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沖縄経済の展望 Okinawa 経済ニュース No.6   
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はじめに 
 今年の経済予測は難しいといわれています。「不透明」「断絶」「格差」等のキーワードに

現れているように、不確定要因が出てきたからです。その最たる例はアメリカのトランプ

が大統領選挙に勝ったからです。勝因としてポピュリズムと呼ばれる情緒的支持を基盤と

する民族主義的政策や大衆迎合を取り込んだためといわれています。その背景には、トマ・

ピケティ1が指摘するように世界的な経済「格差」が進行し、アメリカでもラスト・ベルト

(Rust Belt 錆びた地帯)等を主とした不満が現状の変革を望んだからだといわれています。

トランプ政権の減税や公共投資の政策に対する期待から株価は上昇しているものの、先行

きの不透明さが日本経済ひいては沖縄経済にも影響を及ぼすことが多くのエコノミストか

ら指摘されています。 
 しかし、沖縄の経済は好調です。アジアのダイナミズムが観光、投資、情報通信等で効

果を出しつつあるからです。このチャンスを逸することなく沖縄経済に組み込む仕組みを

作らなければなりません。沖縄振興計画(沖縄 21 世紀ビジョン基本計画)が終了する、ここ

5 年がハード、ソフトのインフラや規制緩和等の政策を展開する上で重要となります。2020
年には那覇空港の滑走路増設や大型 MICE 施設2が完成予定であり、また東京オリンピック

の開催もあります。これらの要素を踏まえて沖縄の経済を展望してみたいと思います。 
 
1. ２０１７年経済見通し 
まず、OECD の世界経済予測を見てみましょう。日本は 2017 年 1.03%、2018 年 0.83%

と予測されています。2017 年の最も高い国はインドで 7.56%、次いで中国は 6.43%と予測

されています。アメリカは 2.27%と世界の 3.34%より低くなっています。アジアのプレゼ

ンスは高まると思いますが、インドが中国を追い抜いています。日本は世界の中では低く

                                                   
1 トマ・ピケティ、山形 浩生・守岡 桜・森本 正史訳「２１世紀の資本」みすず書房 
2 MICE とは、Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅行）、Convention 
または Conference（大会・学会・国際会議）、Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語

です。ビジネストラベルの一つの形態で参加者が多いだけでなく、一般の観光旅行に比べ

消費額が大きいことなどから、MICE の誘致に力を入れる国や地域が多く、日本でも、イ

ンバウンド振興策の一環として、国や自治体により誘致活動が盛んに行なわれています。 
JTB 総合研究所、http://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/mice/ 
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なっています。 
図 1 

 
出所:OECD Real GDP forecast 
https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm より作成。 
 

図 2 

 

出所:OECD Real GDP forecast 
https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm より作成。 
  

あるシンクタンク3の日本経済の見通しは次の通りとなっています。 
                                                   
3 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 
http://www.murc.jp/thinktank/economy/economy_prospect/short/short_1612 
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○2017 年度は、緩やかな景気回復の動きが続き、実質ＧＤＰ成長率は 3 年連続でプラス成

長を達成する見込みである。雇用・所得情勢の改善が続く一方で物価が上昇基調に転じる

ことが個人消費の伸びを抑制するが、世界経済の回復を背景に輸出が増加基調を維持する

ことに加え、企業業績の改善を受けて設備投資が緩やかな増加基調に転じることが景気を

下支えする。 
○2018 年度は、東京オリンピックを控えた需要の盛り上がりがピークに達するため、公共

投資や首都圏での再開発案件の増加が景気の押し上げ要因となる。 
 
 しかし、これも前述の通り、トランプ政策の影響等不確定要因が織り込まれていないた

め、今後注視する必要があります。 
 
2. 沖縄経済の展望 
(1) 沖縄経済の現状 

ここでは、まず好調に推移している沖縄経済の現状を紹介します。 
 
・景気 

最近の沖縄経済は、極めて好調である。景気について、日銀の短観を見てみると、ここ

数年沖縄県が全国を大きく凌駕しています。最新のデータ(2016 年 12 月 14 日現在)で沖縄

県 37、全国は 7 となっておりその差はやや拡大傾向にあります。  
 

図 3 

 
出所:日銀那覇支店 短期経済観測調査結果  http://www3.boj.or.jp/naha/0012.html よ

り作成。 
・県内総生産 

県内総生産は増加傾向にあり、一人あたり県民所得も好転の兆しが見えています。他方、

日本経済はデフレから脱却できず、加えて 2008 年頃から人口減少に突入し、国内総生産は

減少し、2011 年ころから持ち直しつつあるものの、デフレからの脱却は未だできていませ
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ん。 
 

図 4 
                             単位：百万円 

 
出所:沖縄県 HP 県民経済計算より作成 
http://www.pref.okinawa.jp/toukeika/accounts/accounts_index.html 

図 5  単位：百万円 

 
出所:総務省統計局 国民経済計算より作成 
http://www.stat.go.jp/data/nihon/03.htm 
 
・一人当たり県民所得 
 一人当たり県民所得は、復帰後ずっと最下位で推移してきました。しかし、2008 年から

V 字型に回復・増加しつつあります。 
 

図 6 
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出所:沖縄県企画部「平成 26 年度 県民経済計算 平成 28 年 12 月」による。  
 
・失業率 

ずっと厳しい状況にあった沖縄の失業率も平成 28 年 8 月には 3%台になり、改善の兆し

が見えます。求人倍率は平成 28 年 6 月以降 1 を超え、好転に向かっています。 
 

図 7 

 
出所:「労働力調査」沖縄県 HP http://www.pref.okinawa.jp/toukeika/lfs/lfs_index.html
より作成 
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図 8 

 
出所:沖縄労働局 「労働市場の動き」平成 28 年 7 月による。 
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/okinawa-roudoukyoku/antei/H28/r
oudoushijou/2807_shijounougoki_1.pdf 
 
(2) 県経済見通し 
 今年の県経済は県内シンクタンク4によると、以下のように予測されています。 
 
2017 年の展望 

国内経済は拡大局面入りが見込まれ、県内経済は引き続き拡大の動きが強まろう。 県内

経済は、消費関連は雇用環境の改善などから好調に推移するものとみられ、観光は外国客

の旺盛な旅行需要などから好調に推移するものとみられる。また、建設関連は公共工事が

引き続き好調を維持するものとみられ、全体では引き続き拡大の動きが強まって推移しよ

う。 
建設関連は、公共工事は沖縄振興予算が高水準で推移することや、民間工事は住宅投資

の需要拡大や企業の設備投資の増加などから、全体では引き続き概ね好調な動きとなるこ

とが見込まれる。 
 個人消費は、新設・改装効果に加え就業者数の増加や賃金上昇など雇用環境の改善により、

県民の消費活動はさらに活発な動きになるものと予想され、食料品や耐久消費財が堅調に

推移する見通しである。 
 観光関連は、引き続き好調に推移しよう。国内経済の拡大局面入りや外国客の旺盛な旅

行需要などを背景に入域観光客数は前年増が見込まれ、引き続きホテル売上高の増加が予

想される。 

                                                   
4 りゅうぎん総合研究所「沖縄県経済 2016 年の回顧と 2017 年の展望」 
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3. 那覇空港の滑走路増設 
アジア経済戦略構想の重点戦略である「アジアをつなぐ国際物流拠点」「世界水準の観光

リゾート」「航空関連産業クラスターの形成」「アジア有数の国際情報通信拠点スマートハ

ブの形成」「沖縄からアジアへとつながるものづくり産業の推進」等において、最も重要な

要素の一つは那覇空港の滑走路 2 本目の完成です。 
 現在の那覇空港は拠点空港（国管理空港）で、面積が約 330ｈａ、滑走路は長さ 3,000
ｍ×幅 45ｍで、旅客ターミナルビルは国内線ビル 約 8.6 万ｍ2、国際線ビル 約 2.4 万ｍ2
となっています。乗降客数は国内：約 1,604 万人、 国際：約 250 万人（平成 27 年度現在）

となっています。 
 那覇空港の機能として、アジア太平洋地域における国際交流拠点、海洋リゾートのゲー

トウェイ、県民生活の高質化、安定化を支える交流拠点、企業の物流効率化を支える交流

拠点が示されています。 
表 1 

 
出所:那覇空港構想・施設設計検討協議会「那覇空港 滑走路増設に関する経緯についてー

総合的な調査及び構想・施設計画段階のとりまとめー」平成 21 年 8 月 による。 
 
 観光客が増加し、年末年始等には予約が取れず訪問を取りやめる人がでるくらい込み、

空港貨物も増大し、那覇空港が需要増加に対応することが困難になりつつあります、そこ

で、国(内閣府総合事務局及び国土交通省大阪航空局)と沖縄県は那覇空港の調査検討をしま

した。その結果、那覇空港構想・施設設計検討協議会は那覇空港の増設滑走路案を滑走路

間隔 1310 メートルの案とし、施設配置検討を行うことが適切であると判断しました5。 
 
 観光客の増加が最近著しく、2015 年度は 7,936,300 人(内外国人に達し 1,670,300 人)に
達し、その後も伸びています。経済波及効果(2015 年度)は、直接効果が 6082 億円、経済波

及効果が 1 兆 143 億 3400 万円、付加価値誘発効果が 4937 億 7900 万円、雇用誘発効果が

125,749 人と推計されています6。 
                                                   
5 那覇空港構想・施設設計検討協議会「那覇空港 滑走路増設に関する経緯についてー総合

的な調査及び構想・施設計画段階のとりまとめー」平成 21 年 8 月 
6 沖縄県文化観光スポーツ部「平成 27 年度 沖縄県における旅行・観光の経済波及効果」

平成 28 年 12 月 19 日 
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図 9 

 
出所: 沖縄県 HP 沖縄県統計年鑑及び入域観光客統計概況より作成。 
 

今後の需要予測について国土交通省は以下のように推測しています。 2020 年の旅行客は

国内線が 1536 万、国際線が 70.8 万人、合計 1606 万人、2030 年には国内線が 1567 万人、

国際線が 97.9 万人、合計 1665 万人と予測され、発着回数は 2020 年に国内線が 11.1 万回、

国際線が 0.7 万回、合計 11.8 万回 2030 年には国内線 11.2 万回、国際線が 0.9 万回、合計

121 万回と予測されています。 
 しかし、この推計は平成２５年になされたものであり、近年の急激な伸びにより実績は

推計を上回っており、今後も増えるのではないかと思われます。 
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表 2 

 
出所:国土交通省 航空局「那覇空港滑走路増設事業における新規事業採択時評価について」

平成 25 年 1 月 
 
 完成予定が 2020年の那覇空港滑走路の増設は第二滑走路が 2700メートル×60メートル

となっており、完成後はアジアのダイナミズムを取り組む観光や物流の拠点として、大い

に期待されています。 
2016 年 11 月 29 日の沖縄県アジア経済戦略推進・検討委員会の知事提言において「那覇

軍港国有地部分をはじめとする那覇空港に隣接する国際物流特区の機能強化及び産業用地

の拡張」や「那覇空港の第二滑走路実現に伴う課題の整理をおこなう(アジアの経済拡大に

耐えうる拡張性も踏まえた臨港都市の形成をトータルに推進するため、現時点の課題を抽

出し、検討する)」が提言されました。2020 年の供用開始の前に本体は無論、ハード・ソフ

トの付帯設備を含めて、沖縄経済発展の土台になるように整備しなければなりません。 
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図 10 那覇空港新滑走路完成予想図 

 
 

 
出所:内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 那覇空港プロジェクト室（空港整備課） 

http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku2/information/nahakuukou/zousetugaiyou%20.htmli9 に

よる。 
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4. 大型 MICE 施設 
 

大型 MICE 施設の内容 
MICE とは、ミーティング、インセンティブ、コンベンション、エキジビジョン・イベ

ントを総称した用語です7。沖縄県の大型 MICE については、与那原町、西原町にまたがる

「中城湾港マリンタウン地区」に建設することが決定されました。2020 年の供用予定で、

完成の暁には沖縄経済の大きな推進力になることが期待されています。 
表 3 

 

出所: ＭＩＣＥ国際競争力強化委員会「ＭＩＣＥの意義及びマーケットの動向」平成２４年

１１月２８日（水）平成２４年１１月２８日（水）、観光庁による。 
 

沖縄県の大型 MICE 施設の整備に当たっての基本方針8は以下の通りとなっています。 
・アジア地域を中心に増加する MICE 開催ニーズを早期にとらえるための整備 
・沖縄独自の魅力を有する大規模 MICE 施設の整備 
・長期の都市計画において、MICE 形成エリアに適した立地 
・適切なエリアマネジメントによる地域が一体となった受け入れ環境の実現 
・利用者満足を得られる施設水準の実現と整備費用最適化への配慮 
 

また、施設の設計方針として、沖縄県の MICE 誘致競争力強化のためには、首都圏等の

都心型 MICE 施設とは異なる、独自の魅力を持つ MICE 施設が求められるため、沖縄型

                                                   
7 ＭＩＣＥ国際競争力強化委員会「ＭＩＣＥの意義及びマーケットの動向」平成２４年１１

月２８日（水）平成２４年１１月２８日（水）、観光庁 
8 沖縄県「大型 MICE 施設整備と街づくりへ向けた基本構想」平成 26 年 3 月 
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MICE の要点を以下のように示しています。9 
① 南国沖縄的リゾートを意識した施設づくりにより観光型ＭＩＣＥの雰囲気を演出する。 
② メンテナンス性やイニシャルコストに配慮すると共に、景観への親和性や文化的側面に 
も配慮した特徴的な外観デザインとする。 

③ ランニングコストの低減に配慮した地球環境にやさしい施設とする。 
 
 さらに、MICE 施設の運用上必要な性能として 
① 多様なイベントに対応するフレキシブルな会議室・展示場空間を確保する。 
② 大規模イベントに対応したバス・タクシーのターミナル機能を確保する。 
③ 来場者及びサービスの混雑緩和に配慮した歩行者・車両動線を確保する。 
④ 外構には十分な搬入ヤードやエントランス広場、増築用スペース等を確保する。 
⑤ コンサート時の騒音や渋滞等に対して近隣住民生活への影響に配慮した施設配置・動 
線計画・建物仕様とする。 
⑥ 近隣の宿泊施設と連携したフードサービス機能を充実させる。 
⑦ 周辺商業地（または商業施設開発予定地）とのスムーズな動線を確保する。 
 等をあげています。 
 
 沖縄県アジア経済戦略構想推進計画では大型MICE受入整備体制整備事業、戦略的MICE
誘致促進事業さらに MICE 振興ビジョン(沖縄 MICE 振興戦略)の策定が示されています。 
沖縄県アジア戦略略構想推進・検証委員会では、本年度の検証を基に、知事へ提言した

中に新たな取組事項として「国際見本市都市沖縄」を掲げ、沖縄大交易会をはじめ既存商

談会の拡大や見本市の開催・誘致に向けた、早急な推進体制の構築が盛り込まれました。 
 
沖縄大型 MICE 施設の概要10 

 施設の基本性能は多目的ホール、中小会議室、展示場、立体駐車場等となっており、規

模は、展示場、多目的ホール等を一体的に利用することにより、約 4万㎡規模の展示場に

対応することが可能となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 同上 
10 沖縄県 HP 沖縄県大型ＭＩＣＥ施設整備基本計画 
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図 11 

 

出所:沖縄県 HP 沖縄県大型 MICE 施設整備基本計画 
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/kankoseibi/seibi/mice_shisetsu_kinou_
kibo.htmli9 による 

図 12 

 

出所:沖縄県 HP 沖縄県大型 MICE 施設整備基本計画 
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http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/kankoseibi/seibi/mice_shisetsu_kinou_
kibo.htmli9 による。 
 

MICE の意義・効果 
 大型 MICE の経済的意義として次のことがあげられます11。 
(1) 高い経済効果 

MICE 開催を通じた主催者、参加者等の消費支出は、開催地域を中心に大きな経済波及

効果を生み出します。 
観光庁(JNTO)や神戸市の大型 MICE の経済波及効果調査でそれぞれ監修を務める渡辺

厚氏によると、MICE の参加者 1 人当たりの経済効果は、一般の観光の 7 倍になると述べ

ています。「神戸国際観光コンベンション協会が 09 年に調査した結果ですが、それによる

とコンベンション参加者数は、観光客全体の 4.2％にすぎなかったが、生産誘発額は観光産

業全体の 30％あった。つまり 1 人当たり 7 倍の経済効果があることがわかったのです」（渡

辺氏）1 人当たりの経済効果が大きいのは、参加者の滞在日数が一般の観光に比べて長く、

しかも公費が使えるため、消費額が増える傾向にあるからです。12 
(2) ビジネス機会やイノベーションの創出 

MICE 開催は、ビジネスや研究分野の海外参加者と我が国参加者の人的ネットワーク形

成や知識・情報の共有に大きな効果。これらを通じて、新たなビジネス機会を生み出し、

科学技術の発展・イノベーションの創出に大きく役立ちます。 
(3) 都市の競争力・ブランド力向上 

MICE を通じた人や情報の交流・流通、ネットワーク構築の容易さなどは、都市の競争

力・ブランド力向上に寄与します。本県においても、MICE を都市のブランド力を高める

ツールとして今後は戦略的に活用していくことが求められています。 
(4) 経済のソフトインフラ 

MICE は新たな価値の創造を行う場を提供する経済のソフトインフラととらえられます。 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
11 観光庁「我が国の MICE 国際競争力の強化に向けて ～アジア NO.1 の国際会議開催国と

して不動の地位を築く～ （MICE 国際競争力強化委員会最終とりまとめ）」、平成２５年８

月 
12 DIAMOND plus online 「MICE の底力」http://diamond.jp/articles/-/15128 
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図 13  MICE のソフトインフラとしてのイメージ 

 
出所:観光庁「我が国の MICE 国際競争力の強化に向けて ～アジア NO.1 の国際会議開催

国として不動の地位を築く～ （MICE 国際競争力強化委員会最終とりまとめ）」、平成２５

年８月による。 
 
結び 
 2017 年の経済はトランプ政権の政策等、不確定要因があり、予測が困難になっています。

日本経済はデフレからの脱却をなしえない中、世界の経済におけるそのプレゼンスが低迷

しています。他方、沖縄経済はこれまでのパフォーマンスが好調で、今年もそれが続くと

予想されます。 
2020 年には那覇空港の滑走路増設や大型 MICE が完成する予定であり、また東京オリン

ピックも開催されます。2022 年の沖縄振興計画(沖縄 21 世紀ビジョン基本計画)の終了する

前に、アジアのダイナミズムを引き込む装置(ハード・ソフトインフラ等)を整備できるかが

今後の沖縄を決定すると思います。 
何が成長のエンジンとなるかを見極め、沖縄経済に組み込んでいきたいと思います。 

 
 
 


