の新たなサービスに加え、自動運転や日本版ＭａａＳ等の実証も行われてお

り、ＩＣＴ等を活用した新たな交通システムの可能性が芽生えつつある。 

 
＜成果指標の状況＞ 

 成果指標名 基準値 現状値 R3 年度 目標値 

離島空港の年間旅客数 313 万人 
（H22 年度） 

493.5 万人 
（R 元年度） 

426 万人 

離島航路の船舶乗降人員実績 584 万人 
（H22 年） 

608 万人 
（H30） 

724 万人 

新石垣空港の年間旅客者数（国際線） 1.6 万人 
（H22 年度） 

9.4 万人 
（R 元年度） 

8.0 万人 

低減化した路線における航路・航空路の利
用者数(離島住民) 

航空路:206 千人 
(H23 年度) 

航空路:422 千人 
(R 元年度) 

318 千人 
  

航路:418 千人 
(H23 年度推計) 

航路:612 千人 
(R 元年度) 

655 千人 
  

一般乗合旅客輸送人員実績（離島） 50 万人 
（H22 年） 

90.7 万人 
（H30 年） 

106.2 万人 

県管理道路(離島)の改良率 89.90% 
(H21 年度) 

90.8% 
(H29 年度) 

91.10% 
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国内客離島訪問者の満足度 
（「大変満足」の比率） 

  
  

久米島 
58.6% 

（H21 年度） 

58.9% 
 

（R 元年度） 

70.0% 

宮古圏域  
60.2% 

（H21 年度） 

69.8% 
 

（R 元年度） 

70.0% 

八重山圏域 
59.1% 

（H21 年度） 

71.3% 
 

（R 元年度） 

70.0% 

国内客の離島訪問率 
  
  

本島周辺    
5.3% 

（H23 年度） 

3.6% 
 

（R 元年度） 

本島周辺   
10.0% 

宮古圏域   
6.0% 

（H23 年度） 

10.7% 
 

（R 元年度） 

宮古圏域   
10.0% 

八重山圏域 
14.4% 

（H23 年度） 

14.5% 
 

（R 元年度） 

八重山圏域
20.0% 

県外直行便の提供座席数・利用率 提供座席数： 
487,726 席 

利用率：77.8% 
（H24 年） 

提供座席数：
1,526,478 席 

利用率：82.4% 
（H29 年） 

提供座席数： 
1,400,000 席 

利用率：82.5% 

クルーズ船寄港回数（平良港・石垣港） 54 回 
（H23 年） 

295 回 
（R 元年） 

543 回 

離島空港施設の耐震化率 ― 0% 
（R 元年度） 

17% 

 
（課題及び対策） 

離島地域の生活や産業振興を支える交通体系を確保するため、離島空港や港湾等の

必要な施設整備に取り組む必要がある。 

離島航空路の確保・維持については、生活の利便性確保の観点から、高速移動手段

は重要であるものの、小規模離島の航空路線は需要が限られることなどから座席当た

りの運航コストが高く、構造的に採算性が低いことなどが路線の維持、確保を図る上

で課題となっている。このため、地元自治体、航空会社及び県等の関係者が連携して

航空需要の創出に取り組むとともに、不採算路線についての運航費補助や航空機購入

などの支援が必要である。 

離島航路の確保・維持については、航路収支が赤字となっている航路の多くが、燃

料費、人件費、船舶取得等の費用の節減が困難であることに加え、利用者の減少や船

員の確保など経営面の課題を抱えている。このため、引き続き、航路事業者に対する

運営費補助や船舶の建造・購入に対する支援などにより、離島航路を確保する必要が

ある。 

また、交通コストの低減については、引き続き、離島住民等を対象とした船賃及び

航空運賃を低減し、安定的かつ継続的に離島住民の負担軽減に取り組む必要がある。 
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離島地域のバス路線は、その多くが不採算となっているものの、離島・過疎地域の

定住条件の整備を図る観点から、生活交通の確保・維持を図る必要である。 

離島地域においては、今後急速に高齢化が進展する可能性があり、空港や港から集

落までの住民の移動手段の確保が重要となることから、地域の特性・課題に適合した

サービスの提供が求められている。 
 

(1) 本島離島間の交通ネットワークの充実 

（成果等） 

 本島離島間の交通ネットワークの充実に向けては、離島航空路の拡充に向けた取組

を行ったほか、離島航空路の維持・確保を図るため、運航に伴い生じた欠損に対する

運航費補助及び離島航空路線に就航する航空機の購入補助を行った。 

また、航路の維持・確保図るため、運航に伴い生じた欠損に対し、運航費補助及び

老朽化に伴う船舶の建造又は購入に対して補助を行ったほか、先島航路の再開可能性

の調査等を行った。 

 

（課題及び対策） 

離島空港の整備については、施設等の計画的な維持管理・更新や機能強化に取り組

む必要があるとともに、離島航空路の維持・確保については、生活の利便性確保の観

点から、高速移動手段は重要であるものの、小規模離島の航空路線は需要が限られる

ことなどから座席当たりの運航コストが高く、構造的に採算性が低いことなどが路線

の維持、確保を図る上で課題となっている。このため、地元自治体、航空会社及び県

等の関係者が連携して航空需要の創出に取り組むとともに、不採算路線についての運

航費補助などの支援が必要である。 

また、過去に運航していた路線（那覇－粟国、石垣－多良間、石垣－波照間）の再

開に向け、関係機関との更なる連携した取組を行う必要がある。伊平屋・伊是名地域

においては、住民が本島拠点都市等までの移動に時間がかかることから、空港建設が

強く求められており、伊平屋空港整備に向けて取り組む必要がある。 

 離島港湾の整備については、港湾機能を向上させる必要があるとともに、航路の確

保・維持について、航路収支が赤字となっている航路の多くは、燃料費、人件費、船

舶取得等の費用の節減が困難であることに加え、利用者の減少や船員の確保など経営

面の課題を抱えている。このため、引き続き、航路事業者に対する運営費補助や船舶

の建造・購入に対する支援、その他の経営安定化を図る取組を行うことにより、離島

航路を確保する必要がある。 

 

(2) 離島空港、港湾の整備 

（成果等） 

離島空港については、平成 25 年３月に新石垣空港が開港したほか、平成 31 年 3 月

には下地島空港国際線等旅客施設が供用を開始し、新石垣空港、宮古空港及び下地島

空港における受入体制が強化された。離島港湾については、海上交通の維持・確保に

向けた港湾機能の向上を図るため、浮桟橋の整備、防波堤の整備、岸壁の改良・耐震
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化を実施するとともに、平良港、石垣港等においては大型クルーズ船が寄港可能な岸

壁等の整備に取り組んだ。 

 

（課題及び対策） 

空港及び港湾は、県民の生活や産業振興を支える重要な交通インフラであり、地域

の実情に対応した整備に取り組む必要がある。 

引き続き、クルーズ船の受け入れや入域観光客の増加に対応するための機能強化や

海上交通の安全性・安定性の確保に向けた施設整備が必要である。 

 

(3) 離島地域内の交通体系の整備 

（成果等） 

離島における県管理道路の改良率は、平成 29 年度に 90.8%に達している他、伊良部

大橋や川平高屋線などの供用開始により、離島住民の生活利便性の向上及び観光地へ

のアクセス性の向上等が図られた。 

また、宮古・八重山圏域においては、電動レンタルバイクや相乗りワゴン、定額運

賃制等の新たなサービスに加え、自動運転や日本版ＭａａＳ等の実証も行われてお

り、ＩＣＴ等を活用した新たな交通システムの可能性が芽生えつつある。 

 

（課題及び対策） 

離島地域の道路の整備については、地域の特性を踏まえ、空港や港など交通拠点間

を結ぶ道路や、生活に密着した道路など、離島住民の生活利便性の確保、生活基盤の

充実強化を図るとともに、安全な交通環境の創出を支える道路整備を促進する必要が

ある。 

また、高齢化社会に対応した移動環境や交通手段の確保が課題となっており、地域

の特性・課題に適合したサービスの提供が求められている。 

 

(4) 交通コストの低減 

（成果等） 

 交通コストの低減については、離島住民等の負担軽減を図るため、船賃及び航空運

賃の運賃低減を行った。船賃ではＪＲ在来線並みの運賃を目指し約３割から最大約７

割、航空運賃では新幹線並みの運賃を目指し約４割の運賃低減を行った。この結果、

低減化した路線における航路・航空路の利用者数は、平成 30 年度で航路が 62 万２千

人と、平成 23 年度の 41 万８千人から約 1.5 倍、航空路が 39 万７千人と平成 23 年度

の 20 万６千人から約 1.9 倍に増加している。 

 

（課題及び対策） 

本県の離島地域は、その遠隔性、散在性、狭小性等の条件不利性により、住民等の

移動手段が船又は飛行機に限られ、移動に係るコストが高く、離島住民の生活を圧迫

している。 
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このため、交通コストの低減については、引き続き、離島住民等を対象とした船賃

及び航空運賃を低減し、安定的かつ継続的に離島住民の負担軽減に取り組む必要があ

る。 

 

(5) 船舶・航空機の購入支援 

（成果等） 

船舶・航空機の購入支援については、離島航路及び航空路の維持・確保を図るため、

老朽化に伴う船舶の建造又は購入や航空機の購入に対して補助を行い、令和２年度ま

でに 11 航路 12 隻の船舶更新支援を実施した。 

 

（課題及び対策） 

離島航路については、航路収支が赤字となっている航路の多くが、燃料費、人件費

等の費用節減や船舶取得等の資金確保が困難であることに加え、利用者の減少や船員

の確保など経営面の課題を抱えている。 

離島航空路については、小規模離島の航空路線は需要が限られることなどから座席

当たりの運航コストが高く、構造的に採算性が低いことから経営面で課題となってい

る。 

引き続き、航路及び航空事業者に対して、船舶の建造・購入に対する支援や、航空

機購入補助などの支援が必要である。 

 

第５ 災害に強く安全、安心、快適な暮らしを支える交通体系 

（成果等） 

災害に強く安全、安心、快適な暮らしをさせる交通体系の構築に向けて、ノンステッ

プバスの導入や交通結節点のバリアフリー化、市町村によるコミュニティバスの運行

など、公共交通サービスの充実により車に頼らず移動できる環境整備に取り組み、ノ

ンステップバスの導入率は全国平均と比較しても高水準となった。 

また、歩道やガードレール等の交通安全施設の計画的な整備補修や自転車通行環境

の整備により、安全性の向上が図られた。 

景観等に配慮した交通環境の整備については、西表島ややんばる地域におけるロー

ドキル対策や観光アクセス道路の緑花、無電柱化に取り組んだ。 

交通基盤の長寿命化対策については、空港施設の長期的視点での更新計画を定め

た、維持管理更新計画書を作成し、点検・修繕計画及び緊急対応について定めると共

に、災害時の対応計画である津波避難計画や空港ＢＣＰを策定した。また、老朽化し

た県管理橋梁の修繕に取り組むと共に、本県の重要港湾において、災害発生時に港湾

輸送機能を早期に回復させるための対応計画である港湾ＢＣＰを策定した。 

沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画に指定された道路に優先的に無電柱化を推

進するとともに、国道 331 号などの緊急輸送道路における落石防止対策・法面崩壊防

止対策に取り組んだ。各離島空港においては緊急輸送拠点としての耐震化の検討を
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行ったほか、平良港の耐震強化岸壁整備や、中城湾港（新港地区）の臨港道路におけ

る橋梁の耐震化整備等、港湾施設の耐震化を推進した。 

 

＜成果指標の状況＞ 

 成果指標名 基準値 現状値 R3 年度 目標値 

歩いていける身近な 
都市公園(街区公園)箇所数 

3.2 箇所/100ha 
(H22 年度) 

3.0 箇所/100ha 
(H30 年度) 

3.3 箇所/100ha 

事故危険個所の事故発生件数 
  

22 件/年 
(H24 年） 

15 件/年 
(H29 年） 

９件/年 

県管理道路の歩道必要箇所設置率 
(通学路等) 

0% 
(H24 年) 

33.7% 
(R 元年) 

35% 

無電柱化整備総延長(歩行空間の確保) 
  

109km 
(H23 年度) 

159.7Km 
(R 元年度) 

173.2km 

主要道路における緑化・育成管理延長 
  

0km 
(H23 年) 

290Km 
(R 元年) 

300km 

県民による緑化活動件数 55 件 
（H23 年度） 

67 件 
（R 元年度） 

65 件 

ノンステップバス導入率 
  

1.30% 
(H22 年度) 

72.2% 
(R 元年度) 

70.00% 

交通事故死者数 
  

45 人 
(H23 年) 

36 人 
(R 元年) 

33 人/年以下 

県内生徒の交通事故件数 
  

333 件 
(H23 年) 

168 件 
(R 元年) 

152 件/年以下 

市町村景観行政団体数 21 団体 
（H23 年度） 

36 団体 
（R 元年度） 

41 団体 

景観地区数 ３地区 
（H23 年度） 

9 地区 
（R 元年度） 

24 地区 

景観アセスメント数 ０件 
（H23 年度） 

50 件 
（R 元年度） 

80 件 

バリアフリー化のための浮き桟橋設置港湾数 20 港 
（H23 年度） 

23 港 
（H30 年度） 

27 港 

 

（課題及び対策） 

災害に強く安全、安心、快適な暮らしを支える交通体系を構築するためには、高齢

者等の交通弱者が、車に頼らず移動できる多様な交通手段の確保等に取り組む必要が

ある。 

近年、高齢者や二輪車事故等が増加傾向にあることから、目標値である県管理道路

の歩道必要箇所設置率の達成に向けた一層の施策推進が必要である。 
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 沖縄らしい風景の創出やアメニティ空間の創出を図るため、街路樹の健全度の把握

や再整備、ボランティア等の民間活力活用推進などによる効率的・効果的な道路の維

持管理を行う必要がある。 

また、橋梁をはじめとする交通インフラ施設は、本土復帰後建設された施設が多く、

それらが今後老朽化することから、長寿命化修繕計画に基づいた効果的・効率的な修

繕、更新が必要である。 

災害時の緊急輸送道路や避難経路の確保などの課題に対し、駐留軍用地の返還も視

野に入れた体系的な道路網の早期整備や、緊急輸送道路や避難経路において、優先的

に無電柱化を行う必要があるほか、市町村におけるハザードマップ等の普及啓発等に

より、災害発生時の住民の迅速な避難行動に資する取組が必要である。 

 

(1) 全ての人が安心して暮らせる交通サービスの拡充 

（成果等） 

基幹バスシステムの構築に向け、バスレーン延長や定時速達性の高い基幹急行バス

の運行が開始されたことに加え、ノンステップバスの導入、交通結節点のバリアフ

リー化、市町村によるコミュニティバスの運行、タウンモビリティとしての自転車活

用など、交通サービスの充実により、車に頼らず移動できる交通システムの拡充に向

け取り組んだ。 

沖縄県のノンステップバスの導入率は、国土交通省による「都道府県別移動円滑化

基準適合車両の導入状況」調査の中で、平成 23 年度末時点で全国 45 位だったところ、

平成 31 年度末時点には７位と飛躍的に向上した。 

また、住民税所得割非課税世帯等を対象とした高校生のバス・モノレール通学無料

化等の運賃低減策や、視覚障害者向けデイジーバス案内として県内のバス、モノレー

ルの運賃・乗車方法等の音声ガイダンスデータ提供、各種施設案内の多言語化等のバ

リアフリー化、ユニバーサル化が進み、学生や高齢者、障害のある方など交通弱者の

移動手段確保の取組が広がっている。 

 

（課題及び対策） 

人口増加や観光客の増加に伴い、本県では依然として自動車保有台数が増加し続

け、慢性的な交通渋滞が発生していることから、高齢者等の交通弱者が、車に頼らず

移動できる多様な交通手段の確保等に取り組む必要がある。 

 

(2) 交通事故を抑止するための基盤整備の強化及び効果的な交通規制の実施 

（成果等） 

安全で体系的な道路環境の創出に向けた土地区画整理事業において、（令和元度末

時点では 20 市町村の 116 地区が施行されており、施行済みは 85 地区、施行中は 31

地区（返還軍用跡地では 33 地区のうち施行済み 29 地区、施行中４地区）となった。）

道路、公園、宅地等が一体的に施行されたことから、安全性の高い体系的な環境整

備が進んだ。 
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また、生活道路等における安全対策として、狭窄やハンプ等による通過交通抑止

対策、ゾーン 30、自転車用道路等、効果的な交通規制を実施した。 

 

（課題及び対策） 

安全で体系的な道路環境の創出に向けて、引き続き土地区画整理事業として、体系

的な道路網の整備を図り、交通事故を抑止するまちづくりを推進する必要がある。 

また、近年、高齢者や二輪車事故等が増加傾向にあることから、生活道路等におけ

る安全対策のさらなる強化が必要であるとともに、乗用車が歩道上で信号待ちをして

いる幼児等をはねる事故が発生していることから、園児等の移動経路における交通安

全を確保するための更なる取組が求められている。 

 

 (3) 景観等アメニティに配慮した交通環境の整備 

（成果等） 

景観等アメニティに配慮した交通環境の整備については、西表島ややんばる地域

における貴重動物等のロードキル対策により自然と調和の取れた環境整備が図られ

た。 

また、国際通りや首里城等の観光地へアクセスする道路や主要道路については、

熱帯植物による飾花や緑化・植栽管理に取り組んだ。 

快適な暮らしを支える交通環境の形成に向けては、無電柱化に取り組み、整備延長

は基準値の 109km に対し平成 30 年度は 154.7km となっている。 

 

（課題及び対策） 

沖縄らしい風景の創出やアメニティ空間の創出を図るためには、街路樹の健全度

把握や再整備、ボランティア等の民間活力活用推進などによる効率的・効果的な道

路の維持管理を行う必要がある。このため、沖縄における沿道空間の緑化とその管

理について、行政のみならず、地域住民、企業等と連携して行う必要がある。 

無電柱化については、景観形成を図る地区等を優先的に整備するなど、沖縄県にお

ける観光の計画的な取組が必要である。 

 

 (4) 交通基盤の長寿命化 

（成果等） 

交通基盤を安全・安心に利用できる適正な維持管理については、「沖縄沿道景観向

上技術ガイドライン」を作成し、道路の緑化や除草等の適切な管理の実践とともに

無電柱化整備に取り組んだ。 

 交通基盤の長寿命化対策については、長寿命化修繕計画に基づいて老朽化した県管

理橋梁の修繕・更新に取り組んでおり、令和元年度末で 103 橋が修繕済み、96 橋が修

繕中となっている。 
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（課題及び対策） 

本県は厳しい塩害環境下にあるため施設の老朽化の進行が早く、また本土復帰後、

急速に整備された交通インフラ施設が今後老朽化することから、長寿命化修繕計画に

基づいた効果的・効率的な修繕、更新が必要である。 

また、大径木化した高木の樹木衰退・台風襲来による倒木、生長が早い植物の除草・

剪定作業等の課題に対しては、街路樹の健全度把握や再整備、ボランティア等の民間

活力活用推進など効率的・効果的な維持管理を行う必要がある。 

 加えて、耐用年数が経過した信号機、腐食した信号柱、摩耗した横断歩道などにつ

いて、計画的に更新整備を行っていく必要がある。 

 

(5) 災害に強い交通体系の整備 

（成果等） 

沖縄県緊急輸送道路ネットワーク計画に指定された幹線道路等の整備に取り組み、

那覇空港自動車道の豊見城東道路や沖縄西海岸道路の糸満道路等が供用開始された。 

また、指定道路に優先的に無電柱化を推進するとともに、国道 331 号等の緊急輸送

道路における落石防護対策・法面崩壊防止対策に取り組んだ。 

離島空港については、「沖縄県管理空港の今後の地震・津波対策等の方針」の中で、

防災・緊急輸送拠点空港と位置づけた新石垣空港、宮古空港について耐震性を確認す

るため、地震観測を行い、現地データを取得した。 

那覇港においては、港内静穏度の向上や粘り強い防波堤の実現のため、防波堤の延

伸・改良を行い、利便性の向上や効率的で安全な港の整備を促進した。 

また、平良港の耐震強化岸壁整備や、中城湾港（新港地区）の臨港道路における

橋梁の耐震化整備等、港湾施設の耐震化を推進した。 

 

（課題及び対策） 

駐留軍用地の存在により各拠点感を結ぶ広域道路ネットワークが不十分な状況と

なっており、災害時の緊急輸送道路や避難経路の確保などの課題に対し、駐留軍用

地の返還も視野に入れた体系的な道路網の早期整備や、予防的措置を含む生活基盤

の機能維持・強化や防災・減災対策に取り組む必要がある。 

また、緊急輸送道路や避難経路における優先的な整備や、市町村におけるハザード

マップ等の普及啓発等により、災害発生時の住民の迅速な避難行動に資する取組が必

要である。 

無電柱化に係る費用は道路管理者が実施する電線共同溝の整備及び電線管理者が

実施するケーブル等の入線作業にかかる低コスト化が課題である。 

沖縄県は 12 の離島空港を抱えており、数多くの建物や空港土木施設があることか

ら、耐震対策を全て実施するには相応の時間と費用を要するため、計画的に実施する

必要がある。 
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第６ 新型コロナウイルス感染症の交通機関への影響 

（現状等） 

沖縄県の入域観光客数は平成 30 年度には年間１千万人に達する等、好調に推移し

てきた中で、新型コロナウイルス感染症の国内外での流行拡大により、緊急事態宣言

の発令や入国制限が行われ、空の玄関口となる那覇空港の上半期の旅客数実績は前年

度比で約 78%※2減少した。また、国際線は就航していた 16 路線が４月以降全便運休し

ており、国際クルーズ船も令和２年２月末から令和２年12月現在まで全便運休となっ

たことから、沖縄県全体の入域観光客数は前年度比で約 82%※5減となり、過去最大の

減少となった。 

加えて、県民や事業者の活動自粛が要請されたことにより、企業ではテレワークが

促進されるなど、通勤・通学での利用頻度が低下したことや、不特定多数の人が利用

する公共交通機関の利用自粛により、路線バス、モノレール、タクシー等の利用者数

は、前年度比で一時 50%※1を下回る月も見られ、経営に大きな影響を与えた。 

 離島の生活を支える定期航路事業者については、利用のピークとなるＧＷ期間おい

ても約 52%減便され※３、利用者数が落ち込んだ他、定期便が制限される中で生活物資

の運搬にも大きな影響が及んだ。 

 

（課題及び対策） 

新型コロナウイルスの流行拡大の防止と経済的損失を最小化し、落ち込んだ経済か

ら回復へと転ずるための出口戦略が求められる中で、経済活動を段階的に回復してい

く必要があり、入域観光客の回復に向けコロナ追跡アプリ等のＩＴを駆使した取組

等、「旅行者を安全に迎える安全・安心の島・沖縄」の構築を推進していくことが求

められている。 

県では、公共交通機関の持続的な感染防止対策の定着を支援するため、「沖縄県公

共交通安全・安心確保支援事業」等により、路線バス、タクシー、離島航路及び離島

空路各事業者約 1,300 社に約３億２千万円を支給したが、引き続き、ガイドライン等

に基づいて、車内や駅の消毒、換気、従業員の健康管理や三密対策の徹底、利用者へ

のマスク着用要請等の取組を促進していく等、安全性を確保しながら段階的に利用者

の回復を図る取組が求められている。 

また、貸切バス事業者等の支援のため、観光バス事業の需要を喚起する取組として、

「おきなわ彩発見バスツアー促進事業」を実施してきたが、引き続き、各事業者の事

業継続のため、ガイドラインに基づいて、車内や駅の消毒や換気、従業員の健康管理、

三密対策の徹底や利用者へのマスク着用要請等の取組を促進し、段階的に利用者の需

要回復に取り組む必要がある。 

県内事業者の事業継続、雇用の維持確保のための支援や、ウィズ・コロナ及びアフ

ターコロナにおける持続的な観光振興を実現するための取組が求められている。 
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＜状況＞ 

 指標名 基準値 現状値 増減率 

入域観光客 
上半期計 

5,348 千人 
(R 元年度） 

973 千人 
(R2 年度） 

-81.8% 

那覇空港の国際路線数（就航都市数） 16 路線 
(R 元年度） 

0 路線 
（R2 年度） 

-100% 

那覇空港の旅客数 
実績(国内線)4-9 月 

923 万人 
(R 元年度） 

252 万人 
(R2 年度） 

-72.7% 

那覇空港の旅客数 
実績(国際線)4-9 月 

197 万人 
(R 元年度） 

0 万人 
(R2 年度） 

-100% 

 

(1) 外国人観光客を含む入域観光客の減少 

（現状） 

新型コロナウイルス感染症の国内外での流行拡大による緊急事態宣言の発令や、入

国制限が行われたことにより、国内線の上半期利用者が前年度比で約 73%減少※2して

おり、国際線は就航していた 16 路線において４月以降全便運休したことから、国内

線・国際線の旅客者数を合わせると上半期で約 78%減少※2 となった。また、平成 26

年に那覇クルーズターミナルが供用開始されて以来、国際クルーズ船が好調に寄港回

数を伸ばしていたが、日本国内初の新型コロナウイルス感染症の集団感染が起こり、

沖縄に寄港するクルーズ船が令和２年２月末から令和２年 12 月現在まで全便運休と

なる等により、沖縄県全体の入域観光客数は前年度比で約 82%※5減となり、過去最大

の減少となった。 

 

（課題及び対策） 

入域観光客の回復に向けコロナ追跡アプリ等のＩＴを駆使した取組等、「旅行者を

安全に迎える安全・安心の島・沖縄」の構築や新型コロナウイルスの流行拡大の防止

を推進していくことが求められている。 

また、県内事業者の事業継続、雇用の維持確保や、ウィズ・コロナ、アフターコロ

ナにおける持続的な観光振興を実現するための取組が求められている。 

 

(2) 公共交通機関（陸上・海上・航空）等の利用者の減少 

・陸上交通 

（現状） 

路線バスについては、県民や事業者の活動自粛でテレワークが広まったことや、小

中高校の臨時休校等により、通勤・通学者における利用頻度の低下が見られた他、入

域観光客が５月には前年度比で約 95%※5減と大幅に減少し、輸送人員は上半期の対前

年度比で約 40%減少となったことから※1、３月～10 月の路線バス 10 社の収入は前年

度比で約 16 億円の減少となった。 
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貸切バスについては、修学旅行を始め、団体旅行が相次いでキャンセルされたこと

で、ほぼ予約がない月が続き、県バス協会加盟 22 社の事業の売り上げが４月-６月に

は前年同期比で約 95%減まで落ち込み、上半期の平均でも約 92%※1減少し、交通業界

の中でも最も大きな影響を受けた。 

モノレールについては、令和元年 10 月の浦添延長区間の開業後に大きく輸送人員

が伸びていたが、路線バスと同様な影響を受けたことに加え、海外航空路線の全便運

休や国内線の減便等にも大きく影響を受け、輸送人員を前年度比で見ると５月に最大

約 63%減にまで落ち込み、上半期の平均でも約 50%減少※1となった。 

タクシーは本島を中心とした調査で、路線バスやモノレールと同様な影響を受けた

ことに加え、国際クルーズ船のキャンセル等による観光客の減少や、県民の活動自粛

により、需要が大きく落ち込み、４月には売上が前年度比で約 66%減少し、上半期の

平均でも約 46%※1減少した。沖縄県ハイヤー・タクシー協会のサンプル調査によると、

３月～10 月の前年度比でタクシーの収入額の合計は約 11 億６千万円の減少となっ

た。このような厳しい状況の中、国土交通省は令和２年４月にタクシー事業者が道路

運送法等の特別な許可の取得や、貨物運送に必要な安全管理等に係る措置を講じるこ

とを前提として、食料・飲料に限り有償での運送を認めることとした。 

 トラック事業者については、沖縄県のトラック運送業界への影響調査に回答のあっ

た事業者 36 者によると、企業活動に新型コロナウイルスによる悪影響が出ていると

回答したのは約 76%に上り、売上の減少、輸送量の減少が発生している。 

 

（課題及び対策） 

公共交通機関等の事業者においては、ソーシャルディスタンスを確保し、密閉・密

集・密接のいわゆる「三密」を回避するといった動きが広がったことで、通勤・通学

で公共交通機関の利用を控える動きがみられ、経営に大きな影響が生じていることか

ら、県では公共交通機関の持続的な感染防止対策の定着を支援するため、「沖縄県公

共交通安全・安心確保支援事業」により、路線バスおよび法人タクシー事業者、約 161

社に約１億９千万円を支給したものの、利用者数が新型コロナウイルスの流行拡大以

前に戻っていないことから、今後も安全性を確保しながら段階的に利用者の回復を図

る取組が求められている。 

また、貸切バス事業者等の支援のため、観光バス事業の需要を喚起する取組として、

「おきなわ彩発見バスツアー促進事業」を実施しており、併せて、各事業者の事業継

続のため、引き続き、ガイドラインに基づいて、車内や駅の消毒、換気、従業員の健

康管理や三密対策の徹底、利用者へのマスク着用要請等の取組を促進し、段階的に利

用者の需要回復に取り組む必要がある。 

 

・ 海上交通 

（現状） 

離島航路について医療機関が脆弱な離島では、新型コロナウイルス感染症の流入

を防止するため、来島自粛の情報発信が行われ、４月から多くの航路で減便となっ

た他、感染防止対策として乗客数を定員の半数以下にするなどの措置が取られるな
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ど利用者を大幅に減少せざるを得ない等、令和２年度事業（Ｒ１.10.１～Ｒ２.

９.30）における離島航路補助対象事業者の収入は、当初計画と比べて、15 事業者全

体で約８.３億円の減少が見込まれ、事業者の経営環境は多大な影響を受けている。 

また、離島航路の船舶乗組員にコロナ感染者が確認され、運休を余儀なくされた事

例もあり、交通手段が限られている離島にとっては危機感が高まった。 

 

（課題及び対策） 

離島住民の日常生活や経済活動に密接に関係している離島航路においては、去る

11 月に、既存補助事業の国庫補助額の引き上げや新型コロナの影響による事業者の

減収分を補填する新たな補助金制度の構築など、必要な財政支援を行うよう国へ要

請を行った他、利用者の安全性を確保しながら、運航が出来るよう「沖縄県公共交

通安全・安心確保支援事業」により、離島航路事業者 17 社に約 950 万円を支給した

ものの、新型コロナウイルスの影響により欠損額が増大して経営が苦しい中でも運

休できない状況があるため、引き続き、離島住民の重要な足として利用者の回復を

図る取組と、路線の維持・確保ができるよう求められている。 

 

・航空関係 

（現状） 

 国内線の上半期利用者が前年度比で約 73%の減少※2、国際線は就航していた 16 路線

において４月以降全便運休しており、国内線・国際線の旅客者数を合わせると上半期

で約 78%の減少※2となった。 

 また、主に離島へ運行する航空会社においては、不急不要の移動自粛が要請される

等、移動が制限されるなかで、５月に最大で約７割の減便が発生した。離島路線は、

物流機能を担う役割も大きく、利用者が大幅に減少した中でも農産品の貨物にも影響

があるため、運休出来ない便もあり、採算が取れない便の増加で多額の赤字を計上す

るなど、経営に大きな影響が出ている。 

 

（課題及び対策） 

県では、公共交通機関の持続的な感染防止対策の定着を支援するため、「沖縄県公

共交通安全・安心確保支援事業」により、小規模航空運送事業者に対して、１機あた

り 140 万円、合計約 700 万円を支給したものの、引き続き、客室乗務員によるマスク

の着用や飲食物サービス時の手袋着用、地上係員のマスク・手袋の着用などの安全対

策を促進しながら、離島住民の重要な足として利用者の回復を図る取組と、離島空路

の維持・確保が求められている。 

 

（第６ 新型コロナウイルス感染症の交通機関への影響：出典） 

※1 沖縄県交通政策課 新型コロナウイルス感染症の影響に関する調査 

※2 国土交通省大阪航空局 管内空港の利用概況集計表（速報値） 

※3 （一社）沖縄旅客船協会 定期航路事業者コロナ関係減便 現況表 

※4 (公社)沖縄県トラック協会 「新型コロナウイルスによる沖縄県のトラック運送業界への影響

調査について」 

※5 沖縄県文化観光スポーツ観光政策課「令和２年度上半期 沖縄県入域観光客統計概況」 


