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1. 大型MICE施設整備と街づくりに向けた基本構想の全体像
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①規模の不足②機能・クオリティ面での課題③施設構成の課題④周辺エリアの宿泊・商業機能集積不足会議の大型化や大型インセンティブ・トラベルのニーズが高まるなか機会損失やこれまで沖縄で開催されてきたMICEの域外流出を招いている
年間開催件数約150件、来場人数約77万人

①アジア地域を中心に増加する
MICE開催ニーズを早期に捉えるための整備②沖縄独自の魅力を有する大規模MICE施設の整備③長期の都市計画において
MICEエリア形成に適した立地④ 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入環境の実現⑤利用者満足を得られる施設水準の実現と整備費用最小化への配慮

①施設規模
�多目的ホール（7,500㎡）
�展示場（1～2万㎡）
�中小会議室（20～30室程度）
�音響、照明、座席等関連設備
�併設駐車場 等②整備・運営における民活可能性を検討
�MICE施設は単体では減価償却までを含めた採算性の確保が困難
�設計、建設、運営の最適化を目的に、民間活力の導入を想定

多目的ホール、展示場、中小会議室から構成される最大2万人収容のMICE施設１．既存MICE施設の課題※ ２．求められるMICE施設の規模・構成※ ３．新規MICE施設の需要推計

４．整備の基本的方針 ６．施設規模と整備・運営手法 ７．施設整備による効果と課題

※ 平成24年度調査結果より

５．建設地の基本的考え方以下の評価項目より建設地を選定 ①効果
a)  来場者の集客による賑わいの創出

�来場者はMICE施設周辺のみならず県内各所を周遊
b)  宿泊・商業需要の平準化

�沖縄の観光産業の課題である季節波動、曜日波動の緩和
c)  経済波及効果の創出

�主催者や来場者の消費により約400億円/年の経済波及を創出②課題
a)  施設周辺への渋滞の誘発
b)  音漏れ等による周辺地域の影響
c)  適切稼働の確保

種別種別種別種別 年間開催件数年間開催件数年間開催件数年間開催件数大規模学会 約20件大規模ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ・ﾄﾗﾍﾞﾙ 約20件展示会 約10件ｺﾝｻｰﾄ・ｲﾍﾞﾝﾄ・その他 約100件計 約150件
整備可能時期用地の広さ・将来的な施設の拡張性アクセス（容量、時間距離）MICEエリアとしての成立可能性地元自治体の協力体制用地特性による施設整備のへの影響

①②③④⑤⑥

多目的ホール
立体駐車場会議場

展示場 施設配置（案）上部：ｴﾝﾄﾗﾝｽ広場下部：ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰﾀｰﾐﾅﾙ
サービスヤード ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ
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既存MICE施設の主要課題

2. 過年度における検討状況

平成24年度に県内既存MICE施設の課題と

新規MICE施設の整備により今後誘致が期待されるMICEを整理

項目項目項目項目 MICE誘致・開催に関する課題誘致・開催に関する課題誘致・開催に関する課題誘致・開催に関する課題規模の不足 • 県内最大規模の沖縄コンベンションセンター（以下OCC）でさえ規模が不足しており、大型MICEの誘致ができないばかりか、これまで沖縄で開催されてきた案件が拡大するにつれ、域外流出を招いている。
� 大型の学会や、アジアを中心に増加しつつある数千名規模のインセンティブ・トラベルは開催地として立候補すらできない状況。
� 沖縄では1万人を超えるような大型コンサートの潜在的需要は高いが、需要に応えられる規模の屋内施設がないために開催が不可能。機能の不足 • OCCの展示場は展示目的で整備された施設であり、インセンティブ・トラベルのパーティー会場に必要な内装の質や高級感に欠けるため、主催者ニーズを満たすことが出来ない。アクセス • OCCの空港からの距離は車で30分～40分程度と、競合他都市と比べても同程度の水準であるが、公共交通手段が脆弱であり、実質的にバスやタクシー以外の交通手段がない。• OCCを含めて、県内で大規模なイベントを開催すると参加者が車で移動するため、周辺道路にひどい渋滞が発生してしまう。周辺環境 • OCCは周辺にホテルが少ない。現在は2件の比較的ハイクラスなホテルが立地しているが、両方ともファミリー利用を前提とした作りとなっており、シングル利用できる部屋が少ない。2～3人用の部屋を1人で利用することになり、費用が高くなってしまう。• 参加者が空き時間等に楽しめるような商業施設や飲食施設の集積が乏しい。

1,600～～～～4,000人人人人規模規模規模規模の大規模インセンティブ・トラベルの大規模インセンティブ・トラベルの大規模インセンティブ・トラベルの大規模インセンティブ・トラベル
I

C

E

国内外の企業会議国内外の企業会議国内外の企業会議国内外の企業会議 ⇒⇒⇒⇒ 新規マーケットの開拓新規マーケットの開拓新規マーケットの開拓新規マーケットの開拓
M

参加者参加者参加者参加者3,000～～～～10,000人人人人規模規模規模規模のののの国内会議＋国際会議国内会議＋国際会議国内会議＋国際会議国内会議＋国際会議
短期短期短期短期：コンサート等の大型：コンサート等の大型：コンサート等の大型：コンサート等の大型イベント＋県内イベント＋県内イベント＋県内イベント＋県内需要を対象とした展示会需要を対象とした展示会需要を対象とした展示会需要を対象とした展示会中長期中長期中長期中長期：県内産業の振興に向けた大規模展示会の自主開催：県内産業の振興に向けた大規模展示会の自主開催：県内産業の振興に向けた大規模展示会の自主開催：県内産業の振興に向けた大規模展示会の自主開催

�既存の県内MICE施設およびホテル等との住み分けが必要
�対象とするM（企業ミーティング）については、今後の検討課題
�最大収容人数1,600人のOCCで対応が難しい大型インセンティブ・トラベル
�中国を中心とした3,000～4,000人規模の大型インセンティブ・トラベル需要
�県内既存施設では開催できない医学会等の大規模国内会議
�参加者数3,000人を超える大型国際会議⇒ただし、誘致対象件数は限られる
�国内市場を中心にしつつも、国際会議の誘致にも注力
�県内における屋内コンサート・イベント開催需要の受皿としての整備（最大20,000人規模）
�沖縄県内のマーケットを対象とした展示会だけでなく、21世紀ビジョンの実現に向けた、戦略的な展示会の自主開催等を検討

大型MICE施設整備により今後誘致が期待されるMICE
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2. 過年度における検討状況

新規MICE施設の規模・構成（案）

⇒多目的ホール・展示場を核とした多用途対応型MICE施設

� コンベンション（会議）：5,000～10,000人規模
⇒5,000人収容会議室＋分科会場用会議室＋併設展示会の開催

� インセンティブ・トラベル：1,500～4,000人規模

⇒正餐スタイルで4,000人収容可能な多目的ホール

� イベント：最大20,000人規模

⇒コンサートやスポーツ観戦で利用可能な大規模スペース

多目的ホール

展示場

中小会議室

平土間形式の多目的ホール
7,500㎡

複数パターンでの分割利用が可能な
フレシキブルな設計

10,000㎡～20,000㎡

学会開催時等の分科会開催ニーズな
対応可能な室数の確保

20～30室



需要推計の対象は下記の3つ① 新規MICE施設の整備によって新たに沖縄での開催が喚起される大型のMICE（概ね参加者規模1,000名以上）② 既に県内で開催されている催事のうち規模拡大のニーズがあり、新規
MICE施設の利用が予想されるもの（ウチナーンチュ大会、離島フェア等）③ 開催時期の重複により現在沖縄コンベンションセンター（OCC）で開催を断っている大型催事の3種類を対象にしている。⇒現在、OCCや県内のホテル等で開催されている中小規模のMICEやその他の催事は対象外としている。

3. 新規MICE施設に関する需要推計

新MICE施設の需要予測結果は、

年間開催件数約150件、年間来場人数約77万人。
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需要推計の設定年次は2020年

需要推計の考え方 需要推計結果

種別種別種別種別 1件あたりの規模件あたりの規模件あたりの規模件あたりの規模 件数件数件数件数

国内企業会議 約1千～2千人 約7件

国内ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ・ﾄﾗﾍﾞﾙ 約1千～2千人 約3件

海外ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ・ﾄﾗﾍﾞﾙ 約1千～2千人 約12件

国内学会 約1千～5千人 約17件

国際学会 約1千～5千人 約3件

展示会・見本市 約1万～3万人 約7件

コンサート 約1万～2万人 約30件

スポーツイベント 約5千人 約30件

その他 － 約2件

OCC機会損失分 約1千人 約43件

計計計計 －－－－ 約約約約150件件件件

※沖縄国際映画祭の来場人数（約40万人）は含んでいない。約約約約77万人万人万人万人※③②①③②①③②①
①

2013年 2014年 2020年（新規MICE施設開業時）

沖縄における大型MICE開催需要

時間
2013年時点からの市場拡大による需要増加を考慮
2013年時点と同程度の需要があると想定

海外需要（海外Incentive、国際学会） ①海外需要（海外Incentive、国際学会） ①海外需要（海外Incentive、国際学会）

需要推計の設定年次
国内需要 国内需要 国内需要
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4. 新規MICE施設整備の基本方針

MICE施設整備の基本方針は以下の5点

�アジア地域を中心に増加するMICE開催ニーズを早期に捉えるための整備 ～いつ～～いつ～～いつ～～いつ～

�近年、急速な経済成長を遂げるアジア地域ではMICE開催ニーズが拡大するとともに、アジア諸国・諸

都市間のMICE誘致競争は激化している。

�各種MICEの中には一度開催されると、開催場所を固定、あるいは特定の開催地をローテーションする

ものがある。また、現在、沖縄ではMICE施設の規模不足のために、従来沖縄で開催されていたMICE

の域外流出を招いている状況である。

�長期的なMICEの誘致開催の促進、機会損失を最小化するためにも、那覇空港第２滑走路増設に合わ

せた2020年の供用開始を目途に、できる限り早期に新規MICE施設を整備し、国内外の学会やインセ

ンティブ・トラベル等を中心としたMICEの誘致競争力を強化することが必要である。

�沖縄独自の魅力を有する大規模MICE施設の整備 ～どのような施設を～～どのような施設を～～どのような施設を～～どのような施設を～

�沖縄県で開催されるMICEには、首都圏で開催されるような都心型のMICE開催地にはない、リゾート

性のある空間や時間の過ごし方を期待されており、今回整備するMICE施設はこのようなニーズに応え

る必要がある。

�そのため施設整備においては、新規MICE施設がデザインや機能面において沖縄独自の魅力を有す

ることを重視する。

�また、新規MICE施設のような大規模な構造物の整備では施設単体でのデザインを考えるだけでなく、

建設地の周辺環境と協調した統一的景観に配慮する必要がある。地域全体が沖縄独自の魅力を有す
るエリアであることが求められる。
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4. 新規MICE施設整備の基本方針

MICE施設整備の基本方針は以下の5点（続き）

�長期の都市計画においてMICEエリア形成に適した立地 ～どこに～～どこに～～どこに～～どこに～

�本構想は施設と周辺の都市計画が一体となった大型MICEの受入環境の形成を目指すものであり、建
設地周辺には、商業施設や宿泊施設の集積、又は将来的な集積可能性が求められる。

�そのため、建設地は沖縄県や市町村の長期的な都市計画において、上記のような各種機能の集積が
予定されていることが望ましい。

�各種の上位計画と整合する立地とすることで、計画的なMICEエリア形成、ひいては魅力ある都市形成
に寄与することを目指すものとする。

�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入環境の実現 ～どのようなエリアを～～どのようなエリアを～～どのようなエリアを～～どのようなエリアを～

�MICE主催者は開催地選定の際に、MICE施設単体ではなく周辺の宿泊施設や商業施設を含めた
MICEエリアとしての魅力を評価する。

�また、MICE誘致開催の効果の一つとして、参加者の消費の呼び込みやそれに伴う経済波及効果の創
出が挙げられるが、その効果を十分に享受するためには、MICEエリアの中で参加者の回遊を促すよう
な商業施設等の立地が求められる。

�上記のような背景より、MICE施設整備においては、施設単体の整備を図るだけでなく、適切なエリアマ
ネジメントによる競争力の高いMICEエリアを形成するという考え方を重視するものとする。
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4. 新規MICE施設整備の基本方針

MICE施設整備の基本方針は以下の5点（続き）

�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 ～どのように～～どのように～～どのように～～どのように～

�新規MICE施設の設計、建設費用は通常の公共施設整備と比較して大規模になることが想定され、費
用の縮減の観点は重要である。

�一方で、MICE施設整備の目的は施設運営による消費の呼び込みや経済波及効果の創出であり、適
切な施設運営とともに、主催者や参加者の期待に応えられる施設水準の確保も求められる。

�設計、建設、運営に必要な費用を最適化するとともに、多様なMICEの誘致・開催が可能な魅力あふれ
る施設運営と誘致活動による効果の最大化を達成する施設整備が必要である。



4. 新規MICE施設整備の基本方針

より具体的な施設の整備方針である施設の設計方針は以下の通り

9

沖縄型MICEとしての魅力を高める機能

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。

MICE施設の運用上必要な性能

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。



5. 建設地の基本的考え方

建設地の選定においては施設整備の可能時期やアクセス性、

将来的に土地利用の状況等のMICEエリアとしての成立可能性を重視する
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建設地の選定における評価の視点

整備可能時期

用地の広さ・

将来的な拡張性

アクセス

（容量・時間距離）

MICEエリアとして

の成立可能性

• 那覇空港の第2滑走路供用開始に合わせ

2020年の供用開始を目指す
• そのため2017年までに工事着工が可能

であることが望ましい

• 新規MICE施設の各種施設の規模より、

施設用地として10haから最大15ha程度
の用地が必要

• 将来的な拡張性があることが望ましい

• MICE参加者の利便性という観点から空

港等からの時間距離が重要である
• MICE開催に伴う渋滞を防止するため、周

辺道路に一定以上の道路容量が求めら
れる

• 沖縄型MICEの魅力を最大限に活かすエ
リアであること

• MICE施設の他に宿泊や商業機能の集積
が求められ、土地利用の現状や将来計画
においてそのような集積が図られる可能
性の高い地域であることが求められる

• 都市計画上の用地地域や容積率、建ぺ

い率、用地形状による施設配置の制限の
有無などを評価する

用地特性による

施設整備への影響

• 本事業をスムーズに進めるためには地元
自治体や住民の協力が欠かせない

• 円滑な事業実施に向けての協力体制も重
要な点である

地元自治体の

協力体制
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6. 新規MICE施設の規模

パターン別施設規模（案）

用途別床面積 展示場1万㎡の場合 展示場2万㎡の場合主室床面積 共用部床面積 合計（延床面積） （建築面積） 主室床面積 共用部床面積 合計（延床面積） （建築面積）多目的ホール 7,500 3,500 11,000 11,000 7,500 3,500 11,000 11,000 展示場 10,000 5,500 15,500 15,500 20,000 11,000 31,000 31,000 中小会議室（２層） 3,000 2,500 5,500 2,750 3,000 2,500 5,500 2,750 オフィス（２層） 1,000 1,000 500 1,000 1,000 500 バックヤード（２層） 1,000 1,000 500 1,000 1,000 500 パントリー（厨房） 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 電気室・機械室 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 MICE施設面積 37,500 33,750 53,500 49,750 駐車場（４階５層） 50,000 50,000 16,700 50,000 50,000 16,700 合計 87,500 50,450 103,500 66,450 その他面積外構 13,633 14,300 サービスヤード 10,000 20,000 バスターミナル（エントランス広場） 10,000 10,000 必要最小敷地面積 84,083 110,750 

単位：㎡
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7. 事業収支と想定される整備・運営手法

民間活力が導入可能な施設整備方式を想定

� 大規模MICE施設は収益施設ではなく集客施設であるという施設の特性上、減価償却等を含め採算が取れないことが一般的である。

� 新規MICE施設においても、収入（約12億円）と施設運営者の費用（約12億円）はほぼバランスするが、施設の所有者が負担すべき費
用（建物修繕費等）や民間が施設を所有した場合の費用（公租公課や減価償却等）を含めると事業として成立しにくい。

� よって、施設整備に関しては民間による整備は難しく、公共が実施することが現実的であると考えられる。

� ただし、施設周辺エリアを含めPPP等民間活力の導入可能性を検討することで、効率的な施設運営を前提とした施設設計や建設の実現
を目指すものとする。

事業収支想定

�民間単独による整備では採算
性確保が難しいため、公共に
よる整備の方が実現可能性が

高い。

�民間活力の導入可能性を探り、
民間ノウハウによる積極的な
MICEの誘致等、施設の効率的

運営が可能な設計や建設の実
現を目指す。

整備運営単位：億円
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�来場者の集客による賑わいの創出
� 需要推計で示した通り、新規MICE施設の運営により、新たに年間約150件のMICEが開催され、約77万人の集客が見込まれる。

� これらの参加者はMICE施設のみならず、施設周辺のエリアや県内他地域を周遊し、県内各所に賑わいを創出すると想定される。

� これはMICEエリア周辺、あるいは県内観光地のイメージ向上や今後の開発可能性の向上に繋がると考えられる。

�宿泊・商業需要等の平準化
� 沖縄県をはじめ、観光地の共通課題として観光集客の季節波動、曜日波動が挙げられる。

� 一方、MICEは学会や展示会を中心に平日に開催されることが多い。また、開催時期も個別案件毎に異なるため、一般観光のハイシーズ

ン以外の時期に開催される案件を獲得できれば、宿泊や商業に関する需要の平準化が可能となる。

� 一般にホテルや商業施設の立地促進においては、繁閑差の少ない安定した需要の確保が重要であり、計画的なMICEの誘致開催により

集客の平準化を図ることができれば、それら施設の立地可能性は高まり、ひいてはMICEエリア周辺を中心とした地域のポテンシャル向

上が期待される。

8. 新規MICE施設整備により想定される効果・課題

施設整備により想定される効果として以下の3点が挙げられる

地域のポテンシャル向上
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�経済波及効果の創出

� 新規MICE施設の運営による経済波及効果は約400億円/年と推計され、約5,400人/年の雇用を創出することとなる。

� これは現在沖縄で開催されているMICEの経済波及効果約200億円/年の約2倍に相当する。

� また、2013年に沖縄県内で開催されたプロ野球春季キャンプの経済波及効果約82億円の約5倍に相当する。

8. 新規MICE施設整備により想定される効果・課題

施設整備により想定される効果として以下の3点が挙げられる（続き）

新規MICE施設整備により新たに
年間約150件の大規模MICEの開催

約77万人の集客
（県内51万人、県外24万人、外国人3万人）

指標指標指標指標 金額・数量金額・数量金額・数量金額・数量

総消費額 約310億円/年

経済波及効果 約400億円/年

雇用創出効果 約5,400人/年

経済波及効果推計

�現在、沖縄で開催されているMICE（集客約58万
人；県内50万人、県外客8万人、外国人1万人）の
経済波及効果200億円の約2倍

� 2013年の沖縄県内におけるプロ野球春季キャン
プ（集客約29万人、県内客25万、県外客4万）の
経済波及効果約82億円の約5倍

⇒新規MICE施設で開催されるMICEは消費単価

の高い県外客、外国人客の集客が特に増加する
ため経済波及効果も大きい
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� 施設周辺の渋滞の誘発

� 本構想で対象とするような大型MICEの特徴として、県内客を対象としたMICEの開催時に、短期間に集中的に周辺交通量を増加させる

ことが挙げられ、渋滞を引き起こす可能性がある。

� これは参加者の満足度を下げるだけでなく、周辺住民の日常生活にも影響を及ぼしかねない問題である。

� 既存MICE施設である沖縄コンベンションセンターでは、施設周辺の慢性的な渋滞が長年の課題となっており、MICE施設の整備にあたっ
ては、現在、あるいは将来的な交通環境に十分配慮した立地計画や施設計画が求められる。

� 音漏れによる騒音等の施設周辺への悪影響

� 新規MICE施設では大型コンサートの開催が見込まれているが、国内の既存MICE施設ではそのような大型催事の際に施設周辺に音が

漏れ、住民へ悪影響を与えていることが問題視されている。

� それら施設では施設整備時には周辺に宅地等が集積していなかったものの、施設整備後に周辺開発が進み、結果的にMICE施設と宅地

が近接することになったという経緯がある。

� 本MICE施設整備においては他事例を教訓に、立地場所の自治体と十分に協議を行い、長期的観点からMICE施設運営に支障をきた

さないような施設周辺の開発を実現していくことが重要である。

� 適正稼働の確保

� MICE施設は施設単体の売上では、施設の整備、運営費用を賄うことが難しい。世界的に見ても、MICE施設は単体で収益をあげるため

の施設ではなく、その集客力により地域全体に利益をもたらす施設として認識されている。

� このような効果を享受するためには、多数のMICEの誘致・開催が必要であり施設運営者や沖縄県、沖縄観光コンベンションビューローを

はじめとした誘致主体が積極的なMICE誘致を行って行く必要がある。

� MICEは誘致決定から開催までの期間が長いものも多く、特に学会では開催までに数年間を要することも珍しくない。そのため新規MICE

施設が開業後に誘致活動を本格化するのでは、開業から数年間にわたる施設の稼働は低く、また開催による効果も限定的なものとなっ
てしまう。そのような事態を防ぐために、MICE施設開業以前より積極的な誘致活動を進めていく必要がある。

8. 新規MICE施設整備により想定される効果・影響

施設整備に伴い想定される課題とその対策として以下の3点が挙げられる


