平成 26 年度情報通信産業振興計画
実施状況報告書
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沖

縄

県

目 次
１

平成 26 年度の沖縄県経済概況 ............................................. 1

２

県内情報通信関連産業の概況 .............................................. 2

３

2
3
3
3
3

４

措置の内容に係る主な実施状況 ............................................ 4

５

取組の実施による効果 .................................................... 9

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）事業認定件数 ........................................................
（２）税制優遇措置の活用状況 ..............................................
ア 国税の活用状況 ....................................................
イ 地方税の活用状況 ..................................................

１

平成 26 年度の沖縄県経済概況
平成 26 年度の沖縄県経済は、那覇空港滑走路増設事業などの沖縄振興予算の増額
や、沖縄振興一括交付金を活用した事業が着実に実施されている中、那覇空港新国際
線ターミナルビルの供用開始による航空路線の拡充などから入域観光客数は過去最
高の 717 万人となっている。
消費税率引上げの影響による消費の一時的な落ち込みはあったが、人口増加などを
背景に消費は持ち直しており、平成 26 年度の県内総生産は、３兆 9,868 億円程度、
経済成長率は名目で 1.6％程度、実質で 1.2％程度の成長になる見込みである。
雇用情勢については、労働力人口は 683 千人、就業者数は 645 千人と平成 25 年度
より若干減少し、完全失業率は 5.6％と平成 25 年度とほぼ同じ水準となっている。

平成 26 年度

県
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３兆 9,868 億円

３兆 9,226 億円

経済成長率（名目）

＋1.6％

＋3.0％

経済成長率（実質）

＋1.2％

＋4.4％
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645 千人
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完全失業率（平均）

5.6％

5.4％

就

内

働

業

総

力

生

平成 25 年度

人

者

※県内総生産、経済成長率については見込み値

1

２

県内情報通信関連産業の概況
我が国における情報通信関連産業の生産額は増減を繰り返しているものの、平成７
年から平成 24 年までの年平均成長率は 2.5%に達しており、他の産業分野の市場規模
が低下する中にあって堅調な成長を続けている。
（平成 26 年情報通信に関する現状報
告（総務省））
県内の情報通信関連産業の生産額についても、平成 12 年度から平成 23 年度にかけ
て 2.5 倍となる 3,482 億円まで順調に伸び続けているところである。（沖縄県調査）
県では、平成 24 年度に策定した「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」や「おきなわＳ
ｍａｒｔＨｕｂ構想」を踏まえ、様々な施策を展開した結果、県内への情報通信関連
企業の立地状況は、これまでコールセンターを中心に企業集積が進んでいたところに、
国内外から高付加価値なビジネスを誘引するソフトウェア開発や、コンテンツ制作を
行う企業の割合が増加傾向にある。
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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）事業認定件数
平成 26 年度における事業認定件数は１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

１

H27.2.3

株式会社
オキット

事業内容

名護・宜野座 インターネット・サービスプロバイダ事業
インターネット・エクスチェンジ事業
地区

（２）税制優遇措置の活用状況
ア 国税の活用状況
平成 26 年度における国税の活用状況については、投資税額控除は７件で総額
５億 2,199 万円利用されているが、所得控除の利用実績はなかった。
（単位：千円）
投資税額控除
区分

所得控除
建物等

情報記録物製造業

合計

機械等

0

0

0

業

64,881

403,121

468,002

映画・ビデオ制作業

0

0

0

0

53,392

53,392

0

603

603

0

0

0

457,116

521,997

電

気

通

放

信

送

業

－

ソフトウエア業、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
特定情報通信事業
合

計

0
0

－
64,881

※資料：沖縄県実施企業アンケート調査（速報値）
※「建物等」：建物及びその附属設備
※「機械等」：機械及び装置、器具及び備品
イ

地方税の活用状況
平成 26 年度における地方税の活用状況については、事業税が 15 件で２億 1,750
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万円、不動産取得税が４件で１億 134 万円、固定資産税が 85 件で２億 8,127 万
円、事業所税が２件で 213 万円となっている。
（単位：千円）
区分

事業税

不動産取得税

固定資産税

事業所税

件数

15

４

85

２

金額

217,508

101,344

281,275

2,135

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、沖縄力発見ツアーや県内投資環境視察ツアーを開催するとともに、クラウド
コンピューティングＥＸＰＯに出展した。国外では、台湾商談会を開催するととも
に、Ｃｏｍｐｕｔｅｘ Ｔａｉｐｅｉ2014 に県内企業とともにブースを出展するな
ど、本県立地に向けて効果的なプロモーション活動を展開した。
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、内閣府と連携して情報通信関連企業向けに税制説明会を県内で３回開催
し、制度の周知を図った。
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～
事業内容：職員による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実施する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：59,041 千円
執行額 ：52,922 千円
実施状況：
国内：企業誘致セミナーの開催（参加総数 358 社）（東京、大阪）
沖縄力発見ツアーの開催（内閣府共催、19 社参加）
県内投資環境視察ツアーの開催（２回、25 社参加）
クラウドコンピューティングＥＸＰＯへの出展
（東京ビックサイト・ブース来訪者約 600 人）
税制説明会の開催（県内３カ所）
国外：経済特区沖縄セミナー＆商談会の開催
（台北市、台中市で開催、台湾企業 82 社が参加）
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Ｃｏｍｐｕｔｅｘ Ｔａｉｐｅｉ2014 への出展
（台北市・ブース来訪者約 1,500 人）
（２）県内立地企業の高度化・多様化
県内の下請け中心の受注型ビジネスから提案型ビジネスへモデルの転換を図る
ため、クラウドサービス等先行モデル事業において、県外、海外を視野に沖縄発の
新たなビジネスモデルを創出する企業を支援した。
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
の県内設置と研究開発等活動への支援を行うとともに、県内情報産業の技術蓄積と
高度化を図るため、スマートフォン用ＯＳ「アンドロイド」等に関する検証・認証
システムの構築等を支援し、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

クラウド拠点形成等促進事業
・事業概要
実施期間：平成 24 年～
事業内容：クラウドデータセンターに実装する共通基盤システムの開発を支
援するとともに、新たなクラウドサービスの創出やリスク分散の
本県拠点化に向け、これら高付加価値型サービス等の開発を提案
公募し、モデル事業として支援する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：655,395 千円
執行額 ：594,505 千円
実施状況：クラウドコンピューティング拠点を形成するプラットフォームと
しての共通基盤システムを構築するとともに、クラウドサービス
等先行モデル事業において、県外、海外を視野に沖縄発の新たな
ビジネスモデルを創出する６件の開発企業を支援した。

イ

クラウドオープンネットワーク国際研究開発拠点形成事業
・事業概要
実施期間：平成 25 年～
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
と研究開発等活動を支援する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：134,739 千円
執行額 ：130,167 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・セミナーを開催し、県内企業・大学等との連携を図
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った。（海外５地域を含め、約 550 名が参加）
ウ

モバイル機器等検証拠点形成促進事業
・事業概要
実施期間：平成 24 年～
事業内容：県内情報産業の技術蓄積と高度化を図るため、スマートフォン用
ＯＳ「アンドロイド」等に関する検証・認証システムの構築等に
対して支援する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：386,636 千円
執行額 ：383,014 千円
実施状況：モバイル機器等の検証、認証システムが構築されるとともに、
モバイル機器等の検証、認証ビジネスに必要な基盤の構築を通じ
て、産業の高度化を担う人材のべ 350 名が育成された。

（３）多様な情報系人材の育成・確保
ＩＴ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え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ＩＴ関連企業からＩＴ技術者及び経営担当者等を招へいし、Ｏ
ＪＴ研修等各種研修の実施を通して、人的ネットワークの強化を図った。
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、宜野湾コンベンションセンターで｢ＩＴ津梁まつり 2015｣を開催するとともに、
学生のＩＴ企業訪問やＩＴ企業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～
事業内容：県内ＩＴ関連産業の業務受注型から業務提案型への転換を図るた
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える人材の
育成を支援する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：125,050 千円
執行額 ： 91,039 千円
実施状況：県内ＩＴエンジニアの知識・技術の高度化や強化を図る講座を 123
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回開催し、759 人が受講した。当該講座を通し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・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た。
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～
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、県内Ｉ
Ｔ関連企業とアジアＩＴ関連企業との人的ネットワーク構築を
目的として、アジアＩＴ関連企業からＩＴ技術者及び経営担当者
等を招へいし、ＯＪＴ研修等各種研修の実施を支援する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：15,436 千円
執行額 ：15,420 千円
実施状況：アジアＩＴ人材の招へいについては、３ヶ国から 33 人を受け入
れ、県内ＩＴ関連企業で研修生としてＯＪＴ研修を行うなど、人
的ネットワークの構築を図った。

ウ

ＩＴ産業人材確保支援事業
・事業概要
実施期間：平成 24 年～
事業内容：県内ＩＴ関連産業の活性化を図るとともに、更なる企業集積や将
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
兼ねた広報イベントや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 26 年度の状況
予算額 ：15,218 千円
執行額 ：15,218 千円
実施状況：広報イベントとして、宜野湾コンベンションセンターで｢ＩＴ津
梁まつり 2015｣を開催し、高校等 19 校、企業・団体等 33 社が参
加・出展した。また、学生のＩＴ企業訪問やＩＴ企業社員等によ
る出前講座等を 18 回実施し、産学の相互交流が図られた。

（３）情報通信基盤の整備
情報通信関連産業の集積や、高度化に必要な情報通信基盤の整備については、国
際情報通信ハブの形成に必要な国際海底ケーブルの敷設や、県内データセンターを
直結するクラウドネットワークの構築、クラウドデータセンターの整備に取り組む
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ＩＴ津梁パークでは、
平成 26 年度１棟の企業集積施設が供用を開始し、平成 27 年３月末現在、７施設に
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24 社が入居し、約 1,700 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

アジア情報通信ハブ形成促進事業
・事業概要
実施期間：平成 25 年～
事業内容：アジア－沖縄－首都圏間を直接接続する国際海底ケーブルを敷設
し、国内外向け情報通信基盤を拡充するとともに、沖縄ＧＩＸと
連携した冗長化構成を構築することで、東アジアの情報通信バブ
形成を促進する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：1,000,203 千円
執行額 ：1,000,019 千円
実施状況：国際海底ケーブルネットワーク（情報通信基盤）の構築に着手し
た。

イ

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～
事業内容：沖縄が重要データのバックアップや分散開発の拠点を形成するた
めに、クラウドデータセンターの整備や県内各データセンター間
を接続した情報通信回線を整備し、受け皿機能を強化する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：3,027,584 千円
執行額 ：2,522,195 千円
実施状況：平成 27 年４月にクラウドデータセンターを供用開始したところ
である。

ウ

新情報通信費低減化支援事業
・事業概要
実施期間：平成 26 年～
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し、企業の県内立地や雇用の
拡大に資する。
・平成 26 年度の状況
予算額 ：80,723 千円
執行額 ：64,202 千円
実施状況：支援利用企業数は 17 社となっているが、利用回線容量は堅調で
あり、雇用創出、対象事業による賃金支払額、関連投資誘発額な
どの一定の経済波及効果は継続している。
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５

取組の実施による効果
平成 27 年１月１日現在、情報通信関連産業企業立地数は、対前年度比 45 社増の 346
社となっており、雇用者数についても、対前年度比 1,043 人増の 25,912 人となって
いる。
沖縄県関連指標
指標名

平成 23 年
（基準年）

平成 25 年

平成 26 年

平成 33 年
目標値

情報通信関連企業
立地数

237 社

301 社

346 社

440 社

情報通信関連企業
立地企業雇用者数

21,758 人

24,869 人

25,912 人

42,000 人
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