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経営トップ
株式会社T&T
本物の住まいを追求すると同時に、お客様の夢づくりの
お役にたち、沖縄の発展と地球環境の維持に貢献します

An Entrepreneur
有限会社グリーンフィールド
特集1
沖縄県の主要経済指標
特集2
2013年度の沖縄県経済の動向
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　ところで、沖縄の木造住宅にとって台風とシ

ロアリ対策は大きな課題です。当社は独自の技

術と工法を確立して、万全な対応策を講じてい

ます。

台風については、2003年9月に最大瞬間風速

86.6メートルを記録した台風14号が宮古島を直

撃しましたが、当社の建てた宮古島の11棟の木

造住宅はびくともしませんでした。長年に培っ

た独自の技術が高いレベルであったことを証明

してくれたと思います。

　シロアリ対策については、事業を始めた当初

に被害が発生したため集中的に研究を重ね、

1994年以降、シロアリの被害はありません。地

面と隙間をふさぐコンクリート基礎構造など

で、シロアリを防ぐ独自の工法を確立していま

す。

軸組工法による木造住宅

在来軸組工法による木造住宅は1999年から手

がけてきました。大きな梁（はり）と柱をふんだん

に使い、自然素材の安らぎと落ち着きを感じてい

ただける住宅として好評です。

　台風や地震に備えるために特殊なクレテック金

具を使用し、沖縄型木造住宅に仕上げています。

下の写真は、沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃ

とぅやー）」です。対象を主に熟年夫婦に置き、全

室バリアフリーの設計で健康に配慮した住まい

として評価をいただいています。最多価格帯は

1,000万円～1,500万円。退職金の範囲内で住宅

の取得とその後の生活が両立するプランとして

考案しました。

店舗・医院（クリニック）併用住宅

　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

第88回　株式会社Ｔ＆Ｔ

代表者の比嘉武氏は1978年に東京でインテリア施工会社を起業。翌年沖縄に

戻り、店舗内装とリフォームを扱う(有)ティアンドティ・インテリアサービス

を1980年に設立した。その後、木造住宅事業に進出、県内では先駆となるツー

バイフォー(2×4) 住宅を手がける。2003年に社名を(株)Ｔ＆Ｔに改めた。那

覇市銘苅の本社を訪問し、比嘉社長に設立経緯、事業内容、経営方針、ビジョ

ンなどをお聞きした。

インタビューとレポート：常務取締役　照屋　正

会社概要

商　　 　号：

所　　 　在：

連 絡 先：

U R L：

創　　　業：

設　　　立：

役　　　員：

資 本 金：

職　　　員：

事 業 内 容：

事 業 所：

株式会社Ｔ＆Ｔ

（ティー・アンド・ティー）

沖縄県那覇市銘苅322番地5
マエシロビル3F

098-867-0708

http://www.tandt-home.co.jp

1978年（昭和53年) 7月１日

1980年（昭和55年）6月3日

代表取締役　比嘉　武
取　締　役　座間味唯康（非常勤）
取　締　役　川満　雄二（非常勤）
監　査　役　當間みどり（非常勤）

4,100万円

20名

木造住宅（軸組工法、ツーバイ
フォー工法）の設計・施工
アパート、マンション、商業建築
の設計・施工
住宅増改築、各種インテリア工事

宮古島営業所（宮古島市平良）
モデルハウス（沖縄市与儀）

本物の住まいを追求すると同時に、お客様の夢づくりの

お役に立ち、沖縄の発展と地球環境の維持に貢献します。

比嘉　武 社長

経 営

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している

事業の一つです。

リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム

需要は、これから増えるとみられます。

　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。

社是

「Think and Try（考働）」

「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、

結果が出るまで努力を続け、決して諦めないことと

教えています。社名のT&Tは、「Think and Try」を

表します。

　先述したようにツーバイフォー住宅建築は、まっ

たくのゼロからのスタートでした。私は自ら海外に

渡って情報収集から始め、工法・技術の研究、資材の

調達先の確保など事業の仕組みを一つひとつ手探

りしながら築きあげました。数年で軌道に乗せるこ

とができたのも、「考え抜け、やり抜け」の実践の結

果だと思っています。私は、社員一人ひとりがこの

姿勢で仕事に打ち込むことを期待しています。

経営理念

「Ｔ＆Ｔは、本物の住まいを追求すると同時に、お

客様の夢づくりのお役に立ち、沖縄の発展と地球環

境の維持に貢献します。」

　経営理念は、当社の存在目的を示しています。

経営基本方針

1.お客様第一主義

「お客様第一主義とは、“お客様に振り回される”

ということではなく、お客様の課題に対して、Ｔ＆

Ｔならではの価値を徹底的に考え、提案することな

のです。」

2.環境整備　沖縄一

「環境整備は雑務じゃない。“仕事そのもの”であ

る。環境整備とは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の５Ｓ

の徹底である。経営のすべての道は５Ｓに通じる。」

3.重点主義

「全員の“現場力”アップ」

　たとえば、お客様第一主義については以下のよう

な考え方を全員が共有しています。

　軸組工法とツーバイフォー工法

②鉄筋コンクリート住宅の設計・施工

③アパート、マンションの設計・施工

④商業用建物の設計・施工

⑤住宅、店舗のリフォーム工事

⑥各種インテリア工事

　新築物件はこれまで350棟あまり、リフォー

ム工事は５千件を超える実績を持ちます。以下、

主な事業を紹介しましょう。

ツーバイフォー（2×4）輸入住宅

　ツーバイフォー輸入住宅は、規格型と自由設計

の２種類があります。規格型は、人気のデザイン

を基本プランに「フロンティア」という商品名で

提供しています。一方、自由設計は、間取りなどの

基本デザインから一つひとつお客様と設計して

いくプランで、標準的なものからグレードの高い

プランまで幅広く応じています。

　もちろん規格型も自由に設計する範囲は多く

あります。いずれも欧米的なテイストが漂うお

しゃれなデザインが特徴で、人気の理由になって

います。

　ツーバイフォーは気密性に優れるため、効果的

に断熱材を組み合わせることによって、「冬は暖

かく、夏は涼しい」住まいを実現します。ツーバイ

フォーはもともと北米の住宅です。ですから当社

は、沖縄の気候に適した住まいにするために研究

と経験を重ね、基礎、土台、金物、サッシなど多く

の部分を沖縄仕様に改良しています。

フォームカンパニーという事業部に位置付け、よ

り充実を図ります。リフォーム相談会を定期的に

開催するとともにスピードを重視する組織にし

たいと考えています。

ニーズをとらえた商品開発に力を入れてい

ます。最近の取り組みを教えてください。

人気商品の一つに「コンパクトハウス」があり

ます。クオリティを維持しながら価格を1,200～

1,500万円に抑えた建物です。当社がまとまった

土地を購入して分割、30坪程度の土地と建物を

合わせて2,500万円以下で提供する事業も進め

ています。

　20～30代の若い夫婦や世帯年収300万円の家

庭が、アパート家賃程度の負担でマイホームを取

得できるように企画した商品です。

　宮古島をはじめ各地で分譲住宅事業を予定し

ており、宮古島では1,998万円～2,412万円の価

格帯で８つのタイプを準備しています。

　もう一つ、話題を呼んだ商品が「炭の家」です。

　１階と２階の間に、合計１トンほどの炭を敷き

詰めた健康住宅です。炭には空気清浄、消臭、調湿

などの効果があり、健康に良い住環境を提供して

くれます。

「炭の家」は、北海道の研究機関と建設業者が共

同で開発して特許を取ったシステムで、県内では

当社が使用権を取得しています。北海道の現場を

訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。那覇市銘苅の環状２号線沿いに立地する本社

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖

縄支部長を務めていた時に始め、当社が率先垂範で

行っています。

　昨年は、那覇市社会福祉協議会から４件のお宅を

ご案内いただき、手すりや鍵の取り付けなどを行い

ました。

　業界の発展に向けて全国的な活動も行っていま

す。1998年にスタートした「全国健康住宅サミット」

です。健康住宅づくりのレベル向上を目的に、全国の

工務店が集まってセミナーや研究会、交流会を行う

イベントです。

　1997年に秋田で開かれた健康住宅研究会の集ま

りに参加した際、私が全国規模のサミットの開催を

提案して実現に至ったものです。

　第一回は沖縄で開催しました。参加者は220名。以

降、東日本大震災のあった年を除き、毎年全国各地で

開催されています。

これからの展望についてお聞かせください。

　今月、新しい住宅商品を発表しました。ワンプラ

イス住宅「サラダハウス」です。30坪～32坪の２階

建て土地付きで総額が2,000万円前後、求めやすい

価格を設定しました。

　主な対象は若い子育て世代。「いま、一戸建てに住

むのは無理だろう」と考える若い世代の常識を変え

てみようと企画した自信作です。モデルハウスを準

備する計画ですので、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

　期初の４月には、『第35期経営計画書』を策定し、

経営計画発表会を行いました。本計画書は私がじっ

くりと考え、具体的な計数を示しながらつくる、い

わば経営の羅針盤です。巻頭から結びまでお客様第

一主義を貫き、お客様に喜んでいただくための当社

の姿勢を示しています。各部門のリーダーには、本

計画書の内容を熟知し、部下に伝え、自ら率先して

実践してもらいます。

　今年の活動のテーマは、「平凡×継続×徹底＝超

非凡」。とくに強調したいのが「徹底」です。今年は全

員が「徹底」を実践することで、飛躍の年にしたいと

考えています。

　木造住宅のシェアは、今でこそ住宅着工数全体

の15％ほどを占めますが、当時はわずか0.1％。

周囲からは「無理だ」と言われましたが、それがか

えってチャレンジ意欲をかきたててくれました。

　日本の木造住宅づくりの主流は、軸組工法で

す。そのころの沖縄には軸組み工法の技術を持つ

職人が多くはいませんでした。そこで着目したの

が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに

なったのは2003年６月です。

事業内容をお聞かせください。

　事業は大きく分けて次の６部門です。

①木造住宅の設計・施工

考　働

Since 1980

■平成24年

６月（No.512） 経営トップに聞く　有限会社那覇クリーンサービス
An Entrepreneur　農業生産法人（有）カナンおきなわ

７月（No.513） 経営トップに聞く　学校法人アミークス国際学園
An Entrepreneur　有限会社フレッシュミートがなは
特集　沖縄県内における

プロ野球春季キャンプの経済効果

８月（No.514） 経営トップに聞く　株式会社國吉商店
An Entrepreneur 医療法人 徳歯会 やまと歯科医院

９月（No.515）　特集１　沖縄県の経済社会活動を支える那覇港
特集２　宮古アイランドロックフェスティバル

2012の経済効果

10月（No.516） 経営トップに聞く　琉球開発株式会社
特集　bj リーグによる地域活性化

11月（No.517） 経営トップに聞く　株式会社沖縄教育出版
An Entrepreneur　有限会社マルヨ

12月（No.518） 経営トップに聞く　株式会社丸善組

■平成25年

１月（No.519） 経営トップに聞く　株式会社コンピュータ沖縄
特集　沖縄県経済2012年の回顧と2013年の展望

２月（No.520） 経営トップに聞く　医療法人 社団 輔仁会

３月（No.521） 経営トップに聞く　北部港運株式会社
An Entrepreneur　株式会社海邦商事

４月（No.522） RRI's eye　
成長著しいインドネシア：沖縄との関係深化への期待

５月（No.523） 経営トップに聞く　医療法人杏月会
　　　　　　　特集１　沖縄県の主要経済指標
　　　　　　　特集２　2012年度の沖縄県経済の動向

６月（No.524） 特集　宮古島における野球合宿の経済効果

７月（No.525） An Entrepreneur　株式会社 Ｚenエンタープライズ
特集　沖縄県内における2013年プロ野球

　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果

８月（No.526） 経営トップに聞く　株式会社仲本工業
An Entrepreneur　タイヤランド沖縄

９月（No.527） 経営トップに聞く　文教楽器株式会社
An Entrepreneur　株式会社沖縄海星物産
特集　太陽光発電システムについて

10月（No.528） 経営トップに聞く　株式会社エスアールデザイン
An Entrepreneur　有限会社ホーセル

11月（No.529） 経営トップに聞く　株式会社アメニティ
An Entrepreneur　琉球フットボールクラブ株式会社

12月（No.530） 経営トップに聞く　株式会社スタジオチャーリー
An Entrepreneur　株式会社アースティック那覇

■平成26年

１月（No.531） 経営トップに聞く　沖縄ツーリスト株式会社
An Entrepreneur　株式会社スペースチャイナ
特集　沖縄県経済2013年の回顧と2014年の展望

２月（No.532） 経営トップに聞く　株式会社島袋
An Entrepreneur　有限会社丸玉製菓

３月（No.533） 経営トップに聞く　株式会社レキオス
An Entrepreneur　農業生産法人株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　アセローラフレッシュ

４月（No.534） 経営トップに聞く　有限会社金武酒造
An Entrepreneur　錦屋旗店株式会社

特集レポートバックナンバー

とくとく特典とくとく特典

ポイントサービス
ポイント数に応じてサービスいろいろ！

日頃お世話になっているお客様に対し、毎月のお取引内容をポイント化し、
その合計ポイントに応じて手数料割引または金利優遇等の特典が
受けられるサービスのことをいいます。

ポイントサービスとは！ ポイントサービスのお申
込みがまだの方は、店頭
のポイントサービス申込
み用紙にご記入のうえ、
窓口または郵便にてお申
込み下さい。シルバーコース50point以上 ゴールドコース100point以上 エクセレントコース200point 以上

※商品についての詳しいお問い合せは、りゅうぎん窓口かフリーコールまで。

フリー
コール

検 索琉球銀行　ポイントサービス

http：//www.ryugin.co.jp/

ATM時間外
手数料が

（当行ATM利用時のみ）

無料！ 当行本支店間の
振込手数料が
（キャッシュカード使用時のみ）

無料！ スーパー定期の
金利を上乗せ！

（※店頭表示金利＋0.05％）
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　　　　　　お役にたち、沖縄の発展と地球環境の維持に貢献します～
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　ところで、沖縄の木造住宅にとって台風とシ

ロアリ対策は大きな課題です。当社は独自の技

術と工法を確立して、万全な対応策を講じてい

ます。

　台風については、2003年9月に最大瞬間風速

86.6メートルを記録した台風14号が宮古島を直

撃しましたが、当社の建てた宮古島の11棟の木

造住宅はびくともしませんでした。長年に培っ

た独自の技術が高いレベルであったことを証明

してくれたと思います。

　シロアリ対策については、事業を始めた当初

に被害が発生したため集中的に研究を重ね、

1994年以降、シロアリの被害はありません。地

面と隙間をふさぐコンクリート基礎構造など

で、シロアリを防ぐ独自の工法を確立していま

す。

軸組工法による木造住宅

　在来軸組工法による木造住宅は1999年から手

がけてきました。大きな梁（はり）と柱をふんだん

に使い、自然素材の安らぎと落ち着きを感じてい

ただける住宅として好評です。

　台風や地震に備えるために特殊なクレテック金

具を使用し、沖縄型木造住宅に仕上げています。

　下の写真は、沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃ

とぅやー）」です。対象を主に熟年夫婦に置き、全

室バリアフリーの設計で健康に配慮した住まい

として評価をいただいています。最多価格帯は

1,000万円～1,500万円。退職金の範囲内で住宅

の取得とその後の生活が両立するプランとして

考案しました。

店舗・医院（クリニック）併用住宅

　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

第88回　株式会社Ｔ＆Ｔ

代表者の比嘉武氏は1978年に東京でインテリア施工会社を起業。翌年沖縄に

戻り、店舗内装とリフォームを扱う(有)ティアンドティ・インテリアサービス

を1980年に設立した。その後、木造住宅事業に進出、県内では先駆となるツー

バイフォー(2×4) 住宅を手がける。2003年に社名を(株)Ｔ＆Ｔに改めた。那

覇市銘苅の本社を訪問し、比嘉社長に設立経緯、事業内容、経営方針、ビジョ

ンなどをお聞きした。　

インタビューとレポート：常務取締役　照屋　正

会社概要

商　　 　号：

所　　 　在：

連 絡 先：

U R L：

創　　　業：

設　　　立：

役　　　員：

資 本 金：

職　　　員：

事 業 内 容：

事 業 所：

株式会社Ｔ＆Ｔ

（ティー・アンド・ティー）

沖縄県那覇市銘苅322番地5
マエシロビル3F

098-867-0708

http://www.tandt-home.co.jp

1978年（昭和53年) 7月１日

1980年（昭和55年）6月3日

代表取締役　比嘉　武
取　締　役　座間味唯康（非常勤）
取　締　役　川満　雄二（非常勤）
監　査　役　當間みどり（非常勤）

4,100万円

20名

木造住宅（軸組工法、ツーバイ
フォー工法）の設計・施工
アパート、マンション、商業建築
の設計・施工
住宅増改築、各種インテリア工事

宮古島営業所（宮古島市平良）
モデルハウス（沖縄市与儀）

本物の住まいを追求すると同時に、お客様の夢づくりの

お役に立ち、沖縄の発展と地球環境の維持に貢献します。

比嘉　武 社長

経 営

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している

事業の一つです。

リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム

需要は、これから増えるとみられます。

　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。

社是

「Think and Try（考働）」

　「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、

結果が出るまで努力を続け、決して諦めないことと

教えています。社名のT&Tは、「Think and Try」を

表します。

　先述したようにツーバイフォー住宅建築は、まっ

たくのゼロからのスタートでした。私は自ら海外に

渡って情報収集から始め、工法・技術の研究、資材の

調達先の確保など事業の仕組みを一つひとつ手探

りしながら築きあげました。数年で軌道に乗せるこ

とができたのも、「考え抜け、やり抜け」の実践の結

果だと思っています。私は、社員一人ひとりがこの

姿勢で仕事に打ち込むことを期待しています。

経営理念

　「Ｔ＆Ｔは、本物の住まいを追求すると同時に、お

客様の夢づくりのお役に立ち、沖縄の発展と地球環

境の維持に貢献します。」

　経営理念は、当社の存在目的を示しています。

経営基本方針

1.お客様第一主義

　「お客様第一主義とは、“お客様に振り回される”

ということではなく、お客様の課題に対して、Ｔ＆

Ｔならではの価値を徹底的に考え、提案することな

のです。」

2.環境整備　沖縄一

　「環境整備は雑務じゃない。“仕事そのもの”であ

る。環境整備とは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の５Ｓ

の徹底である。経営のすべての道は５Ｓに通じる。」

3.重点主義

　「全員の“現場力”アップ」

　たとえば、お客様第一主義については以下のよう

な考え方を全員が共有しています。

　軸組工法とツーバイフォー工法

②鉄筋コンクリート住宅の設計・施工

③アパート、マンションの設計・施工

④商業用建物の設計・施工

⑤住宅、店舗のリフォーム工事

⑥各種インテリア工事

　新築物件はこれまで350棟あまり、リフォー

ム工事は５千件を超える実績を持ちます。以下、

主な事業を紹介しましょう。

ツーバイフォー（2×4）輸入住宅

　ツーバイフォー輸入住宅は、規格型と自由設計

の２種類があります。規格型は、人気のデザイン

を基本プランに「フロンティア」という商品名で

提供しています。一方、自由設計は、間取りなどの

基本デザインから一つひとつお客様と設計して

いくプランで、標準的なものからグレードの高い

プランまで幅広く応じています。

　もちろん規格型も自由に設計する範囲は多く

あります。いずれも欧米的なテイストが漂うお

しゃれなデザインが特徴で、人気の理由になって

います。

　ツーバイフォーは気密性に優れるため、効果的

に断熱材を組み合わせることによって、「冬は暖

かく、夏は涼しい」住まいを実現します。ツーバイ

フォーはもともと北米の住宅です。ですから当社

は、沖縄の気候に適した住まいにするために研究

と経験を重ね、基礎、土台、金物、サッシなど多く

の部分を沖縄仕様に改良しています。

フォームカンパニーという事業部に位置付け、よ

り充実を図ります。リフォーム相談会を定期的に

開催するとともにスピードを重視する組織にし

たいと考えています。

ニーズをとらえた商品開発に力を入れてい

ます。最近の取り組みを教えてください。

　人気商品の一つに「コンパクトハウス」があり

ます。クオリティを維持しながら価格を1,200～

1,500万円に抑えた建物です。当社がまとまった

土地を購入して分割、30坪程度の土地と建物を

合わせて2,500万円以下で提供する事業も進め

ています。

　20～30代の若い夫婦や世帯年収300万円の家

庭が、アパート家賃程度の負担でマイホームを取

得できるように企画した商品です。

　宮古島をはじめ各地で分譲住宅事業を予定し

ており、宮古島では1,998万円～2,412万円の価

格帯で８つのタイプを準備しています。

　もう一つ、話題を呼んだ商品が「炭の家」です。

　１階と２階の間に、合計１トンほどの炭を敷き

詰めた健康住宅です。炭には空気清浄、消臭、調湿

などの効果があり、健康に良い住環境を提供して

くれます。

　「炭の家」は、北海道の研究機関と建設業者が共

同で開発して特許を取ったシステムで、県内では

当社が使用権を取得しています。北海道の現場を

訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。那覇市銘苅の環状２号線沿いに立地する本社

 

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

　教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

　毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖

縄支部長を務めていた時に始め、当社が率先垂範で

行っています。

　昨年は、那覇市社会福祉協議会から４件のお宅を

ご案内いただき、手すりや鍵の取り付けなどを行い

ました。

　業界の発展に向けて全国的な活動も行っていま

す。1998年にスタートした「全国健康住宅サミット」

です。健康住宅づくりのレベル向上を目的に、全国の

工務店が集まってセミナーや研究会、交流会を行う

イベントです。

　1997年に秋田で開かれた健康住宅研究会の集ま

りに参加した際、私が全国規模のサミットの開催を

提案して実現に至ったものです。

　第一回は沖縄で開催しました。参加者は220名。以

降、東日本大震災のあった年を除き、毎年全国各地で

開催されています。

これからの展望についてお聞かせください。

　今月、新しい住宅商品を発表しました。ワンプラ

イス住宅「サラダハウス」です。30坪～32坪の２階

建て土地付きで総額が2,000万円前後、求めやすい

価格を設定しました。

　主な対象は若い子育て世代。「いま、一戸建てに住

むのは無理だろう」と考える若い世代の常識を変え

てみようと企画した自信作です。モデルハウスを準

備する計画ですので、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

　期初の４月には、『第35期経営計画書』を策定し、

経営計画発表会を行いました。本計画書は私がじっ

くりと考え、具体的な計数を示しながらつくる、い

わば経営の羅針盤です。巻頭から結びまでお客様第

一主義を貫き、お客様に喜んでいただくための当社

の姿勢を示しています。各部門のリーダーには、本

計画書の内容を熟知し、部下に伝え、自ら率先して

実践してもらいます。

　今年の活動のテーマは、「平凡×継続×徹底＝超

非凡」。とくに強調したいのが「徹底」です。今年は全

員が「徹底」を実践することで、飛躍の年にしたいと

考えています。

　木造住宅のシェアは、今でこそ住宅着工数全体

の15％ほどを占めますが、当時はわずか0.1％。

周囲からは「無理だ」と言われましたが、それがか

えってチャレンジ意欲をかきたててくれました。

　日本の木造住宅づくりの主流は、軸組工法で

す。そのころの沖縄には軸組み工法の技術を持つ

職人が多くはいませんでした。そこで着目したの

が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに

なったのは2003年６月です。

事業内容をお聞かせください。

　事業は大きく分けて次の６部門です。

①木造住宅の設計・施工

考　働

Since 1980
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　ところで、沖縄の木造住宅にとって台風とシ

ロアリ対策は大きな課題です。当社は独自の技

術と工法を確立して、万全な対応策を講じてい

ます。

　台風については、2003年9月に最大瞬間風速

86.6メートルを記録した台風14号が宮古島を直

撃しましたが、当社の建てた宮古島の11棟の木

造住宅はびくともしませんでした。長年に培っ

た独自の技術が高いレベルであったことを証明

してくれたと思います。

　シロアリ対策については、事業を始めた当初

に被害が発生したため集中的に研究を重ね、

1994年以降、シロアリの被害はありません。地

面と隙間をふさぐコンクリート基礎構造など

で、シロアリを防ぐ独自の工法を確立していま

す。

軸組工法による木造住宅

　在来軸組工法による木造住宅は1999年から手

がけてきました。大きな梁（はり）と柱をふんだん

に使い、自然素材の安らぎと落ち着きを感じてい

ただける住宅として好評です。

　台風や地震に備えるために特殊なクレテック金

具を使用し、沖縄型木造住宅に仕上げています。

　下の写真は、沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃ

とぅやー）」です。対象を主に熟年夫婦に置き、全

室バリアフリーの設計で健康に配慮した住まい

として評価をいただいています。最多価格帯は

1,000万円～1,500万円。退職金の範囲内で住宅

の取得とその後の生活が両立するプランとして

考案しました。

店舗・医院（クリニック）併用住宅

　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

ツーバイフォー規格型住宅「フロンティア」

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している

事業の一つです。

リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム

需要は、これから増えるとみられます。

　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。

社是

「Think and Try（考働）」

　「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、

結果が出るまで努力を続け、決して諦めないことと

教えています。社名のT&Tは、「Think and Try」を

表します。

　先述したようにツーバイフォー住宅建築は、まっ

たくのゼロからのスタートでした。私は自ら海外に

渡って情報収集から始め、工法・技術の研究、資材の

調達先の確保など事業の仕組みを一つひとつ手探

りしながら築きあげました。数年で軌道に乗せるこ

とができたのも、「考え抜け、やり抜け」の実践の結

果だと思っています。私は、社員一人ひとりがこの

姿勢で仕事に打ち込むことを期待しています。

経営理念

　「Ｔ＆Ｔは、本物の住まいを追求すると同時に、お

客様の夢づくりのお役に立ち、沖縄の発展と地球環

境の維持に貢献します。」

　経営理念は、当社の存在目的を示しています。

経営基本方針

1.お客様第一主義

　「お客様第一主義とは、“お客様に振り回される”

ということではなく、お客様の課題に対して、Ｔ＆

Ｔならではの価値を徹底的に考え、提案することな

のです。」

2.環境整備　沖縄一

　「環境整備は雑務じゃない。“仕事そのもの”であ

る。環境整備とは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の５Ｓ

の徹底である。経営のすべての道は５Ｓに通じる。」

3.重点主義

　「全員の“現場力”アップ」

　たとえば、お客様第一主義については以下のよう

な考え方を全員が共有しています。

　軸組工法とツーバイフォー工法

②鉄筋コンクリート住宅の設計・施工

③アパート、マンションの設計・施工

④商業用建物の設計・施工

⑤住宅、店舗のリフォーム工事

⑥各種インテリア工事

　新築物件はこれまで350棟あまり、リフォー

ム工事は５千件を超える実績を持ちます。以下、

主な事業を紹介しましょう。

ツーバイフォー（2×4）輸入住宅

　ツーバイフォー輸入住宅は、規格型と自由設計

の２種類があります。規格型は、人気のデザイン

を基本プランに「フロンティア」という商品名で

提供しています。一方、自由設計は、間取りなどの

基本デザインから一つひとつお客様と設計して

いくプランで、標準的なものからグレードの高い

プランまで幅広く応じています。

　もちろん規格型も自由に設計する範囲は多く

あります。いずれも欧米的なテイストが漂うお

しゃれなデザインが特徴で、人気の理由になって

います。

　ツーバイフォーは気密性に優れるため、効果的

に断熱材を組み合わせることによって、「冬は暖

かく、夏は涼しい」住まいを実現します。ツーバイ

フォーはもともと北米の住宅です。ですから当社

は、沖縄の気候に適した住まいにするために研究

と経験を重ね、基礎、土台、金物、サッシなど多く

の部分を沖縄仕様に改良しています。

フォームカンパニーという事業部に位置付け、よ

り充実を図ります。リフォーム相談会を定期的に

開催するとともにスピードを重視する組織にし

たいと考えています。

ニーズをとらえた商品開発に力を入れてい

ます。最近の取り組みを教えてください。

　人気商品の一つに「コンパクトハウス」があり

ます。クオリティを維持しながら価格を1,200～

1,500万円に抑えた建物です。当社がまとまった

土地を購入して分割、30坪程度の土地と建物を

合わせて2,500万円以下で提供する事業も進め

ています。

　20～30代の若い夫婦や世帯年収300万円の家

庭が、アパート家賃程度の負担でマイホームを取

得できるように企画した商品です。

　宮古島をはじめ各地で分譲住宅事業を予定し

ており、宮古島では1,998万円～2,412万円の価

格帯で８つのタイプを準備しています。

　もう一つ、話題を呼んだ商品が「炭の家」です。

　１階と２階の間に、合計１トンほどの炭を敷き

詰めた健康住宅です。炭には空気清浄、消臭、調湿

などの効果があり、健康に良い住環境を提供して

くれます。

　「炭の家」は、北海道の研究機関と建設業者が共

同で開発して特許を取ったシステムで、県内では

当社が使用権を取得しています。北海道の現場を

訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。

休日の完成見学会には家族連れで賑わう

ツーバイフォー自由設計住宅

軸組工法による沖縄型木造住宅

沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃとぅやー）」

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

　教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

　毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖

縄支部長を務めていた時に始め、当社が率先垂範で

行っています。

　昨年は、那覇市社会福祉協議会から４件のお宅を

ご案内いただき、手すりや鍵の取り付けなどを行い

ました。

　業界の発展に向けて全国的な活動も行っていま

す。1998年にスタートした「全国健康住宅サミット」

です。健康住宅づくりのレベル向上を目的に、全国の

工務店が集まってセミナーや研究会、交流会を行う

イベントです。

　1997年に秋田で開かれた健康住宅研究会の集ま

りに参加した際、私が全国規模のサミットの開催を

提案して実現に至ったものです。

　第一回は沖縄で開催しました。参加者は220名。以

降、東日本大震災のあった年を除き、毎年全国各地で

開催されています。

これからの展望についてお聞かせください。

　今月、新しい住宅商品を発表しました。ワンプラ

イス住宅「サラダハウス」です。30坪～32坪の２階

建て土地付きで総額が2,000万円前後、求めやすい

価格を設定しました。

　主な対象は若い子育て世代。「いま、一戸建てに住

むのは無理だろう」と考える若い世代の常識を変え

てみようと企画した自信作です。モデルハウスを準

備する計画ですので、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

　期初の４月には、『第35期経営計画書』を策定し、

経営計画発表会を行いました。本計画書は私がじっ

くりと考え、具体的な計数を示しながらつくる、い

わば経営の羅針盤です。巻頭から結びまでお客様第

一主義を貫き、お客様に喜んでいただくための当社

の姿勢を示しています。各部門のリーダーには、本

計画書の内容を熟知し、部下に伝え、自ら率先して

実践してもらいます。

　今年の活動のテーマは、「平凡×継続×徹底＝超

非凡」。とくに強調したいのが「徹底」です。今年は全

員が「徹底」を実践することで、飛躍の年にしたいと

考えています。

　木造住宅のシェアは、今でこそ住宅着工数全体

の15％ほどを占めますが、当時はわずか0.1％。

周囲からは「無理だ」と言われましたが、それがか

えってチャレンジ意欲をかきたててくれました。

　日本の木造住宅づくりの主流は、軸組工法で

す。そのころの沖縄には軸組み工法の技術を持つ

職人が多くはいませんでした。そこで着目したの

が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに

なったのは2003年６月です。

事業内容をお聞かせください。

　事業は大きく分けて次の６部門です。

①木造住宅の設計・施工
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　ところで、沖縄の木造住宅にとって台風とシ

ロアリ対策は大きな課題です。当社は独自の技

術と工法を確立して、万全な対応策を講じてい

ます。

　台風については、2003年9月に最大瞬間風速

86.6メートルを記録した台風14号が宮古島を直

撃しましたが、当社の建てた宮古島の11棟の木

造住宅はびくともしませんでした。長年に培っ

た独自の技術が高いレベルであったことを証明

してくれたと思います。

　シロアリ対策については、事業を始めた当初

に被害が発生したため集中的に研究を重ね、

1994年以降、シロアリの被害はありません。地

面と隙間をふさぐコンクリート基礎構造など

で、シロアリを防ぐ独自の工法を確立していま

す。

軸組工法による木造住宅

　在来軸組工法による木造住宅は1999年から手

がけてきました。大きな梁（はり）と柱をふんだん

に使い、自然素材の安らぎと落ち着きを感じてい

ただける住宅として好評です。

　台風や地震に備えるために特殊なクレテック金

具を使用し、沖縄型木造住宅に仕上げています。

　下の写真は、沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃ

とぅやー）」です。対象を主に熟年夫婦に置き、全

室バリアフリーの設計で健康に配慮した住まい

として評価をいただいています。最多価格帯は

1,000万円～1,500万円。退職金の範囲内で住宅

の取得とその後の生活が両立するプランとして

考案しました。

店舗・医院（クリニック）併用住宅

　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

ツーバイフォー規格型住宅「フロンティア」

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している

事業の一つです。

リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム

需要は、これから増えるとみられます。

　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。

社是

「Think and Try（考働）」

　「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、

結果が出るまで努力を続け、決して諦めないことと

教えています。社名のT&Tは、「Think and Try」を

表します。

　先述したようにツーバイフォー住宅建築は、まっ

たくのゼロからのスタートでした。私は自ら海外に

渡って情報収集から始め、工法・技術の研究、資材の

調達先の確保など事業の仕組みを一つひとつ手探

りしながら築きあげました。数年で軌道に乗せるこ

とができたのも、「考え抜け、やり抜け」の実践の結

果だと思っています。私は、社員一人ひとりがこの

姿勢で仕事に打ち込むことを期待しています。

経営理念

　「Ｔ＆Ｔは、本物の住まいを追求すると同時に、お

客様の夢づくりのお役に立ち、沖縄の発展と地球環

境の維持に貢献します。」

　経営理念は、当社の存在目的を示しています。

経営基本方針

1.お客様第一主義

　「お客様第一主義とは、“お客様に振り回される”

ということではなく、お客様の課題に対して、Ｔ＆

Ｔならではの価値を徹底的に考え、提案することな

のです。」

2.環境整備　沖縄一

　「環境整備は雑務じゃない。“仕事そのもの”であ

る。環境整備とは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の５Ｓ

の徹底である。経営のすべての道は５Ｓに通じる。」

3.重点主義

　「全員の“現場力”アップ」

　たとえば、お客様第一主義については以下のよう

な考え方を全員が共有しています。

　軸組工法とツーバイフォー工法

②鉄筋コンクリート住宅の設計・施工

③アパート、マンションの設計・施工

④商業用建物の設計・施工

⑤住宅、店舗のリフォーム工事

⑥各種インテリア工事

　新築物件はこれまで350棟あまり、リフォー

ム工事は５千件を超える実績を持ちます。以下、

主な事業を紹介しましょう。

ツーバイフォー（2×4）輸入住宅

　ツーバイフォー輸入住宅は、規格型と自由設計

の２種類があります。規格型は、人気のデザイン

を基本プランに「フロンティア」という商品名で

提供しています。一方、自由設計は、間取りなどの

基本デザインから一つひとつお客様と設計して

いくプランで、標準的なものからグレードの高い

プランまで幅広く応じています。

　もちろん規格型も自由に設計する範囲は多く

あります。いずれも欧米的なテイストが漂うお

しゃれなデザインが特徴で、人気の理由になって

います。

　ツーバイフォーは気密性に優れるため、効果的

に断熱材を組み合わせることによって、「冬は暖

かく、夏は涼しい」住まいを実現します。ツーバイ

フォーはもともと北米の住宅です。ですから当社

は、沖縄の気候に適した住まいにするために研究

と経験を重ね、基礎、土台、金物、サッシなど多く

の部分を沖縄仕様に改良しています。

フォームカンパニーという事業部に位置付け、よ

り充実を図ります。リフォーム相談会を定期的に

開催するとともにスピードを重視する組織にし

たいと考えています。

ニーズをとらえた商品開発に力を入れてい

ます。最近の取り組みを教えてください。

　人気商品の一つに「コンパクトハウス」があり

ます。クオリティを維持しながら価格を1,200～

1,500万円に抑えた建物です。当社がまとまった

土地を購入して分割、30坪程度の土地と建物を

合わせて2,500万円以下で提供する事業も進め

ています。

　20～30代の若い夫婦や世帯年収300万円の家

庭が、アパート家賃程度の負担でマイホームを取

得できるように企画した商品です。

　宮古島をはじめ各地で分譲住宅事業を予定し

ており、宮古島では1,998万円～2,412万円の価

格帯で８つのタイプを準備しています。

　もう一つ、話題を呼んだ商品が「炭の家」です。

　１階と２階の間に、合計１トンほどの炭を敷き

詰めた健康住宅です。炭には空気清浄、消臭、調湿

などの効果があり、健康に良い住環境を提供して

くれます。

　「炭の家」は、北海道の研究機関と建設業者が共

同で開発して特許を取ったシステムで、県内では

当社が使用権を取得しています。北海道の現場を

訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。

休日の完成見学会には家族連れで賑わう

ツーバイフォー自由設計住宅

軸組工法による沖縄型木造住宅

沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃとぅやー）」

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

　教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

　毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖

縄支部長を務めていた時に始め、当社が率先垂範で

行っています。

　昨年は、那覇市社会福祉協議会から４件のお宅を

ご案内いただき、手すりや鍵の取り付けなどを行い

ました。

　業界の発展に向けて全国的な活動も行っていま

す。1998年にスタートした「全国健康住宅サミット」

です。健康住宅づくりのレベル向上を目的に、全国の

工務店が集まってセミナーや研究会、交流会を行う

イベントです。

　1997年に秋田で開かれた健康住宅研究会の集ま

りに参加した際、私が全国規模のサミットの開催を

提案して実現に至ったものです。

　第一回は沖縄で開催しました。参加者は220名。以

降、東日本大震災のあった年を除き、毎年全国各地で

開催されています。

これからの展望についてお聞かせください。

　今月、新しい住宅商品を発表しました。ワンプラ

イス住宅「サラダハウス」です。30坪～32坪の２階

建て土地付きで総額が2,000万円前後、求めやすい

価格を設定しました。

　主な対象は若い子育て世代。「いま、一戸建てに住

むのは無理だろう」と考える若い世代の常識を変え

てみようと企画した自信作です。モデルハウスを準

備する計画ですので、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

　期初の４月には、『第35期経営計画書』を策定し、

経営計画発表会を行いました。本計画書は私がじっ

くりと考え、具体的な計数を示しながらつくる、い

わば経営の羅針盤です。巻頭から結びまでお客様第

一主義を貫き、お客様に喜んでいただくための当社

の姿勢を示しています。各部門のリーダーには、本

計画書の内容を熟知し、部下に伝え、自ら率先して

実践してもらいます。

　今年の活動のテーマは、「平凡×継続×徹底＝超

非凡」。とくに強調したいのが「徹底」です。今年は全

員が「徹底」を実践することで、飛躍の年にしたいと

考えています。

　木造住宅のシェアは、今でこそ住宅着工数全体

の15％ほどを占めますが、当時はわずか0.1％。

周囲からは「無理だ」と言われましたが、それがか

えってチャレンジ意欲をかきたててくれました。

　日本の木造住宅づくりの主流は、軸組工法で

す。そのころの沖縄には軸組み工法の技術を持つ

職人が多くはいませんでした。そこで着目したの

が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに

なったのは2003年６月です。

事業内容をお聞かせください。

　事業は大きく分けて次の６部門です。

①木造住宅の設計・施工
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　ところで、沖縄の木造住宅にとって台風とシ

ロアリ対策は大きな課題です。当社は独自の技

術と工法を確立して、万全な対応策を講じてい

ます。

　台風については、2003年9月に最大瞬間風速

86.6メートルを記録した台風14号が宮古島を直

撃しましたが、当社の建てた宮古島の11棟の木

造住宅はびくともしませんでした。長年に培っ

た独自の技術が高いレベルであったことを証明

してくれたと思います。

　シロアリ対策については、事業を始めた当初

に被害が発生したため集中的に研究を重ね、

1994年以降、シロアリの被害はありません。地

面と隙間をふさぐコンクリート基礎構造など

で、シロアリを防ぐ独自の工法を確立していま

す。

軸組工法による木造住宅

　在来軸組工法による木造住宅は1999年から手

がけてきました。大きな梁（はり）と柱をふんだん

に使い、自然素材の安らぎと落ち着きを感じてい

ただける住宅として好評です。

　台風や地震に備えるために特殊なクレテック金

具を使用し、沖縄型木造住宅に仕上げています。

　下の写真は、沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃ

とぅやー）」です。対象を主に熟年夫婦に置き、全

室バリアフリーの設計で健康に配慮した住まい

として評価をいただいています。最多価格帯は

1,000万円～1,500万円。退職金の範囲内で住宅

の取得とその後の生活が両立するプランとして

考案しました。

店舗・医院（クリニック）併用住宅

　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している
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リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム
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　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。

社是

「Think and Try（考働）」

　「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、
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訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。

空気を洗浄し健康に良い「炭の家」

対外的にも経営講話を積極的に行う

経営計画発表会で新年度の計画を示す

「考え抜け、やり抜け」の姿勢を大事にする

医院（クリニック）併用住宅

コンパクトハウス

戸建て賃貸住宅

アパート・マンション

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

　教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

　毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖
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ました。
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これからの展望についてお聞かせください。
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が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに
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　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している

事業の一つです。

リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム

需要は、これから増えるとみられます。

　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。

社是

「Think and Try（考働）」

　「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、

結果が出るまで努力を続け、決して諦めないことと

教えています。社名のT&Tは、「Think and Try」を

表します。

　先述したようにツーバイフォー住宅建築は、まっ

たくのゼロからのスタートでした。私は自ら海外に

渡って情報収集から始め、工法・技術の研究、資材の

調達先の確保など事業の仕組みを一つひとつ手探

りしながら築きあげました。数年で軌道に乗せるこ

とができたのも、「考え抜け、やり抜け」の実践の結

果だと思っています。私は、社員一人ひとりがこの

姿勢で仕事に打ち込むことを期待しています。

経営理念

　「Ｔ＆Ｔは、本物の住まいを追求すると同時に、お

客様の夢づくりのお役に立ち、沖縄の発展と地球環

境の維持に貢献します。」

　経営理念は、当社の存在目的を示しています。

経営基本方針

1.お客様第一主義

　「お客様第一主義とは、“お客様に振り回される”

ということではなく、お客様の課題に対して、Ｔ＆

Ｔならではの価値を徹底的に考え、提案することな

のです。」

2.環境整備　沖縄一

　「環境整備は雑務じゃない。“仕事そのもの”であ

る。環境整備とは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の５Ｓ

の徹底である。経営のすべての道は５Ｓに通じる。」

3.重点主義

　「全員の“現場力”アップ」

　たとえば、お客様第一主義については以下のよう

な考え方を全員が共有しています。

　軸組工法とツーバイフォー工法

②鉄筋コンクリート住宅の設計・施工

③アパート、マンションの設計・施工

④商業用建物の設計・施工

⑤住宅、店舗のリフォーム工事

⑥各種インテリア工事

　新築物件はこれまで350棟あまり、リフォー

ム工事は５千件を超える実績を持ちます。以下、

主な事業を紹介しましょう。

ツーバイフォー（2×4）輸入住宅

　ツーバイフォー輸入住宅は、規格型と自由設計

の２種類があります。規格型は、人気のデザイン

を基本プランに「フロンティア」という商品名で

提供しています。一方、自由設計は、間取りなどの

基本デザインから一つひとつお客様と設計して

いくプランで、標準的なものからグレードの高い

プランまで幅広く応じています。

　もちろん規格型も自由に設計する範囲は多く

あります。いずれも欧米的なテイストが漂うお

しゃれなデザインが特徴で、人気の理由になって

います。

　ツーバイフォーは気密性に優れるため、効果的

に断熱材を組み合わせることによって、「冬は暖

かく、夏は涼しい」住まいを実現します。ツーバイ

フォーはもともと北米の住宅です。ですから当社

は、沖縄の気候に適した住まいにするために研究

と経験を重ね、基礎、土台、金物、サッシなど多く

の部分を沖縄仕様に改良しています。

フォームカンパニーという事業部に位置付け、よ

り充実を図ります。リフォーム相談会を定期的に

開催するとともにスピードを重視する組織にし

たいと考えています。

ニーズをとらえた商品開発に力を入れてい

ます。最近の取り組みを教えてください。

　人気商品の一つに「コンパクトハウス」があり

ます。クオリティを維持しながら価格を1,200～

1,500万円に抑えた建物です。当社がまとまった

土地を購入して分割、30坪程度の土地と建物を

合わせて2,500万円以下で提供する事業も進め

ています。

　20～30代の若い夫婦や世帯年収300万円の家

庭が、アパート家賃程度の負担でマイホームを取

得できるように企画した商品です。

　宮古島をはじめ各地で分譲住宅事業を予定し

ており、宮古島では1,998万円～2,412万円の価

格帯で８つのタイプを準備しています。

　もう一つ、話題を呼んだ商品が「炭の家」です。

　１階と２階の間に、合計１トンほどの炭を敷き

詰めた健康住宅です。炭には空気清浄、消臭、調湿

などの効果があり、健康に良い住環境を提供して

くれます。

　「炭の家」は、北海道の研究機関と建設業者が共

同で開発して特許を取ったシステムで、県内では

当社が使用権を取得しています。北海道の現場を

訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。

空気を洗浄し健康に良い「炭の家」

対外的にも経営講話を積極的に行う

経営計画発表会で新年度の計画を示す

「考え抜け、やり抜け」の姿勢を大事にする

医院（クリニック）併用住宅

コンパクトハウス

戸建て賃貸住宅

アパート・マンション

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

　教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

　毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖

縄支部長を務めていた時に始め、当社が率先垂範で

行っています。

　昨年は、那覇市社会福祉協議会から４件のお宅を

ご案内いただき、手すりや鍵の取り付けなどを行い

ました。

　業界の発展に向けて全国的な活動も行っていま

す。1998年にスタートした「全国健康住宅サミット」

です。健康住宅づくりのレベル向上を目的に、全国の

工務店が集まってセミナーや研究会、交流会を行う

イベントです。

　1997年に秋田で開かれた健康住宅研究会の集ま

りに参加した際、私が全国規模のサミットの開催を

提案して実現に至ったものです。

　第一回は沖縄で開催しました。参加者は220名。以

降、東日本大震災のあった年を除き、毎年全国各地で

開催されています。

これからの展望についてお聞かせください。

　今月、新しい住宅商品を発表しました。ワンプラ

イス住宅「サラダハウス」です。30坪～32坪の２階

建て土地付きで総額が2,000万円前後、求めやすい

価格を設定しました。

　主な対象は若い子育て世代。「いま、一戸建てに住

むのは無理だろう」と考える若い世代の常識を変え

てみようと企画した自信作です。モデルハウスを準

備する計画ですので、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

　期初の４月には、『第35期経営計画書』を策定し、

経営計画発表会を行いました。本計画書は私がじっ

くりと考え、具体的な計数を示しながらつくる、い

わば経営の羅針盤です。巻頭から結びまでお客様第

一主義を貫き、お客様に喜んでいただくための当社

の姿勢を示しています。各部門のリーダーには、本

計画書の内容を熟知し、部下に伝え、自ら率先して

実践してもらいます。

　今年の活動のテーマは、「平凡×継続×徹底＝超

非凡」。とくに強調したいのが「徹底」です。今年は全

員が「徹底」を実践することで、飛躍の年にしたいと

考えています。

　木造住宅のシェアは、今でこそ住宅着工数全体

の15％ほどを占めますが、当時はわずか0.1％。

周囲からは「無理だ」と言われましたが、それがか

えってチャレンジ意欲をかきたててくれました。

　日本の木造住宅づくりの主流は、軸組工法で

す。そのころの沖縄には軸組み工法の技術を持つ

職人が多くはいませんでした。そこで着目したの

が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに

なったのは2003年６月です。

事業内容をお聞かせください。

　事業は大きく分けて次の６部門です。

①木造住宅の設計・施工
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　ところで、沖縄の木造住宅にとって台風とシ
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す。
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　在来軸組工法による木造住宅は1999年から手

がけてきました。大きな梁（はり）と柱をふんだん

に使い、自然素材の安らぎと落ち着きを感じてい

ただける住宅として好評です。

　台風や地震に備えるために特殊なクレテック金

具を使用し、沖縄型木造住宅に仕上げています。

　下の写真は、沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃ
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室バリアフリーの設計で健康に配慮した住まい

として評価をいただいています。最多価格帯は

1,000万円～1,500万円。退職金の範囲内で住宅

の取得とその後の生活が両立するプランとして

考案しました。

店舗・医院（クリニック）併用住宅

　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している

事業の一つです。

リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム

需要は、これから増えるとみられます。

　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。
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「Think and Try（考働）」

　「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、

結果が出るまで努力を続け、決して諦めないことと

教えています。社名のT&Tは、「Think and Try」を

表します。

　先述したようにツーバイフォー住宅建築は、まっ

たくのゼロからのスタートでした。私は自ら海外に

渡って情報収集から始め、工法・技術の研究、資材の

調達先の確保など事業の仕組みを一つひとつ手探

りしながら築きあげました。数年で軌道に乗せるこ

とができたのも、「考え抜け、やり抜け」の実践の結

果だと思っています。私は、社員一人ひとりがこの

姿勢で仕事に打ち込むことを期待しています。

経営理念

　「Ｔ＆Ｔは、本物の住まいを追求すると同時に、お

客様の夢づくりのお役に立ち、沖縄の発展と地球環

境の維持に貢献します。」

　経営理念は、当社の存在目的を示しています。

経営基本方針

1.お客様第一主義

　「お客様第一主義とは、“お客様に振り回される”

ということではなく、お客様の課題に対して、Ｔ＆

Ｔならではの価値を徹底的に考え、提案することな

のです。」

2.環境整備　沖縄一

　「環境整備は雑務じゃない。“仕事そのもの”であ

る。環境整備とは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の５Ｓ

の徹底である。経営のすべての道は５Ｓに通じる。」

3.重点主義

　「全員の“現場力”アップ」

　たとえば、お客様第一主義については以下のよう

な考え方を全員が共有しています。

　軸組工法とツーバイフォー工法

②鉄筋コンクリート住宅の設計・施工

③アパート、マンションの設計・施工

④商業用建物の設計・施工

⑤住宅、店舗のリフォーム工事

⑥各種インテリア工事

　新築物件はこれまで350棟あまり、リフォー

ム工事は５千件を超える実績を持ちます。以下、

主な事業を紹介しましょう。

ツーバイフォー（2×4）輸入住宅

　ツーバイフォー輸入住宅は、規格型と自由設計

の２種類があります。規格型は、人気のデザイン

を基本プランに「フロンティア」という商品名で

提供しています。一方、自由設計は、間取りなどの

基本デザインから一つひとつお客様と設計して

いくプランで、標準的なものからグレードの高い

プランまで幅広く応じています。

　もちろん規格型も自由に設計する範囲は多く

あります。いずれも欧米的なテイストが漂うお

しゃれなデザインが特徴で、人気の理由になって

います。

　ツーバイフォーは気密性に優れるため、効果的

に断熱材を組み合わせることによって、「冬は暖

かく、夏は涼しい」住まいを実現します。ツーバイ

フォーはもともと北米の住宅です。ですから当社

は、沖縄の気候に適した住まいにするために研究

と経験を重ね、基礎、土台、金物、サッシなど多く

の部分を沖縄仕様に改良しています。

フォームカンパニーという事業部に位置付け、よ

り充実を図ります。リフォーム相談会を定期的に

開催するとともにスピードを重視する組織にし

たいと考えています。

ニーズをとらえた商品開発に力を入れてい

ます。最近の取り組みを教えてください。

　人気商品の一つに「コンパクトハウス」があり

ます。クオリティを維持しながら価格を1,200～

1,500万円に抑えた建物です。当社がまとまった

土地を購入して分割、30坪程度の土地と建物を

合わせて2,500万円以下で提供する事業も進め

ています。

　20～30代の若い夫婦や世帯年収300万円の家

庭が、アパート家賃程度の負担でマイホームを取

得できるように企画した商品です。

　宮古島をはじめ各地で分譲住宅事業を予定し

ており、宮古島では1,998万円～2,412万円の価

格帯で８つのタイプを準備しています。

　もう一つ、話題を呼んだ商品が「炭の家」です。

　１階と２階の間に、合計１トンほどの炭を敷き

詰めた健康住宅です。炭には空気清浄、消臭、調湿

などの効果があり、健康に良い住環境を提供して

くれます。

　「炭の家」は、北海道の研究機関と建設業者が共

同で開発して特許を取ったシステムで、県内では

当社が使用権を取得しています。北海道の現場を

訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

　教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

　毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖

縄支部長を務めていた時に始め、当社が率先垂範で

行っています。

　昨年は、那覇市社会福祉協議会から４件のお宅を

ご案内いただき、手すりや鍵の取り付けなどを行い

ました。

　業界の発展に向けて全国的な活動も行っていま

す。1998年にスタートした「全国健康住宅サミット」

です。健康住宅づくりのレベル向上を目的に、全国の

工務店が集まってセミナーや研究会、交流会を行う

イベントです。

　1997年に秋田で開かれた健康住宅研究会の集ま

りに参加した際、私が全国規模のサミットの開催を

提案して実現に至ったものです。

　第一回は沖縄で開催しました。参加者は220名。以

降、東日本大震災のあった年を除き、毎年全国各地で

開催されています。

これからの展望についてお聞かせください。

　今月、新しい住宅商品を発表しました。ワンプラ

イス住宅「サラダハウス」です。30坪～32坪の２階

建て土地付きで総額が2,000万円前後、求めやすい

価格を設定しました。

　主な対象は若い子育て世代。「いま、一戸建てに住

むのは無理だろう」と考える若い世代の常識を変え

てみようと企画した自信作です。モデルハウスを準

備する計画ですので、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

　期初の４月には、『第35期経営計画書』を策定し、

経営計画発表会を行いました。本計画書は私がじっ

くりと考え、具体的な計数を示しながらつくる、い

わば経営の羅針盤です。巻頭から結びまでお客様第

一主義を貫き、お客様に喜んでいただくための当社

の姿勢を示しています。各部門のリーダーには、本

計画書の内容を熟知し、部下に伝え、自ら率先して

実践してもらいます。

　今年の活動のテーマは、「平凡×継続×徹底＝超

非凡」。とくに強調したいのが「徹底」です。今年は全

員が「徹底」を実践することで、飛躍の年にしたいと

考えています。

モデルハウス見学会にはローン相談カーも出動

若い社員を育てる企業風土が根付いている

「トータルリビングショー」で商品力をアピール

2010年に2回目の沖縄大会が開催された

スキルアップのために継続して開催する勉強会

「お客様第一主義」をつねに考え行動する

　木造住宅のシェアは、今でこそ住宅着工数全体

の15％ほどを占めますが、当時はわずか0.1％。

周囲からは「無理だ」と言われましたが、それがか

えってチャレンジ意欲をかきたててくれました。

　日本の木造住宅づくりの主流は、軸組工法で

す。そのころの沖縄には軸組み工法の技術を持つ

職人が多くはいませんでした。そこで着目したの

が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに

なったのは2003年６月です。

事業内容をお聞かせください。

　事業は大きく分けて次の６部門です。

①木造住宅の設計・施工
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　ところで、沖縄の木造住宅にとって台風とシ

ロアリ対策は大きな課題です。当社は独自の技

術と工法を確立して、万全な対応策を講じてい

ます。

　台風については、2003年9月に最大瞬間風速

86.6メートルを記録した台風14号が宮古島を直

撃しましたが、当社の建てた宮古島の11棟の木

造住宅はびくともしませんでした。長年に培っ

た独自の技術が高いレベルであったことを証明

してくれたと思います。

　シロアリ対策については、事業を始めた当初

に被害が発生したため集中的に研究を重ね、

1994年以降、シロアリの被害はありません。地

面と隙間をふさぐコンクリート基礎構造など

で、シロアリを防ぐ独自の工法を確立していま

す。

軸組工法による木造住宅

　在来軸組工法による木造住宅は1999年から手

がけてきました。大きな梁（はり）と柱をふんだん

に使い、自然素材の安らぎと落ち着きを感じてい

ただける住宅として好評です。

　台風や地震に備えるために特殊なクレテック金

具を使用し、沖縄型木造住宅に仕上げています。

　下の写真は、沖縄型木造住宅「夫婦の家（みぃ

とぅやー）」です。対象を主に熟年夫婦に置き、全

室バリアフリーの設計で健康に配慮した住まい

として評価をいただいています。最多価格帯は

1,000万円～1,500万円。退職金の範囲内で住宅

の取得とその後の生活が両立するプランとして

考案しました。

店舗・医院（クリニック）併用住宅

　店舗と住宅が併用なら、店舗を借りる費用は要

りません。店舗併用住宅は、プライベート空間と

店舗部分をうまく分けて設計し、看板や店舗内の

インテリアまでこだわるデザイン力を特徴とし

ています。

　総合的な視点から費用と機能を考えたプラン

を提案します。

会社の設立経緯をお聞かせください。

　創業は1978年。東京でインテリア施工の個人

会社を立ち上げたのがスタートです。翌年、沖縄

に移転し、1980年に店舗内装とリフォームを主

事業とする有限会社ティアンドティ・インテリ

アサービスを設立しました。

　受注は順調に増えました。しかし、しばらくす

ると事業拡大に限界を感じるようになります。

次のステップとして決めたのが住宅建築への進

出です。ただ、後発の当社が鉄筋コンクリート住

宅に参入しても、大きな池の小さな魚にしかな

れません。「木造住宅なら小さな池の大きな魚に

なれるはずだ」。

　木造住宅へのチャレンジが始まりました。

戸建て賃貸住宅

　地主の皆さまの土地の有効活用法として、戸建

ての賃貸住宅を提案しています。土地の形状に応

じて柔軟に建物を設計するため、狭小地でも賃貸

経営が可能になります。

　私たちの提案によって潜在需要の顕在化が図

られるとみていますので、積極的に推進している

事業の一つです。

リフォーム事業

　リフォームはもともと当社の得意とする部門

です。住宅の築年数からみても県内のリフォーム

需要は、これから増えるとみられます。

　当社では、今年度からリフォーム部門をリ

　当社で扱う建物の平均価格をみると、10年前

が約3,800万円、最近は2,400万円程度におさま

り、この価格帯の需要が継続して伸びています。

　従来の高級住宅とこうした価格帯の住宅の二

本柱で今後、ニーズに応じていきたいと考えてい

ます。

社是、経営理念、経営方針についてお聞かせく

ださい。

社是

「Think and Try（考働）」

　「考え抜け、やり抜け」という意味です。社員には、

結果が出るまで努力を続け、決して諦めないことと

教えています。社名のT&Tは、「Think and Try」を

表します。

　先述したようにツーバイフォー住宅建築は、まっ

たくのゼロからのスタートでした。私は自ら海外に

渡って情報収集から始め、工法・技術の研究、資材の

調達先の確保など事業の仕組みを一つひとつ手探

りしながら築きあげました。数年で軌道に乗せるこ

とができたのも、「考え抜け、やり抜け」の実践の結

果だと思っています。私は、社員一人ひとりがこの

姿勢で仕事に打ち込むことを期待しています。

経営理念

　「Ｔ＆Ｔは、本物の住まいを追求すると同時に、お

客様の夢づくりのお役に立ち、沖縄の発展と地球環

境の維持に貢献します。」

　経営理念は、当社の存在目的を示しています。

経営基本方針

1.お客様第一主義

　「お客様第一主義とは、“お客様に振り回される”

ということではなく、お客様の課題に対して、Ｔ＆

Ｔならではの価値を徹底的に考え、提案することな

のです。」

2.環境整備　沖縄一

　「環境整備は雑務じゃない。“仕事そのもの”であ

る。環境整備とは、整理、整頓、清掃、清潔、躾の５Ｓ

の徹底である。経営のすべての道は５Ｓに通じる。」

3.重点主義

　「全員の“現場力”アップ」

　たとえば、お客様第一主義については以下のよう

な考え方を全員が共有しています。

　軸組工法とツーバイフォー工法

②鉄筋コンクリート住宅の設計・施工

③アパート、マンションの設計・施工

④商業用建物の設計・施工

⑤住宅、店舗のリフォーム工事

⑥各種インテリア工事

　新築物件はこれまで350棟あまり、リフォー

ム工事は５千件を超える実績を持ちます。以下、

主な事業を紹介しましょう。

ツーバイフォー（2×4）輸入住宅

　ツーバイフォー輸入住宅は、規格型と自由設計

の２種類があります。規格型は、人気のデザイン

を基本プランに「フロンティア」という商品名で

提供しています。一方、自由設計は、間取りなどの

基本デザインから一つひとつお客様と設計して

いくプランで、標準的なものからグレードの高い

プランまで幅広く応じています。

　もちろん規格型も自由に設計する範囲は多く

あります。いずれも欧米的なテイストが漂うお

しゃれなデザインが特徴で、人気の理由になって

います。

　ツーバイフォーは気密性に優れるため、効果的

に断熱材を組み合わせることによって、「冬は暖

かく、夏は涼しい」住まいを実現します。ツーバイ

フォーはもともと北米の住宅です。ですから当社

は、沖縄の気候に適した住まいにするために研究

と経験を重ね、基礎、土台、金物、サッシなど多く

の部分を沖縄仕様に改良しています。

フォームカンパニーという事業部に位置付け、よ

り充実を図ります。リフォーム相談会を定期的に

開催するとともにスピードを重視する組織にし

たいと考えています。

ニーズをとらえた商品開発に力を入れてい

ます。最近の取り組みを教えてください。

　人気商品の一つに「コンパクトハウス」があり

ます。クオリティを維持しながら価格を1,200～

1,500万円に抑えた建物です。当社がまとまった

土地を購入して分割、30坪程度の土地と建物を

合わせて2,500万円以下で提供する事業も進め

ています。

　20～30代の若い夫婦や世帯年収300万円の家

庭が、アパート家賃程度の負担でマイホームを取

得できるように企画した商品です。

　宮古島をはじめ各地で分譲住宅事業を予定し

ており、宮古島では1,998万円～2,412万円の価

格帯で８つのタイプを準備しています。

　もう一つ、話題を呼んだ商品が「炭の家」です。

　１階と２階の間に、合計１トンほどの炭を敷き

詰めた健康住宅です。炭には空気清浄、消臭、調湿

などの効果があり、健康に良い住環境を提供して

くれます。

　「炭の家」は、北海道の研究機関と建設業者が共

同で開発して特許を取ったシステムで、県内では

当社が使用権を取得しています。北海道の現場を

訪問し、科学的な裏付けとユーザーの高い評価を

確認した結果、健康に良い機能と判断し、導入を

決めました。

　当社では仮契約の前の段階では、時間と労力のロ

スを避けるために綿密な打ち合わせには進みませ

ん。社の方針です。これは建築単価を引き下げる仕

組みの一環としてお客様に理解していただき、実行

していることです。

　必要でなかった打ち合わせの時間と労力は、結局

は、当社を利用されるお客様の費用から充てられま

す。お客様の立場に立つからこそ、ご協力をいただ

いている当社の方針です。

　また、お客様の潜在ニーズを顕在化する提案力

は、「お客様第一主義」の大事な実践と考えていま

す。お客様の要望を先取りして、「なるほど、こんな

家に住みたかった」と言っていただけるプランの提

案です。

　お客様の住まいに対する要望は、経験の範囲内か

ら出てくるものです。私たちはお客様の潜在的な要

望をくみ取り、当社の感性（センス）のフィルターを

通して、お客様の想定を超えるプランを提案しま

す。それが「お客様第一主義」の重要な実践と考える

からです。

人材育成について教えてください。

　教育はすべての業務に優先します。教育の目的は、

お客様に満足と感動を提供することです。そして教

育訓練の原点は、現場にあります。リーダーには現場

で、繰り返し指導すること、やってみせて育てること

を強調しています。

　また、個々のレベルアップのための取り組みとし

て、過去の経験と知恵を書きまとめる自己マニュア

ルの作成を社員に課しています。都度大事な点をマ

ニュアルに書きまとめ、何度も読み直し、現場で実践

する、その繰り返しが経営基本方針に掲げる「現場力」

につながると考えています。

　当社の社員の平均年齢は30歳以下。人こそが最大

の財産と考えて新卒者をほぼ毎年採用しています。

当社の採用基準は、能力よりも熱意や仕事観、倫理

観、価値観の一致する人です。

　私は社員に、「住宅建築業は完成した後の対応が特

に大切」と伝えています。お客様が一生住む住宅は、

私たちが責任を持ってずっとケアし続けなければい

けません。台風時には全社員が出社してすべてのお

客様に状況を伺います。クレームや修理の相談には

誠意を尽くして対応するように努めます。

　家づくりは、信頼をベースに一生をかけたお付き

合いの始まりです。その認識を全員が共有するよう

にしています。

社会貢献についてはいかがでしょうか。

　毎年、９月の敬老の日にお年寄りの住宅を訪問し、

無料で修繕や簡単なリフォームを行うボランティア

活動を続けています。「リフォームボランティア」と

呼んでいますが、これは当社が加盟する日本住宅リ

フォーム産業協会（通称ジェルコ）沖縄支部の活動の

一環として実施しているものです。私が同協会の沖

縄支部長を務めていた時に始め、当社が率先垂範で

行っています。

　昨年は、那覇市社会福祉協議会から４件のお宅を

ご案内いただき、手すりや鍵の取り付けなどを行い

ました。

　業界の発展に向けて全国的な活動も行っていま

す。1998年にスタートした「全国健康住宅サミット」

です。健康住宅づくりのレベル向上を目的に、全国の

工務店が集まってセミナーや研究会、交流会を行う

イベントです。

　1997年に秋田で開かれた健康住宅研究会の集ま

りに参加した際、私が全国規模のサミットの開催を

提案して実現に至ったものです。

　第一回は沖縄で開催しました。参加者は220名。以

降、東日本大震災のあった年を除き、毎年全国各地で

開催されています。

これからの展望についてお聞かせください。

　今月、新しい住宅商品を発表しました。ワンプラ

イス住宅「サラダハウス」です。30坪～32坪の２階

建て土地付きで総額が2,000万円前後、求めやすい

価格を設定しました。

　主な対象は若い子育て世代。「いま、一戸建てに住

むのは無理だろう」と考える若い世代の常識を変え

てみようと企画した自信作です。モデルハウスを準

備する計画ですので、ぜひ足を運んでみてくださ

い。

　期初の４月には、『第35期経営計画書』を策定し、

経営計画発表会を行いました。本計画書は私がじっ

くりと考え、具体的な計数を示しながらつくる、い

わば経営の羅針盤です。巻頭から結びまでお客様第

一主義を貫き、お客様に喜んでいただくための当社

の姿勢を示しています。各部門のリーダーには、本

計画書の内容を熟知し、部下に伝え、自ら率先して

実践してもらいます。

　今年の活動のテーマは、「平凡×継続×徹底＝超

非凡」。とくに強調したいのが「徹底」です。今年は全

員が「徹底」を実践することで、飛躍の年にしたいと

考えています。

モデルハウス見学会にはローン相談カーも出動

若い社員を育てる企業風土が根付いている

「トータルリビングショー」で商品力をアピール

2010年に2回目の沖縄大会が開催された

スキルアップのために継続して開催する勉強会

「お客様第一主義」をつねに考え行動する

　木造住宅のシェアは、今でこそ住宅着工数全体

の15％ほどを占めますが、当時はわずか0.1％。

周囲からは「無理だ」と言われましたが、それがか

えってチャレンジ意欲をかきたててくれました。

　日本の木造住宅づくりの主流は、軸組工法で

す。そのころの沖縄には軸組み工法の技術を持つ

職人が多くはいませんでした。そこで着目したの

が、アメリカやカナダで一般的なツーバイフォー

（2×4）住宅です。規格化された資材で組み立て

るツーバイフォー住宅なら、早期に軌道に乗るだ

ろうと考えたわけです。

　ツーバイフォー（2×4）の呼称は、柱を使わず

２インチ×４インチの角材だけで壁と床板をつ

くる工法からきています。ただし現在は、38ミ

リ×89ミリの角材を使用するのが一般的です。

ツーバイフォーは、在来の工法に比べて一般に施

工しやすく、コストが安いのが特徴です。

　1985年からアメリカやカナダに渡り、視察・調

査を進め、翌年に全米建設業協会に登録。現地と

のネットワークを築き、アメリカの資材会社から

直接、資材を輸入する態勢をつくりました。一方

で県外のツーバイフォー住宅会社に社員を派遣

し、技術の習得を進めました。

　約５年の準備期間を経て1988年に木造住宅建

築事業を開始。同年、社名を株式会社ティーアン

ドティーに改めます。現在の株式会社Ｔ＆Ｔに

なったのは2003年６月です。

事業内容をお聞かせください。

　事業は大きく分けて次の６部門です。

①木造住宅の設計・施工
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起業への道のり

商品の製造工程と流通

An Entrepreneur  

訪問
有限会社グリーンフィールド

1. 新鮮で、安心・安全なカット野菜・スチーム

野菜・冷凍野菜を皆さまへお届けする。

2. 多様化するお客さまのニーズに対応して、

商品開発に力を入れる。

トピックス

事業概要

vol.
76

大城　正雄 社長

●会社名　有限会社グリーンフィールド
●代表者　大城　正雄
●事業内容　農産物の加工、卸・販売
●ＴＥＬ　098-866-9009
●U R L　 http://114.co.jp
●所在地　沖縄県那覇市港町4丁目2番地
●設　立　2005 年（平成17 年）8 月25 日
●社　員　76名

今後の取り組み

セールスポイント

　私は現在、３つの会社を経営しています。

　最初に立ち上げたのが野菜や果物を卸・販売

する株式会社オリオン商事です。1977年、小売

店や業務向けのほか、米軍施設にも商品を供給

する会社としてスタートしました。２つ目の会

社は、食の安全への関心が高まったのを機に、

自ら野菜を生産するために設立した有限会社

沖縄ファームです。1996年でした。

　そして2005年８月、商品の付加価値をさらに

高めようと加工事業を拡張して設立したのが

有限会社グリーンフィールドです。

　当初から生産、加工、販売の一貫態勢を考え

ていたわけではありません。事業に打ち込むう

ちにノウハウの蓄積や諸条件に恵まれ、結果と

して３つの事業会社ができたのです。

　以下、グリーンフィールド社を紹介します。

　野菜の調達先は、冬場が前述した沖縄ファー

ムです。もともと実家が野菜の生産農家だった

ため、そこを基盤に農地を借りながら農場を拡

大していきました。夏場の野菜は、県外の指定

農場・契約農場から主に調達しています。

　工場は、安心・安全な商品づくりのために管理

を徹底しています。野菜カット工場として県内で

初めてISO22000を取得。米軍施設にも商品を提

供しているため、在日米国陸軍獣医部隊食品検査

部による工場認定も取得しています。工場の設計

は、基準の厳しい衛生管理手法であるＨＡＣＣＰ

（ハセップ）対応のつくりになっており、広さは県

内最大規模を誇ります。

　製造工程は、次のとおりです。

①原料入荷…入荷野菜の品質をチェックします。

②予備洗浄…表面の汚れ、ほこり、土を洗い流し

　ます。

③カット…不可食部を除去し、食べやすいサイ

　ズにカットします。

④予備洗浄…水道水で２分間、２回洗浄します。

　細かい気泡で吹き上げるバブリング洗浄です。

⑤殺菌洗浄…電解水で２分間、２回の洗浄殺菌

　を行います。上記と同じバブリング洗浄です

　（電解水とは水道水に食塩を混ぜ、電気分解し

　て生成した無味、無臭、無害の水）。

⑥冷却洗浄…鮮度を保つため、冷やした水道水

　で洗浄し野菜の芯温を７℃以下に落とします。

⑦脱水…余分な水分を取り除きます。

⑧計量・包装…パック詰めなどを行います。

⑨金属検査…金属やステンレスの混入を検査し

　ます。

⑩箱詰め・出荷…冷蔵トラックで出荷します。

　商品は、グループ会社の㈱オリオン商事を通

じてスーパー、ホテル、病院、学校、米軍施設、自

衛隊施設などに供給されます。県外にも空輸と

船舶で出荷しています。

＜カット野菜＞

　15種類の野菜を多様なカット方法で加工し、

パック詰め野菜などを製造しています。

＜スチーム野菜＞

　100℃～300℃以上の高温にした加熱蒸気を

使用してスチームを行っています。加熱蒸気を

使うことにより高温でもみずみずしさを残し、

食品の繊維を壊すことなく調理ができるため、

うま味成分が抜け出しません。

　ブロッコリー、にんじん、カボチャ、じゃがい

も、紅いも、さつまいも、県産焼き紅いもの7品目

のスチーム野菜を生産しています。

＜冷凍野菜＞

　急速冷凍機を導入することにより、１年をと

おして野菜を供給できるようになりました。マ

イナス40℃以下のトンネルフリーザーに約６

分通過させて急速冷凍することにより、野菜の

細胞をなるべく壊さず、色合い、風味、食感を残

したまま冷凍することが可能になりました。お

客さまから「生と変わらない味」と高い評価をい

ただいています。

　冷凍野菜を扱うことにより、今まで県内だけ

の出荷だった加工野菜が、県外、アジアなど広く

出荷できるようになりました。

　当社は「やさいやくだものに情熱を、人々の心

にゆとりと活力を」をサービステーマに新鮮で

安心・安全な商品を製造、販売しています。健康

な食生活の応援や時間の少ない共働き家庭への

サポートなどを通じて、皆さまの食卓に幸せを

運ぶことが当社の役割だと考えています。

　同時に、多様化するお客さまのニーズに合わ

せて商品開発にも力を入れています。現在、これ

までの経験とノウハウを活かして、どこにもな

いおいしい「さつまいも」をつくろうと取り組ん

でいます。ブランド化が目標です。

（レポート：常務取締役　照屋 正）

那覇市港町にある野菜の加工工場

衛生管理の行き届いた工場施設と管理態勢

安心・安全で新鮮さが評判のパック詰め野菜

ゴーヤーとたまねぎのカット野菜

ブロッコリーとにんじんのスチーム野菜

ゴーヤーとパパイヤの冷凍野菜
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那覇市港町にある野菜の加工工場

衛生管理の行き届いた工場施設と管理態勢

安心・安全で新鮮さが評判のパック詰め野菜

ゴーヤーとたまねぎのカット野菜

ブロッコリーとにんじんのスチーム野菜

ゴーヤーとパパイヤの冷凍野菜
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　日本の年金制度は、保険料を納める人口が

年々少なくなる一方で、年金給付を受ける人

口が増え続けるため、その維持可能性が不安

視されています。最終回は、年金制度の概要、

問題点、解決策の要点を解説します。

■年金制度は保険の考え方にもとづく

　税金と年金は、国にお金を納める点で似て

いますが、税金の場合、払わない人も行政サー

ビスを受けることができます。しかし、年金は

あくまでも保険制度。したがって年金の給付を

受けるのは、保険料を納めた人に限られるとい

うのが年金の本来の姿です。

　年金が保険で設計された理由は、「歳をとり、

蓄えたお金だけでは生活ができなくなるリスク

を国による保険で回避する」ためといわれます。

■時代に合わなくなった年金制度

　年金は保険の考え方にもとづくため、払っ

た保険料の分だけ年金給付を受ける「積み立

て方式」が適しているといわれます。しかし、

現在の年金制度は、実質的に「賦課方式」に

なっています。

　賦課方式とは、働く現役世代の保険料に

よって高齢世代の年金給付を支える仕組みを

いいます。これによって世代間扶養が行われ

ます。なお、現在の日本の年金給付は、自身で

積み立てたお金、現役世代の払う保険料、税金

の３つを原資にしていますが、基本的には賦

課方式といわれます。

　では、年金制度が積み立て方式ではなく、賦

課方式になったのはなぜでしょうか。理由は

次のとおりです。

　年金制度を導入すると、必ず、保険料の積み

立てが少ない世代が生まれます。導入時にす

でに働いていた、いわゆる制度に途中参加し

た世代です。この世代に対して保険料の積み

立て分だけを年金として支給すると、わずか

な額しか受けられないケースが発生します。

そこで、この世代にも生活に困らない年金を

支給しようと、現役世代の保険料を使って補

填する仕組みをつくりました。これが賦課方

式の採用です。

　賦課方式は、人口が増加している間はうま

く機能します。現役世代、つまり保険料を納め

る人が増え続ければ、現役世代一人あたりの

負担は大きくはなりません。しかし、少子化で

現役世代の人口が減り続け、同時に平均寿命

が伸びている現在の状況では、現役世代の負

担は重くなっていきます。換言すれば、一人の

現役が支える年金受給者の人数は、限りなく

増え続けていくのです。

の経済ニュース ツ ボ

　経済ニュースは、毎日さまざまなメディアを通じて大量に流れてきますが、忙しい企業経営者

やビジネスマンの皆さんにとって、一つひとつの内容をじっくり確認する時間はなかなかないの

が現状だと思います。「経済ニュースのツボ」は、そうした読者に参考になる経済解説を提供する

目的で連載しています。

　2002年は、現役世代の3.6人が高齢者１人

の年金を支える勘定でした。それが2025年に

は現役世代２人で１人の高齢者の年金を支え

なければならないと予想されています。遠い

将来世代ほど負担は大きくなります。これが

現在の年金問題の要点です。

■年金問題の解決方法

　少子高齢化が進むなか、年金問題を解決す

る方法はあるのでしょうか。

　現行の制度内で考えてみると、解決方法は

単純に３つです。１つは高齢世代の年金給付

率を変えず、現役世代の保険料率を引き上げ

続ける。２つは現役世代の保険料率を変えず、

高齢世代の年金給付率を引き下げ続ける。３

つは両者の組み合わせです。こうした方法で、

ある程度の改善は可能でしょう。しかし、際限

なく保険料率を引き上げる、または年金給付

率を引き下げることは不可能です。

　そこで、有力な解決策として検討されてい

るのが税金の投入の制度化です。前述したよ

うに、年金制度は保険システムなので、税金を

充てるのは適切ではないという見方がありま

す。しかし、基礎年金である国民年金は、最低

の生活保障であるため、保険の原理よりも税

金の原理になじむという考え方も成り立つと

みられています。中でも注目されているのが

消費税です。消費税は広く薄く徴収され、安定

した額が確保できるため、国民年金の財源に

フィットするとみられています。今後、議論が

進んでいくと思われます。

■取り巻く環境を変える

　一方、年金制度の外側に目を向けると、解決

を補強する方法がいくつかあります。１つは、

現役世代の所得を増やすことです。たとえば

毎年3.5％の経済成長を実現すれば、ＧＤＰは

20年で約２倍になります。所得が約２倍にな

るのです。これによって現役世代の保険料負

担を軽くすることができます。

　２つは、出生率を高めることです。育児環境

の改善や子育て家庭への優遇制度などを、い

まのうちから長期的視点に立って取り組むこ

とです。

　少子高齢化にある日本の年金問題は、時間

が経てば経つほど解決が難しくなります。政

府はしっかりとコンセンサスを得たうえで、

早期に対応を図る必要があるでしょう。

（りゅうぎん総合研究所 常務取締役　照屋 正）

最終回「少子高齢化と年金問題」

出所：厚生労働省ＨＰ

図　人口ピラミッドの変化（1990～2060年）
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　エネルギー材料と表面科学ユニットを率

いるヤビン・チー准教授が、低い製造コスト

で使いやすく、柔軟で軽量な太陽電池を開

発していると自己紹介すると、たいていの

人は、「そのような電池開発できるの？何か

裏でもあるのではないの？」という反応を

示します。

　「裏などありません。発展途上国でも先進

国でも、窓の表面を有機太陽電池でコー

ティングして、家の電力をまかなえるよう

になるのは時間の問題でしょう」と、チー准

教授は語ります。

　現在の太陽電池の多くはシリコンででき

ています。シリコンは固い無機材料で、製造

するのに費用も時間もかかります。チー准

教授をはじめとする研究者たちのネット

ワークは、有機材料から低価格のしなやか

な太陽電池を開発しようとしています。太

陽光パネルは、インクジェットプリンター

のような機械を使って簡単に、プラスチッ

クシートに有機半導体溶液をコートして作

ることができます。このプラスチックシー

トはほぼどのような表面にも装着でき、窓

への利用が一般的になると予想されます。

　「環境にやさしいというのは、単に再生可

能エネルギーを利用するというだけでなく、

天然資源を活用するためのより賢い方法を

見つけることでもあります。私たちの太陽

電池を製造するのに何億円もするような高

機能の機器は不要で、製造コストを大きく

削減できます」と同准教授は言います。

　このような有機太陽光パネルを製造する

のに必要な技術は比較的シンプルで安価で

すが、その開発は電子と光子がお互いにど

う影響し合うかという根本的な理解なくし

ては不可能です。OISTでは、フェムト秒分

光法ユニットを率いるケシャヴ・ダニ准教

授がまさにこれを調べています。

～沖縄科学技術大学院大学の取組みについて～

エネルギー材料と表面科学ユニットでは、コスト効率が良く大面積の、有機材料（プラスチック）で作られる光

を電力に変えられるフィルム（有機薄膜太陽電池）を開発しています。このような有機薄膜太陽電池は軽量か

つ柔軟で、窓や壁を覆う太陽電池として注目されています。同ユニットでは太陽電池を構成する様々な個々の

材料の性質および材料間の界面・表面における相互作用を研究して有機太陽電池の性能向上に取り組んでい

ます。

ヤビン・チー准教授

従来のシリコンベースの太陽電池は、原料コストが高く、製造要件が厳しいため、高い生産

コストがかかります。また、シリコンベースの太陽電池は硬質で不透明のため、用途と設置

場所が制限されます。チー准教授率いるOISTエネルギー材料と表面科学ユニットでは、

「Flextrode」と名付けられたしなやかで透明な電極を使った研究に取り組みました。Flex-

trode の主な構成材料は、使い捨ての飲料用ボトルに使われるPETと呼ばれる安価で容易

に入手できるプラスチックです。Flextrode はシリコン電池に比べより多様な用途や設置

を可能にする太陽電池として期待されています。例えば、Flextrode を窓に張り付けて利

用することも可能です。

フェムト秒分光法ユニットでは、強力で超高速なレーザーパルスを用いて、物質の光学的特性を研究していま

す。ユニットのメンバーたちは、透明でフレキシブルな電子機器向けにグラフェンやその他の二次元物質の研

究、光触媒および太陽エネルギー利用のための半導体研究、そして生物学および医薬のための超高速レーザー

パルス応用の研究を行っています。

ケシャヴ・ダニ准教授

　ダニ准教授率いるユニットでは、電子と

光子の相互作用を様々な材料を使って研究

しています。主な研究対象の一つが、光子を

吸収して電子と正孔を生成させる半導体で

ある二酸化チタンの性質です。この電子と

正孔、すなわち正と負の電荷が電流を発生

させ、太陽電池として商業や学術分野で活

用されます。

　ただし、正と負の電荷は本来お互いに引

き合うものなので、その親和性が通常の太

陽電池でも有機太陽電池でも、効率を妨げ

る原因になります。ダニ准教授のユニット

は、超短パルスの光を使って二酸化チタン

に電子と正孔を発生させ、両者が引き合わ

ないようにする方法を探っています。彼ら

の基礎研究が、チー准教授のような応用材

料科学の研究者たちが手がける、より効率

的な太陽電池の開発を後押しすると期待さ

れます。

OISTではキャンパスツアー（ガイド付もしくは自由見学）を

行っています。詳細は地域連携セクション 098(966)2184 ま

でお問い合わせください。

OISTについてより詳しくお知りになりたい方はwww.oist.jp 

をご覧下さい。

エネルギー材料と表面科学ユニット（ヤビン・チー准教授）は

高性能かつ低価格の有機太陽電池の開発を目指している。
フェムト秒分光法ユニット（ケシャブ・ダニ准教授）では、超高速レーザー光が、

1000兆分の1秒にあたるフェムト秒下での電子の動きを明らかにする。

フレキシブル透明電極「Flextrode」

研究紹介第１回：異なる手法で迫る共通のゴール

新時代の教育研究を切り拓く

寄　　稿

沖縄科学技術大学院大学の取組みについて
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HALAL（ハラル）について

日 本 貿 易 振 興 機 構
（ジェトロ）にて研修
中

那覇

上海
蘇州

ソウル

香港

シンガポール　　　　　　　

レポーター

赤嶺　友紀（琉球銀行）
vol.71シン

ガ
ポー

ル
アジ

ア便
り

はじめに   

Hello, everyone！！

How are you doing?

　現在、日本貿易振興機構（JETRO）において、

研修中であります赤嶺　友紀（あかみね　ゆう

き）です。

　4月よりジェトロシンガポールでの勤務を開

始しており、慣れない環境（特に語学）に日々悪

戦苦闘しておりますが、毎日楽しく過ごさせて

頂いております。

　今回は、ジェトロ内でも関心の高く、お問い

合わせの多い「HALAL（ハラル）」（以下、ハラ

ル）について数回シリーズでご紹介致します。

１．巨大なイスラム市場（世界人口の23.4%

　  を占めるイスラム教徒）

　世界人口の23.4%、約16億人以上がイスラム

教徒であり、その数は、中国の人口13億人を超

えています。

　また、イスラム教徒の総数の62.1％にあたる

10億人以上がアジア・大洋州地域に住んでお

り、その数は中東地域の3倍以上になります。

　 そのイスラム教徒の大半が住むアジア・大

洋州のうち、インドネシアは、その総人口の

88.1%がイスラム教徒で、2億人以上となって

います。

　そして、パキスタン、インド、バングラデシュ

は、いずれも１億人以上で、イラン、トルコ、ア

フガニスタン、ウズベキスタンは、ほぼ100%

がイスラム教徒です。人口大国の中国は、1.8%

の割合ですが、2,300万人のイスラム教徒がい

ます。マレーシアは多民族国家であり、イスラ

ム教を国教としており、人口の61%にあたる

1、700万人がイスラム教徒です。

　このようにイスラム社会は現在でも巨大で

すが、2030年には全人口におけるイスラム教

徒は25億人～30億人に増えるとも試算されて

います。近年、イスラム教信者（ムスリム）が多

い諸国について、人口増加・経済成長の著しさ

から、市場としての注目が集まっています。こ

れまで、紛争・テロ等のイメージが強かった「イ

スラム世界」を「巨大市場」と捉え直されている

のがその背景にあります。

　ところがイスラム市場では、食品・医薬品・化

粧品等はイスラム教で「許されたもの」を意味

する「ハラル」であることを求められる場合が

あり、その認証取得および考え方の理解が輸出

にあたっても課題となっています。

　ハラル産業開発公社（HDC）によると、現在

のハラル市場規模は2兆1,000億米ドルであり、

数年後には3兆米ドルに達する見込みである

とされています。

　ただ、実際には世界需要全体の約20％以下

しか製品は届けられていません。これはマレー

シア、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、

ブラジル等の限られた国のみがハラル製品を

生産しているためで、需要に追いついていない

といわれています。

　日本国内では、2013年7月からマレーシア、

タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアの5

カ国を対象に日本への観光ビザが免除された

ことによる同国からの観光客数急増や、2020

年の東京オリンピック開催決定を受けての観

光客誘致等もあり、ハラルに対応した食事、ホ

テル、礼拝室の用意等イスラム教徒の観光客向

けの商品やサービスが増えており、少しずつで

はありますがその対策の動きに盛り上がりが

みられています。

２. ハラルとハラル認証について

　ハラルとは、イスラム法上で合法的なものや

行為のことを指し、逆に非合法なものをハラム

（ノンハラル）といいます。

　イスラム法上では、イスラム教徒が豚肉やア

ルコールを口にする事は禁止されており、食肉

はイスラム教の戒律に従って処理されたもの

でなければ食せません。

　さらに、一度でも豚肉やアルコールに触れた

食器は使用できず、輸送や保管に関しても、ノ

ンハラル製品との接触があってはならない等、

多くの禁止事項が存在します。

　ハラル製品は食品（ハラルフードといいま

す）だけではなく、医薬品・化粧品といった口に

したり肌に触れるものも対象となります。

【食べてはいけないもの】

・豚、犬、ロバ、ラバ

・ハラルな方法で屠殺（とさつ）されていない死肉

・淡水生物／両生類

・長く鋭い爪や歯をもつ動物

（虎、熊、象、猫、猿等）

・鉤爪（かぎつめ）のある鳥、捕食鳥

（鷲、フクロウ等）

・病原菌を運ぶ動物や毒をもつ動物

（ねずみ、ゴキブリ、サソリ、ヘビ、蜂　等）

・血（血液）

・酒（アルコール）

　このようにイスラム教徒はハラル食品しか

食べられませんが、加工食品や外食で出される

料理がハラルに対応しているかを自分で確か

めるのは事実上不可能です。そこで、イスラム

諸国ではイスラム法の規範に従っている事を

証明する「ハラル認証」制度が定着しているの

です。

　これは、イスラム関連団体等の専門機関が製

造工程や原料にまでさかのぼって厳しく検査

し、適合の証として「ハラルマーク」を発行する

ものです。食品のパッケージやレストラン店頭

にハラルマークが表示されていれば、ハラル認

証を取得しているので、イスラム教徒は安心し

て利用できるということです。

最後に

　ハラル認証には統一された国際基準はあり

ませんが、特にマレーシアの認証は信頼性が高

く、他のイスラム諸国でも有効とされています。

イスラム諸国のなかでいち早く近代化したマ

レーシアは政府が主体となって世界に先駆け

てハラル認証に取り組み、他のイスラム諸国に

比べて厳格な仕組みを構築している事がその

背景のようです。

　次回も、引き続きハラルについてご紹介した

いと思います。

よろしくお願いいたします！！

出所：Pew Research Center’ s Forum on Religion & Public Life　独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

地域別におけるイスラム教徒分布

世界人口に対するイスラム教徒の比率
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行為のことを指し、逆に非合法なものをハラム

（ノンハラル）といいます。

　イスラム法上では、イスラム教徒が豚肉やア

ルコールを口にする事は禁止されており、食肉

はイスラム教の戒律に従って処理されたもの

でなければ食せません。

　さらに、一度でも豚肉やアルコールに触れた

食器は使用できず、輸送や保管に関しても、ノ

ンハラル製品との接触があってはならない等、

多くの禁止事項が存在します。

　ハラル製品は食品（ハラルフードといいま

す）だけではなく、医薬品・化粧品といった口に

したり肌に触れるものも対象となります。

【食べてはいけないもの】

・豚、犬、ロバ、ラバ

・ハラルな方法で屠殺（とさつ）されていない死肉

・淡水生物／両生類

・長く鋭い爪や歯をもつ動物

（虎、熊、象、猫、猿等）

・鉤爪（かぎつめ）のある鳥、捕食鳥

（鷲、フクロウ等）

・病原菌を運ぶ動物や毒をもつ動物

（ねずみ、ゴキブリ、サソリ、ヘビ、蜂　等）

・血（血液）

・酒（アルコール）

　このようにイスラム教徒はハラル食品しか

食べられませんが、加工食品や外食で出される

料理がハラルに対応しているかを自分で確か

めるのは事実上不可能です。そこで、イスラム

諸国ではイスラム法の規範に従っている事を

証明する「ハラル認証」制度が定着しているの

です。

　これは、イスラム関連団体等の専門機関が製

造工程や原料にまでさかのぼって厳しく検査

し、適合の証として「ハラルマーク」を発行する

ものです。食品のパッケージやレストラン店頭

にハラルマークが表示されていれば、ハラル認

証を取得しているので、イスラム教徒は安心し

て利用できるということです。

最後に

　ハラル認証には統一された国際基準はあり

ませんが、特にマレーシアの認証は信頼性が高

く、他のイスラム諸国でも有効とされています。

イスラム諸国のなかでいち早く近代化したマ

レーシアは政府が主体となって世界に先駆け

てハラル認証に取り組み、他のイスラム諸国に

比べて厳格な仕組みを構築している事がその

背景のようです。

　次回も、引き続きハラルについてご紹介した

いと思います。

よろしくお願いいたします！！

出所：Pew Research Center’ s Forum on Religion & Public Life　独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）

地域別におけるイスラム教徒分布

世界人口に対するイスラム教徒の比率
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店内でのハラル食材コーナー（ブルネイ）

レストラン窓のハラルマーク（シンガポール）

アラブ通りのレストラン壁面（シンガポール）

東南アジア　各国のハラルマーク例

　こんにちは。モクモク流農村産業研究所の

篠原です。前回は、6次産業化成功のポイント

として、①本物、②農業者、③生活者の視点を

解説させていただきました。今回は、残りの3

つのご紹介をさせていただきます。

４．女性の視点

　地域おこしをお手伝いしていると、仕事柄

その地域を盛り上げたいと願うたくさんの人

に出会います。そういった方々にはある共通点

があります。皆さんだいたい地域の有力者で、

年配の方で、そして男性です。リーダーをそう

いった方がされるのは全く問題ありません。た

だ、多くの場合地域の仲間が集まってチームを

作ることになるのですが、組成されたチームの

メンバーはどうでしょうか？同性・同年代同志

の集まりになっていませんか？地域おこしに

第二の人生をかける「その志や潔し」ですが、そ

のチームが継続的かつ効果的に機能していく

ためには、チーム内の多様性がとても重要にな

ります。「飛びつきは女性、継続はこども、旦那

は運転手」という法則があります。旅行先を決

める、あるいは旅行先でお土産を買うとき、意

思決定権は、誰にあるのか。そして、意思決定に

至るまでの情報は、誰がたくさん握っているか。

　皆さんの家庭に照らし合わせてみても、心当

たりのある方は多いのではないでしょうか。

（心当たりのないご家庭の方、ごめんなさい。）

　おじさんばっかりの集団でも、実際にお土産

を買ってくれる女性をよくよくイメージしな

がら、「この施設には授乳室がこのくらい必要」

とか、「この商品のパッケージには、ここに和紙

の帯をつけて、桜の花を散らして」という議論

ができればいいのかもしれません。でも、なか

なかそうならないのが現実です。世の中の主導

権は女性が握っているという事実を潔く認め、

地域おこしのチームには女性に参加してもら

うことを強くお勧めします。

５．健康の視点

　食に対するおいしさと安全性の追及には終

わりがありません。モクモクでは、設立当初か

らおいしさと安心の両立をテーマにしたもの

づくりを行ってきました。この2大テーマを非

代替絶対価値として、ブレずに商品を造り続

けてきたことが、今日のモクモクの礎を築い

たといっても過言ではありません。

　しかし、安心という概念を深く掘り下げて

みると、単に健康にやさしいということだけ

では解決できない、いろいろな課題が浮かん

できます。例えば、モクモクでもたくさん製造

している洋菓子を食べられない方も少なから

ずいます。糖尿病を患っている方や、小麦や牛

乳にアレルギーをお持ちの方です。食に深く

かかわっている私たちは、そういった方々に

何が提供できるのか？そういった視点から、

モクモクでは“やさしさ工房”という活動を始

めました。アレルギーをお持ちの方でも、糖尿

病の方でも食べられるお菓子の開発などを続

けています。この工房の売り上げは決して大
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きくありませんが、「初めて家族そろって誕生

日ケーキが食べられた！」など、本当にうれし

い声が寄せられる、とてもやりがいのある分

野です。こういった取り組みは、農業や食の持

つ新しい可能性を秘めていると感じています。

“安心安全”の先にある、もう一歩踏み込んだ部

分にヒントがあると思います。

　健康の視点から派生する話をもう一つ。少

し話は飛躍しますが、世界に前例のない超高

齢化社会を迎えている日本は、課題先進国で

あるという見方もあります。世界に目を向け

れば、平均寿命が60歳代という国はまだまだ

たくさんあります。そういった国々で長寿社

会を実現するためにどのような食を提供して

いけばいいのか、当然のことながら大きな社

会問題です。そういった国々に対して、“日本

食”という優良資産で長寿社会を実現してき

た私たちにできることはたくさんあると思い

ます。また、平均寿命が延びた先には、必ず日

本のような高齢化社会が待っています。高齢

化社会が求めている食とすでに向かい合って

いる私たちは、10年後、20年後に同じ状況を

迎えるであろう国々に対して、たくさんの役

割を果たすことができるのではないでしょう

か。すでに高齢化社会を経験している我々だ

からこそ、世界に発信できる食の世界は無限

にあり、それを支える日本の農業にもチャン

スがあるのだと思っています。

６．主人公の視点

　ありがたいことに、いろんな地域で地域お

こしのプランニングをしてほしいという依頼

をいただきます。私たちも得意分野なので、一

生懸命お手伝いさせていただきます。しかし、

やがて大きな壁が立ちはだかります。「この計

画、誰が実行するの？」という壁です。大概の

地域では「いや、それはこれから・・・・。」となる

のです。みんな自分たちの地域がこのままで

はダメだということは分かっています。どう

にかしなければと、熱い想いもあります。でも、

自らがリスクを負ってまで、自分の手を汚し

てまで、主人公になろうとはしません。それで

は、モクモクが儲かるだけで、地域は何ら変わ

りません。地域おこしには3つの“者”が必要だ

といわれます。若者、よそ者、バカ者です。田舎

暮らしが注目されている昨今、若者、よそ者は

比較的手に入りやすいのですが、バカ者は大

変希少品種です。出る杭は打たれる的な田舎

特有の雰囲気を意に介さず、借入を保証する

リスクを厭わず、仲間たちをその情熱で動か

していく人種です。問題は、このバカ者がどこ

にいるかということなのですが・・・・、あなた

しか、いないんじゃないですか？

　今回は、6次産業化のポイントの後半を紹介

させていただきました。次回はいよいよ最終

回です。これまでは過去の経験から皆様に「6

次産業化のヒント」をお伝えしてきましたが、

このシリーズの総まとめとして、沖縄の農業

活性化について未来志向のお話しができれば

と考えています。ぜひ次回もご期待ください。

モクモク手づくりファーム流
「アグリビジネス勝利の方程式！！」

第5回　～6次産業化成功の
　　　　　　  6つのポイント（後編）～

株式会社モクモク流農村産業研究所
主任研究員

1976年長野県生まれ。筑波大学生物資源
学類卒業後、農林水産省入省。諫早干拓、
農業農村整備事業、ＪＩＣＡ技術協力プ
ロジェクトなどを担当。2004年モクモク
手づくりファーム社入社、現在に至る。
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つ新しい可能性を秘めていると感じています。

“安心安全”の先にある、もう一歩踏み込んだ部

分にヒントがあると思います。

　健康の視点から派生する話をもう一つ。少

し話は飛躍しますが、世界に前例のない超高

齢化社会を迎えている日本は、課題先進国で

あるという見方もあります。世界に目を向け

れば、平均寿命が60歳代という国はまだまだ

たくさんあります。そういった国々で長寿社

会を実現するためにどのような食を提供して

いけばいいのか、当然のことながら大きな社

会問題です。そういった国々に対して、“日本

食”という優良資産で長寿社会を実現してき

た私たちにできることはたくさんあると思い

ます。また、平均寿命が延びた先には、必ず日

本のような高齢化社会が待っています。高齢

化社会が求めている食とすでに向かい合って

いる私たちは、10年後、20年後に同じ状況を

迎えるであろう国々に対して、たくさんの役

割を果たすことができるのではないでしょう

か。すでに高齢化社会を経験している我々だ

からこそ、世界に発信できる食の世界は無限

にあり、それを支える日本の農業にもチャン

スがあるのだと思っています。

６．主人公の視点

　ありがたいことに、いろんな地域で地域お

こしのプランニングをしてほしいという依頼

をいただきます。私たちも得意分野なので、一

生懸命お手伝いさせていただきます。しかし、

やがて大きな壁が立ちはだかります。「この計

画、誰が実行するの？」という壁です。大概の

地域では「いや、それはこれから・・・・。」となる

のです。みんな自分たちの地域がこのままで

はダメだということは分かっています。どう

にかしなければと、熱い想いもあります。でも、

自らがリスクを負ってまで、自分の手を汚し

てまで、主人公になろうとはしません。それで

は、モクモクが儲かるだけで、地域は何ら変わ

りません。地域おこしには3つの“者”が必要だ

といわれます。若者、よそ者、バカ者です。田舎

暮らしが注目されている昨今、若者、よそ者は

比較的手に入りやすいのですが、バカ者は大

変希少品種です。出る杭は打たれる的な田舎

特有の雰囲気を意に介さず、借入を保証する

リスクを厭わず、仲間たちをその情熱で動か

していく人種です。問題は、このバカ者がどこ

にいるかということなのですが・・・・、あなた

しか、いないんじゃないですか？

　今回は、6次産業化のポイントの後半を紹介

させていただきました。次回はいよいよ最終

回です。これまでは過去の経験から皆様に「6

次産業化のヒント」をお伝えしてきましたが、

このシリーズの総まとめとして、沖縄の農業

活性化について未来志向のお話しができれば

と考えています。ぜひ次回もご期待ください。
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　こんにちは。モクモク流農村産業研究所の

篠原です。前回は、6次産業化成功のポイント

として、①本物、②農業者、③生活者の視点を

解説させていただきました。今回は、残りの3

つのご紹介をさせていただきます。

４．女性の視点

　地域おこしをお手伝いしていると、仕事柄

その地域を盛り上げたいと願うたくさんの人

に出会います。そういった方々にはある共通点

があります。皆さんだいたい地域の有力者で、

年配の方で、そして男性です。リーダーをそう

いった方がされるのは全く問題ありません。た

だ、多くの場合地域の仲間が集まってチームを

作ることになるのですが、組成されたチームの

メンバーはどうでしょうか？同性・同年代同志

の集まりになっていませんか？地域おこしに

第二の人生をかける「その志や潔し」ですが、そ

のチームが継続的かつ効果的に機能していく

ためには、チーム内の多様性がとても重要にな

ります。「飛びつきは女性、継続はこども、旦那

は運転手」という法則があります。旅行先を決

める、あるいは旅行先でお土産を買うとき、意

思決定権は、誰にあるのか。そして、意思決定に

至るまでの情報は、誰がたくさん握っているか。

　皆さんの家庭に照らし合わせてみても、心当

たりのある方は多いのではないでしょうか。

（心当たりのないご家庭の方、ごめんなさい。）

　おじさんばっかりの集団でも、実際にお土産

を買ってくれる女性をよくよくイメージしな

がら、「この施設には授乳室がこのくらい必要」

とか、「この商品のパッケージには、ここに和紙

の帯をつけて、桜の花を散らして」という議論

ができればいいのかもしれません。でも、なか

なかそうならないのが現実です。世の中の主導

権は女性が握っているという事実を潔く認め、

地域おこしのチームには女性に参加してもら

うことを強くお勧めします。

５．健康の視点

　食に対するおいしさと安全性の追及には終

わりがありません。モクモクでは、設立当初か

らおいしさと安心の両立をテーマにしたもの

づくりを行ってきました。この2大テーマを非

代替絶対価値として、ブレずに商品を造り続

けてきたことが、今日のモクモクの礎を築い

たといっても過言ではありません。

　しかし、安心という概念を深く掘り下げて

みると、単に健康にやさしいということだけ

では解決できない、いろいろな課題が浮かん

できます。例えば、モクモクでもたくさん製造

している洋菓子を食べられない方も少なから

ずいます。糖尿病を患っている方や、小麦や牛

乳にアレルギーをお持ちの方です。食に深く

かかわっている私たちは、そういった方々に

何が提供できるのか？そういった視点から、

モクモクでは“やさしさ工房”という活動を始

めました。アレルギーをお持ちの方でも、糖尿

病の方でも食べられるお菓子の開発などを続

けています。この工房の売り上げは決して大
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モクモク手づくりファームとは・・・
　モクモク手づくりファームは、1983年、忍者の里として有名な三重県伊賀地方の阿山町で産声を上げました。
　ところが、初年度の夏から大赤字。せっかくのおいしいハム・ウインナーなのですが、肝心のお客さんがいません。そんななか、
偶然はじめたウインナーの手づくり体験教室の成功をきっかけにして、徐々に「モクモク」の名前を知って頂けるようになりまし
た。現在では、基盤となる直営農場のほか農産加工品製造や、年間50万人の来園者を誇るファクトリーファーム（農業公園）の運
営、会員制の農産物の通信販売、直営レストランの経営などにより年商50億円の企業へと成長する事ができました。
　通信販売なんか農業じゃないよ！とおっしゃる方もおられるかもしれません。しかし、21世紀の農業は農産物をつくるだけでは
成り立っていかないのです。加工・販売までを農業としてとらえることで、多くの若者たちが農業でめしを食っていける環境を整え
ること。
　これが、農業者としての私たちモクモクが考えている『ロマンと夢のある21世紀型農業』です。

18



　こんにちは。モクモク流農村産業研究所の

篠原です。前回は、6次産業化成功のポイント

として、①本物、②農業者、③生活者の視点を

解説させていただきました。今回は、残りの3

つのご紹介をさせていただきます。

４．女性の視点

　地域おこしをお手伝いしていると、仕事柄

その地域を盛り上げたいと願うたくさんの人

に出会います。そういった方々にはある共通点

があります。皆さんだいたい地域の有力者で、

年配の方で、そして男性です。リーダーをそう

いった方がされるのは全く問題ありません。た

だ、多くの場合地域の仲間が集まってチームを

作ることになるのですが、組成されたチームの

メンバーはどうでしょうか？同性・同年代同志

の集まりになっていませんか？地域おこしに

第二の人生をかける「その志や潔し」ですが、そ

のチームが継続的かつ効果的に機能していく

ためには、チーム内の多様性がとても重要にな

ります。「飛びつきは女性、継続はこども、旦那

は運転手」という法則があります。旅行先を決

める、あるいは旅行先でお土産を買うとき、意

思決定権は、誰にあるのか。そして、意思決定に

至るまでの情報は、誰がたくさん握っているか。

　皆さんの家庭に照らし合わせてみても、心当

たりのある方は多いのではないでしょうか。

（心当たりのないご家庭の方、ごめんなさい。）

　おじさんばっかりの集団でも、実際にお土産

を買ってくれる女性をよくよくイメージしな

がら、「この施設には授乳室がこのくらい必要」

とか、「この商品のパッケージには、ここに和紙

の帯をつけて、桜の花を散らして」という議論

ができればいいのかもしれません。でも、なか

なかそうならないのが現実です。世の中の主導

権は女性が握っているという事実を潔く認め、

地域おこしのチームには女性に参加してもら

うことを強くお勧めします。

５．健康の視点

　食に対するおいしさと安全性の追及には終

わりがありません。モクモクでは、設立当初か

らおいしさと安心の両立をテーマにしたもの

づくりを行ってきました。この2大テーマを非

代替絶対価値として、ブレずに商品を造り続

けてきたことが、今日のモクモクの礎を築い

たといっても過言ではありません。

　しかし、安心という概念を深く掘り下げて

みると、単に健康にやさしいということだけ

では解決できない、いろいろな課題が浮かん

できます。例えば、モクモクでもたくさん製造

している洋菓子を食べられない方も少なから

ずいます。糖尿病を患っている方や、小麦や牛

乳にアレルギーをお持ちの方です。食に深く

かかわっている私たちは、そういった方々に

何が提供できるのか？そういった視点から、

モクモクでは“やさしさ工房”という活動を始

めました。アレルギーをお持ちの方でも、糖尿

病の方でも食べられるお菓子の開発などを続

けています。この工房の売り上げは決して大

Vol.05

きくありませんが、「初めて家族そろって誕生

日ケーキが食べられた！」など、本当にうれし

い声が寄せられる、とてもやりがいのある分

野です。こういった取り組みは、農業や食の持

つ新しい可能性を秘めていると感じています。

“安心安全”の先にある、もう一歩踏み込んだ部

分にヒントがあると思います。

　健康の視点から派生する話をもう一つ。少

し話は飛躍しますが、世界に前例のない超高

齢化社会を迎えている日本は、課題先進国で

あるという見方もあります。世界に目を向け

れば、平均寿命が60歳代という国はまだまだ

たくさんあります。そういった国々で長寿社

会を実現するためにどのような食を提供して

いけばいいのか、当然のことながら大きな社

会問題です。そういった国々に対して、“日本

食”という優良資産で長寿社会を実現してき

た私たちにできることはたくさんあると思い

ます。また、平均寿命が延びた先には、必ず日

本のような高齢化社会が待っています。高齢

化社会が求めている食とすでに向かい合って

いる私たちは、10年後、20年後に同じ状況を

迎えるであろう国々に対して、たくさんの役

割を果たすことができるのではないでしょう

か。すでに高齢化社会を経験している我々だ

からこそ、世界に発信できる食の世界は無限

にあり、それを支える日本の農業にもチャン

スがあるのだと思っています。

６．主人公の視点

　ありがたいことに、いろんな地域で地域お

こしのプランニングをしてほしいという依頼

をいただきます。私たちも得意分野なので、一

生懸命お手伝いさせていただきます。しかし、

やがて大きな壁が立ちはだかります。「この計

画、誰が実行するの？」という壁です。大概の

地域では「いや、それはこれから・・・・。」となる

のです。みんな自分たちの地域がこのままで

はダメだということは分かっています。どう

にかしなければと、熱い想いもあります。でも、

自らがリスクを負ってまで、自分の手を汚し

てまで、主人公になろうとはしません。それで

は、モクモクが儲かるだけで、地域は何ら変わ

りません。地域おこしには3つの“者”が必要だ

といわれます。若者、よそ者、バカ者です。田舎

暮らしが注目されている昨今、若者、よそ者は

比較的手に入りやすいのですが、バカ者は大

変希少品種です。出る杭は打たれる的な田舎

特有の雰囲気を意に介さず、借入を保証する

リスクを厭わず、仲間たちをその情熱で動か

していく人種です。問題は、このバカ者がどこ

にいるかということなのですが・・・・、あなた

しか、いないんじゃないですか？

　今回は、6次産業化のポイントの後半を紹介

させていただきました。次回はいよいよ最終

回です。これまでは過去の経験から皆様に「6

次産業化のヒント」をお伝えしてきましたが、

このシリーズの総まとめとして、沖縄の農業

活性化について未来志向のお話しができれば

と考えています。ぜひ次回もご期待ください。

Vol.05

アグリビジネス実践講座アグリビジネス実践講座

モクモク手づくりファームとは・・・
　モクモク手づくりファームは、1983年、忍者の里として有名な三重県伊賀地方の阿山町で産声を上げました。
　ところが、初年度の夏から大赤字。せっかくのおいしいハム・ウインナーなのですが、肝心のお客さんがいません。そんななか、
偶然はじめたウインナーの手づくり体験教室の成功をきっかけにして、徐々に「モクモク」の名前を知って頂けるようになりまし
た。現在では、基盤となる直営農場のほか農産加工品製造や、年間50万人の来園者を誇るファクトリーファーム（農業公園）の運
営、会員制の農産物の通信販売、直営レストランの経営などにより年商50億円の企業へと成長する事ができました。
　通信販売なんか農業じゃないよ！とおっしゃる方もおられるかもしれません。しかし、21世紀の農業は農産物をつくるだけでは
成り立っていかないのです。加工・販売までを農業としてとらえることで、多くの若者たちが農業でめしを食っていける環境を整え
ること。
　これが、農業者としての私たちモクモクが考えている『ロマンと夢のある21世紀型農業』です。

19



沖縄県の主要

経済
指標

沖縄県の主要

経済
指標

目　　次 

1．面　　積　　 22

2．人口・世帯　 22

3．雇用情勢　　 23

4．物価・地価　 24

5．経済規模と成長率　 24

6．経済・産業構造　 25

7．財　　政　 26

8．金　　融　 27

9．主要産業　 27

　（1）産業別企業・事業所数　 27

　（2）農林水産業　 28

　（3）建設業　 28

　（4）製造業　 29

　（5）商業　 29

　（6）観光　 30

　（7）情報産業　 30

10．企業倒産　 31

11．基　　地　 31

※ △はマイナスを示す。また年は暦年、年度は会計年度である。

特 集１



沖縄県の主要

経済
指標

沖縄県の主要

経済
指標

目　　次 

1．面　　積　　 22

2．人口・世帯　 22

3．雇用情勢　　 23

4．物価・地価　 24

5．経済規模と成長率　 24

6．経済・産業構造　 25

7．財　　政　 26

8．金　　融　 27

9．主要産業　 27

　（1）産業別企業・事業所数　 27

　（2）農林水産業　 28

　（3）建設業　 28

　（4）製造業　 29

　（5）商業　 29

　（6）観光　 30

　（7）情報産業　 30

10．企業倒産　 31

11．基　　地　 31

※ △はマイナスを示す。また年は暦年、年度は会計年度である。

特 集１

21



１１
（１）総面積（2012年10月1日現在）

（１） 人口の推移

〇人口増減の大きな市町村（2010年国勢調査の前回調査（2005年）比増減数）

面積

２２ 人口・世帯

（２）主要島の面積（2012年10月1日現在）

（資料）国土地理院「都道府県別面積」

（３）県土利用状況（構成比）                                      　 （単位：％）

＜参考＞ （単位：％）

さとうきび畑は2012年の数字。栽培面積を2012年の総面積で除して算出
沖縄県「おきなわのすがた」、国土交通省「土地白書」

カッコ内は県総面積に占める構成比
国土地理院「島面積」

（ 注 ）
（資料）

2000年、2005年、2010年は「国勢調査」、2013年は「推計人口」による。（注）

人口増減は、2010年10月1日現在の市町村の境界に基づいて組み替えた数値。（注）

（ 注 ）
（資料）

（２） 人口構成  

 　 ａ）地域別人口構成比

（３） 世帯数

＜参考＞県内就業人口（2013年平均）

３３ 雇用情勢

各年10月1日現在。合計には年齢不詳を含む。カッコ内は75歳以上。
総務省「国勢調査」

（ 注 ）
（資料）

2000年､2005年、2010年は10月１日現在。1世帯当り人員のカッコ内は2005年の値。
総務省「国勢調査」。ただし、2013年は県推計人口調査による世帯数。

（ 注 ）
（資料）

完全失業率（全国）の2011年は、東日本大震災の影響により、関連統計等を用
いて補完推計を行った数値である。  
「労働力調査」、「労働市場の動き」

（ 注 ）

（資料）

2005年、2010年とも「国勢調査」による（10月1日現在）。（注）

（単位：％）

 　 ｂ）年齢階層別人口構成比
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（１） 消費者物価上昇率（総合）

（２） 地価（公示価格：1月1日）

　 ａ）商業地（前年比変動率：％）

　 b）住宅地（前年比変動率：％）

４４ 物価・地価

５５ 経済規模と成長率

沖縄県の商業地の平均価格（2014年1月1日現在）12万6,200円／㎡。
沖縄県は23年ぶりに上昇（全国は6年連続で下落）。
沖縄県「地価公示結果概要」

（参考）

（資料）

沖縄県「消費者物価指数」、総務省「消費者物価指数」（資料）

沖縄県の住宅地の平均価格（2014年1月1日現在）7万3,300円／㎡。
沖縄県は19年ぶりに上昇（全国は6年連続で下落）。
沖縄県「地価公示結果概要」

（参考）

（資料）

１．県民が生み出した付加価値が県民総所得であり、県内（県土）で生み出した付加価
値が県内総生産である（よって県民が県外で生み出した付加価値は県民総所得には含
まれるが、県内総生産には含まれない）。基地は定義上、県外とみなされるため、軍
雇用者所得と軍用地料は県民総所得には含まれるが、県内総生産には含まれない。

２．国民経済計算、県民経済計算の算出方法が新方式（93ＳＮＡ）に移行したことに伴
い、従来の「国民総生産」、「県民総生産」の呼称が各々「国民総所得」、「県民総
所得」に変更された。

　沖縄県「県民経済計算」、内閣府「国民経済計算」

（ 注 ）

（資料）

（2010年基準）

（単位：億円）
（１） 経済規模（2011年度：名目）

（２）一人当り県民所得　 ： 2,018千円（2011年度）　前年度比△1.2％
　　  　　　　　　　　　　 全国（＝100）との格差74.3（2010年度：74.2）

（３）経済成長率（ ＝ 県（国）内総生産の伸び率）

（１） 県（国）民総支出（2011年度、名目）

（２）産業構造（県内総生産の産業別構成比、名目）

６６ 経済・産業構造

１．移輸出、移輸入は、全国ベースでは移出、移入の部分が各都道府県間で相殺
される為、輸出、輸入のみになる。FISIM（間接的に計測される金融仲介サービ
ス）除くベース。沖縄県の2011年度（名目）の財貨・サービスの移輸出入
（純）△700,118百万円（構成比△18.4％）は、移輸出（856,806百万円）－移
輸入（1,508,161百万円）＋FISIMの移出入（純）（△48,763百万円）である。

２．軍関係受取とは、「米軍基地からの要素所得」、「米軍等への財・サービス
の提供」の合計である。全国ベースは不詳（＊）。

沖縄県「県民経済計算」、内閣府「国民経済計算年報」

（ 注 ）

（資料）

帰属利子等の控除項目があるため産業別構成比の合計は100％を超える。
沖縄県「県民経済計算」、内閣府「国民経済計算年報」

（ 注 ）
（資料）

沖縄県「県民経済計算」、内閣府「国民経済計算年報」（資料）
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（１） 沖縄関係経費（一般会計分）の推移（当初予算ベース）

（２） 内閣府沖縄担当部局予算額の推移

（３）2014年度予算

７７ 財政

１．その他の省庁は、法務省、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働
省、経済産業省、国土交通省、環境省及び警察庁である。

２．防衛省は防衛省、SACO、米軍再編の各沖縄関係経費の合計。
内閣府沖縄総合事務局「沖縄県経済の概況」、
財務省「2014年予算及び財政投融資計画の説明」

（ 注 ）

（資料）

2009年度から2011年度は補正後ベース
内閣府沖縄担当部局

（ 注 ）
（資料）

（単位：億円）

（単位：億円）

〇防衛省関連予算

（参考：2014年度政府予算案：閣議決定）

〇内閣府沖縄担当部局（閣議決定）

○ 預貯金と貸出金

○産業別企業数および構成比

（１） 産業別企業・事業所数（2012年2月1日現在）

　 ａ）企業数（民営）

８８ 金融

９９ 主要産業

地銀（県外支店含む）は信託勘定を含む。県内金融機関は県内に所在する国内銀行、中小
企業金融機関、農林水産金融機関、沖縄振興開発金融公庫の集計であり、数字は億円まで
の概数。
沖縄総合事務局「沖縄経済統計年報」、日銀那覇支店「県内主要金融経済統計」
ほか。

（ 注 ）

（資料）

企業…株式会社（有限会社含）、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社、会社以外の法人
※ 個人経営や外国の会社は除く。

（注）

（単位：百万円、％）

（単位：社、％）

　ｂ）事業所数（民営）
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内閣府沖縄担当部局

（ 注 ）
（資料）

（単位：億円）

（単位：億円）

〇防衛省関連予算

（参考：2014年度政府予算案：閣議決定）
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８８ 金融

９９ 主要産業
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企業金融機関、農林水産金融機関、沖縄振興開発金融公庫の集計であり、数字は億円まで
の概数。
沖縄総合事務局「沖縄経済統計年報」、日銀那覇支店「県内主要金融経済統計」
ほか。

（ 注 ）

（資料）

企業…株式会社（有限会社含）、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社、会社以外の法人
※ 個人経営や外国の会社は除く。

（注）

（単位：百万円、％）

（単位：社、％）

　ｂ）事業所数（民営）
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（４） 製造業（従業者4人以上の事業所）

（５） 商業

１．カッコ内は前年比増減率（％）。
２．2007年から2010年の数値は「工業統計調査」によるものであり、2012年の

「経済センサス」とは調査方法が異なるため、比較対象としては参考値となる。
３．2012年の事業所数、従業員数は2012年２月１日現在の数値。その他は2011

年の数値。
沖縄県「沖縄県の工業」「2012年経済センサス」

（ 注 ）

（資料）

１．カッコ内は前回調査比増減率（％）。卸売業と小売業を兼務している場合
はウエートの大きい部門に計上。また、卸売業の販売額には他の卸売業への
販売も含まれる。

２．1999年の前回調査比増減率は、事業所の補足を行ったことから、1997年
以前の数値と整合性を保ち、時系列を考慮したもので算出している。このた
め、1997年の公表数値との増減率ではない。

３．2012年は「経済センサス」によるもので、事業所数、従業員数は2012年
２月１日現在、年間販売額は2011年の数値。

沖縄県「沖縄県の商業」「2012年経済センサス」

（ 注 ）

（資料）

○産業別事業所数および従業員数        　　　　　　　　　　　　　　　　

（２） 農林水産業

（３） 建設業

「2012年経済センサス」（資料）

内閣府沖縄総合事務局「農林水産統計」（資料）

1．カッコ内は前年比増減率（％）、建設業者数（各年3月末の値）と建設投資額
　（年度ベース）以外は、暦年ベースの数値。
2．建設業者数は沖縄県「土木建築部要覧」、建設投資額は国土交通省「建設総

合統計」、公共工事請負額は西日本建設業保証株式会社「前払い保証」より

（ 注 ）

（単位：所、人）

（単位：億円）
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（４） 製造業（従業者4人以上の事業所）

（５） 商業

１．カッコ内は前年比増減率（％）。
２．2007年から2010年の数値は「工業統計調査」によるものであり、2012年の

「経済センサス」とは調査方法が異なるため、比較対象としては参考値となる。
３．2012年の事業所数、従業員数は2012年２月１日現在の数値。その他は2011

年の数値。
沖縄県「沖縄県の工業」「2012年経済センサス」

（ 注 ）

（資料）

１．カッコ内は前回調査比増減率（％）。卸売業と小売業を兼務している場合
はウエートの大きい部門に計上。また、卸売業の販売額には他の卸売業への
販売も含まれる。

２．1999年の前回調査比増減率は、事業所の補足を行ったことから、1997年
以前の数値と整合性を保ち、時系列を考慮したもので算出している。このた
め、1997年の公表数値との増減率ではない。

３．2012年は「経済センサス」によるもので、事業所数、従業員数は2012年
２月１日現在、年間販売額は2011年の数値。

沖縄県「沖縄県の商業」「2012年経済センサス」

（ 注 ）

（資料）

○産業別事業所数および従業員数        　　　　　　　　　　　　　　　　

（２） 農林水産業

（３） 建設業

「2012年経済センサス」（資料）

内閣府沖縄総合事務局「農林水産統計」（資料）

1．カッコ内は前年比増減率（％）、建設業者数（各年3月末の値）と建設投資額
　（年度ベース）以外は、暦年ベースの数値。
2．建設業者数は沖縄県「土木建築部要覧」、建設投資額は国土交通省「建設総

合統計」、公共工事請負額は西日本建設業保証株式会社「前払い保証」より

（ 注 ）

（単位：所、人）

（単位：億円）
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（６） 観光

（７） 情報産業

　　　コールセンター等の県内への立地状況（2013年1月1日現在）

①域観光客数、観光収入、宿泊施設稼働率

②宿泊施設数および収容人員（2012年12月31日現在）

カッコ内は前年比増減率（％）。
沖縄県「観光要覧」ほか

（ 注 ）
（資料）

宿泊施設計はホテル、旅館、民宿、団体経営施設、ユースホステル、国民宿舎の
合計。
沖縄県「観光要覧」

（ 注 ）
（資料）

立地企業が立地年以降に事業所を増やした場合、2事業所以降は立地数に計上
しない。
沖縄県観光商工部情報産業振興課

（ 注 ）

（資料）

（１） 基地面積（2012年3月末現在）

（２） 基地収入（県民所得統計ベース：2011年度）

（３） 基地従業員
　　　9,038人（2012年3月末現在）前年比109人減　※ 復帰時（1972年5月末）1万9,980人

（４） 軍人・軍属数

本土の場合は、自衛隊基地との共用が多いことから、一時使用施設の対全国
比率について沖縄県は低くなる。

（ 注 ）

１．総額は、四捨五入のため符合しない。（ 注 ）

（ 注 ）

※業種別件数構成比（建設業 31.6％、サービス業 27.8％、卸売業 11.4％など）
※主因別件数構成比（販売不振 32.9％、既住のシワ寄せ 25.3％、過小資本 19.0％など）
※不況型倒産の割合（販売不振、売掛金回収難、赤字累積）59.5％（前年：63.4％）
東京商工リサーチ沖縄支店（資料）

1010 企業倒産

1111 基地

（2013年の概要）

（参考）自衛隊基地関係

　　　自衛官数  　  約6,300人（2013年1月1日現在）　

　　　総面積　　　666ha （2012年3月末現在、県土面積に占める割合　0.3％）　　　

（資料）沖縄県「沖縄の米軍及び自衛隊基地」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　以　上　）

１．軍属……軍人ではないが、軍に所属し勤める者をいう。
２．2012年度は非公表。
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（６） 観光

（７） 情報産業

　　　コールセンター等の県内への立地状況（2013年1月1日現在）

①域観光客数、観光収入、宿泊施設稼働率

②宿泊施設数および収容人員（2012年12月31日現在）

カッコ内は前年比増減率（％）。
沖縄県「観光要覧」ほか

（ 注 ）
（資料）

宿泊施設計はホテル、旅館、民宿、団体経営施設、ユースホステル、国民宿舎の
合計。
沖縄県「観光要覧」

（ 注 ）
（資料）

立地企業が立地年以降に事業所を増やした場合、2事業所以降は立地数に計上
しない。
沖縄県観光商工部情報産業振興課

（ 注 ）

（資料）

（１） 基地面積（2012年3月末現在）

（２） 基地収入（県民所得統計ベース：2011年度）

（３） 基地従業員
　　　9,038人（2012年3月末現在）前年比109人減　※ 復帰時（1972年5月末）1万9,980人

（４） 軍人・軍属数

本土の場合は、自衛隊基地との共用が多いことから、一時使用施設の対全国
比率について沖縄県は低くなる。

（ 注 ）

１．総額は、四捨五入のため符合しない。（ 注 ）

（ 注 ）

※業種別件数構成比（建設業 31.6％、サービス業 27.8％、卸売業 11.4％など）
※主因別件数構成比（販売不振 32.9％、既住のシワ寄せ 25.3％、過小資本 19.0％など）
※不況型倒産の割合（販売不振、売掛金回収難、赤字累積）59.5％（前年：63.4％）
東京商工リサーチ沖縄支店（資料）

1010 企業倒産

1111 基地

（2013年の概要）

（参考）自衛隊基地関係

　　　自衛官数  　  約6,300人（2013年1月1日現在）　

　　　総面積　　　666ha （2012年3月末現在、県土面積に占める割合　0.3％）　　　

（資料）沖縄県「沖縄の米軍及び自衛隊基地」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　以　上　）

１．軍属……軍人ではないが、軍に所属し勤める者をいう。
２．2012年度は非公表。
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（１） 概況
　2013年度の県内経済は、年度初めに拡大域に

入り、年度終盤には消費税増税前の駆け込み需

要の盛り上がりなどから拡大の動きがさらに強

まった。消費関連は、沖縄振興予算の増加や政

府・日銀の金融緩和政策を背景に、小売が前年

度を上回り、耐久消費財が特に年度後半にかけ

て消費税増税前の駆け込み需要などにより前年

度を大幅に上回ったことから、好調な動きとな

った。観光関連は、入域観光客数が過去最高と

なり、ホテルの稼働状況も前年度を上回ったこ

とから、好調に推移した。建設関連は、住宅関

連が消費税増税前の駆け込み需要から前年度を

大幅に上回り、好調に推移した。

　消費関連は、好調な動きとなった。百貨店売

上高やスーパー売上高は、前年に比べ台風の影

響が少なかったことや消費マインドの回復、消

費税増税に伴う駆け込み需要などから前年を上

回った。スーパー売上高（全店ベース）は新設

店効果などから前年度を上回った。

　耐久消費財では、新車販売台数はレンタカー

需要や新車投入効果、消費税増税前の駆け込み

需要などから前年度を上回り、電気製品卸売販

売額も再生可能エネルギーの固定価格買い取り

制度による太陽光発電システムの需要や高水準

の新設住宅着工、消費税増税前の駆け込み需要

などにより前年度を上回った。

　建設関連は、公共工事が沖縄振興予算の増加

などから前年度を上回り、那覇空港滑走路増設

工事などの大型プロジェクトも始動した。民間

工事は、住居関連が消費税増税前の駆け込み需

要から大幅に増加し、これに伴い建設資材関連

も前年度を大幅に上回ったことから、全体では

好調な動きとなった。

　観光関連は、南ぬ島石垣空港開港や国内ＬＣ

Ｃ、海外路線拡充などで入域観光客数が増加、

主要ホテルの稼働状況も総じて前年度を上回り、

全体では好調な動きとなった。入域観光客数は、

国内客、外国客ともに増加し、過去最高を記録

した。県内主要ホテルは、観光客数の増加から

稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年度を上回

った。主要観光施設入場者数、ゴルフ場入場者

数も前年度を上回った。

（２） 消費関連
　消費関連は、沖縄振興予算の増加や政府・日

銀の金融緩和政策を背景に堅調に推移した後、

年度後半には消費税増税前の駆け込み需要の盛

り上がりなどから好調な動きとなった。

　百貨店売上は、前年に比べ台風の影響が少な

かったことに加え、新規催事の開催や営業時間

の延長、年度後半には消費税増税前の駆け込み

需要がみられたことなどから食料品、衣料品と

もに増加し3.9％増と前年度を上回った。スー

パー売上高（既存店ベース）は、台風の反動や

野菜の相場高、店舗リニューアル効果、消費税

増税前の駆け込み需要などから食料品、衣料品

ともに増加し、家電を含む住居関連は好調な新

設住宅着工や消費税増税前の駆け込み需要など

から同2.8％増と前年度を上回った。全店ベー

スでも、新設店効果などから同4.8％増と前年

度を上回った。

　耐久消費財では、新車販売台数は、好調な入

域観光客数をうけて夏場のレンタカー需要が増

加したことや新車投入効果、消費税増税前の駆

け込み需要などから好調な動きとなり同13.4％

増と前年度を上回った。電気製品卸売販売額は、

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の

影響から太陽光発電システムが伸長し、夏場の

猛暑や高水準な新設住宅着工の影響、消費税増

税前の駆け込み需要などからエアコンや白物家

電が好調で同21.8％増と前年度を上回った。

（３）建設関連
　建設関連は、公共工事が沖縄振興予算の増加

などから前年度を上回り、民間工事は、居住用

が消費税増税前の駆け込み需要により大幅に増

加したことから、好調な動きとなった。

　公共工事請負金額は、沖縄振興関連予算が前

年度を上回り、特に年度終盤には那覇空港滑走

路増設関連工事が始まったことなどもあり、前

年度比4.7％増となった。発注者別では、市町村

は減少したが、国、県、独立行政法人等・その

他が増加した。

　建設着工床面積は、居住用が消費税増税前の

駆け込み需要から同11.0％増となった。また、

新設住宅着工戸数は、人口・世帯数の増加を背

景に、消費税増税前の駆け込み需要などから１

万7,173戸とかなりの高水準で推移し、同26.1

％増と前年度を大幅に上回った。特に貸家は１

万1,720戸となり、同37.3％増となった。

　建設受注は、民間工事は前年度並みとなった

が、公共工事の受注増から同8.4％増と前年度を

上回った。

　建設資材関連では、セメントは同11.8％増と

なり、生コンは同14.3％増とともに消費税増税

前の駆け込み需要による貸家、分譲マンション

向け出荷などの増加から前年度を大幅に上回っ

た。また、鋼材は同13.5％増となり、木材も同

13.2％増と同様に消費税増税前の駆け込み需要

により前年度を大幅に上回った。

（４）観光関連
　観光関連は、南ぬ島石垣空港開港や国内ＬＣ

Ｃ、海外路線拡充などで入域観光客数が増加、

主要ホテルの稼働状況も、販売客室数の増加か

ら前年を上回り、年度後半からは好調な動きと

なった。

　入域観光客数は、前年度同期比11.1％増の

658万300人となり、過去最高を記録した。国

内客は、ＬＣＣ増便、南ぬ島石垣空港開港によ

る提供座席数の増加などから増加し、同7.4％

増の595万3,100人となった。外国客は、国際

航空路線新規参入など路線が拡充したことなど

から大幅に増加し、同64.0％増の62万7,200人

となり初めて60万人を超えた。

　県内主要ホテルは、稼働率は観光客数の増加

により前年度を上回って推移し、75.3％と前年

度同期比4.9％ポイント増となった。売上高も

同様に増加し、同4.1％増となった。那覇市内

ホテル、リゾートホテル別にみると、宿泊客の

増加から稼働率、売上高、宿泊収入がともに前

年度を上回ったが、客室単価は前年度を下回っ

た。主要観光施設は前年度同期比8.1％増とな

った。ゴルフ場入場者数は、県内客、県外客と

もに増加し前年度同期比4.3％増加した。

2 0 1 3 年 度 の
沖 縄 県

経済
動向
の

特集２
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（１） 概況
　2013年度の県内経済は、年度初めに拡大域に

入り、年度終盤には消費税増税前の駆け込み需

要の盛り上がりなどから拡大の動きがさらに強

まった。消費関連は、沖縄振興予算の増加や政

府・日銀の金融緩和政策を背景に、小売が前年

度を上回り、耐久消費財が特に年度後半にかけ

て消費税増税前の駆け込み需要などにより前年

度を大幅に上回ったことから、好調な動きとな

った。観光関連は、入域観光客数が過去最高と

なり、ホテルの稼働状況も前年度を上回ったこ

とから、好調に推移した。建設関連は、住宅関

連が消費税増税前の駆け込み需要から前年度を

大幅に上回り、好調に推移した。

　消費関連は、好調な動きとなった。百貨店売

上高やスーパー売上高は、前年に比べ台風の影

響が少なかったことや消費マインドの回復、消

費税増税に伴う駆け込み需要などから前年を上

回った。スーパー売上高（全店ベース）は新設

店効果などから前年度を上回った。

　耐久消費財では、新車販売台数はレンタカー

需要や新車投入効果、消費税増税前の駆け込み

需要などから前年度を上回り、電気製品卸売販

売額も再生可能エネルギーの固定価格買い取り

制度による太陽光発電システムの需要や高水準

の新設住宅着工、消費税増税前の駆け込み需要

などにより前年度を上回った。

　建設関連は、公共工事が沖縄振興予算の増加

などから前年度を上回り、那覇空港滑走路増設

工事などの大型プロジェクトも始動した。民間

工事は、住居関連が消費税増税前の駆け込み需

要から大幅に増加し、これに伴い建設資材関連

も前年度を大幅に上回ったことから、全体では

好調な動きとなった。

　観光関連は、南ぬ島石垣空港開港や国内ＬＣ

Ｃ、海外路線拡充などで入域観光客数が増加、

主要ホテルの稼働状況も総じて前年度を上回り、

全体では好調な動きとなった。入域観光客数は、

国内客、外国客ともに増加し、過去最高を記録

した。県内主要ホテルは、観光客数の増加から

稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年度を上回

った。主要観光施設入場者数、ゴルフ場入場者

数も前年度を上回った。

（２） 消費関連
　消費関連は、沖縄振興予算の増加や政府・日

銀の金融緩和政策を背景に堅調に推移した後、

年度後半には消費税増税前の駆け込み需要の盛

り上がりなどから好調な動きとなった。

　百貨店売上は、前年に比べ台風の影響が少な

かったことに加え、新規催事の開催や営業時間

の延長、年度後半には消費税増税前の駆け込み

需要がみられたことなどから食料品、衣料品と

もに増加し3.9％増と前年度を上回った。スー

パー売上高（既存店ベース）は、台風の反動や

野菜の相場高、店舗リニューアル効果、消費税

増税前の駆け込み需要などから食料品、衣料品

ともに増加し、家電を含む住居関連は好調な新

設住宅着工や消費税増税前の駆け込み需要など

から同2.8％増と前年度を上回った。全店ベー

スでも、新設店効果などから同4.8％増と前年

度を上回った。

　耐久消費財では、新車販売台数は、好調な入

域観光客数をうけて夏場のレンタカー需要が増

加したことや新車投入効果、消費税増税前の駆

け込み需要などから好調な動きとなり同13.4％

増と前年度を上回った。電気製品卸売販売額は、

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の

影響から太陽光発電システムが伸長し、夏場の

猛暑や高水準な新設住宅着工の影響、消費税増

税前の駆け込み需要などからエアコンや白物家

電が好調で同21.8％増と前年度を上回った。

（３）建設関連
　建設関連は、公共工事が沖縄振興予算の増加

などから前年度を上回り、民間工事は、居住用

が消費税増税前の駆け込み需要により大幅に増

加したことから、好調な動きとなった。

　公共工事請負金額は、沖縄振興関連予算が前

年度を上回り、特に年度終盤には那覇空港滑走

路増設関連工事が始まったことなどもあり、前

年度比4.7％増となった。発注者別では、市町村

は減少したが、国、県、独立行政法人等・その

他が増加した。

　建設着工床面積は、居住用が消費税増税前の

駆け込み需要から同11.0％増となった。また、

新設住宅着工戸数は、人口・世帯数の増加を背

景に、消費税増税前の駆け込み需要などから１

万7,173戸とかなりの高水準で推移し、同26.1

％増と前年度を大幅に上回った。特に貸家は１

万1,720戸となり、同37.3％増となった。

　建設受注は、民間工事は前年度並みとなった

が、公共工事の受注増から同8.4％増と前年度を

上回った。

　建設資材関連では、セメントは同11.8％増と

なり、生コンは同14.3％増とともに消費税増税

前の駆け込み需要による貸家、分譲マンション

向け出荷などの増加から前年度を大幅に上回っ

た。また、鋼材は同13.5％増となり、木材も同

13.2％増と同様に消費税増税前の駆け込み需要

により前年度を大幅に上回った。

（４）観光関連
　観光関連は、南ぬ島石垣空港開港や国内ＬＣ

Ｃ、海外路線拡充などで入域観光客数が増加、

主要ホテルの稼働状況も、販売客室数の増加か

ら前年を上回り、年度後半からは好調な動きと

なった。

　入域観光客数は、前年度同期比11.1％増の

658万300人となり、過去最高を記録した。国

内客は、ＬＣＣ増便、南ぬ島石垣空港開港によ

る提供座席数の増加などから増加し、同7.4％

増の595万3,100人となった。外国客は、国際

航空路線新規参入など路線が拡充したことなど

から大幅に増加し、同64.0％増の62万7,200人

となり初めて60万人を超えた。

　県内主要ホテルは、稼働率は観光客数の増加

により前年度を上回って推移し、75.3％と前年

度同期比4.9％ポイント増となった。売上高も

同様に増加し、同4.1％増となった。那覇市内

ホテル、リゾートホテル別にみると、宿泊客の

増加から稼働率、売上高、宿泊収入がともに前

年度を上回ったが、客室単価は前年度を下回っ

た。主要観光施設は前年度同期比8.1％増とな

った。ゴルフ場入場者数は、県内客、県外客と

もに増加し前年度同期比4.3％増加した。
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（５）その他

　雇用情勢をみると、就業者数は運輸業、郵便

業、生活関連サービス業、娯楽業、卸売業、小

売業などで減少したものの、医療・福祉、教育、

学習支援業、建設業、製造業、宿泊業、飲食サ

ービス業などで増加しており、失業率は5.5％

と前年度比1.0ポイントの改善となった。新規

求人数は同19.3％の増加となり、有効求人倍率

も0.57倍と前年度（0.42倍）を上回った。

　企業倒産については81件となり、景気対応

緊急保証制度、中小企業金融円滑化法などの政

策効果がみられた前年度比で13件増加したも

のの、景気拡大や消費税増税前の駆け込み需要

などから増加幅は抑えられた。業種別では建設

業が23件（前年度比６件減）、サービス業19

件（同７件増）、卸売業13件（同３件増）、

製造業７件（同１件増）などとなった。負債総

額は185億8,800万円で、前年度に発生した大

型倒産の反動から同35.2％の減少だった。

　消費者物価（総合）は、食料、交通・通信、

光熱・水道などの上昇により、前年度比0.8％

上昇した。

　広告収入（13年4月～14年2月累計）は、前

年度同期比1.2％の増加となった。年明け以降

からは消費税増税の駆け込み需要がみられた。

2013年度の沖縄県経済の動向特集2

2012年度

2013年度
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件（同７件増）、卸売業13件（同３件増）、

製造業７件（同１件増）などとなった。負債総

額は185億8,800万円で、前年度に発生した大

型倒産の反動から同35.2％の減少だった。

　消費者物価（総合）は、食料、交通・通信、

光熱・水道などの上昇により、前年度比0.8％

上昇した。

　広告収入（13年4月～14年2月累計）は、前

年度同期比1.2％の増加となった。年明け以降

からは消費税増税の駆け込み需要がみられた。
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行政情報■53

『事業引継ぎ支援事業について』
～円滑な事業引継を支援するために～

秘密厳守を義務付けております。また、ご相談

については、無料で対応しています。

事業引継ぎに関するご相談は下記へどうぞ

『沖縄県事業引継ぎ支援センター』

電話：０９８－９４１－１６９０

沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について

行政情報■53

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部

■本記事に関するお問い合わせについて
　内閣府沖縄総合事務局経済産業部
　中小企業課

TEL：098-866-1755
http://ogb.go.jp/keisan/index.html

　近年、中小企業の経営者の高齢化により後継

者不在による事業承継問題が深刻化していま

す。2013年版中小企業白書によると、小規模事

業者の廃業理由は「後継者難」が54.6%と半数以

上を占めており、深刻な後継者不足が指摘され

ております。

　中小企業庁では、後継者不在などで事業の存

続に悩みを抱える中小企業者や、これら経営資

源を引き継ぐ意志のある中小企業者の課題解

決を支援するため、４７都道府県に事業引継ぎ

等に関する情報提供・助言等を行う「事業引継

ぎ相談窓口」を設置するとともに、事業引継ぎ

支援の需要が多く、支援体制が整った地域への

「事業引継ぎ支援センター」の設置に取り組ん

でおります。

　沖縄においては、認定支援機関※1である那

覇商工会議所に「事業引継ぎ相談窓口」を設置

して対応を行ってきたところですが、後継者不

在による廃業が増えつつあり、事業引継ぎに係

る課題解決に向けた取組を強化するため、平成

２６年４月１日に「沖縄県事業引継ぎ支援セン

ター」を同会議所内に設置しました。

　現在、沖縄を含め全国１３カ所に事業引継ぎ

支援センターが設置されており、同センターで

は、事業引継ぎに係る知識と経験を有する専門

家（２名）が常駐し、金融機関・商工団体等と連

携し、課題解決に向けた適切な助言、情報提供

及びマッチング等の具体的な支援を行ってい

ます。

　※1 産業競争力強化法の認定を受けた支援機関

　同センターでは、例えば以下のような相談に

対応します。

・そろそろ引退したいが後継者がいない

・自社を他社に譲渡したいが、可能性はあるか

・他の企業を買収して事業拡大したいが、どの

　ように取り組めば良いか分からない

・Ｍ＆Ａの話を持ちかけられたが、どのように

　判断すれば良いか分からない

・当事者同士で会社（事業）の売買について合意

　したが進め方が分からない

・譲渡・譲受の交渉や契約の流れや留意点が分

　からない 等

　同センターは、中小企業を支援する公的機関

であり、相談に当たる専門家や仲介機関等には

小規模事業者の廃業理由

後継者難
54.6％

その他　4.4

適当な後継者が見付からない
21.4

息子・娘に継ぐ意志がない
27.3

息子・娘がいない5.9
地域に需要・発展性がない5.1

事業に将来性がない
35.9
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行政情報■53

『事業引継ぎ支援事業について』
～円滑な事業引継を支援するために～

秘密厳守を義務付けております。また、ご相談

については、無料で対応しています。

事業引継ぎに関するご相談は下記へどうぞ

『沖縄県事業引継ぎ支援センター』

電話：０９８－９４１－１６９０

沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について

行政情報■53

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部

■本記事に関するお問い合わせについて
　内閣府沖縄総合事務局経済産業部
　中小企業課

TEL：098-866-1755
http://ogb.go.jp/keisan/index.html

　近年、中小企業の経営者の高齢化により後継

者不在による事業承継問題が深刻化していま

す。2013年版中小企業白書によると、小規模事

業者の廃業理由は「後継者難」が54.6%と半数以

上を占めており、深刻な後継者不足が指摘され

ております。

　中小企業庁では、後継者不在などで事業の存

続に悩みを抱える中小企業者や、これら経営資

源を引き継ぐ意志のある中小企業者の課題解

決を支援するため、４７都道府県に事業引継ぎ

等に関する情報提供・助言等を行う「事業引継

ぎ相談窓口」を設置するとともに、事業引継ぎ

支援の需要が多く、支援体制が整った地域への

「事業引継ぎ支援センター」の設置に取り組ん

でおります。

　沖縄においては、認定支援機関※1である那

覇商工会議所に「事業引継ぎ相談窓口」を設置

して対応を行ってきたところですが、後継者不

在による廃業が増えつつあり、事業引継ぎに係

る課題解決に向けた取組を強化するため、平成

２６年４月１日に「沖縄県事業引継ぎ支援セン

ター」を同会議所内に設置しました。

　現在、沖縄を含め全国１３カ所に事業引継ぎ

支援センターが設置されており、同センターで

は、事業引継ぎに係る知識と経験を有する専門

家（２名）が常駐し、金融機関・商工団体等と連

携し、課題解決に向けた適切な助言、情報提供

及びマッチング等の具体的な支援を行ってい

ます。

　※1 産業競争力強化法の認定を受けた支援機関

　同センターでは、例えば以下のような相談に

対応します。

・そろそろ引退したいが後継者がいない

・自社を他社に譲渡したいが、可能性はあるか

・他の企業を買収して事業拡大したいが、どの

　ように取り組めば良いか分からない

・Ｍ＆Ａの話を持ちかけられたが、どのように

　判断すれば良いか分からない

・当事者同士で会社（事業）の売買について合意

　したが進め方が分からない

・譲渡・譲受の交渉や契約の流れや留意点が分

　からない 等

　同センターは、中小企業を支援する公的機関

であり、相談に当たる専門家や仲介機関等には
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「りゅうぎんビジネスクラブ事務局」（琉球銀行コンサルティング営業部内）

TEL：098-860-3817（担当：赤嶺、真栄城）までお願いいたします。
1 別途りゅうぎんビジネスサイトへの申込（無料）が必要になります。
2 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

お問い
合わせ

RYUGIN 
BUSINESS 
CLUB
りゅうぎんビジネスクラブ

りゅうぎんビジネスクラブ
入会のご案内

　琉球銀行の経営理念である「地域から親しまれ、信頼され、地域

社会の発展に寄与する銀行」を実践するべく、お取引先企業への情

報支援サービスの提供を目的に会員制組織「りゅうぎんビジネス

クラブ」を設立し、各種セミナーの開催や情報のご提供、県外での

商談会など様々なサービスを実施しております。

サービスの
ご 案 内

そ の 他 の
サ ー ビ ス

ビジネスクラブ会員企業トップと弊行
役員との親睦の場を兼ねたトップセミ
ナーや実務セミナーに無料で参加いた
だけます。
【最近の実績】
H25.8.15 行動力強化セミナー（管理職向け）
H25.10.17 人材育成セミナー（経営者層向け）
H26.2.４ 北川正恭氏「トップセミナー」

■各種セミナーの開催による情報等の提供
企業経営者や経営幹部を対象にした、
ビジネススクールの運営を実施してお
ります。
※別途受講料が必要になります。
【著名な講師例】

・第1期　酒巻 久 　キヤノン電子㈱社長

・第2期　鈴木 喬　 エステー㈱会長

・第3期　出口 治明 ライフネット生命保険㈱会長兼ＣＥＯ

■「りゅうぎんマネジメントスクール」の開講

企業運営に有益な情報が盛り込まれた
「経営参考小冊子」をお届けいたします。

【内容例】

・できる人はいつも「図」で考える

・売り上げを10倍にするビジネス直感力

■「経営参考小冊子」の定期配送
税務・会計・法務・人事・労務など、経営のお役
に立つ情報レターを毎週FAX配信いたします。

【内容例】

・正しい「決断プロセス」6つのステップ

・簡単にできる！決算書のパターン分析の進め方

■「りゅうぎんビジネスフラッシュ」定期配信

公認会計士・税理士・司法書士・中小企業
診断士・社会保険労務士・行政書士など
の各種専門家を無料で派遣し、会員企業
様の「経営課題」に対し、会員企業様・専
門家・琉球銀行が一体となって取り組む
サービスです。
※1社につき年1回ご利用になれます。

「会員専用サイト」を利用した、タイム
リーな各種経営情報の提供をおこなっ
ております。

【内容例】

・産業別ニュース21　・ビジネスレポート

・経営課題解決ナビ　・ビジネスマッチング

■専門家派遣サービス

■融資利率の優遇
りゅうぎんビジネスクラブ会員企業の皆様に一部融資商品（ベストサポーター、順風満

帆）について、融資金利の優遇を実施しております2。詳細は取引店担当者にお問い合わ

せ下さい。

「りゅうぎんビジネスクラブ入会申込書」及び「りゅうぎんビジネスサ
イト利用申込書」に必要事項を記入の上、取引店担当者に提出下さい。

入会金は不要です。

年会費は20,000円です。　※お申込月の翌々月4日ご指定口座より引落となります

■りゅうぎんビジネスサイトによる
　経営情報等の提供1

りゅうぎんビジネスクラブ
入会申込方法

年会費 20,000円

1

2
3

RYUGIN 
BUSINESS 
CLUB
りゅうぎんビジネスクラブ

第4期「りゅうぎんマネジメントスクール」が開講しました

りゅうぎんビジネスクラブ
レポート

　りゅうぎんビジネスクラブでは、平成26年4月22日（火）にザ・ナハテラスにて、第4期「りゅ

うぎんマネジメントスクール」の第1回を開催致しました。

　当スクールは、当行お取引先の経営者や後継予定者、経営幹部の方を対象に、企業経営に必

須な知識の習得を目的としたビジネススクールで、今回で4期目となります。今期も著名な企

業経営者や過去のセミナー等で特にご好評いただいた方々をお招きし、4月から9月まで全6

回8講義を行います。

　第１講目は、「勝てる組織を創る～チームビルディングと司令塔～」と題し、マインドセット

ジャパン株式会社 代表取締役社長の服部英彦氏にご講義いただきました。

　講義では、グループ対抗のゲームを通して、組織をうまく機能させるために、リーダーとし

て必要な要素や役割についてお話しいただきました。受講生からは「ゲームの中に、組織マネ

ジメントのすべてが組み込まれていた」、「たくさんの気づきを得られた」などの感想をいただ

き、充実した講義となりました。また、講義終了後には懇親会も開催し、受講生間の情報交換だ

けでなく、当行役職員との親睦も図られました。

会場風景 講義中の服部氏

グループ対抗ゲームの様子 懇親会の様子
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RYUGIN 
BUSINESS 
CLUB
りゅうぎんビジネスクラブ

第4期「りゅうぎんマネジメントスクール」が開講しました

りゅうぎんビジネスクラブ
レポート

　りゅうぎんビジネスクラブでは、平成26年4月22日（火）にザ・ナハテラスにて、第4期「りゅ

うぎんマネジメントスクール」の第1回を開催致しました。

　当スクールは、当行お取引先の経営者や後継予定者、経営幹部の方を対象に、企業経営に必

須な知識の習得を目的としたビジネススクールで、今回で4期目となります。今期も著名な企

業経営者や過去のセミナー等で特にご好評いただいた方々をお招きし、4月から9月まで全6

回8講義を行います。

　第１講目は、「勝てる組織を創る～チームビルディングと司令塔～」と題し、マインドセット

ジャパン株式会社 代表取締役社長の服部英彦氏にご講義いただきました。

　講義では、グループ対抗のゲームを通して、組織をうまく機能させるために、リーダーとし

て必要な要素や役割についてお話しいただきました。受講生からは「ゲームの中に、組織マネ

ジメントのすべてが組み込まれていた」、「たくさんの気づきを得られた」などの感想をいただ

き、充実した講義となりました。また、講義終了後には懇親会も開催し、受講生間の情報交換だ

けでなく、当行役職員との親睦も図られました。

会場風景 講義中の服部氏

グループ対抗ゲームの様子 懇親会の様子

39



イオンモール沖縄ライカム建築工事

vol.51

種別：公共　民間　3 セク北中城村

事業主体

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：イオンモール株式会社（岡崎双一社長）

住　所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1　電話 043-212-6450(代)

関係地域

平成26年2月～平成27年春（オープン予定）

延べ床面積16万㎡

イオンモール沖縄ライカム建築工事事 業 名

vol.51

沖縄の皆さまに日々の暮らしに便利さや豊かさ、そして集う楽しさを提供するとともに、沖縄県が
策定する第５次沖縄県観光振興計画の2012年における入域観光客目標数1,000万人と連携し、観光
客の皆さまにショッピングの提供はもちろん、海外でも高く評価される「メイド・イン・ジャパン」の
文化を発信し、日本・沖縄発の本格的な食のエンターテイメントを提供することで、「東南アジアを
代表するNo.１リゾートモール」を創造すること。

事業規模

・イオンモール沖縄ライカムが建設される北中城村アワセ土地区画整理事業地の立地は、沖縄本
島にある３本の南北に走る国道のひとつ、国道330号と沖縄中部地域を結ぶ沖縄環状線のクロ
スポイント（ライカム交差点）にあり、交通アクセスに恵まれている。

・イオンモール沖縄ライカムの立地により、地域貢献等への取組みとして、約2,500名の新規雇用
と地場産品の販売促進活動への協力が図られる。

・イオンモール沖縄ライカムは、2012年９月策定の「イオンecoプロジェクト」に基づき、万一の災
害の際に防災拠点としての役割を担うべく、ガスコージェネ自家発電や施設の耐震化対応、通
信インフラ等の整備を実施する。

・平成26年2月の工事着手後、現在、基礎工事が進行中である。

（次ページに続く）

経 　 緯

現況及び

見 通 し

モール名称 ： イオンモール沖縄ライカム
所　在　地 ： 北中城村アワセ土地区画整理事業地内
オープン予定日 ： 平成27年春
敷 地 面 積 ： 約175,000㎡
延 床 面 積 ： 約160,000㎡（立体駐車場含む）
総賃貸面積 ： 約78,000㎡
建 物 規 模 ： 地上５階 鉄骨造
設　　　計 ： 株式会社竹中工務店
施　　　工 ： 竹中工務店・國場組・竹中土木特定建設工事企業体
駐 車 台 数 ： 約4,000台
※事業概要については、関係法令等の調整により変更となる場合がある。

■フロア概要と主な施設
１F ウェルカムゲート：ライカムウェルカムゲート（観光バスやレンタカーなど観光客のウェ

ルカムゲート）およびリゾートヴィレッジ ライフスタイル＆レストラン
２F グローバルリゾートライフ：グルマルシェ（食のテーマゾーン）、グローバルトレンド（グ

ローバルブランド中心のトレンド発信ゾーン）など
３F アーバン＆スマートライフ：アーバンファッション（ヤング婦人服を中心に）およびワール

ドグルメコート
４Fコミュニケーション＆エンターテイメントライフ：キッズ＆ファミリーパーク、シネマコ

ンプレックスなど
５F うちな～リゾートライフ：琉球グルメダイニング＆ブッフェパークおよびスカイパーク

（体験型遊び場）

・平成18年度 北中城村が策定した返還予定のアワセゴルフ場の跡地利用基本計画にイオン
 グループが県内最大規模のショッピングセンターを建設することが盛り込ま
 れた。
・平成20年6月 アワセゴルフ場地権者会と出店についての「事業推進の協定書」を締結
・平成21年12月 北中城村アワセ土地区画整理組合設立準備会とイオンモール株式会社と「複
 合型商業交流施設の事業実施に関する基本合意書」締結
・平成25年6月 北中城村アワセ土地区画整理組合の設立を機に、オープンを「平成27年春予定」 
 に正式決定
・平成26年2月 名称を「イオンモール沖縄ライカム」に正式決定
・平成26年2月 建築工事に着手

熟 度 □ 構想段階　□ 計画段階　□ 工事段階　□ 開業・供用段階

進捗状況

外観イメージパース（イオンモール株式会社提供）

フロア概要イメージ（イオンモール株式会社提供）
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イオンモール沖縄ライカム建築工事

vol.51

種別：公共　民間　3 セク北中城村

事業主体

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：イオンモール株式会社（岡崎双一社長）

住　所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1　電話 043-212-6450(代)

関係地域

平成26年2月～平成27年春（オープン予定）

延べ床面積16万㎡

イオンモール沖縄ライカム建築工事事 業 名

vol.51

沖縄の皆さまに日々の暮らしに便利さや豊かさ、そして集う楽しさを提供するとともに、沖縄県が
策定する第５次沖縄県観光振興計画の2012年における入域観光客目標数1,000万人と連携し、観光
客の皆さまにショッピングの提供はもちろん、海外でも高く評価される「メイド・イン・ジャパン」の
文化を発信し、日本・沖縄発の本格的な食のエンターテイメントを提供することで、「東南アジアを
代表するNo.１リゾートモール」を創造すること。

事業規模

・イオンモール沖縄ライカムが建設される北中城村アワセ土地区画整理事業地の立地は、沖縄本
島にある３本の南北に走る国道のひとつ、国道330号と沖縄中部地域を結ぶ沖縄環状線のクロ
スポイント（ライカム交差点）にあり、交通アクセスに恵まれている。

・イオンモール沖縄ライカムの立地により、地域貢献等への取組みとして、約2,500名の新規雇用
と地場産品の販売促進活動への協力が図られる。

・イオンモール沖縄ライカムは、2012年９月策定の「イオンecoプロジェクト」に基づき、万一の災
害の際に防災拠点としての役割を担うべく、ガスコージェネ自家発電や施設の耐震化対応、通
信インフラ等の整備を実施する。

・平成26年2月の工事着手後、現在、基礎工事が進行中である。

（次ページに続く）

経 　 緯

現況及び

見 通 し

モール名称 ： イオンモール沖縄ライカム
所　在　地 ： 北中城村アワセ土地区画整理事業地内
オープン予定日 ： 平成27年春
敷 地 面 積 ： 約175,000㎡
延 床 面 積 ： 約160,000㎡（立体駐車場含む）
総賃貸面積 ： 約78,000㎡
建 物 規 模 ： 地上５階 鉄骨造
設　　　計 ： 株式会社竹中工務店
施　　　工 ： 竹中工務店・國場組・竹中土木特定建設工事企業体
駐 車 台 数 ： 約4,000台
※事業概要については、関係法令等の調整により変更となる場合がある。

■フロア概要と主な施設
１F ウェルカムゲート：ライカムウェルカムゲート（観光バスやレンタカーなど観光客のウェ

ルカムゲート）およびリゾートヴィレッジ ライフスタイル＆レストラン
２F グローバルリゾートライフ：グルマルシェ（食のテーマゾーン）、グローバルトレンド（グ

ローバルブランド中心のトレンド発信ゾーン）など
３F アーバン＆スマートライフ：アーバンファッション（ヤング婦人服を中心に）およびワール

ドグルメコート
４Fコミュニケーション＆エンターテイメントライフ：キッズ＆ファミリーパーク、シネマコ

ンプレックスなど
５F うちな～リゾートライフ：琉球グルメダイニング＆ブッフェパークおよびスカイパーク

（体験型遊び場）

・平成18年度 北中城村が策定した返還予定のアワセゴルフ場の跡地利用基本計画にイオン
 グループが県内最大規模のショッピングセンターを建設することが盛り込ま
 れた。
・平成20年6月 アワセゴルフ場地権者会と出店についての「事業推進の協定書」を締結
・平成21年12月 北中城村アワセ土地区画整理組合設立準備会とイオンモール株式会社と「複
 合型商業交流施設の事業実施に関する基本合意書」締結
・平成25年6月 北中城村アワセ土地区画整理組合の設立を機に、オープンを「平成27年春予定」 
 に正式決定
・平成26年2月 名称を「イオンモール沖縄ライカム」に正式決定
・平成26年2月 建築工事に着手

熟 度 □ 構想段階　□ 計画段階　□ 工事段階　□ 開業・供用段階

進捗状況

外観イメージパース（イオンモール株式会社提供）

フロア概要イメージ（イオンモール株式会社提供）
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今回のテーマ：

おお見見逃逃ししななくく！！

役
員
の
就
任
・
退
任
に
係
る
給
与

役員の就任・退任に係る給与

2014年 4月

新年度の人事異動等にともなう、使用人や役員の分掌変更による給与等のとり扱いはつぎのとおりです。 

1.使使用用人人がが役役員員ととななるる場場合合 

会 社 法 上 税 務 上（法 人） 

・役員に選任される株主総会においてつぎの事項
が決議される必要があります※1。 
① 役員の職務に対して支給する確定額報酬につ
いてはその額 

② 決算ボーナスなど不確定額報酬については、
利益水準など具体的な計算方法 

③ ストックオプションなど非金銭報酬について
は、支給方法や金額など具体的な内容 

 

・株主総会で決議した報酬金額で、つぎの給与は、
損金算入されます。 
① 定期同額給与 
支給時期が 1月以下の一定期間ごとである給与
で、支給額が同額であるもの。就任後最初の給与
から定額にする必要があります。 

② 事前確定届出給与 
所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づ
いて支給する給与※2 

・使用人としての勤続期間分の退職金を支給した場
合は、損金算入されます（ただし、未払いの場合に
は損金算入できません。）。 

※1  株主総会で取締役等の報酬総額の上限を定め、取締役等の協議（取締役会設置会社の場合は取締
役会の決議）により個々の取締役等に対する報酬額を定めることも認められています。 

※2  ①か②のいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長に対し支給金額の届出が必要となります。 
①株主総会決議日と役員の職務開始日のいずれか早い日から 1月を経過する日 
②事業年度開始日から 4月を経過する日 

2.役役員員がが退退任任すするる場場合合 

会 社 法 上 税 務 上（法 人）
・役員退任時に退職金を支給する場合、上記と同
じく株主総会決議が必要となります。

・役員退職金は、退職給与額を株主総会で確定した日
又はその支給した日の属する事業年度に損金算入しま
す※ （分掌変更の場合、未払いでは損金算入できませ
ん。）。
・次のような場合に支給する退職金についても、退職
給与として、損金算入できます。※
① 常勤役員から非常勤役員となった場合
② 取締役が監査役となった場合
（法人の株主で使用人兼務役員とされない役員に
掲げる全ての要件を満たす者を除く。）

③ 職務の分掌変更後の給与が 以上減額した場合
※1  役員に支給する退職金のうち、その金額が不相当に高額な場合には、その高額であると認めら 
れる部分については損金算入することができません。 

※2  分掌変更後も代表権を有する場合または分掌変更後も経営に参画するなど実質的にその法人の
経営上主要な地位を占めている場合は除かれます。 

役員の給与については、労災保険と雇用保険は適用されません。 
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消費関連
　百貨店売上高は、食料品は物産展の開催時期変更により、前年に比べて当月の開催日数が少なかった
ことなどから減少したが、衣料品は改装前セールや消費税増税前の駆け込み需要などで婦人服や呉服が
好調だったことから３カ月連続で前年を上回った。スーパー売上高は、食料品は日用品や一般食品など
を中心に伸長し、衣料品では入園、入学用品が増加し、住居関連も好調に推移したことなどから全店ベー
スでは20カ月連続で前年を上回った。新車販売は、新車投入効果や消費税増税による駆け込み需要など
により８カ月連続で前年を上回った。電気製品卸売販売は、新設住宅着工に伴う需要増加や消費税増税
前の駆け込み需要などから14カ月連続で前年を上回った。
　先行きは、消費税増税前の駆け込み需要による反動から一時耐久消費財などを中心に弱含むとみられ
るものの、夏ごろには回復が予想される。

　公共工事請負金額は、市町村発注工事が前年の反動により大幅に減少したことから、２カ月ぶりに前
年を下回った。建築着工床面積(２月)は居住用、非居住用ともに増加したことから前年を上回り、新設住
宅着工戸数(２月)は貸家が大幅に増加したことなどから前年を上回った。県内主要建設会社の受注額は、
民間工事の反動減により３カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セメント、生コンは、消費税
増税前の駆け込み需要による住宅建築関連工事向け出荷の増加などから引き続き前年を上回った。鋼
材、木材も、消費税増税前の駆け込み需要などから引き続き前年を上回った。
　先行きは、住宅着工における消費税増税前の駆け込み需要の反動減が一部予想されるものの、公共工
事の増加などから、概ね好調な動きになるものとみられる。

建設関連

　入域観光客数は、３月としては初めて60万人を超え18カ月連続で前年を上回った。国内客、外国客と
も増加し、国内客は５カ月連続で、外国客は８カ月連続で前年を上回った。方面別では東京、関西、中国
本土、台湾、韓国からの入域が観光客数増加に寄与した。
　県内主要ホテルは、稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年を上回った。主要観光施設入場者数は２カ月
ぶりに前年を上回った。ゴルフ場は入場者数、売上高ともに５カ月連続で前年を上回った。
　先行きは、国内ＬＣＣ、海外航空路線の拡充などから好調に推移するものとみられる。

観光関連

　新規求人数は、前年同月比16.4％増と15カ月連続で増加し、有効求人倍率（季調値）は0.63倍となり、
前月より増加した。産業別にみると医療、福祉、サービス業、建設業、宿泊業、飲食業などで増加した。完
全失業率（季調値）は5.5％と前月より0.6％ポイント悪化した。
　消費者物価指数（総合）は、食料、光熱・水道などの上昇により前年同月比1.2％増と10カ月連続で前年
を上回った。
　企業倒産は、件数が７件で前年同月比１件増となった。負債総額は３億8,600万円となり、同52.5％の
減少だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

県 内 の

景気
動向

●りゅうぎん調査●

　３月の県内景気をみると、消費関連では、小売は、百貨店、スーパーが消費税増税前の

駆け込み需要から引き続き前年を上回った。耐久消費財では、新車販売は新車投入効果

や消費税増税前の駆け込み需要などから引き続き前年を上回り、電気製品卸売は新設

住宅着工に伴う需要増加や消費税増税前の駆け込み需要などから引き続き前年を上

回った。

　建設関連では、公共工事は市町村発注工事の減少から前年を下回った。新設住宅着工

戸数（２月）は貸家の増加などから前年を上回り、建設受注は、民間工事が大型案件受注

の反動から前年を下回った。建設資材は消費税増税前の駆け込み需要による出荷増か

ら引き続き前年を上回った。

　観光関連では、入域観光客数は、国内客、外国客ともに増加したことから引き続き前

年を上回った。主要ホテルは、稼働率、売上高ともに引き続き前年を上回った。

　総じてみると、消費関連が特に消費税増税前の駆け込み需要の盛り上がりから好調

に推移し、観光関連、建設関連も好調に推移していることから、県内景気は拡大の動き

がさらに強まっている。

景気は、拡大の動きがさらに強まる　

消費関連では、百貨店、スーパーが前年を上回る　

観光関連では、入域観光客数が前年を上回る
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　消費者物価指数（総合）は、食料、光熱・水道などの上昇により前年同月比1.2％増と10カ月連続で前年
を上回った。
　企業倒産は、件数が７件で前年同月比１件増となった。負債総額は３億8,600万円となり、同52.5％の
減少だった。
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年を上回った。主要ホテルは、稼働率、売上高ともに引き続き前年を上回った。
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（注1） 公共工事請負金額は西日本建設業保証株式会社沖縄支店調べ。建築着工床面積、新設住宅着工戸数は国土交通省調べ。

県内新規求人数、有効求人倍率は沖縄労働局調べ。入域観光客数、消費者物価指数は沖縄県調べ。企業倒産件数は東京

商工リサーチ沖縄支店調べ。Ｐは速報値。

（注2） 2012年５月より外国客の入域観光客数を掲載した。

（注3） 主要ホテルは、2013年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

（注4） 観光施設入場者数は、2011年１月より調査先を６施設から５施設とした。

（注5） 企業倒産の前年同月差は、月平均の前年同月差。 

2014.3 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2014.3

項目別グラフ　3カ月 2014.1～2014.3

●りゅうぎん調査●

県 内 の

景気
動向

12月～14年2 建設受注額、ホテル稼働率、同売上高は速報値。

建設受注額、ホテル稼働率、同売上高は速報値。214

2014.1－2014.3
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商工リサーチ沖縄支店調べ。Ｐは速報値。

（注2） 2012年５月より外国客の入域観光客数を掲載した。

（注3） 主要ホテルは、2013年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

（注4） 観光施設入場者数は、2011年１月より調査先を６施設から５施設とした。

（注5） 企業倒産の前年同月差は、月平均の前年同月差。 
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消費関連
３カ月連続で増加 
・百貨店売上高は、前年同月比14.7％増と３
カ月連続で前年を上回った。食料品は物
産展の開催時期変更により、前年に比べ
て当月の開催日数が少なかったことなど
から減少したものの、衣料品は改装セー
ルや消費税増税前の駆け込み需要で高級
婦人服や呉服が好調に推移したことなど
から増加した。家庭用品・その他も会員向
けセールや消費税増税による駆け込みで
化粧品や宝飾品が伸長したことなどから
増加した。
・品目別にみると、衣料品（同18.8％増）、身
の回り品（同20.1％増）、家庭用品・その他
（同24.1％増）が増加し、食料品（同0.2％
減）が減少した。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：沖縄県自動車販売協会

1 百貨店売上高（前年同月比）

2 スーパー売上高（前年同月比）

全店ベースは20カ月連続で増加   
・スーパー売上高は、既存店ベースでは前

年同月比14.4％増と10カ月連続で前年を

上回った。

・食料品は日用品や一般食品を中心にまと

め買いがみられたことなどから同9.3％増、

衣料品も入園、入学用品などが伸長した

ことなどから同11.3％増となり、家電を含

む住居関連も新設住宅着工に伴う需要増

加や消費税増税前の駆け込み需要などか

ら同35.8％増と好調に推移した。

・全店ベースでは、新設店効果などから同

16.1％増と20カ月連続で前年を上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所

８カ月連続で増加
・新車販売台数は6,481台で、新車投入効果

や消費税増税前の駆け込み需要などから

前年同月比20.5％増と８カ月連続で前年

を上回った。

・普通自動車（登録車）は3,318台（同25.7％

増）で、うち普通乗用車は777台（同26.1％

増）、小型乗用車は2,096台（同23.1％増）で

あった。軽自動車（届出車）は3,163台（同

15.6％増）で、うち軽乗用車は2,750台（同

15.8％増）であった。

3 新車販売台数 （前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

※棒グラフは車種別寄与度

出所：沖縄県中古自動車販売協会　※登録ベース

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）2010年4月より調査先が7社から4社となった。

4 中古自動車販売台数【登録ベース】

４カ月連続で増加
・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は、２万5,221

台で前年同月比11.6％増と４カ月連続で

前年を上回った。

・内訳では、普通自動車は9,518台（同9.3％

増）、軽自動車は15,703台（同13.0％増）と

なった。

14カ月連続で増加
・電気製品卸売販売額は、新設住宅着工に伴

う需要増加や消費税増税前の駆け込み需

要などから好調に推移し、前年同月比

10.2％増と14カ月連続で前年を上回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではテレビが同

6.7％増、ＤＶＤレコーダーが同2.8％増、

白物では洗濯機が同73.8％増、冷蔵庫が同

52.5％増、エアコンが同23.8％増、太陽光

発電システムを含むその他は同2.2％増と

なり、すべての品目で増加した。

5 電気製品卸売販売額（前年同月比）

※棒グラフは車種別寄与度

※棒グラフは品目別寄与度

●りゅうぎん調査●
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消費関連
３カ月連続で増加 
・百貨店売上高は、前年同月比14.7％増と３
カ月連続で前年を上回った。食料品は物
産展の開催時期変更により、前年に比べ
て当月の開催日数が少なかったことなど
から減少したものの、衣料品は改装セー
ルや消費税増税前の駆け込み需要で高級
婦人服や呉服が好調に推移したことなど
から増加した。家庭用品・その他も会員向
けセールや消費税増税による駆け込みで
化粧品や宝飾品が伸長したことなどから
増加した。
・品目別にみると、衣料品（同18.8％増）、身
の回り品（同20.1％増）、家庭用品・その他
（同24.1％増）が増加し、食料品（同0.2％
減）が減少した。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：沖縄県自動車販売協会

1 百貨店売上高（前年同月比）

2 スーパー売上高（前年同月比）

全店ベースは20カ月連続で増加   
・スーパー売上高は、既存店ベースでは前

年同月比14.4％増と10カ月連続で前年を

上回った。

・食料品は日用品や一般食品を中心にまと

め買いがみられたことなどから同9.3％増、

衣料品も入園、入学用品などが伸長した

ことなどから同11.3％増となり、家電を含

む住居関連も新設住宅着工に伴う需要増

加や消費税増税前の駆け込み需要などか

ら同35.8％増と好調に推移した。

・全店ベースでは、新設店効果などから同

16.1％増と20カ月連続で前年を上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所

８カ月連続で増加
・新車販売台数は6,481台で、新車投入効果

や消費税増税前の駆け込み需要などから

前年同月比20.5％増と８カ月連続で前年

を上回った。

・普通自動車（登録車）は3,318台（同25.7％

増）で、うち普通乗用車は777台（同26.1％

増）、小型乗用車は2,096台（同23.1％増）で

あった。軽自動車（届出車）は3,163台（同

15.6％増）で、うち軽乗用車は2,750台（同

15.8％増）であった。

3 新車販売台数 （前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

※棒グラフは車種別寄与度

出所：沖縄県中古自動車販売協会　※登録ベース

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）2010年4月より調査先が7社から4社となった。

4 中古自動車販売台数【登録ベース】

４カ月連続で増加
・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は、２万5,221

台で前年同月比11.6％増と４カ月連続で

前年を上回った。

・内訳では、普通自動車は9,518台（同9.3％

増）、軽自動車は15,703台（同13.0％増）と

なった。

14カ月連続で増加
・電気製品卸売販売額は、新設住宅着工に伴

う需要増加や消費税増税前の駆け込み需

要などから好調に推移し、前年同月比

10.2％増と14カ月連続で前年を上回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではテレビが同

6.7％増、ＤＶＤレコーダーが同2.8％増、

白物では洗濯機が同73.8％増、冷蔵庫が同

52.5％増、エアコンが同23.8％増、太陽光

発電システムを含むその他は同2.2％増と

なり、すべての品目で増加した。

5 電気製品卸売販売額（前年同月比）

※棒グラフは車種別寄与度

※棒グラフは品目別寄与度
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２カ月ぶりに減少
・公共工事請負金額は、210億9,600万円で

前年同月比21.6％減となり、市町村発注

工事が前年の反動から大幅に減少した

ことなどにより、２カ月ぶりに前年を下

回った。

・発注者別では、県（同11.0％増）、独立行政

法人等・その他（同45.5％増）が増加し、国

（同11.2％減）、市町村（同66.0％減）が減

少した。

・大型工事としては、那覇空港滑走路増設

ケーソン仮置場築造工事、安謝川ボック

スカルバート改修工事、安冨祖ダム本体

工事などがあった。

出所：西日本建設業保証株式会社沖縄支店

出所：国土交通省

1 公共工事請負金額（前年同月比）

2 建築着工床面積（前年同月比）

２カ月ぶりに増加
・建築着工床面積（２月）は、18万8,253㎡と

なり、前年同月比4.2％増と２カ月ぶりに

前年を上回った。用途別では、居住用は

同5.7％増、非居住用は同2.3％増ととも

に増加した。

・建築着工床面積を用途別（大分類）にみ

ると、居住用では、居住産業併用が増加

し、居住専用が減少した。非居住用では、

教育学習支援業用、医療、福祉用などが

増加し、卸売・小売業用などが減少した。
出所：国土交通省

２カ月ぶりに増加
・新設住宅着工戸数（２月）は1,298戸とな

り、前年同月比11.7％増と２カ月ぶりに

前年を上回った。ただ、消費税増税前の

駆け込み需要は落ち着いてきている。

・利用関係別では、貸家868戸（同55.8％

増）、持家358戸（同34.6％増）が増加し、

分譲72戸（同78.8％減）が減少した。給与

は着工がなかった。

3 新設住宅着工戸数 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

※棒グラフは用途別寄与度

※棒グラフは利用関係別寄与度

建設関連

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

4 建設受注額 （前年同月比）

３カ月ぶりに減少　
・建設受注額（調査先建設会社：20社、速

報値）は、公共工事は増加したが、ウエ

イトの高い民間工事が前年の大型案件

受注による反動から大幅に減少し、前

年同月比43.1％減と３カ月ぶりに前年

を下回った。

・発注者別では、公共工事（同68.7％増）は

３カ月連続で増加し、民間工事（同

78.7％減）は２カ月連続で減少した。

セメント、生コンともに
５カ月連続で増加
・セメント出荷量は、8万2,966トンで前年

同月比29.8％増と５カ月連続で前年を上

回った。

・生コン出荷量は、17万7,387㎥で同15.4％

増と５カ月連続で前年を上回った。民間

工事向け出荷は消費税増税前の駆け込

み需要から増加したが、公共工事向け出

荷は減少した。

・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共

工事では、港湾関連工事向け出荷などが

増加し、県企業局、学校関連工事向けなど

が減少した。民間工事では、貸家や分譲マ

ンション関連工事向けなどが増加し、宿

泊施設関連工事向けなどが減少した。

鋼材は15カ月連続で増加、
木材は13カ月連続で増加
・鋼材売上高は、消費税増税前の駆け込み

需要による住宅建築向け出荷などから、

前年同月比1.1％増と15カ月連続で前年

を上回った。

・木材売上高は、同様に消費税増税前の駆

け込み需要による住宅建築向け出荷の

増加に加え、建設会社の増税前における

在庫確保の動きがみられたことから、同

29.6％増と13カ月連続で前年を上回っ

た。

5 セメント・生コン（前年同月比）

6 鋼材・木材 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度
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２カ月ぶりに減少
・公共工事請負金額は、210億9,600万円で

前年同月比21.6％減となり、市町村発注

工事が前年の反動から大幅に減少した

ことなどにより、２カ月ぶりに前年を下

回った。

・発注者別では、県（同11.0％増）、独立行政

法人等・その他（同45.5％増）が増加し、国

（同11.2％減）、市町村（同66.0％減）が減

少した。

・大型工事としては、那覇空港滑走路増設

ケーソン仮置場築造工事、安謝川ボック

スカルバート改修工事、安冨祖ダム本体

工事などがあった。

出所：西日本建設業保証株式会社沖縄支店

出所：国土交通省

1 公共工事請負金額（前年同月比）

2 建築着工床面積（前年同月比）

２カ月ぶりに増加
・建築着工床面積（２月）は、18万8,253㎡と

なり、前年同月比4.2％増と２カ月ぶりに

前年を上回った。用途別では、居住用は

同5.7％増、非居住用は同2.3％増ととも

に増加した。

・建築着工床面積を用途別（大分類）にみ

ると、居住用では、居住産業併用が増加

し、居住専用が減少した。非居住用では、

教育学習支援業用、医療、福祉用などが

増加し、卸売・小売業用などが減少した。
出所：国土交通省

２カ月ぶりに増加
・新設住宅着工戸数（２月）は1,298戸とな

り、前年同月比11.7％増と２カ月ぶりに

前年を上回った。ただ、消費税増税前の

駆け込み需要は落ち着いてきている。

・利用関係別では、貸家868戸（同55.8％

増）、持家358戸（同34.6％増）が増加し、

分譲72戸（同78.8％減）が減少した。給与

は着工がなかった。

3 新設住宅着工戸数 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

※棒グラフは用途別寄与度

※棒グラフは利用関係別寄与度

建設関連

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

4 建設受注額 （前年同月比）

３カ月ぶりに減少　
・建設受注額（調査先建設会社：20社、速

報値）は、公共工事は増加したが、ウエ

イトの高い民間工事が前年の大型案件

受注による反動から大幅に減少し、前

年同月比43.1％減と３カ月ぶりに前年

を下回った。

・発注者別では、公共工事（同68.7％増）は

３カ月連続で増加し、民間工事（同

78.7％減）は２カ月連続で減少した。

セメント、生コンともに
５カ月連続で増加
・セメント出荷量は、8万2,966トンで前年

同月比29.8％増と５カ月連続で前年を上

回った。

・生コン出荷量は、17万7,387㎥で同15.4％

増と５カ月連続で前年を上回った。民間

工事向け出荷は消費税増税前の駆け込

み需要から増加したが、公共工事向け出

荷は減少した。

・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共

工事では、港湾関連工事向け出荷などが

増加し、県企業局、学校関連工事向けなど

が減少した。民間工事では、貸家や分譲マ

ンション関連工事向けなどが増加し、宿

泊施設関連工事向けなどが減少した。

鋼材は15カ月連続で増加、
木材は13カ月連続で増加
・鋼材売上高は、消費税増税前の駆け込み

需要による住宅建築向け出荷などから、

前年同月比1.1％増と15カ月連続で前年

を上回った。

・木材売上高は、同様に消費税増税前の駆

け込み需要による住宅建築向け出荷の

増加に加え、建設会社の増税前における

在庫確保の動きがみられたことから、同

29.6％増と13カ月連続で前年を上回っ

た。

5 セメント・生コン（前年同月比）

6 鋼材・木材 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

●りゅうぎん調査●

県 内 の

景気
動向

51



建

設

関

連

そ

の

他

建

設

関

連

そ

の

他

観

光

関

連

観

光

関

連

消

費

関

連

消

費

関

連

18カ月連続で増加
・３月の入域観光客数は、前年同月比10.8％

増の63万200人となり、18カ月連続で前年
を上回った。国内客、外国客ともに増加し、
うち国内客については同4.6％増の58万
1,500人となり、５カ月連続で前年を上
回った。

・路線別でみると、空路では国内客、外国客
ともに増加し61万8,800人（同10.0％増）と
18カ月連続で前年を上回り、海路も国内客、
外国客ともに増加し１万1,400人（同72.7％
増）と８カ月連続で前年を上回った。

出所：沖縄県観光政策課　※混在率等修正により11年2月～12年2月の推計値を下方修正した。　

1 入域観光客数（実数、前年同月比）

2 入域観光客数【外国客】（実数、前年同月比）

８カ月連続で増加
・入域観光客数（外国客）は、航空路線拡充

効果などから、前年同月比98.0％増の４

万8,700人と８カ月連続で前年を上回っ

た。

・国籍別では、台湾15,300人（同77.9％増）、

韓国10,100人（同83.6％増）、香港8,100人

(同52 .8％増)、 中国本土8,600人(同

855.6％増) 、アメリカ・その他6,600人(同

53.5％増)であった。

出所：沖縄県観光政策課

3 主要ホテル稼働率・売上高（実数、前年同月比）

稼働率は17カ月連続で増加、
売上高は４カ月連続で増加
・主要ホテルは、客室稼働率（速報値）は

84.2％と前年同月比3.3％ポイント上昇し
17カ月連続で前年を上回った。売上高（速
報値）は同4.2％増と４カ月連続で前年を
上回った。

・那覇市内ホテル（速報値）は、客室稼働率は
85.8％と同1.0％ポイント上昇し15カ月連
続で前年を上回り、売上高は同4.9％増と
４カ月連続で前年を上回った。リゾート型
ホテルは、客室稼働率は83.4％と同4.8％ポ
イント上昇し17カ月連続で前年を上回り、
売上高は同3.8％増と４カ月連続で前年を
上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

観光関連

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

２カ月ぶりに増加
・主要ホテル売上高のうち宿泊収入（速報

値）は、宿泊客室単価（価格要因）が減少

したものの、販売客室数（数量要因）が増

加し、前年同月比1.7％増と２カ月ぶり

に前年を上回った。

・那覇市内ホテル（速報値）は、販売客室数

はほぼ前年並みとなったが、宿泊客室単

価が減少し、同0.7％減と２カ月連続で

前年を下回った。リゾート型ホテルは、

宿泊客室単価は減少したものの、販売客

室数が引き続き増加し、同2.5％増と４

カ月連続で前年を上回った。

4 主要ホテル宿泊収入 （前年同月比） ※棒グラフは客室数・単価別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

２カ月ぶりに増加
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比5.5％増となり、２カ月ぶりに前年を

上回った。

入場者数、売上高ともに
５カ月連続で増加
・主要ゴルフ場の入場者数は、県内客、県

外客がともに増加し、前年同月比4.9％

増と、５カ月連続で前年を上回った。売

上高も同3.8％増と５カ月連続で前年を

上回った。

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）
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18カ月連続で増加
・３月の入域観光客数は、前年同月比10.8％

増の63万200人となり、18カ月連続で前年
を上回った。国内客、外国客ともに増加し、
うち国内客については同4.6％増の58万
1,500人となり、５カ月連続で前年を上
回った。

・路線別でみると、空路では国内客、外国客
ともに増加し61万8,800人（同10.0％増）と
18カ月連続で前年を上回り、海路も国内客、
外国客ともに増加し１万1,400人（同72.7％
増）と８カ月連続で前年を上回った。

出所：沖縄県観光政策課　※混在率等修正により11年2月～12年2月の推計値を下方修正した。　

1 入域観光客数（実数、前年同月比）

2 入域観光客数【外国客】（実数、前年同月比）

８カ月連続で増加
・入域観光客数（外国客）は、航空路線拡充

効果などから、前年同月比98.0％増の４

万8,700人と８カ月連続で前年を上回っ

た。

・国籍別では、台湾15,300人（同77.9％増）、

韓国10,100人（同83.6％増）、香港8,100人

(同52 .8％増)、 中国本土8,600人(同

855.6％増) 、アメリカ・その他6,600人(同

53.5％増)であった。

出所：沖縄県観光政策課

3 主要ホテル稼働率・売上高（実数、前年同月比）

稼働率は17カ月連続で増加、
売上高は４カ月連続で増加
・主要ホテルは、客室稼働率（速報値）は

84.2％と前年同月比3.3％ポイント上昇し
17カ月連続で前年を上回った。売上高（速
報値）は同4.2％増と４カ月連続で前年を
上回った。

・那覇市内ホテル（速報値）は、客室稼働率は
85.8％と同1.0％ポイント上昇し15カ月連
続で前年を上回り、売上高は同4.9％増と
４カ月連続で前年を上回った。リゾート型
ホテルは、客室稼働率は83.4％と同4.8％ポ
イント上昇し17カ月連続で前年を上回り、
売上高は同3.8％増と４カ月連続で前年を
上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

観光関連

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

２カ月ぶりに増加
・主要ホテル売上高のうち宿泊収入（速報

値）は、宿泊客室単価（価格要因）が減少

したものの、販売客室数（数量要因）が増

加し、前年同月比1.7％増と２カ月ぶり

に前年を上回った。

・那覇市内ホテル（速報値）は、販売客室数

はほぼ前年並みとなったが、宿泊客室単

価が減少し、同0.7％減と２カ月連続で

前年を下回った。リゾート型ホテルは、

宿泊客室単価は減少したものの、販売客

室数が引き続き増加し、同2.5％増と４

カ月連続で前年を上回った。

4 主要ホテル宿泊収入 （前年同月比） ※棒グラフは客室数・単価別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

２カ月ぶりに増加
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比5.5％増となり、２カ月ぶりに前年を

上回った。

入場者数、売上高ともに
５カ月連続で増加
・主要ゴルフ場の入場者数は、県内客、県

外客がともに増加し、前年同月比4.9％

増と、５カ月連続で前年を上回った。売

上高も同3.8％増と５カ月連続で前年を

上回った。

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）
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新規求人数は増加、
有効求人倍率（季調値）は増加
・新規求人数は、前年同月比16.4％増となり

15カ月連続で増加した。産業別にみると、

医療、福祉、サービス業、建設業、宿泊業、飲

食業などで増加した。有効求人倍率（季調

値）は0.63倍で前月より増加した。

・労働力人口は、67万9,000人で同1.6％増と

なり、就業者数は、64万4,000人で同2.4％増

となった。完全失業者数は３万5,000人で同

10.3％減となり、完全失業率（季調値）は

5.5％と前月より0.6％ポイント悪化した。
出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2013年12月以前の数値について新季節指数へ遡って改訂した。

出所：東京商工リサーチ沖縄支店

1 雇用関連 （新規求人数と有効求人倍率）

2 消費者物価指数【総合】（前年同月比）

10カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比1.2％増と10

カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を除

く総合は同0.8％増と上昇した。

・品目別の動きをみると、食料及び光熱・水道

などが上昇し、家具・家事用品などが下落し

た｡

出所：沖縄県（注1）端数処理の関係で寄与度の合計は前年比と一致しないことがある。
　　　　　 （注2）2011年7月より2010年=100に改定された。

件数は増加、負債総額は減少
・倒産件数は、７件で前年同月比１件増と

なった。業種別では、建設業２件（前年同

月比１件増）、卸売業２件（同１件増）、小

売業２件（同１件増）、製造業１件（同１件

増）であった。

・負債総額は、３億8,600万円となり、同

52.5％の減少だった。

3 企業倒産

※棒グラフは品目別寄与度

雇用関連・その他

出所：りゅうぎん総合研究所

4 広告収入【マスコミ】（前年同月比）

２カ月連続で増加
・広告収入（マスコミ：２月）は前年同月比

7.1％増となり、２カ月連続で前年を上

回った。ラジオ、テレビ、新聞ともに前年

を上回った。

※棒グラフはメディア別寄与度

●りゅうぎん調査●
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出所：沖縄気象台

・平均気温は18.4℃と前年同月（20.4℃）、平

年（18.9℃)より低かった。降水量は185.0ｍ

ｍと前年同月（140.5ｍｍ）より多かった。

・沖縄地方は高気圧に覆われて晴れた日も

あったが、低気圧に伴う前線や気圧の谷な

どにより寒気の影響を強く受け、気温は低

く推移した。

気象：平均気温・降水量【那覇】参 考
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●りゅうぎん調査●
■ 沖縄タイムスに掲載のコラム
　 [注：所属部署、役職は執筆時のものです。  ]

　沖縄県は2021年の観光客数を国内客800万人、
外国客200万人、平均滞在日数5日、観光収入1兆円
の世界水準の観光リゾート地とする目標を掲げていま
す。数字だけでは1千万人の観光客がどのような状態
なのか分かりづらいので、同じ海洋性リゾート地である
ハワイと比較してみましょう。
　13年のハワイの観光客数は835万人で、うち空路
国内客が543万人、空路外国客は264万人でした。沖
縄は641万人で、国内客はハワイを上回っていますが
外国客は圧倒的に少なく構成が大きく違います。
　さらに滞在日数もハワイが9.2日なのに対して、沖縄
は国内客が3.7日とハワイの2分の1以下。交流人口で
は3分の1と、観光地としての規模も違います。とはい
え、少なくとも人数では13年のハワイは7年後の沖縄
の目指す姿に近いといえるでしょう。
　観光客1千万人を実現するには外国客の増加が鍵と
なります。12年の外国客の平均滞在日数はおよそ5日
でした。泊数では国内客より１泊長く200万人の外国
客の来沖は約300万人の国内客と同じ経済効果をも
たらします。欧米客などは7泊以上が多いので、もしか
したらホテルの客室数が不足する事態が将来起るかも
しれません。ハード・ソフト両面で現在のハワイと同程
度の受け入れ態勢の構築が必要といえそうです。
　同じ島しょ地域で共通の課題も多い沖縄にとって、先

進地ハワイは観光振興の達成度合
いを測る一つの目安となりそうです。

世界水準の観光地
─ ハワイ並みの態勢必要 ─

沖縄の優位性
─ 物流ハブ重要さを増す ─

りゅうぎん総合研究所 上席研究員
比嘉　盛樹

　東アジアの中心に位置する沖縄の優位性が言われて
久しいですが、現在、本当の意味でその優位性が発揮さ
れつつあります。優位性発揮の要因で大きいのは中国
をはじめとした世界の成長センターとしてのアジアの台
頭です。全日空とヤマトが中心となってすすめる那覇空
港の国際物流ハブは東アジアの国々を結ぶ物流インフ
ラとして日々その地位を高めています。
　チャイナプラスワンの流れではリスク軽減の観点か
ら、いきなり直接投資ではなくまず物流網を使って中国
市場へアクセスする動きが起きており、企業が沖縄の物
流ハブを活用して日本に居ながらにして中国やアジア
の消費者に商品を供給する機能がますます重要になっ
ています。さらに沖縄自体がプラスワンとなり日本の製
造業の進出先となる動きがあります。うるま市における
金型企業の集積はその好例です。国内の労働人口の減
少も沖縄への企業進出の後押しとなる要因です。ただし
沖縄においても数年以内に労働人口が減少に転ずる可
能性が指摘されていることには注意を要します。
　政府・日銀の金融緩和政策も重要です。金融緩和に
よる円安は沖縄への外国人観光客増加に大きく貢献し
ていますし、円安はまた日本の労働者の賃金を相対的
に安くし沖縄への企業進出を後押しします。加えて、優
位性のメリットを自ら享受するという意味で、今後とも
沖縄からアジア向けの商流を太くするという観点はと

ても大切です。

りゅうぎん総合研究所　常務取締役
久高　豊

沖縄県内における地価公示の価格変動率（前年比）の推移 図表：2013年観光客数（ハワイ・沖縄） 前回増税時における耐久財の動向沖縄を取り巻く状況の変化とポテンシャルの高まり

　４月１日より消費税率が５％から８％へ引き上げられ
た。３％から５％に引き上げられた1997年から17年
ぶりの増税となる。増税は個人消費の動向に大きな影
響を与えており、特に、住宅をはじめ自動車や家電など
の耐久財を中心に駆け込み需要がみられ、その後の反
動が懸念されている。
　前回増税時における耐久財の動向をみると、消費税
増税を見越した駆け込み需要が秋以降から徐々に広が
りを見せ、増税直前である年明けに顕著となった。自動
車販売台数では普通自動車が伸長し、増税後は夏場の
レンタカー需要で一時プラスとなった月以外は反動が
続いた。家電業界でも税率引き上げ後には消費が弱ま
り、耐久財の消費低迷が長期化した。
　今回の増税前の動きとしては、秋ごろから各企業が新
車投入や在庫を積み増すなど早期の駆け込み需要対策
を行ったことに加え、高水準の新設住宅着工の影響など
から好調な動きとなった。４月以降は、趣向を凝らしたイ
ベント開催や会員向けサービス、宣伝広告の充実など
を図り、反動を最小限に抑えたい考えである。
　足元の県内景気は、拡大の動きが続いていることか
ら、増税の反動も夏ごろには徐々に回復に向かうといっ
たシナリオが大勢を占めている。当社における業界ヒア
リングにおいても県内の消費マインドは全国に比べ底
堅く、増税分の３％を吸収するとの声も聞かれる。今後

の県内景気を左右する反動の回復
時期に注目したい。

増税による消費動向
─ 反動も夏には回復予想 ─

りゅうぎん総合研究所　研究員
我那覇　真梨子

県内の地価
─ 都市上昇　地方は下落 ─

　　先頃、国土交通省が発表した地価公示（1月1日時
点）によると全国の地価は、８年連続で下落したものの、
景気の回復により下落幅は縮小しました。三大都市圏に
おいては、住宅地、商業地ともに上昇に転じましたが、地
方圏においては住宅地、商業地ともに下落となりました。
　沖縄県内は、県内景気の拡大を反映し、住宅地が前年
比0.1％上昇と19年ぶりの上昇となり、商業地は同
0.5％上昇と23年ぶりに上昇となったことから、県内の
地価（全用途）は22年ぶりの上昇となりました。
　地価上昇の要因としては、人口・世帯数の増加を背景
に住宅地における消費増税前の駆け込み需要から住宅
建築が大幅増となり、土地区画整理地などの需要が高
まったことが挙げられるほか、モノレール延長が予定さ
れている近隣の宅地需要も全体を押し上げたようです。
　商業地では、那覇市内を中心に上昇しました。特に県
内の地価が最も高い那覇市久茂地では、新たなオフィ
スビルがいくつか建築されたことなどもあり前年比
5.4％上昇と県内で最も高い上昇率となりました。また、
那覇市内中心部においてマンション建築需要がみられ
たことなども地価上昇の要因となったようです。
　一方、本島中北部や宮古地区においては、住宅地、商
業地ともに下落している地域が多く、那覇市近隣の上
昇した地域との二極化がみられました。
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出所：国土交通省　※毎年1月1日時点図は筆者作成　注）チャイナプラスワンとは尖閣諸島問題の後に中国に
進出している日本企業がリスク分散のために中国以外の国に拠点を置
く動きがひろがっていることをさす。
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●りゅうぎん調査●
■ 沖縄タイムスに掲載のコラム
　 [注：所属部署、役職は執筆時のものです。  ]
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少も沖縄への企業進出の後押しとなる要因です。ただし
沖縄においても数年以内に労働人口が減少に転ずる可
能性が指摘されていることには注意を要します。
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りゅうぎん総合研究所　常務取締役
久高　豊

沖縄県内における地価公示の価格変動率（前年比）の推移 図表：2013年観光客数（ハワイ・沖縄） 前回増税時における耐久財の動向沖縄を取り巻く状況の変化とポテンシャルの高まり
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ぶりの増税となる。増税は個人消費の動向に大きな影
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の耐久財を中心に駆け込み需要がみられ、その後の反
動が懸念されている。
　前回増税時における耐久財の動向をみると、消費税
増税を見越した駆け込み需要が秋以降から徐々に広が
りを見せ、増税直前である年明けに顕著となった。自動
車販売台数では普通自動車が伸長し、増税後は夏場の
レンタカー需要で一時プラスとなった月以外は反動が
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増税による消費動向
─ 反動も夏には回復予想 ─

りゅうぎん総合研究所　研究員
我那覇　真梨子

県内の地価
─ 都市上昇　地方は下落 ─

　　先頃、国土交通省が発表した地価公示（1月1日時
点）によると全国の地価は、８年連続で下落したものの、
景気の回復により下落幅は縮小しました。三大都市圏に
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りゅうぎん総合研究所 上席研究員
伊佐　昭彦

出所：国土交通省　※毎年1月1日時点図は筆者作成　注）チャイナプラスワンとは尖閣諸島問題の後に中国に
進出している日本企業がリスク分散のために中国以外の国に拠点を置
く動きがひろがっていることをさす。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：Hawaii Tourism Authority、沖縄県から筆者加工
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4 2014.

日銀那覇支店の短観（３月）によると、業

況判断指数（全産業）が前回調査比10％

ポイント増の28％となり、８期連続のプ

ラスだった。先行きは17％ポイント減の

11％となった。

沖縄ハム総合食品が立ち上げた農業生

産法人「もとぶウェルネスフーズ」の農

産加工場の起工式が執り行われた。本部

町豊原の上本部飛行場跡地に敷地面積

約6,600平方メートルの工場を建設し、

シークワーサーやパパイアを発酵させ

た健康飲料などを製造する。

帝国データバンク沖縄支店の県指名ラ

ンク特Ａ工事業者の売上高ランキング

（12年11月～13年10月期）によると、107

社（倒産企業除く）の売上高は前期比

4.0％増の2,585億5,500万円で、２年連続

の増加となり、税引き後の当期損益黒字

企業は92社、赤字企業は15社だった。

県内大手スーパー「サンエー」の14年２

月連結決算は、当期純利益が前期比

13.7％増の63億6,100万円で、過去最高

となった。既存店でも売上高3.4％増と、

前年の台風や長雨反動やワンランク

アップ商品、県産品、PB商品の販促強化

で売り上げが増加した。

県観光政策課による13年度入域観光客

数は前年度比11.1％増の658万300人と

なり、過去最高を更新した。国内客は、新

石垣空港開港や円安による国内旅行需

要へのシフト、夏場の好天などが寄与し、

7.4％増の595万3,100人。外国客は航空

路線拡充などから64.0％増の62万7,200

人だった。

ホテル業を経営する「かりゆし」が宜野

座村の旧かんなタラソ沖縄を改修し、

「かりゆしカンナタラソラグーナ」とし

てリニューアルオープンした。初年度利

用者数10万人を目標に掲げ、海洋療法に

おける健康プログラムなどを発信する。

4.1

4.4

4.7

4.7

4.21

4.25

資源開発大手の「石油資源開発」が秋田県

由利本荘市の鮎川油ガス田で採掘した

シェールオイルの商業生産を開始した。

シェールオイルの事業化は国内初となる。

生産量は１日約35キロリットルで、石油

元売り各社に供給する。

自販連と全国軽自動車協会連合の13年

度国内新車販売によると、上位10車種の

うち軽自動車７車種がランクインし、統

計開始以来最多を占めた。車種では、トヨ

タ「アクア」が首位となり、「プリウス」が

２位、ホンダ「N-BOX」「フィット」が３、４

位と続いた。

IMFの世界経済見通しによると、14年の世

界全体成長率を前回予測より0.1％低い

3.6％に引き下げた。日本の成長率も0.3％

下方修正の1.4％と予測した。

ユニクロを運営する「ファーストリテイ

リング」が国内のユニクロで勤務する約

１万６千人の非正規社員を地域正社員に

登用すると発表した。個々の社員事情に

応じた勤務時間を柔軟に設定できるよう

配慮し、多様な働き方を提供する。

経団連の14年春季労使交渉回答状況（第

1回集計、大手企業）によると、加重平均は

7,697円でアップ率も2.39％となった。業

種別でみると、「機械金属」が同3.33％増

の9,598円で最も高く、次いで「自動車」が

同2.78％増の9,225円と続いた。

財務省の13年度貿易統計（速報、通関

ベース）によると、貿易収支は13兆7,488

億円の赤字で３年連続の赤字だった。ま

た、赤字額は12年度を大幅に上回り、過

去最大となった。輸出は自動車などが増

加したことから10.8％増の70兆8,564億

円と３年ぶりの増加だったが、輸入は原

油やLNGの輸入額が膨らみ、17.3％増の

84兆6,053億円だった。
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4.8

4.10

4.16

4.21

沖　　縄 全国・海外

ECONOMIC DIARY 

経済日誌
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沖縄県内の主要経済指標（その1）
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沖縄県内の金融統計
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沖縄県内の金融統計

沖
縄
県
内
の
金
融
統
計

■平成24年

６月（No.512）　  経営トップに聞く　有限会社那覇クリーンサービス
　　　　　　　 An Entrepreneur　農業生産法人（有）カナンおきなわ

７月（No.513）　  経営トップに聞く　学校法人アミークス国際学園
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社フレッシュミートがなは
　　　　　　　 特集　沖縄県内における
　　　　　　　　　　 プロ野球春季キャンプの経済効果
　
８月（No.514）　  経営トップに聞く　株式会社國吉商店
　　　　　　　An Entrepreneur　 医療法人 徳歯会 やまと歯科医院

９月（No.515）　特集１　沖縄県の経済社会活動を支える那覇港
　　　　　　　特集２　宮古アイランドロックフェスティバル
　　　　　　　　　　　 2012の経済効果

10月（No.516）　経営トップに聞く　琉球開発株式会社
　　　　　　　特集　bj リーグによる地域活性化

11月（No.517）　経営トップに聞く　株式会社沖縄教育出版
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社マルヨ

12月（No.518）　経営トップに聞く　株式会社丸善組

■平成25年

１月（No.519）　経営トップに聞く　株式会社コンピュータ沖縄
　　　　　　　特集　沖縄県経済2012年の回顧と2013年の展望
２月（No.520）　経営トップに聞く　医療法人 社団 輔仁会
　
３月（No.521）　経営トップに聞く　北部港運株式会社　
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社海邦商事　

４月（No.522）　RRI's eye　
　　　　　　　成長著しいインドネシア：沖縄との関係深化への期待

５月（No.523）　経営トップに聞く　医療法人杏月会
　　　　　　　特集１　沖縄県の主要経済指標
　　　　　　　特集２　2012年度の沖縄県経済の動向

６月（No.524）　特集　宮古島における野球合宿の経済効果

７月（No.525）　An Entrepreneur　株式会社 Ｚenエンタープライズ
　　　　　　　特集　沖縄県内における2013年プロ野球
　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果

８月（No.526）　経営トップに聞く　株式会社仲本工業
　　　　　　　An Entrepreneur　タイヤランド沖縄　

９月（No.527）　経営トップに聞く　文教楽器株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社沖縄海星物産
　　　　　　　特集　太陽光発電システムについて

10月（No.528）　経営トップに聞く　株式会社エスアールデザイン
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社ホーセル

11月（No.529）　経営トップに聞く　株式会社アメニティ
　　　　　　　An Entrepreneur　琉球フットボールクラブ株式会社

12月（No.530）　経営トップに聞く　株式会社スタジオチャーリー
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社アースティック那覇

■平成26年

１月（No.531）　経営トップに聞く　沖縄ツーリスト株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社スペースチャイナ
　　　　　　　特集　沖縄県経済2013年の回顧と2014年の展望

２月（No.532）　経営トップに聞く　株式会社島袋
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社丸玉製菓

３月（No.533）　経営トップに聞く　株式会社レキオス
　　　　　　　An Entrepreneur　農業生産法人株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　アセローラフレッシュ

４月（No.534）　経営トップに聞く　有限会社金武酒造　
　　　　　　　An Entrepreneur　錦屋旗店株式会社

特集レポートバックナンバー

とくとく特典とくとく特典

ポイントサービス
ポイント数に応じてサービスいろいろ！

日頃お世話になっているお客様に対し、毎月のお取引内容をポイント化し、
その合計ポイントに応じて手数料割引または金利優遇等の特典が
受けられるサービスのことをいいます。

ポイントサービスとは！ ポイントサービスのお申
込みがまだの方は、店頭
のポイントサービス申込
み用紙にご記入のうえ、
窓口または郵便にてお申
込み下さい。シルバーコース 50point 以上 ゴールドコース100point以上 エクセレントコース200point 以上

※商品についての詳しいお問い合せは、りゅうぎん窓口かフリーコールまで。

フリー
コール

検 索琉球銀行　ポイントサービス

http：//www.ryugin.co.jp/

ATM時間外
手数料が

（当行ATM利用時のみ）

無料！ 当行本支店間の
振込手数料が
（キャッシュカード使用時のみ）

無料！ スーパー定期の
金利を上乗せ！

（※店頭表示金利＋0.05％）

特典1 特典2 特典3 
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経営トップに聞く 株式会社T&T
～本物の住まいを追求すると同時に、お客様の夢づくりの
　　　　　　お役にたち、沖縄の発展と地球環境の維持に貢献します～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役社長　比嘉　武

An Entrepreneur 有限会社グリーンフィールド
～「起業家訪問」　新鮮で安心・安全なカット野菜を提供する～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　代表取締役　大城　正雄　

経済ニュースのツボ ～少子高齢化と年金問題～
　　　　　　　　　　解説：りゅうぎん総合研究所常務取締役　照屋　正

寄稿　新時代の教育研究を切り拓く
～研究紹介第1回：異なる手法で迫る共通のゴール～
沖縄科学技術大学院大学コミュニケーション・広報ディビジョン
　                                     　　　　　メディアセクションリーダー　名取　薫

アジア便り シンガポール
～HALAL（ハラル）について～
　　　　　　　　　　　　　　　　　     レポーター：赤嶺　友紀（琉球銀行）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本貿易振興機構（ジェトロ）にて研修中

アグリビジネス実践講座
～モクモク手づくりファーム流「アグリビジネス勝利の方程式!!」～
第5回：6次産業化成功の６つのポイント（後編）

　　　　株式会社モクモク流農村産業研究所　　　主任研究員：篠原　辰明

特集1 沖縄県の主要経済指標

特集2 2013年度の沖縄県経済の動向
～県内景気は年度初めに拡大域に入り、年度終盤には消費税増税前の
　駆け込み需要の盛り上がりなどから拡大の動きがさらに強まった～

行政情報53
沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組等について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府沖縄総合事務局経済産業部

りゅうぎんビジネスクラブ
～「りゅうぎんビジネスクラブ」入会のご案内～
～第4期「りゅうぎんマネジメントスクール」が開講しました～

県内大型プロジェクトの動向51
経営情報 役員の就任・退任に係る給与
～新年度の人事異動等にともなう、使用人や役員の分掌変更のとり扱いについて～
　　　　　　　　　　 提供　太陽ＡＳＧグループ　ＡＳＧ税理士法人

沖縄県の景気動向（2014年３月）
～消費関連が特に消費税増税前の駆け込み需要の盛り上がりから好調に推移し、観光関連、
　建設関連も好調に推移していることから県内景気は拡大の動きがさらに強まっている。～

学びバンク
・沖縄の優位性　～物流ハブ重要さを増す～

りゅうぎん総合研究所常務取締役　久高　豊（くだか　ゆたか）
・県内の地価　～都市上昇　地方は下落～

りゅうぎん総合研究所上席研究員　伊佐　昭彦（いさ　あきひこ）
・世界水準の観光地　～ハワイ並みの態勢必要～

りゅうぎん総合研究所上席研究員　比嘉　盛樹（ひが　もりたつ）
・増税による消費動向　～反動も夏には回復予想～

りゅうぎん総合研究所研究員　我那覇　真梨子（がなは　まりこ）

経済日誌 2014年4月

県内の主要経済指標

県内の金融統計
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