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１．事業概要 

事業目的 計画概要 

・「沖縄振興基本方針」の基本的な事項
において、中城湾港は沖縄の国際物
流拠点産業の集積を積極的に図ると
ともに、海外市場との効率的な連携
の推進と関連するインフラの整備等
を目指すこととされている。 

 

・「沖縄２１世紀ビジョン 基本計画」（沖

縄振興計画）に基づき、中城湾港新
港地区については、沖縄本島東海岸
地域の活性化を図るため、産業支援
港湾として流通加工港湾の整備を着
実に進められているところである。 

 

・この状況を踏まえ、本事業では、新港
地区及び周辺に立地する企業からの
輸送コスト削減要請への対応や、さ
らなる企業進出の促進を図るため、
新港地区に期待される新たな物流
ニーズに対応し、物流効率化を図る
ものである。 

事業名 中城湾港 新港地区 

国際物流ターミナル整備事業 

事業期間 平成4年度から平成28年度 

施設内容 岸壁(-11m) 1バース、港湾施設用地、 

泊地（-11m）、臨港道路 

総事業費 496億円 （残事業費88億円） 

泊地(-11.0m) 

(土砂処分場) 

岸壁（-11ｍ） 

港湾施設用地 

臨港道路 

泊地（-11ｍ） 

(浚渫) 
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新港地区 

中城湾港 

位置図 



 Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

  １ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する基本的な事項 

  （３）  国際物流拠点産業 

   那覇空港においては国際貨物ハブ化が推進されており、那覇港、中城湾港も含めた沖縄の国際物流   

      拠点産業を通じて、アジア各都市との間で原材料や部品の機動的な調達、迅速な製品等の供給が可能 

      となっている。こうした国際物流拠点を活用する 電気・電子機器や医薬品・健康食品等を製造する高付  

   加価値型のものづくり企業や、ｅコマース、リペアセンター等の新たな高機能型の物流企業といった臨 

   空・臨港型産業（国際物流拠点産業）の集積を積極的に図るとともに、海外市場等へのビジネス展開 

   支援、空港と港との効率的な連携（シー＆エア）の推進、関連するインフラの整備等を目指す。 

２．事業の必要性 

（１）事業を取り巻く状況 

 ●沖縄振興計画における位置づけ 
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「沖縄振興基本方針」 （抜粋） Ｈ24年5月11日内閣府総理大臣決定 

「沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）」（抜粋） H24年5月15日沖縄県決定 

  ３  希望と活力にあふれる豊かな島をめざして 

  （１）自立型経済の構築に向けた基盤の整備 

  イ 人流・物流を支える港湾の整備 

      中城湾港については、沖縄本島東海岸地域の活性化を図るための、新港地区、 泡瀬地区及び西原与 

   那原地区 の整備を推進します。特に新港地区においては、産業支援港湾として、流通加工港湾の整備 

   を着実に進めるとともに、那覇港との適切な機能分担や定期船就航の実験等により物流拠点の形成を 

   推進します。  



２．事業の必要性 

 ●中城湾港新港地区の企業立地の状況 

• 新港地区は、平成26年6月に国際物流拠点産業集積地域に指定され、港湾機能を活用した新たな
産業と雇用の場を創出している。 
平成26年7月現在の新港地区立地企業数は168社で約4,700人の人々が働き、沖縄県の産業を支
える重要な役割を担っている。 

新港地区の企業立地状況 

・平成元年に分譲を開始し、平成22年7月（有）双葉アルミ工業へ
の分譲により71.3haが完売 

西ふ頭地区 

分譲期間 
分譲対象 

面   積 
分譲済 

面 積 
分譲率 立地企業数 

平成元年～平
成22年7月 

71.3ha 71.3ha 100％ 60社 

東ふ頭地区 

分譲期間 
分譲対象 

面   積 
分譲済 

面 積 
分譲率 立地企業数 

平成7年～ 121.6ha 55.9ha 46％ 108社 

・平成7年に分譲を開始し、平成26年3月のIT津梁パークへの分譲
により、 55.9ha（46％）が分譲済 

地区別用地分譲・立地企業状況 

東ふ頭地区 

西ふ頭地区 
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（平成26年7月現在） 

（平成26年7月現在） 

国際物流拠点産業集積地域  



２．事業の必要性 

 ●中城湾港新港地区の整備状況 

① 西ふ頭地区 

• 西ふ頭地区は昭和59年１月埋立工事に着手し平成6年3月に完成した。 
• 平成15年4月にリサイクルポートの指定を受け、多くのリサイクル関連企業が進出している。 
• 取扱貨物量は平成17年の712千トンが平成23年には610千トンに減少したものの、平成25年には779千ト
ンへ復調している。 

• 平成22年～平成24年における減少の要因は、景気の低迷に伴う砂、砂利の減少。 
• 平成25年より取扱量は再び増加。 
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２．事業の必要性 

 ●中城湾港新港地区の整備状況 
② 東ふ頭地区 

• 東ふ頭地区は整備中のため未供用である。 
• 背後の自治体、荷主企業、関係団体等からは早期供用、定期航路の開設への強い要請があり、地域の
物流コストの低減、企業誘致、地域産業の振興に不可欠な事業である。 

中城湾港開発推進協議会 ⇒ 沖縄担当大臣・国土交通大臣                （平成24年11月） 
            ⇒ 沖縄担当大臣・国土交通大臣                （平成25年10月） 

沖縄市長  ⇒ 沖縄担当大臣・国土交通大臣・国土交通省港湾局長            （平成23年11月）  
      ⇒ 沖縄担当大臣・国土交通大臣                      （平成24年 1月） 
      ⇒ 沖縄担当大臣・国土交通大臣                      （平成25年 1月） 
      ⇒ 内閣府沖縄総合事務局長                        （平成25年10月） 

中城湾新港地区協議会  ⇒ 内閣府沖縄総合事務局長                  （平成21年10月） 

 ●本事業に係る要請 
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【要請のあった組織・団体の概要】 

沖縄市東部海浜開発推進協議会  沖縄市商工会等32団体による協議会 

沖縄市東部海浜開発事業推進議員連盟  沖縄市議会議員 23名 （全議員30名）による議員連盟 

美ら島を創る市民の会  市議会議員、県議会議員、そのほか38団体による会 

沖縄市東部地域の発展を考える会  沖縄市東部地域住民150名による会 

中城湾新港地区協議会 中城湾港新港地区の立地企業（拓南製鉄、中城港運、タイガー産業等） 69社による協議会 

中城湾港開発推進協議会 うるま市及び沖縄市により設置された協議会  現会長うるま市長、副会長沖縄市長 

沖縄市東部海浜開発推進協議会     ⇒ 沖縄担当大臣・国土交通省港湾局長      （平成24年 1月） 
沖縄市東部海浜開発事業推進議員連盟  ⇒ 内閣府沖縄総合事務局長           （平成25年10月） 
美ら島を創る市民の会         ⇒ 沖縄担当大臣・国土交通大臣         （平成25年11月） 
沖縄市東部地域の発展を考える会     

沖縄市議会 ⇒ 内閣総理大臣・国土交通大臣・沖縄担当大臣                
        衆議院議長・参議院議長                        （平成24年12月） 



２．事業の必要性 

●事業内容の変更 

事業費の変更 

 事業費が以下の変更要因により461億円から496億円へ増加した。 
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 ■事業費：主な要因は以下のとおり 

 ・環境対策である汚濁防止膜について、より環境に配慮した形式に変更したことに  

    より事業費が増加 

  ・作業船（空気圧送船）や排砂管のメンテナンス費用を追加したことに 

  より事業費が増加 

汚濁防止膜、作業船（空気圧送船）の設置状況 

従来の垂下型
を、より環境に
配慮した自立型

に変更 



２．事業の必要性 

（2）事業の投資効果 

 本事業の実施により主に以下の4つの効果が発現する。 

那覇港利用と比べて輸送距離
の短縮と手続き時間の削減、
コンテナターミナル（ＣＴ）
滞留時間の短縮によりリード
タイムが改善される。 

輸送等時間費用の削減 

那覇港を利用するため、輸送時間、通関手続
き及びコンテナターミナルの滞留が発生する。 

with 

岸壁の整備によって、輸送時間の短縮、通関
手続きの削減及びターミナル滞留時間が短縮
となる。 

(物流特区) 

残存価値の発現 

プロジェクト終了後のふ頭用
地と泊地浚渫土砂処分に伴う
造成により土地資産が創出さ
れる。 

プロジェクト終了
後のふ頭用地 

泊地浚渫土砂に
よる土地造成 

ふ頭用地の残存価値を計上する。 

浚渫土砂により土地が創出され、土地利用価
値が発現する。 
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時間ロス 

陸上輸送コストの削減 

那覇港利用と比べて陸上輸送 

距離の短縮が可能と 

なり陸上輸送費用の軽減され 

る。 

without 

那覇港を利用するため、陸上輸送距離 
が長くかかる。 

with 

岸壁の整備によって、直接貨物を取り扱うこ 
とが可能となり、陸上輸送距離が大幅に短 
縮となる。 

without 

那覇港利用と比べて保税輸送
に伴い発生する手続き費用が
削減される。 

保税輸送手続き費用の
削減 

without 

那覇港を利用するため、保税輸送手続きが
発生する。 

with 

物流特区内であるため、保税輸送手続きが
発生しない。 

遠い 費用の発生 

手続不要 直結 
直結 大幅短縮 

直結 



２．事業の必要性 

 ●中城湾港国際物流ターミナルの取扱貨物量 

対象地区の取扱貨物量の設定 

• 新港地区東ふ頭のうち、外貿貨物を取り扱う企業が立地する国際物流拠点産業集積地域 旧
うるま地区（対象地区）の外貿貨物量を設定する。 

賃貸 

工場 

製造業用地 
物流 

ｿﾞｰﾝ 

8 

対象地区の立地企業想定 

 

 

 

                

 

 

 

「解説書 (2011)」 

 【各原単位】 
 
 
 
 
 
             「全国貨物純流動量調査（物流センサス）」（平成24年,3月） 

取扱貨物量の推計値 輸入：205千トン/年 輸出：365千トン/年 

取扱貨物量（コンテナ個数）の設定値  

コンテナ 

ﾀｲﾌﾟ 

コンテナ個数（個/年） 

輸出 輸入 合計 

20ｆｔ 9,489 5,333 14,822 

40ｆｔ 6,946 3,904 10,850 

国際物流拠点産業集積地域 旧うるま地区（対象地区) 

産業業種・敷地面積規模階層別敷地面積当たり年間出荷量原単位（トン/m2） 

産業業種・敷地面積規模階層別敷地面積当たり年間入荷量原単位（トン/m2） 

コンテナタイプ比率 （重量比率 20ft：40ft 10：11） 

コンテナ１個当りの貨物量 （トン/個） 

業種別立地企業想定 

（現時点の立地企業及び立地見込み企業から推計） 

業種別立地企業数・面積 

※本事業評価は、「港湾投資の評価に関する解説書（2011）」（港湾事業評価手法に関する研究委員会
編）等に基づき、効果等を算出しており、資料中では、「解説書(2011)」と記載している。 



 
 

 
 

陸上輸送料金（円/個） 

２．事業の必要性 

効果のシナリオ 

期待される効果 

• 荷主(生産消費地)と港湾の輸送距離が
短縮される。 

那覇港 

中城湾港 

新港地区 

新港地区(対象地区) 
立地企業 

陸上輸送距離 
：約 0.5km 

中城湾港新港地区 

新港地区(対象地区) 
立地企業 

陸上輸送距離：約 25.6km 

 

 

 片道距離（ｋｍ）

0.5 km

25.6 km

0 5 10 15 20 25 30

WITH

WITHOUT

① 陸上輸送コストの削減効果 

効果計測の流れ 
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※解説書（2011） P2-1-32 

陸上輸送料金（円/個） 

 陸上輸送費用（without） 
  14.2億円／年 

 陸上輸送費用（with） 
   5.4億円／年      対象コンテナ個数（個/年） 

キロ程 20ｆｔ 40ｆｔ 

～5km 16,990 26,130 

陸上輸送距離 
 25.6km（往復51.2km） 

陸上輸送コストの削減便益 （without – with） = 14.2億円/年－5.4億円/年 = 8.8億円/年 （割引後累計額 160.5億円） 

（With時）  

（Without時）  

キロ程 20ｆｔ 40ｆｔ 

50～60km 44,730 69,580 

陸上輸送距離 
 0.5km （往復1.0km）   

20ｆｔ 40ｆｔ 

輸出 9,489 6,946 

輸入 5,333 3,904 

※解説書（2011） P2-1-32 



 
 

２．事業の必要性 

那覇港 
中城湾港新港地区 

新港地区(対象地区) 
立地企業 

中城湾港新港地区 

新港地区(対象地区) 
立地企業 

Without（那覇港利用）時 

 輸出時 ： 13.74 時間（陸送＋ＣＴ滞留） 

 輸入時 ：  1.74 時間（陸送＋※通関手続き） 

陸送、通関手続、ＣＴ滞留にかかる時間の縮減 

② 輸送等時間費用の削減効果 

効果のシナリオ 

期待される効果 

• 那覇港利用と比べて輸送距離の短縮と通関手続き時間の削減、コンテナターミナル（ＣＴ）滞留時間の短縮に
よりリードタイムが改善される。 

効果計測の流れ 

輸送等時間費用（without） 
4.5億円／年 

輸送等時間費用（with）   
1.9億円／年    

※解説書（2011） P2-1-34 

  時間費用原単位  （円／時間・個） 

輸出・入 20ｆｔ 40ｆｔ 

輸出 1,600 2,300 

輸入 1,200 1,800 
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輸送等時間 
  輸出：13.74時間 
  輸入：  1.74時間 

輸送等時間 
  輸出：  6.01時間 
  輸入：  0.01時間 

対象コンテナ個数（個/年）  

20ｆｔ 40ｆｔ 

輸出 9,489 6,946 

輸入 5,333 3,904 

（With時）  

（Without時）  

輸送等時間費用の削減便益 （without – with） = 4.5億円/年－1.9億円/年 = 2.6億円/年 （割引後累計額 48.0億円） 

0 4 8 12 16 20

輸出

輸入

輸出

輸入

W
IT

H
O

U
T

W
IT

H

CT滞留時間 陸送時間

13.74時間

１.74時間

0.01時間

6.01時間

輸送等時間（時間） 

With (中城湾港新港地区)利用時 

 輸出時 ：  6.01 時間（陸送＋ＣＴ滞留） 

 輸入時 ：  0.01 時間（陸送） 

保税地域 

保税地域 

※Without（那覇港利用）時は、保税地域外への輸送のため、通関手続きを要する。 



 
 

平成25年度の那覇港 
における輸入貨物 
（コンテナ）の実積 
 「平成25年度 全国輸出入コンテナ貨物流動調査」 

２．事業の必要性 

③ 保税輸送手続き費用の削減効果 

効果のシナリオ 

期待される効果 

• 保税地域内での輸送により、保税輸送に伴い発生する手続き費用が削減される。 

効果計測の流れ 

 
 

通関業法第18条通関業法基本通達18－1、18－2  

通関手続き費用（5,100円／件） 

通関費用（without） 
0.4億円／年 

申請件数 
（7,975件／年） 

輸入1件当りの貨物量 

（25.7トン／件） 

年間輸入貨物量 
（205千トン／年） 
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（With時） 保税区域内の走行の為 保税輸送手続き費用は 0 億円/年 

（Without時） 保税輸送（without）、輸送区域外の走行  

保税輸送手続き費用の削減便益 （without – with） = 0.4億円/年－0円/年 = 0.4億円/年 （割引後累計額 7.4億円） 

保税輸送手続き費用（円／件）

¥5,100

¥0

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

WITH

WITHOUT

那覇港 
中城湾港新港地区 

新港地区(対象地区) 
立地企業 

保税地域 

Without（那覇港利用）時 

 保税輸送手続き費用の発生 

保税輸送手続き費用の削減 

With (中城湾港新港地区)利用時 

 保税地域内での輸送により、保税手続きが不要 

中城湾港新港地区 

新港地区(対象地区) 
立地企業 

保税地域 



２．事業の必要性 

④ 残存価値の発現 

効果のシナリオ 

期待される効果 

• プロジェクト終了後のふ頭用地と泊地浚渫土砂処分に伴う造成により土地資産が創出される。 

効果計測の流れ 

  ふ頭用地 2.8ｈａ 

プロジェクト終了後、土
地が残存価値となる。 

 土砂処分場（分譲地） 

 81.7ｈａ 

浚渫土砂により土地が創
出され、東部海浜開発用
地として活用される。 

資料：沖縄市東部海浜開発局 

土地     
ふ頭用地           27,914㎡ 
土砂処分場（分譲地） 817,000㎡ 

残存価値（with）   
 合計        666.9億円 
ふ頭用地       8.4億円 

                     土砂処分場  658.5億円 

※ 計画地近傍の 
   平成24年取引事例価格（国土交通省）   
   平成26年地価公示価格（国土交通省） 
※ 解説書 (2011) P1-3-41 

土地単価（円／㎡） 
 
 ふ頭用地 30,000 

土砂処分場（分譲地） 80,600 
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（With時） 

（Without時）  土地の創出がないため 0億円 

残存価値の発現便益 （with – without） = 666.9億円－0円 = 666.9億円 （割引後 501.5億円） 

土地単価     
ふ頭用地          30,000円/㎡ 
土砂処分場（分譲地） 80,600円/㎡ 

※土砂処分場（分譲地）は、土地としての利用価値の発現を平成33年度と設定している。 



２．事業の必要性 

 ●費用便益比 

• 適用マニュアル：「港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル」（H23.6、国土交通省港湾局）      
• 基準年：平成26年度 
• 完了年：平成28年度 
• 検討年数：供用後50年 

算出条件 

※ 費用及び便益の金額は、社会的割引率（4%）により平成26年度の価値に換算された、事業開始から供用後50年目ま
での総額 

※ 費用及び便益の合計は表示桁数の関係で一致していない。 

事業全体 残事業 

費用 事業費 641.8億円 65.0億円 

（C） 管理運営費 1.8億円 1.8億円 

合計 643.6億円 66.7億円 

陸上輸送コストの削減便益 160.5億円 160.5億円 

便益 輸送等時間費用の削減便益 48.0億円 48.0億円 

（B） 保税輸送手続き費用の削減便益 7.4億円 7.4億円 

残存価値の発現便益 501.5億円 501.5億円 

合計 717.4億円 717.4億円 

費用便益比（B／C） 基本ケース 1.1 10.8 

需要 （-10 % ～ +10%） 1.0 ～ 1.2 9.7 ～ 11.8 

建設費 （-10 % ～ +10%） 1.1 ～ 1.1 9.8 ～ 11.9 

建設期間 （-10 % ～ +10%） 1.1 ～ 1.1 10.6 ～ 10.8 
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２．事業の必要性 

・  荷主(生産消費地)と港湾の輸送距離が短縮され、陸上輸送に伴う排出ガス量が削減される。 
   ただし、排出ガスの削減効果は、排出削減の価値の計測が困難であるため、便益を計測せず、排出ガス
の削減量を定量的に把握した。 

・ 陸上輸送距離の短縮による排ガス量は、ＣＯ2で511.6（トン-c/年）、NＯxで 7.5（トン/年）削減される。 

 ●定量的な効果の把握 

 【排出ガスの削減】 
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 ※その他の効果 
 本事業の実施による効果のうち、貨幣換算し便益を評価する効果以外に地域社会に対する効果として、以下
の効果がある。 

 ●定性的な効果の把握 

 【道路混雑の緩和】 

• 那覇港－中城湾港新港地区間の陸上貨物輸送にかかる発生集中交通量が削減され、交通混雑が深刻な
課題である沖縄本島南部における道路の混雑緩和の効果がある。 

• 産業基盤が強固となり、県経済を牽引する流通加工港湾が形成され、新港地区背後の中部圏域における
物流機能向上及び雇用創出の効果が発現される。 

 【沖縄県中部圏域における経済的発展】 



３．事業の進捗状況 

（１）事業の進捗状況 

・ 総事業費496億円の内、平成26年度末時点において既投資額は、約407億円であり、進捗率
82％である。 

・ 今後は、泊地（-11ｍ）浚渫及び浚渫土砂処分の進捗を図る。 

・ 平成  2年度：港湾計画への位置付け 
・ 平成  4年度：新港地区国際物流ターミナル整備事業着手 
・ 平成  7年度：泡瀬地区を港湾計画に位置付け 
・ 平成12年度：泡瀬地区（土砂処分場）埋立免許取得 
・ 平成22年度：泡瀬地区港湾計画の変更 
・ 平成23年度：泡瀬地区（土砂処分場）埋立免許の変更 
・ 平成28年度：事業完了予定 

（2）施工状況 
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平成26年度主な整備内容：泊地（-11.0m）浚渫 

＜泊地（-11.0m）浚渫＞ 

泊地（-11.0m） 

岸壁（-11.0m） 

H25.3撮影 H26.2撮影 



４．対応方針（原案） 

1)事業の必要性等に関する視点 

新港地区立地企業の物流効率化を図り、さらに企業進出促進を図る観点から、
国際物流ターミナルの整備が必要である。 

物流特区立地企業、背後輸出入企業からは早期に整備を完了し、航路の開設
を要請する声が強い。 

事業全体の費用対効果は1.1、残事業の費用対効果は10.8である。 

平成26年度末時点における当該プロジェクトの進捗率は82%であり、引き続き
事業の進捗を図り、平成28年度に事業を完了する予定である。 

2)事業の進捗の見込みの視点 

現時点において代替案等の可能性はないものの、コスト縮減については、 
今後の事業実施に際して適切に対応していきたい。 

3)コスト縮減や代替案等の可能性の視点 

以上のことから、中城湾港国際物流ターミナル整備事業については継続する。 

4)対応方針(原案) 

16 


