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Ⅰ 基本方針 

 

経営戦略で掲げた活動方針を実現するため、第 2期においては、以下の点に留意

しながら事業を実施する。 

(1) センターのコア領域の充実・強化 

 

2019 年度については、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」という。）のコア領域である、①シンクタンク戦略提言領域、②戦略的な事

業プロデュース領域、③スタートアップ・人材育成支援領域のそれぞれの領域にお

いて、沖縄県からの受託事業を中心に実施することで、ISCOの事業基盤の強化に

努める。 

また、新たに④ＩＴ産業振興領域として、IT 産業振興事業を ISCO に集約して実

施することにより、事業間連携や相乗効果を発揮し、事業基盤の安定化・将来的な

成長領域への対応を促進する。 さらに、ITを活用した沖縄県の産業振興を総合的

に支援する機関として、IT 活用のワンストップ支援窓口を設置し、地域の IT コーデ

ィネーターや支援機関と連携したコンサルティングサービスの提供を行う。 

 

(2) 組織体制の強化 

 

① 組織運営体制を強化し、事業推進機能を高めるため、組織体制の見直しを

行う。 

具体的には、「ResorTech Okinawa 国際 IT見本市」の開催に向けた準備活

動を行うため、新たに「リゾテック推進セクション」を設けるとともに、既存のセ

クションの統合を行い、「テストベッド・事業創出セクション」を設置する。 
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② 行政経験のある県職員や専門的ノウハウを有する民間人材の積極的な出向

受け入れを行い、組織体制の充実・強化に努める。 

 

③ 職員の能力や専門性を最大限に活かすため、組織や人員配置の柔軟かつ

機動的な見直しを行うことで、業務横断的に課題に対応できるよう組織の活

性化を図る。また、新規に職員採用活動を実施し、人員規模を約 60 名体制

（平成 30年度：37名（派遣スタッフ除く））に増強する。 

 

④ 産業支援機関や県内経済団体等が多数入居する沖縄産業支援センターに

新たな相談拠点を設置し、産業界や企業等が抱えるＩＴに関する相談を各機

関と連携してワンストップで行える体制を整備する。 

 

⑤ 専務理事及び常務理事兼事務局長、ストラテジスト、課長、セクションマネー

ジャー等で構成する組織運営委員会を設置し、センターが実施する事業の運

営方針の調整を図ることで、組織が一体となって経営戦略を実行する仕組み

を確保する。 

 

⑥ ＩＳＣＯに先端技術やＩＴイノベーションを導入するため、技術面等の多様な見

識を有する専門家集団として、テクニカルアドバイザリーフェローを組織し、事

業活動にオンデマンドでこれらの知見が反映される体制を構築する。 

 

(3) プロモーション活動 

 

① ISCOの活動を広く周知するため、ホームページやＳＮＳ、メールマガジン等を

活用して積極的なプロモーション活動を行う。 

 

② ISCO の活動方針に賛同し、沖縄へＩＴイノベーションを紹介するイベント等を

行う意向のある民間企業の活動については、共催・後援等の形式で関与し、

集客協力等を行うことで、ISCOの知名度浸透と向上を図る。 

 

③ ISCO の活動を広く浸透させるために、定期的にセミナー等のイベントを開催   

し、賑わいを創出する。またコミュニティの醸成を目的として、技術系セミナー

や、ＩＴ活用セミナーに加え、社会構造の変革に対応し破壊的な創造を行う人

材を紹介するセミナー等、多様なステークホルダーが参加できる枠組みを提

示し、「共創」のために人が集う環境を形成する。 

 

 (4) 外部組織との連携 

 

① 最新のテクノロジーやイノベーションを継続的に沖縄に呼び込む仕組みの構

築を目的として、国内外の産業支援機関や研究機関等との MOU（連携協定）

を締結するなど連携を促進する。 
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② 産業界の課題やニーズについて IT イノベーションを活用して解決を図り、ま

た価値創造を共創により実現する体制を構築するため、県内の産業団体等

と連携を促進する。 

 

③ 県内各市町村と MOU（連携協定）の締結を推進し、ＩＴ関連産業の振興や地

域のＩＴ普及・利活用、市町村が保有する情報のオープンデータ化等の取組

みへの協力を行う。 

 

Ⅱ 実施計画 

１ 総括的事項 

 

ＩＳＣＯの組織運営を円滑に推進するため、理事会及び評議員会の運営や法務、

財務、企画、人事等を行う。 

(1) 理事会等の開催 

 

理事会及び評議員会については下記の定時開催のほか、必要に応じて臨時

会を開催する。    

① 理事会 

開催回数 開催月 主な議案 

第１回 5月 2018年度事業報告・決算書等 

第２回 10月又は

11月 

2019年度事業中間報告等 

第３回 3月 2020年度の事業計画・収支予算等 

 

② 評議員会 

開催回数 開催月 主な議案 

第１回 6月 2018年度事業報告・決算書等 

 

(2) 広報・営業活動 

 

ＩＳＣＯの知名度の向上と会員獲得を目的として、下記の広報活動を行う。また、

ISCO の事業活動の成果を会員に還元することを目的に会員サービスの充実化

を図るための検討やサービス拡大の取組みを推進する。 

       

手段 頻度 主な内容 

ウェブサイト 随時 ＩＳＣＯの事業概要やイベント告知等 

メールマガジン 月 2回程度 ISCOの活動状況や会員の活動周

知等 

Facebookページ 随時 イベントの模様や開催報告等 

会報（PDF） 年 4回程度 定期調査レポートや対談記事等 
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ニュースリリース 随時 ISCOの活動成果等 

自主イベントの開催 年 4回程度 先端 ITに関するセミナーの開催等 

 

(3) コンプライアンスの徹底 

 

    一般財団法人として社会的信用と役割を自覚するとともに、コンプライアンスの

遵守、リスク管理の徹底、運営体制及び財務基盤の強化、財務及び庶務の合理

化等の経営改善に努める。 

また、情報の適切な保護・管理についての基本方針や対策基準（情報セキュリ

ティポリシー）、実施手順などの策定に向けた検討を行う。 

 

(4) 組織運営 

 

    ＩＳＣＯが発展継続していくため、以下の観点から運営体制及び財務基盤の強

化、財務及び庶務の合理化、経費の削減等の経営改善に努める。 

 

① 信頼性の確保 

センターの事業計画書や事業報告書、決算報告書等の経営情報について

センターホームページで公表し、組織運営の透明化を図る。 

 

② 収益性の確保 

センターの経営理念や活動方針に賛同する企業・団体、学術機関、金融機

関、行政機関等を幅広く募ることで、会員からの会費収入を得て自主事業

の運営財源とする。また、会費以外の独自収入の確保に向けた検討を行う。 

 

③ 安定性の確保 

センターのコア機能の実現については、沖縄県等行政機関からの受託事業

収入を財源として計画するとともに、行政機関以外の民間企業等からの受

託事業獲得に向けた新たな取組を実施し、経営基盤の安定性確保に努め

る。 

 

２ シンクタンク戦略提言領域 

 (1) 【継続】沖縄型 Society5.0実現推進事業 

 

    本事業では、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。 

 



 

7 

 

   【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

沖縄型 Society5.0の定義およびそ

の実現にむけての提言 
調査レポート発行 

沖縄型 Society5.0の効果的な広報 シンポジウム開催 

 

３ 戦略的な事業プロデュース領域 

(1)  【継続】IoT利活用促進ネットワーク基盤構築・実証事業（ハンズオン・運用業

務） 

 

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

ため、キャリアネットワークやや県内データセンターを活用した IoT利活用ネット

ワーク基盤の活用促進を支援する。 

 

      【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

IoTネットワーク利活用実証事業モ

デルの支援実施 
10件 

 

(2)  【継続】沖縄型オープンイノベーション創出促進事業 

 

ＩＴを活用するスタートアップに対する段階的な支援を実施するとともに、県内ＩＴ

事業者が保有するサービス等のデータベース化によるマッチングサポートの実

施や、ＩＴ産業と他産業等との連携・協業による新たなアイデアと協力関係を生み

出すための仕組みの構築など、企業や産業の枠組みを超えた連携を推進し、ＩＴ

を活用した新たなビジネスやサービスの創出を促進する取組を実施する。 

 本事業は３つの業務に分類される。 

１）IT を活用するスタートアップに対する段階的な支援 

２）IT ソリューション・マッチングサポート 

３）フューチャーセンター活動  

  

     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

「沖縄スタートアップフェスタ」の開催 1回 

専用サイトへの登録件数 90件以上 

マッチングイベントの開催回数（県内・県外） 4回以上（県外 2回） 

フューチャーセッションテーマ件数 10件以上 
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(3) 【継続】アジアＩＴビジネス活性化推進事業 

 

県内情報通信関連企業のアジア地域をはじめとする海外展開や国内・アジア

等のＩＴ企業との連携・協業による国内外双方向ビジネスの創出を目的としたソフ

トウェア等の開発に加え、県内の観光産業などの他産業と連携・協業するソフト

ウェア等の製品開発について、県から「沖縄アジアＩＴビジネス創出促進事業補助

金」の交付決定を受けた者に対する助言、指導、事業の進捗管理等の支援を行

う。 

    また、県内各種産業が抱える課題やニーズ、トレンド等を踏まえたＩＴ活用型の

ビジネスモデルの開発や実証活動に関して、県から「ＩＴビジネスモデル・テストベ

ッド構築支援事業補助金」の交付決定を受けた者に対し、金融機関や経営支援

機関等を活用したモデルのブラッシュアップや、実証活動のためのテストベッド環

境の構築等に係るフォローアップや進捗管理等の支援を行う。 

  

【事業活動目標(ＫＰＩ)】 

項目 2019年度計画 

沖縄アジアＩＴビジネス創出促進事業 

アジアＩＴビジネスモデル部門 
2件 

沖縄アジアＩＴビジネス創出促進事業 

他産業連携クラウド環境促進部門 
3件 

ＩＴビジネスモデル・ 

テストベッド構築支援事業 
3件 

 

(4) 【継続】アジア・スマートハブ環境形成促進事業 

 

本事業は、国際ＩＴ見本市のプロモーションを兼ねたプレ開催の実施に向けて、

官公庁や関係団体等への参加協力要請や、国内外のＩＴ関連企業等に対する出

展勧誘活動、リゾテック（※）関連の実証活動・テストフィールド募集など、国際ＩＴ

見本市を活用した「リゾテックアイランド沖縄」のブランド化及び市場形成の推進

に向けた取組を行う。 

 

【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

ResorTech Okinawa国際ＩＴ見本市

開催 

「ResorTech Okinawa国際ＩＴ見本

市」の 2020年 2月開催 

 

(5) 【新規】ResorTech Okinawa国際ＩＴ見本市 実行委員会運営委託事業 

 

「ResorTech Okinawa国際ＩＴ見本市」の 2020年 2月開催に向けて、2019年 4
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月に設立される実行委員会の事務局運営を行う。 

 

【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

実行委員会事務局の運営 円滑な事務局運営 

 

４ スタートアップ・人材育成支援領域 

(1) 【新規】簡易版スタートアップスタジオのビジネスモデル構築・実証事業 

 

沖縄の起業家が最初につまずいている「ゼロイチ（0→1）」フェーズ※の伴走支

援に特化した簡易版スタートアップスタジオを実証し、情報通信分野を中心とした

スタートアップ及びその予備軍のニーズ確認と支援モデルの最適化を図る。ま

た、投資回収に時間がかかり、かつ不確定要素の多いスタートアップスタジオモ

デルの収益軸を増やし、持続可能な形態になるよう新規事業の開発を目指す。  

 

   ※社会課題解決のため、顕在化していないサービスを実現するビジネスモデル

を構築する段階  

【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

MVP開発（実用最小限の製品開発） 3件 

事業計画書策定支援 2件 

 

 (2) 【継続】データサイエンティスト等人材育成事業 

  ビッグデータ・IoTや AI等の先端技術を活用した、新たな産業分野の創出なら

びに発展を推進するため、データサイエンティストやサイバーセキュリティ関連等

の第 4次産業革命を牽引する、高度人材の育成事業として以下の取組を実施す

る。 

①データサイエンティスト人材養成セミナー 

②一般市民向けセミナー 

 

      【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

データサイエンティスト人材養成セミ

ナーの参加者 
37名以上 

一般市民セミナーの参加者 80名以上 
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(3) 【新規】先端ＩＴ導入・利活用支援事業 

 

     県内各産業において経営判断や事業企画等を行う人材（経営者、経営・企画

部門長クラス等）に対し、ＩＴの利活用促進に向けた取組を実施するとともに、国

内外から先端ＩＴ（ＡＩ、IoT、ロボット、ドローン、VR/AR 等）関連の人材、技術、ア

イデア等を県内に取り込むための活動を支援することにより、県内産業における

先端ＩＴの導入や市場への新技術移転を促進する。 

 

      【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

先端ＩＴ導入（実装）に向けた計画策定支援 2件 

 

 (4) 【新規】アジア等ＩＴ人材交流育成事業 

 

アジア企業の県内立地と、県内企業のアジア市場への展開を促進するため、

アジアＩＴ企業の経営者やＩＴ技術者を招へいするとともに、県内ＩＴ企業の経営者

等をアジアへ派遣し、合同研修会やセミナー等を通して相互の交流を深めるな

ど、人的ネットワーク構築を支援し、国内外ビジネスを促進する。 

 

      【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

アジア等海外ＩＴ企業経営者層の県内

招へい 
5名 

アジア等海外ＩＴ技術者の県内招へい 10名 

県内ＩＴ企業経営者層のアジア等海外

派遣 
5名 

県内ＩＴ技術者等のアジア等海外派遣 10名 

 

   (5) 【新規】ＩＴ人材高度化支援事業 

 

県内ＩＴ関連企業の高付加価値業務の受注体制の構築及び業務受注型から

業務提案型へビジネスモデルを移行するため、プロジェクトマネジメントスキルを

有する中核人材に加え、新たなビジネスの開拓、創出、拡大を担う人材など、県

内ＩＴ関連産業の振興を担う人材を育成する。 

 

     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

人材育成講座（技術、ビジネスプロ 

デュース講座等）の実施数 
28講座 

人材育成講座受講者数 150名 
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   (6) 【新規】未来のＩＴ人材創造事業（ITスキル習熟部門） 

 

将来のＩＴ人材を創出し、安定的に供給することにより、県内ＩＴ関連産業の振興

を図るとともに、更なる企業集積を促進するため、小・中・高・大学生等のＩＴスキ

ル（例：プログラミング、ロボット製作、ドローンの操縦等）習得に向けた取組みを

実施する（未来のＩＴ人材創造事業補助金「ＩＴスキル習熟部門」を活用） 
          

 【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

ロボットコンテストの開催 2回 

  

５ IT産業振興領域 

   (1) 【継続】ドコモ５ＧオープンラボＯＫＩＮＡＷＡ 2019年度 運営業務 

 

NTT ドコモが開設した第 5世代移動通信方式（以下、５Ｇ）の常設技術検証 

環境である「ドコモ５Ｇオープンラボ ＯＫＩＮＡＷＡ」について、同ラボ施設の運営

業務を受託する。 

 

     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

見学対応件数 100件/年 

検証対応件数（屋外検証含む） 6件/年 

 

   (2)  【新規】情報通信関連企業誘致・活性化事業 

沖縄県の情報通信関連産業の集積を図るため、企業誘致担当者を配置し、国

内外イベントへの出展、企業誘致パンフレットの作製、配布等により沖縄県の情

報通信関連施策を広くＰＲするとともに、県内への立地に関心のある企業に対し

て、県内教育機関等へのアテンド業務や不動産等の情報提供を行うなど、誘致

活動を実施する。 また、活性化担当者を配置し、県内情報通信関連産業の発展

や企業の高度化に資するセミナー等を開催するとともに、海外ＩＴ企業、教育・研

究機関等とのネットワークづくりを行う。 

     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

国内外ＩＴ展示会への出展 4回 

国内外企業向けセミナーの実施 2回 

視察ツアー・ビジネスマッチング 1回 
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   (3)  【新規】情報通信コスト低減化支援事業 

民間通信事業者が提供するＶＰＮ系サービス（帯域保証型、ベストエフォート型）

を利用して、沖縄と県外を結ぶ通信回線の通信費の一部を支援することにより、

沖縄県内の情報通信産業の集積・振興と雇用の機会の創出を図る。 

      

     【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

利用企業数 10社 

 

   (4)  【新規】ネットワークの管理・保守業務 

沖縄県の行政情報ネットワークの基礎である CORAL 基幹システムや沖縄県

企業局ネットワークシステム、沖縄県教育情報ネットワークの各種サーバ及びネ

ットワーク機器の設定や保守等を行い、安全でかつ円滑に運用するための管理

運営を行う。 

なお、当該業務は以下の 3つに分類される。 

・沖縄県ＣＯＲＡＬ基幹システム管理業務 

・沖縄県企業局ネットワークシステム活用支援業務 

・沖縄県教育情報ネットワークシステム管理及び機器保守業務 

      【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

各種ネットワークシステムの管理 

運営 

安全でかつ円滑な運用 

の実施 

 

６ 自主事業 

   (1) ＩＳＣＯ新事業開発・広報等推進事業【新規事業】 

国内外の学術機関やイノベーション創出機関、地方公共団体との包括的連携

協定（ＭＯＵ）の締結促進に係る活動や会員サービスの充実化、勧誘活動、自主

イベントの開催等を行うととともに、ＩＳＣＯ自主事業（収益事業）の創出検討、産

業界の課題（ニーズ）を発見し、解決していける環境や仕組みの構築に向けた活

動を実施する。 

 

      【事業活動目標（KPI）】 

項目 2019年度計画 

包括的連携協定 3件 

会員サービスの創出 3件 

新事業の創出検討 1件 
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