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沖縄振興計画等における農林水産業の位置付け

沖縄振興開発計画（国策定）

主な成果具体的施策目標（農林水産業）目 標計 画

第１次計画
昭和48年～56年

・本土との格差の是正

・自立的発展の基礎条件の
整備

・基礎的条件の整備
・さとうきび・パインアップル
等の生産性の向上
・畜産、野菜等の生産拡大
による多様化
・水源かん養、木材生産等
に向けた森林資源の培養
・資源培養型漁業の開発

・さとうきびの価格の支持

・飼料基盤、畑地かんがい
施設等の整備
・栽培施設等の整備
・本土向け流通体制整備
・ミバエ類の防除

・さとうきびの価格の上昇

・豚、本土向け野菜の増大
等により、Ｓ５７年度農業粗
生産額はＳ４８年の２．３倍

・モズク、クルマエビの生産
拡大

第２次計画
昭和57年～平成3年

・本土との格差の是正

・自立的発展の基礎条件の
整備

・基礎的条件の整備

・自然的特性を生かした生産
の安定的拡大と多様化

・国土保全、水源かん養等
の多面的機能の強化、亜熱
帯地域の特性を生かす林業

・生産基盤整備と地理的特
性等を生かす水産業の確立
・加工等の育成付加価値化

・農地流動化施策の推進

・花き等における生産、出荷
体制の整備

・畜産における配合飼料安
定供給体制の整備
・ミバエ類の防除

・Ｈ４年度の大規模経営農家
数（2ha以上）がＳ５７年の
１．１４倍の4,450戸に増加
・Ｈ４年花き類生産額がＳ５７
年の２．７倍

・沖縄全域からのミカンコミ
バエ根絶達成

第３次計画
平成4年～平成13年

・本土との格差の是正

・自立的発展の基礎条件の
整備

・我が国の経済社会及び文
化の発展に寄与する特色あ
る整備

・担い手の育成確保と生産
条件の改善

・野菜、花き、畜産等の供給
基地の形成

・多様な森林整備と県土緑
化の推進

・漁場環境の保全と漁港漁
場の整備、栽培漁業推進

・農業要旨の開発、かんが
い排水施設等の整備

・野菜、花き等における近代
化施設の整備

・ウリミバエ、イモゾウムシ等
の根絶
・特用林産物生産施設整備

・国営地下ダム等の完成に
よる施設型園芸作物の拡大

・彼岸向け小菊等のシェアが
全国一

・ウリミバエの根絶による
ゴーヤー・マンゴ等生産拡大

・栽培施設の整備によるキノ
コ類の生産拡大
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沖縄振興計画等における農林水産業の位置付け

沖縄振興計画（国策定）

主な成果具体的施策目標（農林水産業）目 標計 画

第４次計画
平成14年～平成23年

・自立的発展の基礎条件の
整備

・我が国ひいてはアジア・太
平洋地域の経済社会及び文
化の発展に寄与する特色あ
る整備

・地域特性を生かしたおきな
わブランドの確立と生産供給
体制の強化

・総合的な流通、販売、加工
対策

・亜熱帯や島しょ性に適合し
た農林水産業基盤の整備

・おきなわブランドの確立と
生産供給体制の強化

・流通、販売、加工対策の強
化

・担い手の育成や農林水産
技術の開発と普及

・亜熱帯や島しょ性に適合し
た農林水産業の基盤整備

・環境と調和した農林水産業
の推進

・さとうきび農家、製糖工場
への助成により経営安定化

・地下ダム等の生産基盤整
備による生産性の向上

・特殊病害虫の根絶に向け
た着実な個体数の減少

・野菜・花き、果樹、畜産等
の生産と流通基盤の強化

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画

平成14年～令和3年

・県民全体で共有する将来
像「沖縄２１世紀ビジョン」の
実現

・時代を切り拓き、世界と交
流し、ともに支え合う平和で
豊かな「美ら島」おきなわの
実現

・潤いと活力をもたらす沖縄
らしいやさしい社会の構築

・日本と世界の架け橋となる
強くしなやかな自立型経済

・将来像実現の原動力となる
人づくり

・地域特性を生かした安全安
心なおきなわブランドの確立
と生産供給体制の強化

・総合的な流通、販売、加工
対策

・亜熱帯や島しょ性に適合し
た農林水産業基盤の整備

・６次産業化など付加価値を
創造するフロンティア型の農
林水産業の推進

・おきなわブランドの確立と
生産供給体制の強化

・流通、販売、加工対策の強
化

・農林水産物の安全安心の
確立

・担い手の育成確保及び経
営安定対策等の強化
・農林水産技術の開発普及

・亜熱帯や島しょ性に適合し
た農林水産業の基盤整備

・フロンティア型農林水産業
の振興

・平成２８年の農業産出額が
２１年ぶりの１千億円台を達
成（平成２９年も１千億千台
を達成）

・平成２９年の漁業産出額が
１１年ぶりとなる２００億円台
を達成

・毎年３００名規模の新規就
農者の育成確保

・那覇空港の国際物流ハブ
等を利用した農林水産物・食
品の輸出額増加

・地下ダム等の生産基盤整
備による生産性の向上

沖縄振興計画（県策定）
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各種指標で見る沖縄振興計画等期間における農林水産業の変遷

農 林 漁 業 産 出 額

農林漁業の産出額は、昭和48年の612億円から、基盤整
備や各種の施策などにより、平成元年には1,388億円と
復帰後最高額となった。
しかしながら、国内外との産地間競争の激化、長引く景気
低迷による農林水産物価格の低迷、農業従事者の減少な
どにより減少傾向で推移。
このような中、平成２４年度に創設された一括交付金制
度を活用し、きめ細かな生産振興対策を講じたことで、
再び上昇に転じ、平成29年度の産出額は、1,229億円と
なった。
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沖縄県の復帰以降の農林漁業産出額の推移単位：億円

（参考）
左図は、農林漁業産出額のうち、農
業産出額について復帰直後、沖縄
振興開発計画終了時（H13)、直近の
平成29年度の産出額構成の変遷を
表している。

生産基盤整備の進展により、さとう
きび等の安定生産、野菜、花き等の
増加により多品目・土地生産性が向
上している。
時に畜産（肉用牛）については各種
経営安定対策等により大きく向上し
ている。
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漁業産出額に占める漁業・養殖の変遷

海面漁業

海面養殖

（参考）
左図は、農林漁業産出額のうち、
漁業産出額について復帰直後、
沖縄振興開発計画終了時（H15)、
直近の平成29年度の産出額構成
の変遷を表している。

沖合・遠洋漁業を中心した漁業あ
ら、水産基盤整備等による養殖
業の発展により、復帰以降、その
内訳は大きく変化している。
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各種指標で見る沖縄振興計画等期間における農林水産業の変遷

第１次産業就業者数

第１次産業就業者数は、昭和46年の９万３千人（全就業者に占め
るシェア24.2％）から、復帰以降の本県の産業構造（第２次産業
のうち建設業や第３次産業の拡大等）の変化等による担い手不
足のほか、高齢化等により減少を続け、直近の平成27年度は、２
万４千人（全産業に占めるシェア4.9％）となっている。
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沖縄県の復帰以降の耕地面積の推移

耕地面積は、昭和48年の４万4,520ha以降、平成２年の４万7千
haをピークに減少傾向となっているものの、農業生産基盤整
備の進展や農地流動化・集団化等の各種優良農用地の保全・
確保の取り組みにより、平成１７年以降は、３万９千ha前後で横
ばいとなっている。
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各種指標で見る沖縄振興計画等期間における農林水産業の変遷

農業生産（労働・土地）性

○本県の農業生産性は、復帰以降、昭和６０年まで農業基盤整備
の進展や各種近代化施設の導入等により、土地生産性（横軸）が
大きく向上するなど、順調に増加を続けてきた。

○その後、農業就業者数の減少等に伴う、さとうきび等の土地利
用型作物の機械化・省力化の進展により、労働生産性（縦軸）が大
きく向上した、一方で、土地生産性（横軸）については、減少・横ば
い傾向（平成２２年頃まで）が続いている。

○このような中、平成２４年度に創設された一括交付金制度を活
用し、きめ細かな生産振興対策を講じたことで、再び上昇に転じ、
平成29年度の農業生産性は復帰以降最高となっている。
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○昭和６１年における農業産出額は、本島６６％、離島３４％という
構成であったが、農業基盤整備の進展や一括交付金等を活用し
た生産振興・流通条件などの各種施策の推進によって、平成２８
年の農業産出額における割合は、本島５２％、離島４８％となるな
ど、本県の農林水産業の振興にあたり、離島地域の重要性は大き
く増している。
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4

沖縄振興における農林水産業の課題と方向性

○「地理的事情」・・・・・本土からの遠隔性・広大な海域に多数の離島が点在
○「自然的事情」・・・・・我が国唯一の亜熱帯・海洋性気候（高温多湿・台風の常襲・病害虫・土壌等）

引き続き残る特殊事情

○グローバル化への対応
・産地間競争＋国家間競争・・・・・ＴＰＰ11、日ＥＵ・ＥＰＡをはじめとする経済連携協定の進展、国の農林水産物輸出１兆円目標

（参考：国「未来投資戦略２０１７」における目標（ＫＰＩ） 日本の貿易総額に占めるＦＴＡカバー率（７０％））

・防疫リスクの拡大、地気球規模での気候変動、SDGｓ（持続可能な開発目標）
○人口問題への対応
（少子化による人口減少、高齢化の加速、生産年齢人口（15～64歳）の減少）
・地域間・産業間における労働力確保競争の激化、外国人労働者、農福連携
・国内市場規模の縮小、共働き世帯の増加（冷凍・カット野菜、加工食品等市場の拡大）

○アジア経済発展への対応
・アジア諸国は、世界の経済成長の６０％を占め最大の牽引役
・「地理的事情」の変化・・・・・これまでの本土からの遠隔性に加え、アジア地域との優位性

○ロボット・ＡＩ・ＩＯＴ技術等の急速な進展への対応・課題解決に向けた活用

社会情勢の変化等への対応

これまで推進してきた施策による成果・課題などについて総点検を実施するとともに、大きく変化する社会情勢の変化
等を見据えた本県の農林水産業の振興に向けた新たな計画策定などの基礎的な資料とする。

総点検の基本な考え方
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