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１ 平成 28 年度の沖縄県経済概況 

 

平成 28 年度の本県経済は、人口の増加、国内景況の緩やかな回復、円安基調など

を背景として消費や民間住宅工事などが回復しているほか、国内及び海外航空路線の

拡充、クルーズ船の寄港回数増を背景として、入域観光客数は過去最高の 877 万人と

なっていることから、プラスの経済成長になるものと見込まれる。 

この結果、平成 28 年度の県内総生産は、４兆 2,964 億円程度となり、経済成長率

は名目で 2.4％程度、実質で 2.4％程度の成長になるものと見込まれる。 

雇用情勢については、有効求人倍率の上昇や就業者数の増加に伴い、労働力人口は

711 千人、就業者数は 681 千人で前年度より増加し、完全失業率は 4.2％で前年度よ

り 0.8 ポイント改善している。 

 

 

※県内総生産、経済成長率については見込み値 

 

  

 平成 28 年度 平成 27 年度 

県 内 総 生 産 ４兆 2,964 億円 ４兆 300 億円 

経済成長率（名目） ＋2.4％ ＋2.1％ 

経済成長率（実質） ＋2.4％ ＋1.2％ 

労 働 力 人 口 711 千人 703 千人 

就 業 者 数 681 千人 668 千人 

完全失業率（平均） 4.2％ 5.0％ 
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２ 県内情報通信業の概況 

 

（１）他産業との比較 

 

我が国における情報通信業の国内総生産（実質）は平成 27 年で 26 兆 7,690 億

円であり、平成 15 年の国内総生産（23 兆 2,930 億円）と比較すると、３兆 4,760

億円の増加となっており、第三次産業全体が横ばいに推移する中、情報通信業の

市場規模は年々拡大している。 

 
（出典）内閣府「2015 年度国民経済計算（2011 年基準・2008ＳＮＡ）」をもとに作成 

 

沖縄県における情報通信業の県内総生産（実質）は、平成 26 年度で 2,425 億

円であり、平成 14 年度の県内総生産（1,641 億円）と比較すると約 1.5 倍の増加

となっており、第三次産業全体が緩やかな増加傾向にある中で、情報通信業の市

場規模も拡大している。 

 

（出典）沖縄県「平成 26 年度県民経済計算（平成 28 年 12月 22 日公表）」をもとに作成 
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（２）情報通信関連産業の業種別比較 

 

    情報通信関連産業を業種別でみると、沖縄県外から県内に立地した企業数につ

いてはこれまでコールセンターを中心に企業の立地が進んできたが、近年はソフ

トウェア開発業やコンテンツ制作業などの国内外から高付加価値なビジネスを

誘引する業種の企業の立地が進んできている。 

具体的には、情報通信関連企業の立地数は、平成 23 年度から平成 28 年度まで

の間に 237 社から 429 社へ増加し、そのうちソフトウェア開発業については平成

23 年度から平成 28 年度までの間に 71 社から 150 社へ増加しており、業種別で最

も多くの割合を占めている。 

ソフトウェア開発業やコンテンツ制作業が増えた要因として、高度な情報通信

関連企業や人材を集積するため、クラウドデータセンターや国際海底光ケーブル

の敷設等の通信インフラの整備をはじめ、先端のＩＴ技術の研究開発への支援等

に加え、県外・海外市場への積極的なプロモーションを展開したためと考えられ

る。 

    一方、立地企業による雇用者数については、依然としてコールセンターが大部

分を占めているものの横ばいとなっており、情報サービス業やソフトウェア開発

業などの業種において増加傾向にある。 

 

 
（出典）沖縄県調査                         

※立地企業数は沖縄県外から県内に立地した企業数。 

 

    なお、沖縄県内の情報通信関連産業の企業総数及び総雇用者数については、平

成26年度には720社37，312人となっており、平成23年度から比べて233社5,467

人増加している。 
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【立地企業数と立地企業による雇用者数の推移】                 （単位：社、人） 

 

 

 情報 

サービス業 

コール 

センター 

コンテンツ

制作業 

ソフトウェア

開発業 
その他 合計 

H23 
立地企業数 45 69 21 71 31 237 

立地企業による雇用者数 3,600 15,782 353 1,373 650 21,758 

H24 
立地企業数 61 79 22 79 22 263 

立地企業による雇用者数 4,211 17,140 390 1,434 566 23,741 

H25 
立地企業数 66 80 36 91 28 301 

立地企業による雇用者数 4,637 17,404 524 1,739 565 24,869 

H26 
立地企業数 75 76 52 113 30 346 

立地企業による雇用者数 5,327 17,049 591 2,266 679 25,912 

H27 
立地企業数 91 75 63 129 29 387 

立地企業による雇用者数 5,103 17,533 872 2,469 650 26,627 

H28 
立地企業数 88 81 76 149 33 427 

立地企業による雇用者数 5,564 18,108 1,170 2,794 409 28,045 

（出典）沖縄県調査 

※立地企業数は沖縄県外から県内に立地した企業数。 

 

 

 

（３）平成 28 年度に整備した情報通信基盤施設 

 

   平成 28 年度に整備した情報通信基盤施設はないが、ニアショア拠点形成（アジ

ア連携開発拠点の形成、アジアビジネス集積拠点整備）に向け、アジアＩＴビジネ

スセンター（仮称）整備事業に着手し、基本設計を完了した。 
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３ 情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区制度の活用状況 

 

（１）情報通信産業特別地区制度事業認定件数 

平成 28 年度における事業認定件数は０件となっている。 

   なお、これまでの事業認定件数の合計は２件となっている。 

 

情報通信産業特別地区制度事業認定一覧 

No. 認定日 企業名 対象地区 事業内容 

１ H27.2.3 
株式会社 

オキット 

名護・宜野

座地区 

インターネット・サービスブロバイダ事業 

インターネット・エクスチェンジ事業 

２ H27.11.5 
ユーマーク

株式会社 

那覇・浦添

地区 
情報通信機器相互接続検証事業 

 

（２）税制優遇措置の活用状況 

ア 国税の活用状況 

平成 28 年度における国税の活用状況については、所得控除が１件で 89 万円、

投資税額控除が 12 件で４億 3,034 万円となっている。 

 

平成 28 年度 国税の活用実績内訳（業種別）         （単位：件、万円） 

区分 

所得控除 投資税額控除  

雇用者数 
件数 金額 

建物等 機械等 合計 

金額 金額 件数 金額 

情報記録物製造業 

 

0 0 0 0 0 

電 気 通 信 業 651 36,435 5 37,086 570 

映画・ビデオ制作業 0 0 0 0 0 

放 送 業 319 4,934 3 5,253 468 

ソフトウェア業、情報処理・

提供サービス業及びインタ

ーネット付随サービス業 

0 497 3 497 732 

情報通信技術利用事業 0 198 1 198 98 

特定情報通信事業 1 89  11 

合 計 1 89 970 42,064 12 43,034 1,879 

※活用件数、金額、雇用者数：沖縄県実施調査 

※「建物等」：建物及びその附属設備並びに構築物 

※「機械等」：機械及び装置、器具及び備品 
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平成 28 年度 国税の活用実績内訳（市町村別）          （単位：件、万円） 

市町村名 

所得控除 投資税額控除 

合計 特定情報 

通信事業 

情報 

記録物

製造業 

電気通

信業 

映画・ 

ビデオ 

制作業 

放送業 

ソフトウェア業、情報

処理・提供サービス業

及びインターネット

付随サービス業 

情報通信 

技術利用 

事業 

那覇市 
0 0 2 0 3 2 1 8 

0 0 31,382 0 5,253 69 198 36,902 

宜野湾市 
0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 428 0 428 

浦添市 
0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 181 0 0 0 0 181 

名護市 
1 0 0 0 0 0 0 1 

89 0 0 0 0 0 0 89 

その他  
0 2 0 0 0 0 2 

0 5,523 0 0 0 0 5,523 

合計 
1 0 5 0 3 3 1 13 

89 0 37,086 0 5,253 497 198 43,123 

※活用件数、金額、雇用者数：沖縄県実施調査 

※沖縄県内に立地せずに沖縄県内で設備投資を行い本制度を活用している場合は「その他」に分類 

※上段は件数、下段は金額 

 

イ 地方税の活用状況 

平成 28 年度における地方税の活用状況については、事業所税が３件で 481 万

円であった。 

 

平成 28 年度 事業所税の活用実績内訳       （単位：件、万円） 

区 分 件数 金額 

情報記録物製造業 0 0 

電気通信業 1 331 

映画・ビデオ制作業 0 0 

放送業 0 0 

ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及び 

インターネット付随サービス業 
0 0 

情報通信技術利用事業 2 150 

合 計 3 481 
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（３）減収補てん措置を前提とした地方税の減免実績 

減収補てん措置である事業税、不動産取得税及び固定資産税は、それぞれ、11 件

２億 1,062 万円、３件 1,211 万円、104 件 25,286 万円であった。 

 

平成 28 年度 地方税（事業所税以外）の活用実績内訳   （単位：件、万円） 

 事業税 不動産取得税 固定資産税 

件数 11 ３ 104 

金額 21,062 1,211 25,826 

 

 

４ 措置の内容に係る主な実施状況 

 

（１）情報通信関連産業の立地促進 

企業誘致の取組として、国内では、東京及び大阪での企業誘致セミナーの開催に

加え、沖縄力発見ツアー等を開催するとともに、クラウドコンピューティングＥＸ

ＰＯに出展した。国外では、Ｃｏｍｐｕｔｅｘ Ｔａｉｐｅｉ2016 に県内企業とと

もにブースを出展するなど、効果的なプロモーションを展開した。 

また、情報通信産業振興地域制度及び情報通信産業特別地区制度の利活用を促進

するため、内閣府と連携して県内企業向けに税制説明会を県内で２回開催した。 

なお、主な事業は以下のとおり。 

 

ア ＩＴアイランド推進事業 

  ・事業概要  

   実施期間：平成 24 年度～ 

   事業内容：国内外の企業訪問や県内ＩＴ業界の情報収集を行うとともに、企

業誘致説明会、県外イベントへの出展、県内企業の活性化のため

のフォーラム等を行う。          

  ・平成 28 年度の状況 

   予算額 ：64,109 千円 

   執行額 ：56,229 千円 

   実施状況： 

国内２カ所（東京、大阪）で企業誘致セミナーを開催したほか、

クラウドコンピューティング EXPO（東京）や Computex Taipei 2016

（台湾）を始めとする国内外のイベントに県内企業とともにブー

スを出展することで、本県立地に向けた効果的なプロモーション

を展開した。また、セミナー等において入手した企業情報等を元

に企業訪問や資料発送などの誘致活動を行った。 

国内： 

○クラウドコンピューティングＥＸＰＯ 
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  平成 28 年５月 11 日～同月 13 日 東京ビッグサイト 

  ブース来場者約 960 名 

○コンテンツＥＸＰＯ2016 

 平成 28 年６月 29 日～同年７月１日 東京ビッグサイト 

 ブース来場者約 690 名 

○IoT 総合技術展 2016 

 平成 28 年 11 月 16 日～同月 18 日 パシフィコ横浜 

 ブース来場者約 750 名 

          国外： 

           ○Computex Taipei 2016（台湾） 

            平成 28 年５月 31 日～同年６月４日 台湾貿易センター 

            ブース来場者約 500 名 

     

対応方針：県内市町村と連携して、市町村が行うスタートアップ支援や人材

育成などの取組を活用し、より効果的なプロモーションを実施す

る。 

 

（２）県内立地企業の高度化・活性化 

 県内企業における下請け中心の受注型ビジネスから提案型ビジネスへのモデル

に転換を図るため、沖縄クラウドデータセンターや県内の既存データセンターを活

用して他産業と連携を図る新たなサービスを創出するシステム等の開発を支援し

た。 

 また、次世代型ネットワークとクラウド技術を融合する最先端国際研究開発機関

の研究開発等の活動に対する支援を行うとともに、生活機器のセキュリティ対策技

術の調査研究やセキュリティ検証に関する検証手法の策定・検証ツールの開発等を

支援するなど、ビジネス環境の充実化を図った。 

なお、主な事業は以下のとおり。 

 

ア 沖縄アジアＩＴビジネス創出促進事業 

 ・事業概要 

  実施期間：平成 27 年度～ 

  事業内容：県内情報通信関連産業が他産業と連携することで新たなサービス

の創出を促進し、他産業の高度化、効率化を図り、もって本県経

済の競争力強化に資することを目的に、情報通信関連産業と他産

業との連携を支援する。 

 ・平成 28 年度の状況 

  予算額 ：150,485 千円 

  執行額 ：140,923 千円 

   実施状況：観光産業や医療福祉産業等に対するシステムやアプリケーション

の開発について、５件の支援を行い、新たなクラウドサービスの
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開発を促進した。 

対応方針：引き続き、他産業と連携･協働する新たなビジネスモデルの創出

を促進する。 

 

  イ 沖縄クラウドオープンネットワーク技術基盤構築事業 

 ・事業概要 

  実施期間：平成 25 年度～ 

  事業内容：国内外の企業・ビジネス・人材が活発に交流・集積する拠点の形

成や、県内企業・人材の高度化を図るため、次世代型ネットワー

クとクラウド技術を融合する最先端国際研究開発機関の県内設

置と研究開発等の活動を支援する。 

 ・平成 28 年度の状況 

  予算額 ：55,375 千円 

  執行額 ：52,523 千円 

   実施状況：沖縄のＩＴブランド力の向上に向けて、国内外企業・技術者向け

の国際会議・セミナーを沖縄県内で開催し、県内企業・大学等と

の連携を図ったほか、海外において現地の大学との共催により、

成果発表会を開催した。 

        ○Okinawa Open Days（国際会議） 

         平成 28 年 12 月５日～同月８日 沖縄県市町村自治会館 

         参加人数約 780 名 

        ○マレーシア国際交流会（成果発表会） 

         平成 29 年３月７日～同月８日 クアラルンプール大学 

         参加人数約 169 名 

対応方針：国内外企業や人材育成機関等に当該最先端技術をＰＲし、国際Ｉ

Ｔ研究機関への更なる参画を促すため、海外カンファレンスへの

参加促進や国際会議の県内開催を支援する。また、県内の技術者

の高度化を図るため、先端ネットワーク技術に対する技術者育成

プログラムに支援する。 

 

ウ 生活機器セキュリティ基盤形成促進事業 

 ・事業概要 

  実施期間：平成 27 年度～ 

  事業内容：生活機器のセキュリティ対策技術を基にした産業の集積に必要な

セキュリティ対策技術の調査研究、セキュリティ検証に関する検

証手法の策定・検証ツールの開発に対して支援する。 

 ・平成 28 年度の状況 

  予算額 ：379,505 千円 

  執行額 ：378,953 千円 

   実施状況：セキュリティ検証に関する検証手法の開発について、４分野のセ
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キュリティガイドライン（英語版含む）を策定し公表するととも

に、セキュリティ検証ツールの開発に従事する雇用者 42 人を創

出した。 

   対応方針：検証に関する技術やノウハウの効果的な移転を図るため、県内検

証事業者と事業実施者が連携する取組を推進するとともに、シン

ポジウムの開催や展示会への出展等を通じて、本県における生活

機器セキュリティ検証基盤の構築に関する取組や情報通信機器

の相互接続検証に関する技術の蓄積等を周知し、認知度を向上さ

せる取組を行う。 

 

エ 沖縄ＩＴ産業戦略センター（仮称）設立推進事業 

 ・事業概要 

  実施期間：平成 28 年度～ 

  事業内容：「沖縄ＩＴ産業戦略センター（仮称）」を設立し、成長戦略を策定

する司令塔となることで、ＩＴを活用して観光リゾート産業を始

めとする県内産業全体の新たな価値を生み出すとともに、県民所

得水準の向上を図る。 

 ・平成 28 年度の状況 

  予算額 ：36,420 千円 

  執行額 ：35,796 千円 

   実施状況：平成 28 年２月から 10 月にかけて検討委員会（計８回、うち平成

28 年度は６回）・作業部会（３つの部会を２回ずつ計６回）を 14

回開催し、有識者からの意見を提言書に取り纏めた。また、同提

言書やこれまでの検討等を踏まえて基本方針を策定し、公表する

とともに、ＩＴ戦略センター準備室の立ち上げた。 

   対応方針：庁内の関係部署に対してセンター設立に関する取組の周知を図り、

協力を求める等、部局を超えた連携体制を構築するとともに、民

間企業や関連団体等との間で意見交換や情報共有を図るなどし

て業界のニーズを取り込みながら、官民一体となったセンターの

組織体制や事業計画等の構築を進めていく。 

 

（３）多様な情報系人材の育成・確保 

情報通信関連産業を支える人材の育成・輩出に加え、新たな技術や経験を持つ人

材を国内外から集積させるため、これまでの高度ＩＴ技術者育成のみならず、プロ

ジェクトマネージャー等、企画からシステム保守まで一貫して行うことができる人

材の育成を目的とした講座を開催し、受講者のプロジェクトマネジメントやマーケ

ティング等の知識・技術の高度化、強化を図るとともに、県内情報通信関連企業の

アジア市場への展開を促進するため、アジア企業からＩＴ技術者や経営担当者等を

招へいし、ＯＪＴ研修等の各種研修の実施を通じて、人的ネットワークの強化を図

った。 
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また、情報通信関連産業の人材・ビジネスマッチングを兼ねた広報イベントとし

て、豊見城市民体育館で｢ＩＴ津梁まつり 2017｣を開催するとともに、学生の情報通

信関連企業訪問や情報通信関連企業の社員等による出前講座等を実施し、産学の相

互交流を図った。 

なお、主な事業は以下のとおり。 

 

ア ＩＴ人材力育成強化事業 

  ・事業概要 

   実施期間：平成 24 年度～ 

   事業内容：県内情報通信関連産業について、業務受注型のビジネスモデルか

ら業務提案型のビジネスモデルへの転換を図るため、高度ＩＴ技

術者育成のみならず、プロジェクトマネージャー等、企画からシ

ステム保守までを一貫して行うことのできる人材の育成を支援

する。 

  ・平成 28 年度の状況 

   予算額 ：137,022 千円 

   執行額 ：135,251 千円 

   実施状況：県内ＩＴエンジニアの知識や技術力の高度化、強化を図る講座を 

年間 181 回開催し、1,056 人が受講した。当該講座を通じて、受

講者のプロジェクトマネジメントやマーケティング等の知識や

技術が高度化、強化され、より大きな案件も獲得できるようにな

ってきている。 

対応方針：資格取得対策講座等により県内ＩＴ人材のスキルアップを図ると

ともに、県内ＩＴ関連企業における資格保有状況等を調査・分析

し、本事業を含めた今後の展開に役立てる。また、講座の開講に

当たり、受講対象企業のニーズに合った時期や期間等を調整して

実施する。 

   

イ アジアＩＴ人材交流促進事業 

  ・事業概要 

   実施期間：平成 24 年度～ 

   事業内容：県内ＩＴ関連企業のアジア市場への展開を促進するため、アジア

企業からＩＴ技術者や経営担当者等を沖縄に招へいしてＯＪＴ

研修等の各種の研修を実施するとともに、県内企業の経営者等を

アジア各国へ派遣することで、県内企業とアジア企業との人的ネ

ットワークを構築する。 

  ・平成 28 年度の状況 

   予算額 ：28,694 千円 

   執行額 ：23,259 千円 

   実施状況：アジアＩＴ人材の招へいについては、アジア各国から 27 人を受
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け入れ、県内情報通信関連企業において研修生としてＯＪＴ研修

を行うなど、人的ネットワークの構築を図った。また、県内情報

通信関連企業の幹部等計 21 名をアジア各国へ派遣し、投資環境

の視察や現地ＩＴ関係者との意見交換等を行った。 

対応方針：引き続き、アジア各国からＩＴ技術者や経営者・幹部等を招へい

し、県内ＩＴ関連企業での各種研修や県内ＩＴ関連施設の視察等

を実施する。また、県内ＩＴ関連企業の経営者・幹部等をアジア

各国へ派遣し、投資環境の視察や現地のＩＴ関係者等との意見交

換等を実施する。 

 

  ウ 未来のＩＴ人材創出促進事業 

・事業概要  

実施期間：平成 24 年度～ 

事業内容：県内情報通信関連産業の活性化を図るとともに、さらなる企業集

積や将来のＩＴ人材供給を促進するため、人材・ビジネスマッチ

ングを兼ねたＩＴ関連産業の広報イベントや、情報通信関連企業

と情報技術系学科を有する高校等との相互交流を図る企業訪問

や出前講座の実施を支援する。          

・平成 28 年度の状況 

 予算額 ：35,249 千円 

 執行額 ：35,000 千円 

実施状況：広報イベントとして、豊見城市民体育館で｢ＩＴ津梁まつり 2017｣

を開催し、県内の高校等 22 校、企業・団体等 35 社が参加・出展

した。また、学生の情報通信関連企業訪問や情報通信関連企業社

員等による出前講座等を 34 回実施し、産学の相互交流が図られ

た。 

対応方針：県内情報通信関連産業の活性化を図り、さらなる企業集積や将来

のＩＴ人材供給を促進するため、引き続き、人材・ビジネスマッ

チングを兼ねた広報イベントや、ＩＴ企業と情報技術系学科を有

する高校等との相互交流を図る企業訪問や出前講座等の実施を

支援する。 

 

  エ ソフトウェア検証産業育成事業 

・事業概要  

実施期間：平成 27 年度～ 

事業内容：今後も成長が見込まれるＩｏＴ機器の検証産業を集積するため、

検証技術者を新規に確保・育成するとともに、同産業従事者のス

キルアップ研修を実施する事業者の取組を支援する。          

・平成 28 年度の状況 

 予算額 ：20,732 千円 
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 執行額 ：19,972 千円 

実施状況：ＩｏＴ機器の検証産業を活性化するため、検証技術者を確保・育

成する事業者の取組を支援した。この結果、15 人の新規雇用、人

材育成が行われ、検証技術者 15 人が継続雇用された。 

     対応方針：引き続き、ＩｏＴ機器の検証産業への理解を高める採用活動を行

うとともに、同産業への定着率を高める取組を検討するなど、同

産業従事者数を増加させる取組を支援する。 

 

（４）情報通信基盤の整備 

ニアショア拠点形成（アジア連携開発拠点の形成、アジアビジネス集積拠点整備）

に向け、アジアＩＴビジネスセンター（仮称）整備事業に着手するとともに、沖縄

と本土間の情報通信費の一部支援を行った。 

また、情報通信関連産業の集積拠点として県が整備を進める沖縄ＩＴ津梁パーク

では、平成 27 年度までに３棟の企業集積施設が供用を開始しており、平成 28 年３

月末現在、７施設に 30 社が入居し、約 2,100 人の雇用を創出している。 

なお、主な事業は以下のとおり。 

 

  ア 沖縄型クラウド基盤構築事業 

 ・事業概要 

   実施期間：平成 24 年度～ 

   事業内容：クラウドコンピューティング等の新たな高付加価値サービスの創

出及び国内外企業データのバックアップ・リスク分散化拠点を形

成するため、クラウドデータセンターの整備を促進する。 

・平成 28 年度の状況 

  予算額 ：649,791 千円 

  執行額 ：468,235 千円 

   実施状況:平成 27年４月から供用開始した沖縄クラウドデータセンターにお

いて、需要の拡大が見込まれることから、同センター内に特別高

圧受変電設備、非常発電機設備、無停電電源設備等の追加工事を

平成 27 年度から引き続き実施した。 

対応方針：沖縄クラウドデータセンターにおける追加設備工事については、

平成 29 年９月までの完成を目指す。また、民間事業者による新

たなクラウドデータセンターの整備を促すことにより、県内に情

報資産の集積を図る。 

 

イ 新情報通信費低減化支援事業 

    ・事業概要 

     実施期間：平成 24 年度～ 

 事業内容：沖縄県内で創業又は事業を営む情報通信関連企業に対して、沖縄

と本土間の情報通信費の一部を支援することにより、企業の県内
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立地や雇用の拡大に寄与する。 

    ・平成 28 年度の状況 

     予算額 ：48,635 千円 

     執行額 ：48,118 千円 

   実施状況：情報通信関連企業 10 社に対し、沖縄と本土間の情報通信費の一

部を支援した。 

   対応方針：県外事務所等における企業誘致活動や、企業誘致セミナー等のプ

ロモーション活動に加え、県内立地から経過年数の浅い企業を中

心に本事業を広く周知していく。 

 

ウ アジアＩＴビジネスセンター（仮称）整備事業 

    ・事業概要 

     実施期間：平成 26 年度～ 

 事業内容：国内・アジア企業と県内企業が一体となった開発案件を沖縄で展

開するため、県内企業の協業機会の拡大や、技術・ノウハウ蓄積

とともに、ブリッジ人材の確保・育成に取組むことで、本県のア

ジアビジネス集積拠点化を図る。  

    ・平成 28 年度の状況 

     予算額 ：19,500 千円 

     執行額 ：14,255 千円 

   実施状況：ニアショア拠点形成（アジア連携開発拠点の形成、アジアビジネ

ス集積拠点整備）に向けた取組として、アジアＩＴビジネスセン

ター（仮称）を整備することとし、基本設計を行った。 

   対応方針：ニアショア拠点の形成に向け、アジアＩＴビジネスセンター（仮

称）の実施設計を行い、早期の供用開始を目指す。 

５ 次年度以降の対応方針 

 

沖縄がアジア有数の国際情報通信ハブとして成長していくため、「４ 措置の内容

に係る主な実施状況」で示した事業の推進、特に沖縄ＩＴ産業戦略センター（仮称）

の設立に向けた取組を推進することにより、「６ 取組の実施による効果」の「平成

33 年度目標値」に示す、沖縄へ立地した情報通信関連企業数と当該立地企業による雇

用者数の増加へと繋げていく。 
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６ 取組の実施による効果 

 

平成 29 年１月１日現在、沖縄へ立地した情報通信関連企業数は、対前年度比 40 社

増の 427 社となっており、当該立地企業による雇用者数についても、対前年度比 1,418

人増の 28,045 人となっている。 

特に、特区内における立地企業数・雇用者数がともに全体の約８割を占めている。 

 

沖縄県関連指標 

指標名 
平成 23 年度 

（基準年） 

平成 27 年度 

（平成 28 年１

月１日時点） 

平成 28 年度 

（平成 29 年１月１日現在） 
平成 33 年度 

目標値 
 うち地域内 

 うち特区内 

情報通信関連

企業立地数 
237 社 387 社 427 社 427 社 365 社 440 社 

情報通信関連

企業立地企業

雇用者数 

21,758 人 26,627 人 28,045 人 28,045人 22,117 人 42,000 人 

※沖縄県実施調査 

※地域：情報通信産業振興地域 

※特区：情報通信産業特別地区 

※立地企業数は沖縄県外から県内に立地した企業数。 

 


