
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 イ 県内立地企業の高度化・多様化

（事業開始：平成30年度）１．事 業 名 アジア・スマートハブ環境形成促進事業

(平成30年度 22,936千円)２．予算措置状況 平成31年度 68,865千円
沖縄振興特別推進交付金★

３．事業の概要
(1) 目的

県内ＩＴ企業のアジア展開やグローバル企業の県内立地を促進するとともに、沖
縄を日本におけるアジアビジネスの中心拠点（ハブ）とするため、国際的なＩＴ見
本市・商談会等（以下「国際ＩＴ見本市」という ）の開催を支援する。。

(2) 内容
①国際IT見本市プレ開催（負担金）
②国際IT見本市開催に向けた事前準備活動（委託）

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
①予 算 区 分：委託料、負担金、報償費、旅費
②委 託 先：民間事業者
③委 託 内 容：上記事業スキーム参照
④負 担 金 交 付 先：実行委員会
⑤負 担 金 用 途：上記事業スキーム参照

(4) 事業実績
県内ＩＴ企業のアジア展開やグローバル企業の県内立地を促進するとともに、沖
縄を日本におけるアジアビジネスの中心拠点(ハブ)とするため、国際的なＩＴ見本
市・商談会等の開催に向けた課題整理及び開催準備組織の設立支援等を実施した。

４．根拠法令、条例、規則等
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 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 イ 県内立地企業の高度化・多様化

(事業開始：平成31年度)１．事 業 名 沖縄型Society5.0実現推進事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成31年度 35,004千円
３．事業の概要
(1) 目的

Society5.0に対応した沖縄の姿である「沖縄型Society5.0」の実現に向け、課題
の整理や実現ロードマップの提示を行うとともに、国内外とのネットワーク構築や
最新テクノロジーの実証環境整備等を実施するなど、おきなわスマートハブ構想の
次期構想策定に向け、必要な提言等の整理や、取組の推進を行う。

(2) 内容
①沖縄型Society5.0の実現に向けた課題整理及びロードマップの作成、IT企業実態
調査、各産業におけるIT利用動向調査等の実施。

②最先端のテクノロジーを活用したイノベーションを県内で生み出す仕組みの構築
に関する調査

③最新テクノロジーの実証のためのテストフィールドの募集 等

＜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：民間事業者
③委 託 内 容：沖縄型Society5.0実現に向けた課題整理のための調査等

(4) 事業実績
平成31年度から事業開始(新規事業)

４．根拠法令、条例、規則等
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

分析・課題の抽出

施策効果の検証

次期構想(沖縄型Society5.0戦略)策定 (H34)

実態調査
・ＩＴ企業実態調査

・他産業ＩＴ利用動向調査 外部要因調査 ・技術革新・新ビジネス調査

・国内外の先進地域等調査

①新規事業芽だし
②効果的な事業
の実施

国内外とのネットワーク
構築

ITイノベーション実証・実装
に向けた環境整備

提言
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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30年度）１．事 業 名 ＩＴ人材高度化支援事業
【※ （H24～H29）の後継事業】ＩＴ人材力育成強化

（平成30年度 96,999千円）２．予算措置状況 平成31年度 92,177千円
★沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

県内情報通信関連産業の高度化・多様化を図るため、開発業務のプロジェクトマ
ネジメントスキルを有する中核人材や新ビジネスの開拓、創出、拡大を担う人材
を育成する。

(2) 内容
高付加価値開発業務の受注や新ビジネス創出に繋がるＩＴ人材を育成する。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金、 産業団体等、 ３／４以内①予 算 区 分： ②補助対象者： ③補 助 率：

(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

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ H28 H29 H30 合計 備考
ＰＢＬ講座 89 30 26 14 13 6 5 183

641 151 131 70 67 30 25 1,115
ＯＪＴ講座 23 21 28 54 66 51 34 277

85 21 28 54 66 51 34 339
技術講座 25 59 69 82 88 78 40 441

243 609 600 742 807 642 306 3,949
資格対策講座 15 14 35 17 81

112 116 278 108 614
2 2
15 15

新入社員育成講座 4 4
31 31

137講座 110講座 123講座 165講座 181講座 170講座 102講座 988講座
969人 781人 759人 978人 1,056人 1,001人 519人 6,063人

計

H24年度にはOff-JT講座の
実績69人が含まれる。

H24～H29はプレ講座と
して実施

H27（開設）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ力
育成講座

H30（開設）

H31（廃止）

○座学講座：技術講座、資格対策講座

○PBL講座：県外IT企業から講師を招聘し、受注に繋がる

技術を習得する

○OJT講座：県外IT企業における職員研修を実施し、受注

に繋がる技術を習得する

○ビジネスプロデュース講座：新たなビジネスを開拓・

創出するためのマネジメント講座
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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 アジア等ＩＴ人材交流育成事業

（平成30年度 18,426千円)２．予算措置状況 平成31年度 26,365千円
★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、アジア等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、沖縄とアジア等海外を結ぶ人的ネット
ワークの構築等を支援する。

(2) 内容
①アジアＩＴ技術者・経営者等の県内招へい
県内ＩＴ企業でのＯＪＴや、県内ＩＴ企業とのビジネスマッチング会の実施等

②県内ＩＴ技術者・経営者等のアジア派遣
現地における投資環境の視察や、現地ＩＴ企業との意見交換会等
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：報償費、旅費、

民間企業等②対 象：
県内情報通信産業団体③委 託 先：
企画、運営、進捗管理等④委託内容：

(4) 事業実績

招へい人数（アジア⇒沖縄） H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 合計
アジアＩＴ技術者 8名 13名 16名 21名 13名 16名 11名 98名
アジアＩＴ企業経営者等 8名 12名 17名 16名 14名 16名 12名 95名

派遣人数 （沖縄⇒アジア） H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 合計
県内ＩＴ企業経営者等 - - - 14名 22名 10名 9名 55名
※経営者等の派遣は、H27年度から開始

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 誘致推進班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2455 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

民間事業者
（コーディネート・マッチング）

県
委託

海外との
ビジネス案件発生

県内IT企業の
海外展開促進

海外企業の
立地促進

招へい

派遣 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ
海外IT団体と連
携

商習慣・スキル習得
市場調査・関係構築

沖縄
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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31年度）１．事 業 名 戦略的デジタルコンテンツ創出促進事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成31年度 30,845千円
※地方創生推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的
県内デジタルコンテンツ業界の高度化や規模の拡大を図るため、同分野
の企業と教育機関が連携して取り組む人材育成の取組に対して支援を行
う。

(2) 内容
デジタルコンテンツ分野の様々な職種に必要となるスキル習得に向けた教育プログ
ラムの構築及び実施

＜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．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 誘致推進班
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 多様な人材の育成・確保

（事業開始：平成 30 年度）１．事 業 名 未来のＩＴ人材創造事業
【※未来のＩＴ人材創出促進事業（H27 ～ H29）の後継事業】

（平成 30 年度 19,786 千円）２．予算措置状況 平成 31 年度 44,697 千円
★沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的
将来的な IT 人材不足への対応として、小学生から大学生等を対象としたスキル獲
得による人材育成を実施し、IT 人材の裾野を広げる。また、IT 産業の魅力を PR
し、将来の職業の選択肢として IT を選択する児童・生徒等の増加につなげる。

(2) 内容
・将来の IT 人材を育成するための補助事業
（プログラミング講座等のスキル獲得事業及びビジネスコンテスト等の意識啓発事業）

IT 産業の魅力発信のための広報イベント等を実施するための補助事業・

・事業実施団体をサポートするための委託事業
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
補助金 民間事業者等、 ８／１０①予算区分： ②補 助 先： ③補助率：、

＊その他、事業実施団体等をサポートするために委託費を計上している。

(4) 事業実績

H27 H28 H29 H30

ＩＴ津梁まつり（参加者数） 5,420 名 5,000 名 11,000 名 11,000 名

学生向けＩＴイベント 実施回数 102 回 69 回 40 回 30 回（ ）

※ H29 年度以前は未来のＩＴ人材創出促進事業の実績

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 誘致推進班
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29年度）１．事 業 名 U・IターンIT技術者確保支援事業
【※U・Iターン技術者確保支援事業（H26～28）の後継事業】

（平成30年度 62,024千円）２．予算措置状況 平成31年度 62,598千円
※地方創生推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的
県内情報通信関連産業の高度化・多様化を図るため、県内情報通信業界の技術者
不足への対応策として、Ｕ・Ｉターンを希望するＩＴ技術者と県内ＩＴ企業のマ
ッチングを促進し、企業の採用活動を支援する。

(2) 内容
・事業の専用サイトを開設し、Ｕ・Ｉターン希望者（ＩＴエンジニア）とＩＴ企業
のマッチングを行う。

・首都圏においてＩＴに特化した就職・転職イベントを開催し、マッチングを促進
する。

・沖縄と東京に相談員を配置し、企業とＵ・Ｉターン双方のサポートを行い、マッ
チングを促進する。

＜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：
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U・I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 名（U･Iターン技術者確保支援事業 )1,682 H28～H30

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

委託

県内IT企業

・高度技術者確保
・人材不足解消

受注体制強化

高付加価値
業務の発注

県外企業（国内外）

産業の高度化・多様化

移住
就職

県外（国外）IT技術者

学校

民間事業者

各種ＰＲ

登録者ＤＢ

専用サイト

Ｕターン
予定者ＤＢ

イベント

マ
ッ
チ
ン
グ

育成
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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3１年度）１．事 業 名 先端IT利活用促進事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成31年度 33,809千円

３．事業の概要
(1) 目的

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなどの先端ＩＴの導入・活用に必要な知識、ノウハウ等
の習得を支援することにより、県内各産業において先端ＩＴの導入・利活用を促進
する人材（ＩＴ活用人材）の育成を図り、各産業における先端ＩＴの導入や、それ
を活用した新サービスの創出を促進する。

(2) 内容
先端ＩＴ活用セミナー等の開催によるＩＴ活用人材の育成や、先端ＩＴソリューシ

ョンの保有企業とのマッチング、導入計画の策定支援等を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
①予 算 区 分：委託料
②委 託 先：民間事業者
③委 託 内 容：ア IT利活用促進（マインドセット）

イ 先端IT導入コンタクト支援（コンタクト）
エ 先端IT導入プランニング支援（プランニング）

(4) 事業実績
―

４．根拠法令、条例、規則等
沖縄２１世紀ビジョン基本計画、アジア経済戦略構想推進計画 等

【問い合わせ先】
情報産業振興課 情報・金融産業振興班班
TEL：098-866-2503 FAX：098-866-2544 E-mail：aa058100@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県 委託事業者

・ＩＴ活用マインドの形成
・ＩＴ活用の契機創出
・ＩＴ活用人材の育成

①マインドセット

・先進地域の現地視察
・先端企業等とのＮＷ
形成、マッチング支援

②コンタクト

・先端ＩＴ導入（実装）に
向けた計画策定支援

③プランニング

ＩＴ産業

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

県内各産業

委
託

連
携

支援
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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31年度）１．事 業 名 サイバーセキュリティ人材創出促進事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成31年度 32,017千円
※地方創生推進交付金

３．事業の概要
的(1) 目

県内情報通信関連産業の高度化・多様化を図るため、サイバーセキュリティ分野に
係る人材を安定的に育成・確保できる体制の整備を促進する。

(2) 内容
サイバーセキュリティ分野の知識及び技術に特化した人材育成事業を実施する。
＊県内において、サイバーセキュリティ分野に係る人材の育成計画を有し、その計
画に沿った人材育成を実施する事業者に対して補助を行う。

＜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．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 誘致推進班
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

（事業開始：平成29年度）１．事 業 名 情報通信コスト低減化支援事業
（ ） 】【※新情報通信費低減化支援事業 H26～28 の後継事業

（平成 年度 千円）２．予算措置状況 平成31年度 52,083千円 30 58,037

３．事業の概要
(1) 目的

沖縄本島と県外、県内離島及び海外を結ぶ通信回線の情報通信費（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一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター（以下

「ISCO ）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 ISCO 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
補助金①予 算 区 分：
ISCOと利用契約を締結した県内で創業又は事業を営む企業②補助対象者：
1/2又は1/4(ISCOが調達した通信回線費の1/2又は1/4 、③補 助 率： ）
※先島地区は2/3
利用企業は、補助金分を控除した額を負担し、ISCOへ支払う。

(4) 事業実績
年度 過去３年間

項目 平成28年度 平成29年度 平成30年度

43,516 29,135 28,018補助額 (千円）

11 11 10利用企業数 （社）

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30年度 20,460千円）２．予算措置状況 平成31年度 31,379千円

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、システム機器移設費等）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28年度 平成29年度 平成30年度項目

1 2 3補助事業数 (件）
1,211 15,000 16,587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30年度：92,206千円)２．予算措置状況 平成31年度 86,855千円

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

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

（平成30年度：64,837千円)２．予算措置状況 平成31年度 65,453千円

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30年度 59,725千円)２．予算措置状況 平成31年度 55,489千円

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 年度 千円)２．予算措置状況 平成 年度 千円31 105,816 30 104,845

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

（ ）２．予算措置状況 平成31年度 692,665千円 平成29年度：36,000千円

★沖縄振興特別推進交付金 ( ）平成30年度：予算割当無し

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）の整備に係る工事に着手する。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料、工事費、土地賃借料、旅費①予 算 区 分：
民間事業者（施工会社、設計コンサル等）②委 託 先：
施設の工事及び監理③委 託 内 容：

(4) 事業実績
平成28年度：アジアＩＴビジネスセンター（仮称）の整備に係る基本設計実施
平成29年度：アジアＩＴビジネスセンター（仮称）の整備に係る実施設計実施

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、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 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 （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 IoT利活用促進ネットワーク基盤構築・実証事業
（事業開始：平成30年度）

（平成30年度 56,629千円）２．予算措置状況 平成31年度 206,225千円

３．事業の概要
(1) 目的

IoT利活用実証事業を実施し、IoT利活用事業者等を集積することで、オープン
データによる多様な新サービスの創出振興を図り、県内企業のIoT利活用推進や県
民サービスの向上につなげるとともに、IoT機器の開発やオープンデータ利活用に
おいて、国内の有数の新サービス創出拠点となることを目指すため、キャリアNW
や県内DCを活用した双方向IoT利活用ネットワークを効率的に整備する。

(2) 内容
キャリアのIoTネットワークを経由し、県内DCでデータ収集・分析や収集データ

のオープンデータとして公開可能仕組みを構築する。加えて、国内外の企業等を対
象に、本IoTネットワーク利活用モデルを公募し、将来の実装や事業化可能なアイ
デアについては、実証事業の一部支援（補助）を行う。

＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
①予 算 区 分：補助金等
②補 助 対 象 者：民間事業者等
③補 助 率：１／２

(4) 事業実績
IoT利活用促進ネットワークを利用した実証事業への補助 ５件

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
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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26年度）１．事 業 名 沖縄県投資環境プロモーション事業

（平成30年度 110,262千円）２．予算措置状況 平成31年度 111,626千円
★沖縄振興特別推進交付金

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
委託料、旅費、負担金①予算区分：
広告代理店等②委 託 先：
沖縄県投資環境プロモーション事業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28年度 平成29年度 平成30年度 からの累計

190,093 150,036 109,458 667,209事業費（千円）

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 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

１．事 業 名：アジア・ビジネス・ネットワーク事業
（事業開始：平成28年度（事業名：海外ビジネス受入体制構築事業 ））

（平成30年度 55,629千円）２．予算措置状況 平成31年度 63,923千円
★沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

アジアにおけるビジネス・ネットワークを構築するため、海外企業と県内企業双
方のビジネスニーズ実現に向けた連携に関する協議を、現地の産業政策担当部局等
と行うとともに、県内における体制づくりを行う。

(2) 内容
①県内企業等と海外企業等とのビジネスネットワーク構築に向けた支援等を行う。
②海外企業の誘致等を促進するため、言語、商習慣、法的課題などについてサポー
トする窓口を運営する。

③県内企業のグローバル人材確保を支援するため、プラットフォームサイトの設置
運営や、県内企業とグローバル人材のマッチングを促進する。

＜事業スキーム＞
①ビジネス・ネットワークを構築 ②サポート窓口を運営 ③グローバル人材マッチング

(3) 予算執行の仕組み
：委託料①予算区分
：民間企業を公募により選定②委 託 先
：県内企業等のニーズ等調査・支援体制構築、サポート窓口の設置、③委託内容
グローバル人材プラットフォームサイトの設置運営

(4) 事業実績
103社の海外企業に対し、県内への立地等に関する相談や県内視察対応を行った

結果、４社が立地や法人設立等に至った。また、21社の県内企業に対し、海外企業
とのビジネス連携に関する相談対応を行った結果、９社が海外企業との連携協議に
至った。
また、海外２都市で就職フェアを開催した結果、19人が就職内定に至った。

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 戦略推進室
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

産業振興公社

ジェトロ

商工会・会議所

○○業界団体

地域金融機関

有力企業

・・・

沖縄

中央、地方政府
（産業政策担当部

局）

産業支援機関

貿易支援機関

経済団体

○○業界団体

現地金融機関

有力企業

・・・

アジア諸地域

連携構築

に向けた意見交換

沖縄県

役割分担など

体制の整備
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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30年度 304,383千円）２．予算措置状況 平成31年度 601,763千円 (
★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・食品等や半導体等高付加
価値製品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 〈事業スキーム〉
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。

(3) 予算執行の仕組み
委託料、補助金、負担金①予算区分：
民間事業者等②委 託 先：
県内輸出事業者補助対象：
商談会等の開催、コンテナスペース確保③委託内容：
県外での商談補助補助内容：
沖縄大交易会への拠出負 担 金：

(4) 事業実績
平成30年度の物流ハブ活用商談会等におけるＰＲが５件、コンテナスペース活用

実績が881.9トン（前年度比241％ 、沖縄大交易会へは国内外から合計551社が参加）
するなど、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、自治体が出
てきており、実績が現れている。

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問合せ先】アジア経済戦略課 国際物流推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

国 8/10

県2/10

物流業者

３．全国特産品輸出商社育成事業
・県外での商談等補助

日本の農林水産品等輸出のアジア・ゲートウェイに
→国際物流拠点形成

沖縄大交易会実行委員会

補
助

県内商社

民間企業

２．航空コンテナスペース確保
・全国特産品輸出量増大
・半導体等高付加価値製品輸出量増大

１．物流ハブ機能認知度向上事業
・沖縄ハブの機能の認知度向上に向けたＰＲ
（商談会、国内外展示会出展等）

委
託

委
託

負
担
金

４．国際商談会（沖縄大交易会）開催
・国際商談会開催による商流支援、
ハブ活用促進
・県産品の国際外への販路拡大
・国際交易拠点としての魅力発信

74



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30年度 16,217千円）２．予算措置状況 平成31年度 10,439千円

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
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

国等関係機関

調整等 航空機燃料税、着陸料、着陸料・航行援助施設利用料等の軽減措

沖 置の拡充・延長に係る要請、その他、那覇空港の国際物流拠点化

に必要な制度要求に関する関係機関への調整及び要請

縄

県 委 託 民間企業

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

(3) 予算執行の仕組み
旅費、委託料等①予算区分：
民間企業を公募により選定②委 託 先：
那覇空港の国際物流拠点化に向けた課題調査等を行う。③委託内容：

(4) 事業実績
通関・検疫の期間短縮による輸出拡大に向け、ラベルの事前作成の支援と、商品

輸出を通じた期間短縮スキームの調査を実施し課題を整理した。
また、輸出関連書類の手続窓口を空港周辺へ設置し、物流ハブ機能向上による輸

出拡大に向けた実証を行った。

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 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31年度）１．事 業 名 沖縄戦略的国際物流プラットホーム強化事業

（新規事業）２．予算措置状況 平成31年度 688,547千円

３．事業の概要
(1) 目的

国際物流関連事業者の事業拡大・新規参入等を促進することで、臨空型産業を
を集積し、競争力のある国際物流拠点の形成に向け新たなステージを目指す。

(2) 内容
、 、那覇空港の国際貨物ターミナル施設の一部を活用し 国際航空貨物便の新規就航

貨物運送事業者等の新規参入・規模拡大を図る実証事業を実施するとともに、誘致
コンサルティング事業者による物流関連事業者等の誘致の強化・促進を図る。
＜事業スキーム＞

(3) 予算執行の仕組み
委託料①予算区分：
民間企業を公募により選定②委 託 先：
実証事業の実施、誘致コンサルティング③委託内容：

(4) 事業実績
－

４．根拠法令、条例、規則等
なし

【問合せ先】アジア経済戦略課 国際物流推進班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県

委託

業務内容
①実証事業のコンサルティング
②以下の業種の誘致業務
ⅰ国際航空運送事業者
ⅱ商社（総合商社等）
ⅲ物流産業（貨物利用運送事業者等）
ⅳ 高付加価値製造業（半導体、バイオ、
医療機器等）
ⅴＭＲＯ関連産業（航空機整備業、
関連製造業等）

ⅵその他、国際航空貨物量増大に
資する臨空型産業

ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ

委託

(1) 国際航空貨物便の就航支援
那覇空港における国際航空運送事業者

(2) 貨物利用運送事業者誘致・増大支援
那覇空港における貨物利用運送事業者

国際貨物施設物流モデル拠点化支援
国際貨物施設新規入居者

(3) 高付加価値製造事業者等誘致支援
那覇空港における高付加価値製造事業者等

①誘致コンサルティング事業者 ②実証事業実施連携事業体

雇用創出国際貨物量の大幅拡大産業振興

国際競争力のある国際物流拠点の形成に向けた新たなステージ

臨空・臨港型産業の集積
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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

（平成30年度 23,199千円）２．予算措置状況 平成31年度 24,082千円
★沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

自立型経済の基盤となる国際競争力のある物流拠点の形成のため、関係自治体等
と連携し、臨空・臨港型産業の集積促進と国際物流拠点産業集積地域制度の活用促
進に向けた諸施策を実施する。

(2) 内容
関係自治体等と連携し、国際物流拠点産業集積地域制度の周知活動や活用支援等

に取り組む。また、同地域の実態把握のため、調査等を実施する。

〈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：シンクタンク等
③内 容：国際物流拠点産業集積地域制度の周知活動や活用支援、実態把握

調査等
(4) 事業実績

関係自治体や税理士等と連携した国際物流拠点産業集積地域制度の周知活動や活
用支援、実態把握調査等に取り組んだ。

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

①関係自治体
②関係企業等

委託

県

シンクタンク

・特区の実態調査について
・産業用地確保について
・周知活動、活用支援について 他

・要点整理
・目標、課題、施策の取りまとめ

連携（①）
広報（①、②）
（支援策の活用促進）

実態把握（①、②）

取り組みへ
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

（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30年度 406,033千円）２．予算措置状況 平成31年度 495,918千円

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28年度 平成29年度 平成30年度 からの累計

20,025 20,866 37,380 1,334,862補助金

1 1 1 73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 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促進

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

（平成30年度 74,291千円)２．予算措置状況 平成31年度 73,611千円

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
輸送経費の最大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28年度 平成29年度 平成30年度

32 31 26 111補助事業数（件）

） 40,809 72,699 58,966 200,884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

79



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30年度 81,079千円）２．予算措置状況 平成31年度 88,842千円

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、賃
貸工場及び企業立地サポートセンターの施設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、同地区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立地企業に対する創・操業支援

＜事業スキーム＞

国
①地域の管理運営 ②賃貸工場の管理運営 際

物
沖 う 流

る 拠
縄 ③立地企業に対する創・操業支援 ま 点

地 産
県 区 業指

立 集定 創・操業支援
地 積管
企 地理 賃貸工場の管理運営
業 域者

(3) 予算執行の仕組み
直接実施(その他)、委託料、工事請負費予算区分：

(4) 事業実績
平成30年度 立地企業 71社（平成31年１月１日現在）

雇用者数 930名（平成31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

臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成ア
(９) ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成

ものづくり産業の戦略的展開ア

（事業開始：平成24年度）１．事 業 名 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事業

（平成30年度(10月補正） 26,189千円）２．予算措置状況 平成31年度 28,130千円
★沖縄振興特別推進交付金

３．事業の概要
(1) 目的

国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区において、賃貸工場を整備すること
で、立地する企業の初期投資の軽減や早期操業を支援し、本県の製造業及び関連産
業の振興を図る。

(2) 内容
、 。国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区において 賃貸工場を６棟整備する

〈事業スキーム〉

他産業への波及効果が大きい製造業の育成と誘致は、県の産業振興にお
ける重要な課題（製造業構成比全国最下位）

企業の初期投資の軽減や早期操業を図るため、賃貸工場を整備

製造業の集積・振興、雇用の創出

(3)予算執行の仕組み
委託料➀予算区分：
民間事業者②委 託 先：
設計業務➂委託内容：

(4) 事業実績
平成23年度以前：24棟整備
平成24～29年度：22棟整備
平成30年度以降：６棟整備予定（平成30年度：土質調査業務完了）

沖縄振興特別措置法４．根拠法令、条例、規則等

【問い合わせ先】 企業立地推進課 産業拠点整備班
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)

イ 県内事業者等による海外展開の促進施策展開

（事業開始：平成29年度）１．事 業 名 アジア経済戦略構想推進・検証事業
【 】旧事業名：アジア経済戦略推進事業

（平成30年度 27,781千円）２．予算措置状況 平成31年度 25,360千円

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 同構想関連施策の検証・推進を図る
具体的には、同構想の重点市場への対応方針に関する調査、推進・検証委員会及び
同専門推進部会の運営、シンポジウムの開催、同構想に関する広報等を行う。

(2) 内容
①アジア経済戦略構想推進・検証委員会及び専門推進部会を開催し、施策等の検証
を踏まえ、知事へ改善策の提言等を行い、効果的な施策展開を推進する。

②アジア経済戦略構想に掲げるアジア各国の展望や海外等重点市場の動向等を調査
し、重点市場への対応方針を整理する。

③構想で描かれる沖縄の将来像等を県民へわかりやすく示すとともに、その取組や
成果を国内外企業にＰＲすることで、沖縄への企業誘致や投資等を促進する。

〈事業スキーム〉

(3) 予算執行の仕組み
委託料等①予算区分：
民間企業を公募により選定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
①アジア経済戦略構想推進・検証委員会 ２回（H30年５月、11月）
②アジア経済戦略構想推進・検証委員会専門推進部会 ３部会各２回
③アジア経済戦略構想シンポジウム ２回（H29年６月、12月）
④海外企業向け構想ＰＲパンフレット作成、ＴＶ番組・ラジオ放送等の実施

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 戦略推進室
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県
事業者

（調査実施等）

①アジア経済戦略・推進・検証委員会及び
専門推進部会の運営支援

②アジア各国の展望及び海外等重点市場
の動向等を調査し、重点市場への対応方
針を整理

③構想で描かれる将来像を県民や国内外
向けに広報

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 イ 県内事業者等による海外展開の促進

（事業開始：平成27年度）１．事 業 名 新分野海外展開支援事業

（平成30年度 45,730千円）２．予算措置状況 平成31年度 49,283千円
★沖縄振興特別推進交付金

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組を促進することで、サービス
業等の成長発展を図る。

(2) 内容
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
委託料、補助金①予算区分：
民間企業を公募により選定②委 託 先：
海外においてサービス業等を行おうとする企業補助対象：
補助対象企業へのハンズオン支援③委託内容：

：市場調査、広告費等補助内容

(4) 事業実績
平成30年度は、10社に対して海外展開の支援を実施し、海外拠点の設置や販路

開拓等につながった。

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 戦略推進室
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp

沖縄県

委託 委託先

海外展開を促
進するための
情報発信

本事業の目
的を達成する
上で効果的と
考える取組

今後海外展開の可能性がある
県内企業

県内企業10社程度

実施

ハンズオン支援

調査費等の補助

情報提供等

海外展開を目指す県内企業の募集、選定及び
当該企業に対するハンズオン支援
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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

（平成30年度 256,396千円）２．予算措置状況 平成31年度 220,798千円
★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ハブ国際物流拠点形成を推進する中で、
機能が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アジア経済特区活用ビジネスモデル構築事業
②中古車等輸出ビジネスモデル実証事業
③OKINAWA型インバウンド活用新ビジネス創出事業
④沖縄活用型商流・物流拡充ビジネスモデル実証事業

〈事業スキーム〉

①アジア経済特区活用ビジネ
委 託 スモデル構築事業

受 ②中古車等輸出ビジネスモデ
沖 託 ル実証事業

事 ③OKINAWA型インバウンド活用
縄 業 新ビジネス創出事業 国際物流

フィード 者 ④沖縄活用型商流・物流拡充 拠点形成
県 バック ビジネスモデル実証事業

補助金 補助事業者
③OKINAWA型インバウンド活用新ビジネス創
出事業（民間プロジェクト造成促進事業）

(3) 予算執行の仕組み
委託料等（一部補助金）①予算区分：
民間企業を公募により選定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
①H30年度は、通関・検疫の迅速化等により中国への輸出を拡大するため、台湾を
経由した中国福建省等との連携モデルを構築するための調査を行った。
②H30年中古車輸出721台（対前年比152％ 、中古車部品輸出コンテナ１台）【貿易統計】
③県内小売店や観光施設等においてインバウンド向けの県産品・全国特産品プロモ
ーションを実施し、民間事業者を対象とした補助を行った（３件）
④沖縄を経由して輸出する必然性を備えた実現可能性のあるビジネスモデル案を３
件実証した。

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 国際物流推進班、販路開拓班
TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp
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