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経営 トップに聞く

より良い商品を
いつも安く︒
株式会社

ビッグワン

久保田 安彦 社長
県内初のディスカウントショップとして 1981年に那覇市古島で開業。独自の仕入れ先を持つことで
安さを実現し、消費者の支持を得た。長い景気低迷で消費者の節約志向が続いているが、お客さまの
目に留まる「おもしろ商品」を提供することで集客を増やし成長を続ける。沖縄市海邦町の本社をお
訪ねし、久保田社長にこれまでの歩み、事業内容、経営理念、ビジョンなどをお聞きした。
インタビューとレポート 照屋 正
創業からこれまでの歩みをお聞かせください。

取引量も次第に増え、それとともに好調な業績が

1981 年 4 月に、ビッグワン那覇店を那覇市古

続きました。一方で、
新しいディスカウントショッ

島にオープンしたのがディスカウントショップ

プ会社がいくつか立ち上がり、マーケットは一層

「ビッグワン」のスタートになります。初代社長
は玉城榮則です。

の拡大をみせるようになりました。
ところが、1990 年代後半になると当社は、金

1981 年といえば、まだ県内にはディスカウン

融危機を発端とする景気の悪化とともに身の丈以

トショップのない時代です。商品の安さに加え、

上の設備投資が経営を圧迫し始め、経営の大幅な

珍しさも手伝い、開店後すぐに評判となり、好調

見直しが求められるようになりました。経営改革

なスタートを切ることができました。

を実現するため、
2000 年１月に玉城榮信（現会長）

当時の仕入れ先は、ほとんどが大阪でした。消

が社長に就任し、大幅な事業刷新を行いました。

費者に、より安く商品を提供するというビジネス

以降、店舗の増設や物流センターの設置など本来

モデルを可能にしてくれたのが、この独自の仕入

事業の経営基盤の充実を図ることを重点的に推

れ先を持っていたことでした。

進。その結果、再び成長軌道に乗ることができ、

ディスカウントショップの人気が広く認知され
るようになると、県内の卸売会社やメーカーとの

現在に至ります。
特に昨年は、那覇店の拡張移転によって大きく

1
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昨年 2 月に移転オープンした「ビッグワン那覇店」

ビッグワン宮古店

業容が伸び、当社が目指す経営の方向性をしっか
りと確認できた一年でもありました。
私は夜間大学在学中に、アルバイト社員として

独自の売場づくりがお客さまの目を引く

首里城風らーめんコーナーは販促室のオリジナル企画
（那覇店）

現在の那覇店は、当社の中核店舗と位置付けて
います。同時に、新しい企画の試行店舗としての
役割も持ち、その結果次第で全店で展開するとい

当社の中部店に入社しました。張り合いのある毎

う仕組みを築いています。

日に、けっこう楽しく仕事に打ち込んでいた記憶

■「オンデーズ」事業

があります。各部署を一とおり経験した後、2012

全国展開する、めがね販売チェーン「オンデー

年５月に玉城榮信（現会長）から引き継いで社長

ズ」のＦＣ店として、名護店、具志川店の２店舗

に就任しました。

を運営しています。リーズナブルな価格が人気を

現在、ディスカウントショップ事業は直営店が
７店舗、ＦＣ（フランチャイズ）店が４店舗です。
そのほか「オンデーズ」ＦＣ事業を２店舗、
「Ｔ
ＳＵＴＡＹＡ」ＦＣ事業を１店舗運営しています。

呼び、好調な実績をあげています。
■「ＴＳＵＴＡＹＡ」事業
書籍・ＤＶＤ、ＣＤレンタル事業の「ＴＳＵＴ
ＡＹＡ」チェーンのＦＣ店として加盟、名護店を
運営しています。場所はビッグワン名護店の隣。

それぞれの事業について、概要を教えてください。

立地や効率の面で相乗効果が期待され、長期的な

■ディスカウントショップ事業

視点で本事業を育てたいと考えています。

直営店は、那覇店、山内店、名護店、小禄店、
泡瀬店、石垣店、宮古店の７店舗。ＦＣ店は、城

消費者の節約志向が続く中にあって売り上げを堅

間店、みどり町店、愛知店、美里店の４店舗です。

調に伸ばしています。独自の取り組みがあればお

那覇店は、駐車場確保が難しくなったため、
2014 年 2 月に現在の新都心エリア（環状２号線

聞かせください。
お客さまの買い物の動向を眺めると、
以前は つ

沿い）
に移転しました。移転後は駐車台数が 90 台、

いで買い が多くみられましたが、今はそれが減

店舗面積が2. 5倍の大きさになったため来店客数

り、よほど目を引く商品でなければ買っていただ

が大幅に増え、売上高は移転前の那覇店に比べ、

けない時代になっています。

２倍以上の伸びをみせています。
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こうした環境変化に対応するために私たちは、
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自社で企画開発した横幅の広い折りたたみ椅子

お客さまの期待を超える商品を提供し、購買に繋
げる取り組みに力を入れています。

しています。
また、長く事業を続ける中で、調達力に優れた

期待を超える商品とは、そう大袈裟なものでは

多くの卸売会社と太いパイプを持ち、信頼関係を

ありません。ちょっとしたことでもお客さまの目

築いてきました。これによってタイムリーに商品

に留まり、お客さまの「発見」に繋がるような商

を仕入れ、お客さまのニーズに応える体制を確立

品のことを言います。

しています。

最近の例で言えば、当社が独自で企画した小型

第２は商品販売力です。特に通販商品の取り組

の折りたたみ椅子がそうした商品としてヒットし

みには力を入れており、ビッグワンといえば「通

ました。お年寄りの皆さまが楽に座れるように、

販商品が豊富」という評価をいただいています。

横幅を大きく拡張しクッションタイプにしたのが

例えば、大手通販会社と共同で、売り場展開の計

特徴です。発売するとすぐに「これまでにない座

画やＴＶメディア販促の計画などに取り組み、成

りやすい椅子」と評価をいただき、好調な売れ行

果を上げています。その大手通販会社から「全国

きが続いています。
「ビッグワンに行けばおもし

一の販売実績」との評価をいただきました。

ろい商品がある」という印象を強めてくれた商品
と言えます。

店舗スタッフには、
「あいさつ」
「
、クリンリネス」
、
「品切れ防止」を重点的に実践してもらい、それ
が顧客満足の向上と販売力の強化に繋がっていま

御社の特徴をお聞かせください。

す。

当社の特徴は、次の３点にあります。この３つ

第３は本部支援力です。これは店舗スタッフが

の総合力がお客さまから支持をいただいている基

顧客満足を高めるための企画を立案すると、本部

盤になっていると考えています。

スタッフがその後方支援を行うという組織体制の

第１は商品調達力です。当社は中国の製造会社

ことです。これまで店舗単位で行っていた業務の

と提携し、独自で企画した商品を生産委託してい

一部を本部で吸い上げ、一元的に管理することに

ます。それを大量に仕入れることによってコスト

よって、生産性と顧客満足の両方を飛躍的に向上

を抑え、安く販売するという一連の仕組みを確立

させることができました。
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広報活動は大事な戦略の一つ

沖縄市海邦町の本社に隣接する物流センター

本部では、販促室という専門実働部隊（部署）
がその役割を担います。商品の大量陳列、エンド

広大な物流センターが経営戦略をサポートする

キャラクターを積極的に活用する

イしておもしろい商品」とは、ディスプレイの工
夫次第で売り上げが伸びる商品です。

陳列、山積みなどのレイアウト支援のほか、販促

私が考える経営方針を「おもしろ商品」という

物やＰＯＰ広告などの作業を店舗スタッフと協力

分かりやすい キーワード で伝えることで、社

し合いながら行います。

員一人ひとりが具体的に何をするべきかが理解し

本部支援力によって 統一感のある売り場創り

やすくなります。そして、社員のベクトルを目指

が実現し、ビッグワンのカラーが打ち出されたと

す方向に統一することができます。
「おもしろ商

思います。

品」とは、一つのマネジメントツールと私は位置
付けています。

社員には「おもしろ商品」をキーワードに動機付
けを行っています。どのようなやり方なのでしょ

経営理念についてお聞かせください。

うか。

基本理念

「企画しておもしろい商品」
、
「仕入れておもし

より良い商品を追い求め、より安く仕入れる

ろい商品」
、
「売っておもしろい商品」
、
「ディスプ

ための努力を怠らず、お客様の望んでいる商品

レイしておもしろい商品」
、
「お客さまもおもしろ

をどこよりも安い価格で提供できるよう心がけ

いと言ってくださる商品」―これらを一言で「お

ているお店です。

もしろ商品」と社内で共有しています。社員には
「おもしろ商品」をどんどん作り、提供して欲し
いと呼びかけています。
例えば、
「企画しておもしろい商品」には独自
で企画設計した折りたたみ椅子や自社企画の家電
製品などがあります。
「仕入れておもしろい商品」
とは、いわゆる中抜き（直接仕入）をして利益率
を高めることに成功した商品です。
「ディスプレ

4

あわせて、常にお客様の立場にたった売場作
りのできる人を育てているお店です。
ビジョン
「よい品をいつも安く」
。
「よい品をいつも安く」を通して社員の幸福を
実現する。
「よい品をいつも安く」を通して地域一番店を
目指す。
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会社概要
商

号： 株式会社 ビッグワン

本

社： 沖縄県沖縄市海邦町 3 番地 18

連 絡 先： 098-937-0661

本部スタッフが店舗スタッフの後方支援として
協力する

創

業： 1981 年（昭和 56 年）4 月

役

員： 取締役会長 玉城 榮信
代表取締役

久保田

安彦

取締役常務

真座

武志

取締役常務

大城

智史

職 員 数： 271 名（パート・アルバイト含む）
事 業 内 容： 総合小売業
（ディスカウントショップ）
「オンデーズ」事業
その他事業：・
・
「TSUTAYA」事業

２店舗
１店舗

価値観の共有が組織力を高める

地域密着を旨とし、地域貢献を果たす。

方を共有してもらいたいというのが基本にありま

その結果、地域のお客様に支持されるお店になる。

す。それらを伝える場が、毎週朝７時から開催す
る「共有会」というミーティングです。スタート

事業が継続できるのは、その時々で求められて

して今年で３年目になります。

いる商品をいち早く調達し、提供できているから
だと考えています。
その体制づくりには、前述したように特に力を
入れてきました。また、過去の成功体験に囚われ

これからの事業展開についてお聞かせください。
近い将来、店舗を一定のペースで増やしていき
たいと考えています。

ず、これまでの主力商品といえども時には厳しく

今は、そのためのビジネスモデルを構築してい

撤退の判断を下し、一方で新しい商品を貪欲に取

るところです。具体的には、店舗における在庫管

り入れるという姿勢を一貫して崩さずにきまし

理業務や間接業務を無くし、軽量化を進め、効率

た。

的な店舗展開を図ります。

これらの考えは、当社の経営の根幹をなすもの

今後は、県外企業の進出も増え、競争は一段と

であり、今後も変わるものではありません。全社

厳しさを増してくるでしょう。当社は、単なる安

員の共通認識としてしっかりと根付かせたいと考

値合戦に陥らないようにするためにも、
「おもし

えています。

ろ商品」を追及するビジネスモデルに磨きをかけ
て勝ち残りを図ります。

人材育成についての考え方を教えてください。

物流センターの設置、自社企画製品の生産体制

当社の職員は 271 名、うち店長を含む社員が

の確立、那覇店の拡張移転など基本的なインフラ

54 名、パート・アルバイトの臨時職が 209 名です。

が整った今、いろいろな展開が可能になり、私自

店長には販売、アルバイト採用、人材育成の権限

身楽しみにしているところです。

を与え、経営者の視点で運営してもらっています。
私が直接指導するのは、店長を含めた社員です。
とにかく私の頭の中にあるすべてを伝え、考え
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株式会社アイセック・ジャパン

話し手の言葉をリアルタイムで
文字情報に変換して配信する新
しいサービスを開発、多様な
ニーズに応える。
○代表者
○創 業
○事業内容
○本

社

○事業所
○ＴＥＬ
○従業員

事業概要

一瀬 宗也
2008 年 9 月 1 日
リアルタイム文字通訳サービス
ＩＴ委託研修訓練
インターネットショップ「美ら国」運営
沖縄県うるま市字川崎 468
「いちゅい具志川じんぶん館」1F
e- ミミセンターうるま（うるま市）
e- ミミセンターわかさ（福井県）
098-972-6888
70 名

いち せ

むね や

一瀬 宗也 社長

型遠隔情報保障システムの研究が行われている
ことを知り、そのグループに参画。関係機関の
支援をいただきながら、研究の事業化を進めて
きました。それが形になったのが「リアルタイ
ム文字通訳サービス ｅ - ミミ 」事業です。
聴覚の障がいでは、手話という伝達の方法が
ありますが、情報量が多い場合には十分に伝え
られない部分が出てきます。また高齢化社会を
迎え、「聞こえ」に不自由を感じる方が増え、

事業のあらまし
当社は、高齢者や聴覚障がい者の方など「聞

文字による伝達のほうが効果的な場面が増えて

こえ」に不自由を感じている皆さまに、スマー

います。本サービスは、「速さ」「正確性」「全

トフォンやタブレット端末を通じて字幕を配信

文入力」を特徴に、こうした課題を解決する有

するサービスを主事業としている会社です。

効なツールとして開発しました。

例えば、講演会で話す音声を、当社の字幕セ

現在、職員は 70 名でうち 50 名がオペレー

ンターのオペレーターがリアルタイムで文字に

ターです。事業所はうるま市に本社と字幕セン

変換し、受講者のスマートフォンやタブレット

ターを設け、福井県に今年１月、第２字幕セン

端末、会場のモニター画面などに字幕配信しま

ターを設置しました。

す。このシステムによって、「聞こえ」に不自
由を感じている方も瞬時に話し手の言葉を読み

オペレーションの仕組みと人材育成

取ることができ、情報の詳細な伝達が可能にな

音声を文字に変換する作業は、すべてオペ

ります。私たちはこのサービスを「リアルタイ

レーターの入力によって行われています。一般

ム文字通訳サービス

に人の話すスピードは、１分間に約 300 文字

ｅ - ミミ 」と呼んでい

ます。

と言われます。一方、一人のオペレーターが１
分間に打てるのは 200 文字が限度。そのため

起業への道のり

一人では応じきれません。この解決方法として

当社を設立したのは 2008 年 9 月です。最初

二人一組によるオペレーション技術を導入しま

に手がけていたのは、ホームページのチャット

した。この技術は、当社と研究機関が共同で開

のコンタクトセンター事業でした。

発し、実用化を実現したものです。

2011 年に、筑波技術大学を中心にモバイル
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オペレーターには特殊なスキルが求められ

本社が入居する「いちゅい具志川
じんぶん館」

当社のサービスが採用された「国連防
災世界会議」

学校授業で活用が広がる

二人一組によるオペレーション技術を開発

リアルタイムでタブレットに配信される

知事から「2014 年沖縄県人材育成企
業」の認定を受けた

ますので、教育に特に力を入れています。入
社時は多くの皆さんが 1 分間に 60 文字程度の

大学での活用例
県内の大学で聴覚障がいのある学生の方が、

スピードです。しかし約半年の訓練によって

本サービスを使って授業を受け、その効果を実

120 文字程度のレベルに達します。

際に体験しています。先生のマイクを携帯電話

受注する講演会やセミナーなどは、専門用語

につなぎ、音声をセンターへ送信するとネット

が使われますので、それに応じた学習もしっか

を通じて学生のタブレットに文字情報が返信さ

りと行いスキルを高めています。

れます。「講義のすべての内容が伝えられ、自

50 名のオペレーターがいますが、ペアは固
定せず、できるだけローテーションを行うよう
にしています。

分の耳の代わりになっている」と感想をいただ
いています。
また、聴覚に障がいのない方でも、講義を文
字情報で再度受けることにより、誤解の防止や

活用の事例
本サービスは、講演会、セミナー、シンポジ

理解の掘り下げに役立つことが分かっています。
私たちは教育機関に対して、教育現場での新

ウム、会議、学校授業、結婚式、各種セレモニー、

しい取り組みの一環として本サービスの幅広い

観光ガイドなどで活用いただいていますが、最

活用を提案しています。

近注目を集めている事例を以下に紹介します。
行政機関での活用例

今後の取り組み

行政機関で行われる議会は、一般に傍聴席を

今年３月に宮城県仙台で開催された「国連防

設け、審議内容を広く住民にオープンにしてい

災世界会議」で、本サービスが会場内の字幕配

ます。ただ「聞こえ」の不自由な方々にとって、

信に採用されました。大きな国際会議では、字

審議内容を知るには手話の習得が必要になるな

幕配信の装備が標準になりつつあります。国内

どハードルの高い場となっているのが現状です。

での国際会議は今後も増えると見込まれ、当社

佐賀県武雄市では、市議会に本サービスを導

は増加する英語字幕の需要に応じるため、フィ

入し、審議内容をリアルタイムで字幕配信して

リピンに新たにセンターを設置する計画を現在

おり、議場だけでなく自宅や外部でも知ること

進めています。

ができます。さらに議会終了の数時間後には、

当社の目標は、「聞こえ」に不安を持つ方々

議事録速報としてホームページに掲載し、市民

が不自由なく暮らせる社会をつくっていくこと

サービスの向上につなげています。

です。そのために立ち止まることなく、チャレ
ンジし続けたいと思います。
（レポート

照屋

正）
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新時代の教育研究を切り拓く
〜沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて〜

研究紹介第12回：光を操作して物質を動かす
〜操り人形師のごとき光〜

OIST光・物質相互作用ユニットでは、光子と電子について理解することで光と物質の相互作用を研究し、
非常に繊細な新技術にこれらを応用しようとしています。

私たちの眼球レンズから光合成の現象まで、光と物質の相互作用は身のまわりで起こっています。
シーレ・ニコーマック准教授率いる光・物質相互作用ユニットでは、ナノ光ファイバーをレーザー
から照射される光と研究試料のインターフェースとして用いることで、原子ほどの大きさの少数
の粒子を単離し、調べています。万物の構成要素である光子、原子、細胞およびタンパク質について
よく理解することで、科学技術を躍進させようとしています。

シーレ・ニコーマック准教授

「眼球の働きから光合成に至るまで、光と
物質は常に互いに影響し合っています」と説
明するのは、沖縄科学技術大学院大学
（OIST）で光・物質相互作用ユニットを率い
るシーレ・ニコーマック准教授です。オーロ
ラ、虹、太陽電池、レーザー手術などは、い
ずれもこの精緻な相互作用があってこそ存在
します。「光を利用すれば、ナノスケール現
象の研究や操作が可能になります」とニコー
マック准教授は語ります。
そのために同ユニットでは、研究ツールと
して光ファイバーをヒトの髪の毛の100分の1
にも満たない細さに引き伸ばしてナノファイ
バーを作っています。研究室内の様々な実験
の中で、このナノファイバーは光を誘導した
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り、原子を調べたり、微量化学物質を感知し
たり、細胞大の粒子をつなぎ止めたりと大活
躍しています。
あるプロジェクトでは、レーザー光線を
使ってルビジウム原子を減速させ、原子の雲
を絶対零度に近いマイナス約268度まで冷却
しています。この時ニコーマック准教授の実
験室は、沖縄で最も寒い場所と言えるでしょ
う。その原子の雲の中央で、1本のナノファイ
バーを探針として用います。原子がファイ
バーの表面を通過する際に放出された光子
は、そのナノファイバーに入ります。これに
より、最少でわずか6個の原子の、個々の光と
物質の相互作用を調べることができます。
別のプロジェクトでは、水に沈めたナノ

沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて

ファイバーにレーザー光を通し、非常に小さ
な光のコンベヤーベルトを作成しています。
光がファイバーの内部で端にぶつかると、光
の一部が漏れ、「エバネセント場」が発生し
ます。これが、ファイバーの周囲にある赤血
球サイズのプラスチック微粒子を引きつけて
動かします。この方法は光を使って物体を捉
えて運ぶ光ピンセットの考え方に新しい方向
性を与え、超精密な操作が必要な生物学分野
において大いに役立つと考えられます。
もう1つのプロジェクトは、エバネセント場
からの光をガラスの微小気泡の中に送るとい
うものです。光が気泡の壁に特定の角度でぶ
つかると、光がその球体の中で数千回も反射
し、光で共鳴する空洞を作り出します。これ
は円形の建物内の回廊で、離れた場所のささ
やき声が反響して特定の場所ではっきりと聞
こえるのに似ています。このわずかに光る気
泡はかすかな振動にも反応するため、ごく微
量のガスやウィルスでさえも検出できる優れ
たセンサーになります。
粒子を操作する光マイクロファイバーやナノ
ファイバーの分野はこの10年間で拡大してお
り、物理学や生物学の世界で有望な用途がたく
さん生まれました。ほとんどの研究は、「基本
モード」として知られる光の基本プロファイル
を用いたこの技術の利用に重点を置いています
が、光・物質相互作用ユニットでは、光のプロ
ファイルを「高次モード」に変えたことで、光
の力が基本モードのときよりも強力になること
を実証しました。この力を利用すると、基本

寄稿

モードのときよりも格段に速く小さなポリスチ
レンビーズを捕え、マイクロファイバーに沿っ
て動かすことができます。
「高次モードはより強い力を生成するとい
うことが理論的に提示されましたが、我々の
知る限りでは、粒子の三次元操作が実験的に
実証されたのはこれが初めてです」と、同ユ
ニットのヴィエット・ギアング・トルオング
博士は語っています。
光は、様々な形状をとることができます。
基本モードでは、通常、エネルギーは中心部
で最も強く、ビームの縁にいくほど徐々に弱
まります。これ以外の形状の光は高次モード
と呼ばれています。例えば、このエネルギー
パターンは、ドーナツのように見え、輪の部
分にエネルギーの大半が含まれ、穴（中央
部）にはエネルギーは含まれていません。科
学者たちは、結晶に光を通すことで高次モー
ドをつくることができます。
水中における粒子制御ではマイクロファイ
バーにレーザー光を伝搬させます。このファイ
バーの直径は、中心に向かって細くなり、中央
部の「ウエスト」と呼ばれる領域で著しく細く
なっています。光はファイバーを通過すると
き、この非常に細いウエスト内部に収まること
ができないため、ファイバー周りにエバネセン
ト場をつくって広がります。このエバネセント
場はファイバー表面近くの粒子を捕らえること
ができるため、研究者たちは粒子の位置と運動
を制御することができます。光の進行方向に対
し粒子は移動します。

光・物質相互作用ユニットでは、水で満たされた中空の球
とナノファイバーから漏れた光を用いて、世界最小レベル
のウィルスや化学物質を検出できるバイオセンサーの開発
を目指しています。
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OISTの研究者たちは、基本モードと高次
モードのそれぞれの光に対して粒子がどのよ
うに反応し、どちらのモードがより大きなエ
バネセント場をつくりだすかを比較しまし
た。その結果、高次モードを用いると、粒子
が最大8倍の速度でマイクロファイバーに沿っ
て移動することを確認しました。
「想定していたように速度増加を確認する
ことができました。増加要因の一つはマイク
ロ流体力と考えられます」と、ニコーマック
准教授の指導の下、OISTで博士課程の研究を
行っているアイルランドのコーク・カレッジ
大学博士課程の学生アイリ・マイマイティさ

寄稿

んは説明しています。粒子は速度を得るにつ
れ、ファイバーからわずかに離れます。これ
によって抵抗が減り、ますますその速度を増
します。
実験成功の鍵の一つは、マイクロファイバー
の形状を変更して、実験で用いるウエスト領域
に達するまで光が漏れないようにしたことでし
た。マイクロファイバーの直径は80ミクロン
から始まり、次第に細くなってウエスト部で2
ミクロンになります。研究者たちは、炎の上に
ファイバーをかざし十分に熱せられた後、徐々
にファイバーを伸ばして中央部を所定の薄さに
することでテーパ部を作製します。

左：基本モード（上）と高次モード（下）の光の形状が、図（カラー、左）で示され、実験では（白黒、右）で示されています。
右：エネルギー分布の変化により、高次モード（赤い線）からのエバネセント場の方が、基本モード（黒線）からのものよりもマイ
クロファイバー（グレー領域）のより外側へ広がっています。

3ミクロンのポリスチレン粒子（白い点または円）が、基本モード（左）と高次モード（右）の光によりマイクロファイバーに沿って
移動します。粒子は、高次モードの下で基本モードの8倍の速度で移動しました。この理由は、当該粒子がファイバーに沿ってよ
り遠くまで移動し、カメラで捕らえることのできる速度よりも速く移動したからです。
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マイマイティさんは、ファイバーの全長にわ
たって光の損失が確実にごくわずかとなるよう
テーパ部の形状を制御しました。これにより、
ウエスト部で粒子を制御するために用いられる
光量エネルギーが最適化されます。マイクロ
ファイバーは非常に薄く、人の髪の約1/50以
下の太さですが、ガラスの特性により、サイズ
のわりには驚くほど丈夫です。
トルオング博士は、「この実験により、マイ
クロファイバーの高次モードが粒子を捕らえて
移動できることが示されました。次のステップ
は、マイクロファイバー周りの複数の粒子を三
次元的に制御することです。我々はまた、ナノ
ファイバー周りの原子について同様な挙動を示
してみせたいと切望しています」と、述べてい
ます。
光マイクロやナノファイバーを用いた粒子の
光トラッピングと操作は、例えば、標的細胞内
のような特定の場所への薬物の送達、ならびに
細胞成分間の相互作用力の測定を容易にすると
ともに、冷却原子を用いた量子物理学の研究に
役立つ可能性があります。研究者たちはまた、
DNAとRNAの転写および翻訳過程に関与する
タンパク質を研究するためにこのツールを利用
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することにも関心を抱いています。
本研究では、研究者たちはマイクロファイ
バーの使用に際して、個別粒子を捕らえて移動
させるために研究で広く使用されている手法で
ある光ピンセットも同時に使用しました。マイ
クロファイバーにおける高次モードは粒子操作
が可能な方法を増やすため、光ピンセットの改
良を促します。今後、研究者たちは、マイクロ
ファイバーが捕捉粒子に関するより正確な情報
を伝える機能を取り込むことによっても光ピン
セットの感度を向上させるだろうと予想してい
ます。
「極薄のファイバーの良さは、このファイ
バーが、我々が選択した特定のパラメータだけ
に影響を及ぼしながら様々な多くの物理システ
ムの探査を可能にする非常に非侵襲的なツール
であるということです」と、ニコーマック准教
授は述べた上で、「本研究では、光マイクロ
ファイバーに高次光モードを使用してミクロン
サイズの粒子を捕捉することに焦点を当ててい
ますが、同様の技術を原子レベルで使用するこ
とにより量子ネットワーク内にいくつかのビル
ディングブロックをつくることができます」
と、語っています。

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。
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急増する外国人観光客
― 受入環境整備支援の取り組み ―

はじめに
外国人観光客実態調査結果

（沖縄県）

平成 26 年度の入域観光客数は過去最高の

テム導入支援の支援メニュー（助成金）を準備

717 万人となり、そのうち外国人観光客数は

し、県内の外国人観光客受入の環境整備を支援

99 万人と急激な伸びを見せています。外国人

しています。

観光客数は過去 4 年間で約 3 倍にも増加して
いる一方で、外国人観光客に対する受入体制に
ついては課題も多く指摘されています。

語学研修等支援（講師派遣事業）
沖縄県と OCVB では、国際観光地として受

上図は「平成 26 年度外国人観光客実態調査

入体制を強化するため、国内外の観光客が満足

（沖縄県）」です。これによると、外国人観光客

する高いサービスを提供できる人材の育成・確

の満足度が低い項目（ワースト３）は、①外国

保に取り組んでいます。

語対応能力、② Wi-Fi、③両替の利便性となっ
ています。
これらの課題の改善と解決を図るため、沖縄

講師派遣事業
講師派遣事業では、
観光人材の育成を目的に、

県と OCVB は①語学研修等支援（講師派遣事

沖縄県内の観光関連企業・団体が実施する「語

業）
、②翻訳支援、③ Wi-Fi 支援、④免税シス

学研修」
「異文化理解研修」
、
「人材育成研修（ビ
、
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ジネススキル等）」に対し、講師を派遣し、規
定に基づく講師謝金、旅費を支援しています。
研修を希望する企業・団体は、あらかじめ沖
縄観光人材育成マッチングサイト「育人（はぐ
んちゅ）」に登録された講師情報（登録講師数
100 名以上）から希望講師を選択し、研修内
容を講師と調整の上で研修を受講することがで
きます。
希望する研修を企業単位で柔軟に計画・実施
できることから本事業は非常に好評です。平成
26 年度は 82 社、2,384 名が本事業にて様々
な研修を実施し、今年度も多数の事業者の方が
積極的に同事業を活用しています。
今年度の支援実績（一部抜粋）
「接客英語研修」（宿泊事業者・離島）
「接客中国語研修」（小売事業者）
「インバウンド対応能力研修」（宿泊事業者）
「次世代を育成する中堅社員研修」（レンタ
カー事業者）
「食物アレルギー研修」（観光関連団体）
「アンガーマネジメント研修」
（観光関連団体）

内

容

講師派遣事業
沖縄県内の観光関連企業・団体が実施
する「語学研修」、「異文化理解研修」、
「人材育成研修（ビジネススキル等）
」
に対し、講師を派遣し、規定に基づく
講師謝金、旅費を支援します。

助成金額

①語学研修は、１時間あたり 11,000
円（1 言語につき最大 30 回まで）。
②語 学 以 外 の 研 修 は、1 時 間 あ た り
15,000 円（派遣先の事業者 1 件に
つき最大 10 回まで）。

助成対象者

インバウンド助成事業（受入インフラ整備支援
事業）
来県した外国人観光客の利便性を向上し、沖

③旅費交通費等。

縄滞在における満足度を高めることを目的に、

県内観光関連企業・団体等（1 回の研

県内の観光関連事業者に対し、外国人観光客が

修に 5 名以上の研修受講者を予定して
いること）

無料で利用できる Wi-Fi 機器の設置費用や、翻
訳が必要な媒体を制作する際に発生する翻訳費

※先着順。予算限りで終了。

用の一部を助成しています。

※その他詳細は、沖縄観光人材育成マッチングサイト

また、外国人観光客向け消費税免税制度が昨

「育人（はぐんちゅ）」をご確認の上お問い合わせく

年 10 月に改正されたことを受け、本県におい

ださい。

ても観光消費を促進させるため、消費税免税手

https://jinzai.ocvb.or.jp/hagunchu/

続きに必要な書類作成に係る機器及びシステム

※次の写真は「講師派遣事業」の様子です。

導入に関する助成事業も開始しました。
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沖縄観光コンベンションビューローの取り組みについて

翻訳支援

免税システム導入支援

翻訳支援事業では、外国人観光客受入にあた

昨年 10 月より、外国人観光客向け消費税免

り、翻訳が必要なコンテンツ作成時に発生する

税の対象範囲が、従来の家電製品や宝飾品に加

翻訳費用の一部を支援しています。これまで

え、食料品や飲料品、化粧品類などの消耗品ま

３年間で約 250 社が利用しました。当該事業

で拡大されました。

を活用する際は、OCVB ウェブサイト「沖縄

外国人観光客の消費単価向上などが期待され

インバウンド net.」に掲載されている「OCVB

る一方で、各小売店舗においては、商品販売時

指定県内翻訳会社リスト」を確認の上、当該リ

に「輸出免税物品購入記録表」の作成や「購入

ストから翻訳会社を選択してください。

者誓約書」の保存など事務手続きが発生してき

内

容

講師派遣事業
翻訳が必要なコンテンツ作成（パンフ
レ ッ ト、メ ニ ュ ー、WEB サ イ ト 等）
に係る翻訳費用の一部を助成します。

助成金額

翻訳料 1 言語あたり上限額 8 万円
（1 事業者あたり 4 言語まで申請可能）
。

助成対象者

宿泊施設、観光施設、飲食施設、交通

ました。そのような現状を受け、沖縄県とＯＣ
ＶＢでは、免税システム導入に関わる経費の一
部を助成することで、県内の消費税免税店化を
促進し、さらなる外国人観光客の観光消費の活
性化を目指しています。

機関（バス・タクシー等）
、複合型商
内

業施設等。

容

講師派遣事業
消費税免税の免税手続に必要な書類作
成等の機器・システム導入に関わる経
費の一部を助成する。

Wi-Fi 設置支援

助成金額

テム導入に関わる経費の 3 分の 2 以内

Wi-Fi 設置支援事業では、外国人観光客から
ニーズの高い無料 Wi-Fi スポットの設置につ

（上限 30 万円）。
助成対象者

いて支援しています。これまでの３年間で約

容

県内の店舗。または平成 28 年 3 月 4
日までに「輸出物品販売場」許可証の

期整備等（新規・増設）にかかる費用

「沖縄インバウンド net.」
OCVB では、多様な方面からインバウンド

の一部を助成する。
Wi-Fi 環境の構築に必要な機器やシス
テム導入にかかる費用の 3 分の 2 以内
（上限 60 万円）。
助成対象者

写しを提出できる県内の店舗。

講師派遣事業
県内民間施設で外国人観光客が無料利
用できる Wi-Fi 環境の構築に必要な初

助成金額

平成 26 年 10 月 1 日以降に税務署か
ら「輸出物品販売場」の許可を受けた

320 社が利用しました。
内

免税手続きに必要な書類作成等のシス

に取り組む皆さまをサポートしています。イン
バウンド受入に関する県内事業者向け助成事業

県内宿泊施設（ホテル・民宿）
、県内

については、インバウンド事業者向けの情報サ

観光施設、複合型商業施設等、外国人

イト「沖縄インバウンド net.」に掲載しており、

観光客を受け入れる県内民間施設であ
ること。

ウェブサイト上で外国人観光客を受け入れる際

※平成 25・26 年度に当該支援事業の

に便利な各種マニュアルや便利なツールも閲覧

交付を受けた施設は対象外です。

できます。ぜひご覧ください。
「沖縄インバウンド net.」
URL → http://www.visitokinawa.jp/oin/

一般財団法人

問い合わせ先
沖縄観光コンベンションビューロー
T E L 098-859-6129
FAX：098-859-6221
E-mail：ukeire@ocvb.or.jp
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アジア便り

香 港
vol.88

蘇州

上海

那覇

香港

レポーター

村井

俊秀（琉球銀行）

沖縄県香港事務所に出向中
（副所長）

香港での中秋節、国慶節とマカオについて
はじめに
皆様こんにちは、沖縄県香港事務所の村井です。

により中華人民共和国の成立が宣言されたことに
ちなむもので、いわゆる、建国記念日です。中華

10 月に入り、暦の上ではすっかり秋と言いたい

人民共和国ではこの日をはさむ約 1 週間が大型連

ところですが、まだまだ残暑が厳しいのではない

休となりますが、香港では 10 月 1 日当日のみ祝

でしょうか。暦のお話で中秋節と国慶節について

日となります。

ご紹介したいと思います。

上記のように、香港は中国の一部ではあります
が、歴史的背景もあり、祝日にも若干の違いがあ

１．中秋節、国慶節とは

ります。

中秋節とは月見のことで、毎年旧暦 8 月 15 日
を指します。中国本土では 8 月 15 日が祝日とな
るのですが、香港では翌日の旧暦 8 月 16 日（今
年は 9 月 28 日）が祝日となります。人々は月餅
を買うほか、サトイモやスターフルーツ、ヒシを
買ってお祝いします。近年の香港では様々な新様
式の月餅が発売され、最近では紅芋を使った月餅
も発売されています。

出典

美心 HP

国慶節とは、1949 年 10 月 1 日に天安門広場
にて中華人民共和国の建国式典が行われ、毛沢東

16

国慶節の様子（上・下）

アジア便り 香港

２．マカオとは
今回のアジア便りでは当所の管区である「マ
カオ」についてもご紹介したいと思います。
マカオの正式名称は、中華人民共和国マカオ
特別行政区で中華人民共和国の特別行政区の一
つです。中国大陸南岸の珠江河口（珠江デルタ）
に位置する旧ポルトガル植民地で、カジノや世
界遺産を中心とした世界的観光地として知られ
ています。
マカオは中華人民共和国広東省の珠江の最下
流域に位置し、香港からは南西に 70km 離れ
ており、中国大陸本土南海岸に突き出たマカオ

（香港 , 広州との位置関係）

３．マカオの歴史
珠江と南シナ海の境目に位置するマカオは、

半島と、沖合いの島から構成されています。こ

もともと、水上居民を中心とする漁業の村でし

の島は、もともとタイパ島とコロアネ島という

た。その後、東南アジアなどとの通商が始まり

二つの島でしたが、島の間が埋め立てられてコ

貿易の町として栄えました（このあたりの経緯

タイと呼ぶ地域となり、現在では全体がひとつ

は香港と似ています）
。
1513 年に、当時世界有数の海洋大国だった

島の間は 3 つの橋でつながれ、コタイから西

ポルトガル人がマカオに渡来し、明王朝との交

に中国の珠海を結ぶ橋もあります。

易を開始。1557 年にポルトガルが明から居留

︵現在のマカオ周辺地図︶

の島のようになっています。半島部と旧タイパ

権を得て中国大陸における唯一のヨーロッパ人
居留地となりました。この前後にカトリック教
会の宣教師でイエズス会の創設メンバーの一人
であり日本でも有名なフランシスコ・ザビエル
が、ポルトガル政府の支援の下、マカオを拠点
に東南アジア各地でキリスト教の布教活動を
行っていました。
イギリスがアヘン戦争に勝利して、1842 年
に香港島を獲得すると、ポルトガルも 1845 年

︵埋め立て前のマカオ周辺地図︶

に「マカオ自由港」の成立を宣言し、ポルトガ
ル軍がタイパ島とコロアネ島を占領、1887 年
にはポルトガルが統治権を獲得し正式に同国の
植民地としました。
しかし、天然の良港に恵まれアジアにおける
要衝として発展した香港とは対照的に、マカオ
の貿易港としての機能は低下してしまいました。
マカオは珠江の土砂が堆積しやすい位置にあり、
大型の船舶が入港しにくくなっていたことや当
時ポルトガルの国力が凋落していたことが衰退
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の主な原因に挙げられます（このあたりが香港

地時代からポルトガル語と中国語の 2 言語と

と異なるところですが、逆に埋め立てしやすい

定められ、官報を始めとする各種公布や注意

環境ということも言え、現在に至っています）
｡

表示、道路標示などの公的表示にはほぼ全て 2

その後 1979 年に、ポルトガル政府は中華人民

言語併記が義務付けられています。地区内の看

共和国政府との国交樹立（中華民国との断交）や

板表記なども、多くが 2 言語併記がなされて

第二次世界大戦後の国力低下に加え、自治が進ん

いますが、観光客が多いこともあり英語も含め

だマカオを植民地として統治することに重きを置く

た 3 言語表記になっているほか、バスの言語表

必要性も薄れたため、中華人民共和国に対して即時

記では広東語、ポルトガル語、普通話（中国語

返還を望みました。

の標準語）
、英語の 4 言語表記になっています。

しかし中国政府は、同じく植民地下にある香

口語では、中国語方言のひとつである広東語

港市民の動揺を恐れたため、当分の間、ポルト

が広く使われ、ポルトガル語はポルトガル人と

ガルによる統治を希望したと言われています。

マカイエンサなどを除けばほとんど使用されて

1984 年のイギリスと中華人民共和国の香港

いないのが実情です。また、年配者でも流暢に

返還交渉に続き、1987 年 4 月 13 日にポルト

英語や普通話も話せる人が多く、香港同様、語

ガルと中華人民共和国がマカオ返還の共同声明

学力が高い地域となっています。

に調印、マカオの行政管理権は 1999 年 12 月
20 日に中華人民共和国へ返還され、現在のマ
カオとなりました。

③通貨
域内の法定通貨は大西洋銀行及び中国銀行マ
カオ分行が発券する「パタカ」ですが、流通通

４．マカオの基本情報

貨の相当部分は香港ドルです。パタカの通貨
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レートは香港ドルにペッグ（自国通貨の通貨
レートをドルに連動させること）
されています。
香港ドルは米ドルにペッグされているので、パ
タカも米ドルにペッグされているのと実質同等
となっています。1 香港ドル =1.00982 パタカ
（2015 年 9 月 17 日現在）と、パタカがわずか
に価値が低いものの、ほとんどの店では等価に
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（出典：政府統計局）

①人種

扱われています。
５. マカオの経済状況
マカオは古くは漁村だったものの、ポルトガ

マカオの人口のうち 95% が華人であり、近

ルの統治下に置かれたことや、海外資本の参入

隣の広東省からの移住者です。残りはポルトガ

などにより 1970 年代より繊維産業が、1980

ル人や、マカイエンサと呼ばれる華人とポルト

年代に入り玩具、電気・電子産業が発展しまし

ガル人の混血となっています。

た。しかしその後、華南地域のより低廉な労働
力との競争によりこれらの事業は衰退してい

②言語
書き言葉としての公用語は、ポルトガル植民
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き、現在では世界最大級のカジノの町として知
られるようになりました。

アジア便り 香港

などのカジノが次々に建設され、現在では 30

マカオ GDP 推移
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最大であったアメリカのラスベガスの推計 65
億ドルを超え、世界最大のカジノ都市となりま

GDP 構成比の通り非常に高いことがお分かりい
ただけるのではないでしょうか。2002 年のカ
ᕤᴗ
1%

㣧㣗ᴗ
3%

米ドル（約 8400 億円）に達し、これまで世界

マカオのカジノ産業に対する依存度は別表の

マカオ GDP 構成比
㐠㍺䚸ᗜ
3%

2006 年にはカジノ売り上げが 69 億 5000 万

した。

ྡ┠GDP㸦10൨䝟䝍䜹䠅 145.1 166.2 170.1 226.9 295.0 348.2 413.5
ᐇ㉁⤒῭ᡂ㛗⋡䠄䠂䠅

を超える大規模なカジノが運営されています。

ジノ産業の国際入札解禁からわずか 4 年でカジ
ノ都市として世界首位の座を奪うに至った背景
には、チャイナ・マネーが最大の要因といわれ
ています。

䜹䝆䝜⏘ᴗ
46%

つまり、今日の経済成長は中国に対する依存
度が極めて高いということが言えます。2013
බඹ⾜ᨻ䚸
ᩍ⫱䚸་⒪
11%

年までの GDP 統計では順調な成長を見せてい
ますが、中国政府が打ち出している「倹約令」
によりマカオ経済は甚大な影響を受けており、
直近ではカジノ収入、GDP 成長率もマイナス成
長となっています。

（出典：グラフ・表とも政府統計局）

６. マカオのカジノ産業
カジノ産業はポルトガル統治下から存在
していたのですが、スタンレー・ホーという
人 物 が 経 営 す る「Sociedade de Turismo e
Diversões de Macau,S.A.（STDM）
」がカジノ
産業を独占していました。しかし、2002 年に
カジノ経営権の国際入札を実施したことでカジ
ノ産業が、香港系の「ギャラクシー・カジノ」
社とアメリカの「ウィン・リゾーツ」社にも開
放されました。これをきっかけに、外国からの
投資が急増し、
「グランド・リスボア」
、
「サンズ」
、
「ウィン・マカオ」
、
「ザ・ベネチアン・マカオ」
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アジア便り 香港

このような状況を受け、政府では緊縮政策など
の対応を進めており、一方でカジノ業界では非カ

最後に
現在、香港、マカオ間の橋が建設中であった

ジノ分野へのシフトといった動きを見せています。

り、香港、マカオ、華南地区の経済連携も進ん

マカオの産業構造に変化が起こりつつあります。

でいます。マカオは今後新たな魅力が生まれる
場所となるかもしれません。
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次回は当所が携わったイベントを紹介します。

上海

那覇

香港

RYUGIN BUSINESS CLUB

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

■各種セミナーの開催による情報等の提供
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】
H27. ２.26 森永卓郎氏「トップセミナー」
H27. 6 . 3 若手営業担当者向けセミナー
H27. 8 . 4 管理職向けリーダーシップセミナー
H27.10.20 経営者層向けセミナー（予定）

■
「経営参考小冊子」
の定期配送
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】
・部下をやる気にさせる上司のひと言
・どんな仕事もうまくいく
「気づかい」
の習慣

■専門家派遣サービス
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。

その他の
サービス

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
・第4期 宗次 德二 ㈱壱番屋 創業者特別顧問
・第5期 髙田 明 ㈱A and Live 代表取締役
（ジャパネットたかた 前社長）

■「りゅうぎんビジネスフラッシュ」定期配信
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】
・
「最少時間」で「最高の結果」を出す！
・若手社員向け・簡単な「経営指標」の見方

■りゅうぎんビジネスサイトによる
経営情報等の提供1
「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

■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
入会申込方法

年会費 20,000円
お問い
合わせ

■「りゅうぎんマネジメントスクール」の開講

1「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。
2 入会金は不要です。
3 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：楊、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。
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入会のご案内

レポート

レポート
「りゅうぎんマネジメントスクール」
5周年記念イベントを開催しました
りゅうぎんビジネスクラブ（代表 金城 棟啓）では、当行取引先の経営者・後継予定者・経営幹部な
どを対象とした「りゅうぎんマネジメントスクール」の開講5周年を記念して、平成27年9月9日
（水）にホテル日航那覇グランドキャッスルにて、記念イベントを開催し、第1期から第5期生総勢
200名以上の方が参加されました。
特別講演として、株式会社A and Live代表取
締役で㈱ジャパネットたかた 前社長の髙田明氏
をお招きし、
「 夢持ち続け 日々精進」と題し、経営
者としての心構えについてご講演いただきまし
た。講演終了後、金城頭取より本年度受講の第5
期生へりゅうぎんマネジメントスクール特製の
「修了証書」が授与されました。
今期のスクールは、全6回7講義を4月から半年
間にわたり開講し、62名の方にご参加いただき
ました。参加者のうち57名の方が修了しました。
（講義中の髙田氏）
（修了率：91.9％）
今期のスクールについて修了生からは、
「 多種多様な業種の方と意見交換ができ、大変有意義な
経験を得ました。これからもスクールが第10回、20回と続いていくことを期待しています」、
「 この
スクールで得た知識等を沖縄県の経済発展につなげて恩返しをさせていただきます」などのご感
想をいただきました。
修了式後の懇親会では、第1期〜5期生、株式会社A and Live 代表取締役 髙田氏、当行役員、各
営業店長を交え、情報交換や親睦が図られました。また、髙田氏直筆サイン色紙とジャパネット取
扱商品が当たるプレゼント抽選会を実施し、大いに盛り上がりました。
ビジネスクラブ事務局では、次年度以降もマネジメントスクールを開講いたします。ご興味のあ
る方は是非お取引営業店までお問合せください。

修了証書授与の様子

コンサルティング営業部内

りゅうぎんビジネスクラブ事務局

プレゼント抽選会の様子

楊・真栄城
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図Ⅰ .1 リサイクル（再商品化）３つのルート

沖縄総合事務局経済産業部の
最近の取組について

10 月は『３Ｒ推進月間』です
Reduce,
Reuse,
Recycle

図Ⅰ .2 上図のうち「②法人ルート」のスキーム

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動
を続けてきたわが国は現在、廃棄物の最終処分
場のひっ迫などの環境制約、将来的な鉱物資源
の枯渇に対する懸念などの資源制約といった問
題に直面しています。これらの制約要因が経済
活動への過大な制約となりかねない深刻な状況
にあることから、廃棄物・リサイクル問題は喫
緊の対応が必要となっており、環境と経済が両
立した新たな循環型経済システムを構築するこ
とが急務となっています。
今回は、沖縄総合事務局経済産業部が推進し
ているリサイクル事業の中から３つをご紹介し
ます。

特定事業者の多くは回収して再商品化するこ
とが困難なことから、図Ⅰ .1 の②の指定法人
（
（公財）容器包装リサイクル協会）に再商品化
義務履行を委託するパターンに該当します。
（ス
キームは図Ⅰ .2 参照）
経済産業部では、②パターンに該当する特定
事業者のうち再商品化義務を履行していない事
業者に対し、指定法人と再商品化委託契約を締

1

容器包装のリサイクル

容器包装は家庭から出るごみの６割（容積

結するよう指導等を行っています。

比）を占めています。これらを資源として有効

2

利用することにより、ごみの減量化を図ること

一般家庭や事業所から排出される家電製品に

を目的に、
『容器包装に係る分別収集及び再商

は有用な部品や材料があります。これらをリサ

品化の促進等に関する法律（容器包装リサイク

イクルし、最終的に埋立て処分される廃棄物の

ル法）』が平成１２年４月に施行されました。

量を減らすとともに、資源の有効利用を促進す

家電のリサイクル

リサイクルの対象となる容器包装は、「ガラ

るため、平成１３年４月に『特定家庭用機器再

ス製容器」
「ＰＥＴボトル」
「紙製容器包装」
「プ

商品化法（家電リサイクル法）
』が施行されま

ラスチック製容器包装」の４つです。これらを

した。

①製造 ②利用して中身を販売 ③「容器」およ

対象となるのは、一般家庭や事務所から排出

び「容器」
「包装」が付いた商品を輸入して販

される家電製品のうち「エアコン」
「テレビ」
「冷

売する事業者（特定事業者と言う。小規模事業

蔵庫・冷凍庫」
「洗濯機・衣類乾燥機」です。

者は適用除外）に対し、再商品化（リサイクル）
の義務を課しています。

排出者は適切な排出
（小売業者等への引渡し）
と費用の負担、小売業者は排出者からの引取り
と製造業者等への引き渡し、製造業者等は小売

24
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業者などからの引取りとリサイクル、関係する

自動車リサイクル制度は、エアバッグ類、自動

すべての人々が協力してリサイクルを進めてい

車破砕残さ（以下、ASR という。
）のリサイクル

くことが、家電リサイクル法の基本的な考え方

率が法定目標値を達成しているなど、概ね順調に

です。

機能していますが、一方で、エアバッグ類の処理
について適切な車上作動処理が行われていない事
業者やインターネットオークションで違法処理と
見受けられる出品が存在しています。
経済産業部では、このような不適正処理を是
正するため、エアバッグ類を処理している解体
業者に対し、検査・指導を行っています。
おわりに
ご紹介した上記以外にも小型家電、パソコン、
小形二次電池、食品、建設など、循環型社会形
成に向けたリサイクルの取り組みが各分野で進
められています。

経済産業部では、小売業者に対し排出者から引

また、経済産業省を含む３Ｒ（リデュース・リ

き取った家電を適正に製造事業者等に引き渡し

ユース・リサイクル）関係８省庁※ 1 では、３Ｒ推

ているか、検査・指導を行っています。

進に対する理解と協力を求めるため、毎年１０月
を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間

3

自動車のリサイクル

（略称：３Ｒ推進月間）
」と定め、
広く国民に向けて、
普及啓発活動を実施しています。

近年、最終処分場の容量が不足してきたこと、

３Ｒ（スリーアール）とは

これに伴って処分費用が高騰してきたことなど

Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）
：廃棄物の発生抑制

から、廃車の不法投棄・不適正処理の懸念が生

Ｒｅｕｓｅ（リユース）
：製品・部品の再使用

じていました。 また、カーエアコンに冷媒と

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）
：再生資源の利用

して充填されているフロン類は、きちんと回収

簡単に言えば、

処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題

物を大切に使おう。ごみを減らそう。

を引き起こす要因となってしまうこと、さらに、

繰り返し使おう。

エアバッグ類は自動車解体時に専門的技術が必

再び資源として利用しよう。

要とされることなどから、これらを適正に処理
するため、新しいクルマのリサイクルの仕組み

です。
各法律においては、製造業者等に再商品化の

として、平成１７年１月に『使用済自動車の再

義務を課しておりますが、これらの

資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）』

排出する消費者の皆様にも排出抑制や分別等の

が施行されました。

役割があります。

自動車リサイクル法の仕組み

ごみ

を

皆様もこの機会に３Ｒを始めてみませんか。
※ 1 関係８省庁
：財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁

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
経済産業部環境資源課

TEL：098-866-1757
http://ogb.go.jp/keisan/index.html
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県内大型プロジェクトの動向
事 業 名 ： 都市計画道路
種

別 ： 公共

民間

城間前田線（安波茶工区）

3セク

関係地域

浦添市

事業主体

主体名：沖縄県（沖縄振興公共投資交付金）
所在地：沖縄県 土木建築部 道路街路課
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 電話: 098-866-2390

事業目的

・城間前田線は浦添市の中心市街地を東西に横断し、
国道58号や沖縄自動車道に連結する浦添市の骨
格を形成する幹線街路である。
・安波茶工区は、交通渋滞が慢性化しており、道路を４車線に拡幅整備することにより、交通渋滞を緩
和するとともに中心市街地へのアクセス性の向上を図るものである。
・また、
周辺には市役所、
中学校、
美術館、
城跡等が立地しており、
歩行者や自転車交通も多いことから、
安全で快適な歩行空間の創出を図る。

事業期間
事業規模

平成26年度〜

事 業 費

約66億円

事業延長0.8km

[事業名] 都市計画道路 城間前田線（安波茶工区）
[事業区間] 浦添市安波茶〜浦添市仲間
[事業延長] 0.8km
[道路規格] ４種１級
[設計速度] 50km/h
[車線・復員] ４車線、W=32.0m
[全体事業費] 約66億円
城間前田線整備区間計画図

事業概要
事業延長 L=0.8km

（図は沖縄県土木建築部道路街路課提供）

経
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・平成25年12月
・平成26年度
・平成27年度
・平成28年度

都市計画決定
事業着手
都市計画の区域変更予定
物件調査

県内大型プロジェクトの動向
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現況及び
見 通 し

・城間前田線は、
沖縄21世紀ビジョン基本計画で本島東西間を結ぶ道路
（ハシゴ道路）
の整備推進
が記述されており、また、沖縄県総合交通体系基本計画及び沖縄県緊急輸送道路ネットワーク
計画に位置づけられている重要な路線である。
・浦添市においては、浦添市都市計画マスタープランに重点的に整備を促進する道路として位置
づけている。
・現在の２車線では、慢性的な交通渋滞が発生しているため４車線に拡幅し、渋滞緩和を図る必
要がある。
・浦添市役所前の縦断こう配や安波茶交差点の交差角など道路構造令の基準を満たしていない
ため、
改善する必要がある。
・沿線には、浦添市役所や美術館、小中学校、警察署などが立地し、市のシンボルロードとして位
置づけられていることから、
市の中心・拠点となる社会基盤整備が必要である。
・モノレールと接続しており、広域交通として浦添市と那覇市を結ぶ交通の要衝となる。また、浦
添市と西原町を東西に横断する幹線道路である。
・現在、浦添警察署前から西原付近までの区間（L=約1.4km）については、モノレール関連事業（城
間前田線街路改良工事）
として整備がすすめられている。

進捗状況

・平成28年度から物件調査を行う予定であり、平成30年度からは、工事に着手する予定である。
・平成27年度の当初予算は0.3億円であり、事業内容として調査設計を実施している。

熟

度

□ 構想段階

□ 計画段階

□ 工事段階

□ 開業・供用段階

城間前田線完成イメージ

給油所

現状

安波茶交差点付近
大平交差点

大平交差点

沖縄ホンダ
現状

計画

沖縄ホンダ
ホンダ前交差点付近

計画

（図はすべて沖縄県土木建築部道路街路課提供）
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● りゅうぎ ん 調 査 ●

県

内

の

景気
動向
概況 2015年８月

景気は、
拡大の動きが強まる
消費関連では、スーパーが前年を上回る
観光関連では、入域観光客が前年を上回る

８月の県内景気をみると、消費関連では、百貨店は閉店効果や催事効果などから前年
を上回り、スーパーは食料品の増加などから引き続き前年を上回った。耐久消費財では、
新車販売は軽自動車の動きが鈍かったことなどから前年を下回った。電気製品卸売は、
エアコンなどの季節商品の反動減から前年を下回った。
建設関連では、公共工事は国発注工事の増加から前年を上回った。建築着工床面積
（７月）は前年を上回り、新設住宅着工戸数（７月）も貸家の増加などから前年を上回っ
た。建設受注は、民間工事の受注減により前年を下回った。
観光関連では、入域観光客数は、国内客が減少したが、外国客が大幅に増加したこと
から、引き続き前年を上回った。主要ホテルでは、売上高、宿泊収入、稼働率ともに前年
を上回った。
総じてみると、消費関連、観光関連が好調に推移し、建設関連も概ね好調なことから、
県内景気は拡大の動きが強まっている。
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県内の景気動 向

消費関連
消

百貨店
百貨店売上高は、
貨 売上高 閉店効果や催事効果、中元ギフトなどの旧盆需要が８月に後ずれしたことなどによ
り、16カ月連続で前年を上回った。
16カ月連続で
スーパー売上高は、衣料品は台風など天候の影響で夏物商品の動き
が鈍く減少したが、
が鈍く減少した 食料品や住居関連が好調に推移したため５カ月連続で前年を上回った。新車販売は、
軽自動車の動きが鈍く２カ月ぶりに前年を下回った。電気製品卸売販売額は、季節商品などの前倒しに
よる需要の反動減より２カ月連続で前年を下回った。
先行きは、高い消費マインドや観光客の増加などから引続き好調を維持するとみられる。
高い

費
関
連

建設関連

設
関
連
観

観光関連

建

公共工
共工事請負
公共工事請負金額は、
国発注工事の増加などにより２カ月ぶりに前年を上回った。建築着工床面積
(７月)は、３カ月
３カ月連続で前年を上回った。新設住宅着工戸数(７月)は、貸家などの増加により３カ月連続
で前年を上回り
で前年を上回り、引き続き高水準で推移している。県内主要建設会社の受注額は、民間工事が大幅に減
少したことから４カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セメント、生コンは空港関連工事向
け出荷の増加から前年を上回ったが、鋼材、木材は住居関連工事向け出荷の減少などからともに前年を
下回った。
先行きは、公共工事や新設住宅着工が高水準で推移することが予想され、引き続き概ね好調な動きに
なるものとみら
なるものとみられる。

関
連
そ

雇 用 関 連・そ の 他

光

入域観光客数は、
入
域 光客数
域観
35カ月連続で前年を上回った。国内客は３カ月連続で減少し、外国客は25カ月連続
で前年を上回った。
で前年を上回っ 方面別では中国本土、韓国、台湾など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、宿泊客室単価いずれも前年を上回った。主要観光施設入
県内主要ホテル
場者数は18カ月連続で前年を上回った。ゴルフ場は、入場者数、売上高ともに２カ月ぶりに増加した。
先行きは、外国客を中心とした旺盛な旅行需要を背景に好調に推移するものとみられる。

他
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の

新規求人数は、前年同月比5.5％増と９カ月連続で増加し、有効求人倍率（季調値）は、0.86倍と前月よ
り0.02ポイント上昇した。産業別にみると、情報通信業、サービス業などは増加したが、運輸業・郵便業、
宿泊業・飲食サービス業などで減少した。完全失業率（季調値）は4.6％と前月より0.9％ポイント改善し
た。
消費者物価指数（総合）は、食料や住居などが上昇したが、交通・通信、光熱・水道などが下落したこと
から、前年同月と同水準だった。
企業倒産は、件数が６件で前年同月を１件下回った。負債総額は29億3,600万円となり、同321.2％の
増加であった。

りゅうぎ ん 調 査

県内の景気動 向

2015. 8

りゅうぎん調査

2015.6−2015.8

消
費
関
連
建
設
関
連
観
光
関
連
そ の
他
（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）百貨店は、2014年９月より調査先が一部変更となった。
（注3）2012年５月より外国客の入域観光客数を掲載した。
（注4）主要ホテルは、2014年10月より調査先を25ホテルから27ホテルとした。
（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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項目別グラフ

単月

県内の景気動 向

2015.8

消
費
関
連
建
設
関
連
観

3カ月

2015.6〜2015.8

関

項目別グラフ

光

（注）広告収入は15年7月分。数値は前年比
（％）。
ホテル稼働率（％ポイント）
、
企業倒産件数（件）
は前年差。

連
そ の
他

（注）広告収入は15年5月〜15年7月分。数値は前年比
（％）。
ホテル稼働率（％ポイント）
は前年差。
企業倒産件数（件）
は月平均の前年差。
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県内の景気動 向

消費関連
1 百貨店売上高（前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

16カ月連続で増加
消

・百貨店売上高は、閉店効果や催事効果な
どにより、前年同月比32.7％増と16カ月
連続で前年を上回った。衣料品は、催事効
果などにより秋物商品等が堅調に推移し
た。食料品は前年よりも旧盆時期が遅く、
中元ギフトの需要が８月に後ずれしたこ
とから増加し、身の回り品や家庭用品・そ
の他は外国人観光客による消費が好調な
ことなどから増加した。
・品目別にみると、食料品（同71.3％増）、衣
料品（同15.8％増）、家庭用品・その他（同
27.4％増）、身の回り品（同12.1％増）と全
品目で増加した。

費
関
連
建 設

（注）2014年9月より調査先百貨店が一部変更となった。
出所：りゅうぎん総合研究所

関

2 スーパー売上高（前年同月比）

連

全店ベースは５カ月連続で増加

観

・スーパー売上高は、既存店ベースでは前
年同月比5.5％増と５カ月連続で前年を上
回った。
・食料品は、前年より中元ギフトなどの旧
盆需要が８月に後ずれしたことから、同
7.4％の増加となった。衣料品は、台風など
の天候の影響から夏物商品の動きが鈍く
同9.0％減、家電を含む住居関連は、外国人
観光客の消費が好調に推移し同2.2％増
だった。
・全店ベースでも8.6％増と５カ月連続で前
年を上回った。

光
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

そ
の

3 新車販売台数（前年同月比）

※棒グラフは車種別寄与度

他

２カ月ぶりに減少
・新車販売台数は2,852台となり、レンタ
カー需要は好調を維持するも、軽自動車
の動きが鈍く前年同月比2.1％減と２カ月
ぶりに前年を下回った。
・普通自動車（登録車）は1,271台（同16.4％
増）で、うち普通乗用車は332台（同0.9％
減）、小型乗用車は757台（同28.7％増）で
あった。軽自動車（届出車）は1,581台（同
13.2％減）で、うち軽乗用車は1,326台（同
16.2％減）であった。
出所：沖縄県自動車販売協会
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4 中古自動車販売台数
【登録ベース】

県内の景気動 向

※棒グラフは車種別寄与度

３カ月連続で増加
消

・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１万5,563
台で前年同月比1.5％増と３カ月連続で
前年を上回った。
・内訳では、普通自動車は6,108台（同1.6％
増）、軽自動車は9,455台（同1.5％増）と、
ともに前年を上回った。

費
関
連
関

5 電気製品卸売販売額（前年同月比）

建 設

出所：沖縄県中古自動車販売協会 ※登録ベース

※棒グラフは品目別寄与度

連

２カ月連続で減少

観

・電気製品卸売販売額は、太陽光発電システ
ムの需要減少や夏物商品の前倒しによる
需要の反動減から、前年同月比6.6％減と
２カ月連続で前年を下回った。
・品目別にみると、ＡＶ商品ではテレビが同
22.7％増、ＤＶＤレコーダーが同26.9％増、
白物では洗濯機が同14.4％減、冷蔵庫が同
17.0％増、エアコンが同19.8％減、太陽光
発電システムを含むその他は同10.0％減
となった。

光
関 連

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。

そ
の
他
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県内の景気動 向

建設関連
1 公共工事請負金額（前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

２カ月ぶりに増加

消

・公共工事請負金額は、233億5,200万円で
前年同月比0.8％増となり、国発注工事が
増加したことなどから、２カ月ぶりに前
年を上回った。
・発注者別では、国（同19.5％増）、市町村
（同2.9％増）が増加し、県（同7.7％減）、独
立行政法人等・その他（同80.9％減）が減
少した。
・大型工事としては、那覇空港滑走路増設
仮設提築造工事、沖縄空手道会館新築工
事（武道棟）、伊江村多目的屋内運動場新
築工事などがあった。

費
関
連

出所：西日本建設業保証株式会社沖縄支店

建
設
関

2 建築着工床面積（前年同月比）

※棒グラフは用途別寄与度

連

３カ月連続で増加

観

・建築着工床面積（７月）は16万2,425㎡と
なり、居住用、非居住用ともに増加した
ことから、前年同月比20.2％増となり、３
カ月連続で前年を上回った。用途別では、
居 住 用 は 同 1 6 . 0 ％ 増 、非 居 住 用 は 同
27.9％増となった。
・建築着工床面積を用途別（大分類）にみ
ると、居住用では、居住専用、居住産業併
用ともに増加した。非居住用では、その
他サービス業用、公務用などが増加し、
卸売・小売業用などが減少した。

光
関
連

出所：国土交通省

そ
の

3 新設住宅着工戸数（前年同月比）

※棒グラフは利用関係別寄与度

他

３カ月連続で増加
・新設住宅着工戸数（７月）は1,362戸とな
り、貸家、持家、分譲が増加したことから、
前年同月比16.2％増と３カ月連続で前年
を上回った。
・利 用 関 係 別 で は 、貸 家（ 9 7 1 戸 ）が 同
14.6％増、持家（265戸）が同16.2％増、分
譲（124戸）が同30.5％増と増加し、給与
（２戸）が同水準であった。
出所：国土交通省
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4 建設受注額（前年同月比）

県内の景気動 向

※棒グラフは発注者別寄与度

４カ月ぶりに減少
消

・建設受注額（調査先建設会社：20社）は、
民間工事が大幅に減少したことから
前年同月比32.9％減と４カ月ぶりに
前年を下回った。
・発注者別では、公共工事（同16.9％増）
は２カ月連続で増加し、民間工事（同
50.3％減）は４カ月ぶりに減少した。

費
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

建
設
関

5 セメント・生コン（前年同月比）

観
光
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

そ

・セメント出荷量は８万2,362トンとなり、
前年同月比11.5％増と３カ月連続で前年
を上回った。
・生コン出荷量は15万9,114㎥で同8.7％増
となり、那覇空港滑走路増設工事向け出
荷の増加から２カ月連続で前年を上
回った。
・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共
工事では、空港関連や防衛省関連工事向
け出荷などが増加し、港湾関連工事向け
出荷などが減少した。民間工事では、分
譲マンション関連工事向け出荷などが
増加し、貸家や戸建て住宅関連工事向け
出荷などが減少した。

連

セメントは３カ月連続で増加、
生コンは２カ月連続で増加

の
他

6 鋼材・木材（前年同月比）

鋼材は８カ月連続で減少、
木材は２カ月連続で減少
・鋼材売上高は、前年の反動による住宅関
連工事向け出荷の減少などから、前年同
月比21.0％減と８カ月連続で前年を下
回った。
・木材売上高は、住宅関連工事向け出荷の
減少などから同15.0％減と２カ月連続で
前年を下回った。
出所：りゅうぎん総合研究所
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県内の景気動 向

観光関連
1 入域観光客数（実数、前年同月比）

35カ月連続で増加

消

・８月の入域観光客数は、前年同月比8.8％
増の79万7,500人と、35カ月連続で前年を
上回った。国内客は減少したが、外国客は
増加した。国内客は、台風の影響などから
同1.0％減の64万2,800人となり３カ月連
続で前年を下回った。
・路線別でみると、空路は、国内客は減少し
た が 外 国 客 が 増 加 し 、7 4 万 9 , 1 0 0 人（ 同
6.3％増）と35カ月連続で前年を上回った。
海路は、国内客、外国客ともに増加し、４万
8,400人（同71.0％増）と３カ月連続で前年
を上回った。

費
関
連

出所：沖縄県観光政策課

建 設
関

2 入域観光客数
【外国客】
（実数、前年同月比）

連

25カ月連続で増加

観

・８月の入域観光客数（外国客）は、新規航
空路線の拡充やクルーズ船の寄港回数の
増加などから前年同月比83.7％増の15万
4,700人となり、25カ月連続で前年を上
回った。
・国籍別では、台湾４万8,900人（同26.4％
増）、中国本土３万8,900人（同305.2％増）、
韓国２万5,400人（同154.0％増）、香港１
万9,100人(同73.6％増) 、アメリカ・その他
２万2,400人(同50.3％増)であった。

光
関
連

出所：沖縄県観光政策課

そ
の

3 主要ホテル稼働率・売上高（実数、前年同月比）

他

稼働率は５カ月連続で上昇、
売上高は５カ月連続で増加
・主要ホテルは、客室稼働率は87.2％となり、
前年同月比1.1％ポイント上昇し５カ月連
続で前年を上回った。売上高は同5.3％増
と５カ月連続で前年を上回った。
・那覇市内ホテルは、客室稼働率は87.1％と
同2.4％ポイント上昇し５カ月連続で前年
を上回り、売上高は同10.0％増と５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87.2％と同0.4％ポイント上
昇し３カ月ぶりに前年を上回り、売上高は
同4.3％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）14年10月より調査先を25ホテルから27ホテルとした。

36

りゅうぎ ん 調 査

4 主要ホテル宿泊収入（前年同月比）

県内の景気動 向

※棒グラフは客室数・単価別寄与度

５カ月連続で増加
消

・主要ホテル売上高のうち宿泊収入は、販
売客室数（数量要因）、宿泊客室単価（価
格要因）いずれも増加したことから、前
年同月比8.6％増と５カ月連続で前年を
上回った。
・那覇市内ホテルは、販売客室数、宿泊客
室単価ともに増加し、同21.0％増と18カ
月連続で前年を上回った。リゾート型ホ
テルは、販売客室数、宿泊客室単価とも
に増加し、同6.6％増と４カ月連続で前年
を上回った。

費
関
連
建 設

出所：りゅうぎん総合研究所 （注）14年10月より調査先を25ホテルから27ホテルとした。

関

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

連

18カ月連続で増加

観

・主要観光施設の入場者数は、前年同月
比6.1％増となり、18カ月連続で前年を
上回った。

光
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

そ
の

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）

他

入場者数は２カ月ぶりに増加、
売上高は２カ月ぶりに増加
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月
比3.5％増と２カ月ぶりに前年を上回っ
た。県内客、県外客ともに増加した。
・売上高は同5.1％増と２カ月ぶりに前年
を上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所
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県内の景気動 向

雇 用 関 連・そ の 他
1 雇用関連（新規求人数と有効求人倍率）

新規求人数は増加、
有効求人倍率（季調値）は上昇
消

・新規求人数は、前年同月比5.5％増となり９
カ月連続で前年を上回った。産業別にみる
と、情報通信業、サービス業などは増加した
が、運輸業・郵便業、宿泊業・飲食サービス業
などで減少した。有効求人倍率（季調値）は
0.86倍と、前月より0.02ポイント上昇し、本
土復帰以降最高値を更新した。
・労働力人口は、69万7,000人で同2.5％増と
なり、就業者数は、66万2,000人で同4.3％増
となった。完全失業者数は３万5,000人で同
22.2％減となり、完全失業率（季調値）は
4.6％と前月より0.9％ポイント改善した。

費
関
連
建 設

出所：沖縄労働局
（注）有効求人倍率は、2014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。

関

2 消費者物価指数
【総合】
（前年同月比）

観
光

連

同水準
・消費者物価指数は、前年同月と同水準だっ
た。生鮮食品を除く総合は同0.4％減と前年
を下回った。
・品目別の動きをみると、食料や住居などが
上昇し、
交通・通信、
光熱・水道などは下落し
た。

※棒グラフは品目別寄与度

関
連
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。

そ
の

3 企業倒産

他

件数は同数、
負債総額は増加
・倒 産 件 数 は 、６ 件 で 前 年 同 月 を １ 件 下
回った。業種別では、建設業３件（同１件
増）、不動産賃貸業２件（同２件増）、小売
業１件（同１件増）であった。
・負債総額は、29億3,600万円となり、前年
同月比321.2％の増加だった。

出所：東京商工リサーチ沖縄支店
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4 広告収入
【マスコミ】
（前年同月比）

県内の景気動 向

※棒グラフはメディア別寄与度

３カ月連続で減少
消

・広告収入（マスコミ：７月）は、前年同月比
0.6％減となり、３カ月連続で前年を下
回った。

費
関
連
建 設

出所：りゅうぎん総合研究所

関

【那覇】
参 考 気象：平均気温・降水量

連
観

・平均気温は28.7℃となり、平年（28.7℃)、前
年同月（28.7℃）と同じだった。降水量は
278.0ｍｍと前年同月（229.0ｍｍ）より多
かった。
・沖縄地方は、中旬は太平洋高気圧に覆われ
て晴れる日が多かったが、上旬、下旬と台
風や、気圧の谷などの影響で曇りや雨の日
が多かったことから、降水量もかなり増え、
日照時間は少なかった。

光
関
連

出所：沖縄気象台

そ
の
他
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学 び バンク
東海岸
サンライズ推進協

内部統制

ＭＩＣＥ受け皿 計画的に

経営者の誠実さが大事

琉球銀行

琉球銀行

髙江洲

西原支店長

義彦

与那原町、西原町、中城村、北中城村の４自治体は、

又吉

監査部調査役

康順

企業で事務事故や不祥事件が発生すると、
「内部統

連携して地域の活性化を推進する「東海岸地域サンラ

制が有効に機能していなかった」などと言われるこ

イズ推進協議会」をことし２月に設置しました。これ

とがあります。内部統制とはどのようなものなので

は東海岸地域の街づくりの総合的施策を共同で行うと

しょうか。

ともに、インフラ整備が着実に進むように関係機関へ
働きかけ、地域の持続的な発展を図るものです。

一般に内部統制とは、
「企業が持続的に発展してい
くためには、その業務を適正かつ効率的に遂行して

各首長は、
「街づくりの構想は、自治体ごとに進める

いくことが不可欠であり、そのために社内に構築さ

よりも４自治体が一緒になって取り組むのが効果的」

れ、運用される体制およびプロセスのこと」と定義

「西海岸地域に比べて振興策が相対的に少なかった東

されます。

海岸地域が、今後は均衡ある発展を目指していく」
「東

企業の最終的な目的は「最大限の利益を追求しな

海岸地域の活性化は、県全体の発展にもつながる」な

がら、安定的に存在し続けること」です。そのため

どと設置の意義を説明しました。

に必要なのは①経営が効果的かつ効率的に運営され

街づくりの構想の取りまとめは、推進協議会の下部

ている、②信頼のおける財務諸表を作成する、③法

組織として設置された「街づくり施策総合調整部会」

令や社会規範を遵守する―ことです。この三つが内

が主体となって行います。

部統制の目的になります。

ことし６月、西原町と与那原町にまたがるマリンタ

目的を達成するためには、①経営方針や倫理規程、

ウン東浜地区に大型ＭＩＣＥ（マイス）施設の建設が

権限規程等が整備されている ( 統制環境 )、②企業の

決まりました。ＭＩＣＥ施設の建設は推進協議会の施

目的達成を阻害するリスクに対して適切に対応して

策の一つだったこともあり、地元の喜びはひとしおで

いる ( リスクの評価と対応 )、③リスクへの対応が適

した。

切に実行されることを方針や手続きに定めている ( 統

大型ＭＩＣＥ施設の実現によって大規模な会議や研

制活動 )、④組織内部で適切な情報共有・意思疎通が

修会、展示会、コンサートなどが開催されると大勢の

図られている ( 情報と伝達 )、⑤前述した四つのこと

ビジネス客や観光客が国内外から集まるようになりま

が機能しているかどうか継続的に点検している ( 監視

す。宿泊や消費の大きな需要が見込まれるため、今か

活動 )―が必要になります。

ら計画的に受け皿の整備を進めなくてはなりません。

ところで、いかに内部統制を整備していても、経

推進協議会の役割が一層重要になるとともに、私たち

営者自らがそれらを無視した場合は、内部統制は無

地域金融機関の果たす役割も大きくなってきます。

力化し、有効に機能することはできません。大事な
のは、経営者の誠実性であり、高い倫理観であると

大型ＭＩＣＥの概要

収容人数
展示場
多目的ホール
中小会議室
駐車場
ＭＩＣＥ開催回数
来場者見込み
雇用効果
経済効果

言えるでしょう。

最大２万人
２万平方㍍
収容人数４千席
20〜30室
収容台数2千台
年間150件
年間77万人
年間5400人
年間400億円

出所 沖縄県「大型ＭＩＣＥ施設整備と街づくりへ向けた基本構
想」より抜粋
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内部統制
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出所 ( 図 )：COSO フレームワーク
(1992 年トレッドウェイ委員会公表 )

りゅうぎん調査

学びバンク

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。]

デビットカード

八重山経済

取扱店激増 普及に期待

観光・建設に活気 好循環

琉球銀行 事務統括部システム企画課 上席調査役

琉球銀行

瑞慶山

新垣

茂

デビットカードとは、ショッピングで利用すると
預金口座から代金が即時に引き落とされる機能の付

八重山支店長

博史

八重山経済は、2013 年の新空港の開港を機に入
域観光客数が大幅に増え活気をみせています。

いたカードを言います。これに対してクレジットカー

石垣市が発表した観光客推計によると、14 年の実

ドは代金が後日、預金口座から引き落とされ、この

績は 111 万 6 千人と過去最高を記録しました。３年

点で両者は機能が異なります。

前の 11 年が 65 万 6 千人だったので 1.7 倍の伸び

以前から「Ｊデビットカード」と呼ばれるデビッ

です。これに伴い観光収入推計も 11 年の 412 億円

トカードが存在し、即時引き落としができるカード

から 657 億円へと大幅に増加。観光が当地の基幹産

として親しまれていますが、利用できる店舗が比較

業の一つとして飛躍していることがうかがわれます。

的限られているため、利用頻度がそれほど伸びてい

また、台湾をはじめとするクルーズ船の多くが石
垣港への寄港を増やしており、14 年の港湾別クルー

ないという状況にありました。
そこで、この便利な機能の付いたカードをもっと

ズ船寄港回数では、全国で６位の実績となりました。

普及させようと登場したのが「国際ブランドデビッ

台湾からの定期クルーズ船はこの 14 年間、３月

トカード」です。国際的なクレジット会社（VISA、

から 10 月に寄港していましたが、ことしは 12 月

MasterCard、
JCB 等）と金融機関が提携し、
クレジッ

まで延長する計画です。さらに当地での２〜３泊の

ト会社の持つネットワークを利用して、取扱店舗を

滞在も検討されており、地元の観光業関係者から歓

飛躍的に増やすことが可能になった新しいタイプの

迎の声が上がっています。
好調さは観光関連だけではありません。建設関連

デビットカードです。
このカードは次の機能を持っています。①預金残

では新石垣空港と石垣港を結ぶ一般県道石垣空港線

高の範囲内の利用に限るので使い過ぎがない②借り

工事、空港国際線ターミナルの増改築工事、県立八

入れではないため基本的に金融機関の審査は不要。

重山病院の移転工事等の公共工事のほか民間工事も

未成年者でも利用可能（15 歳以上等の制限あり）③

めじろ押しです。

海外の国際ブランド加盟店で利用できる。海外のＡ

こうした活気を背景に雇用情勢が好転しています。

ＴＭでは現地通貨で引き出しができるため、海外旅

４〜６月期の有効求人数は、0.60 倍と前年同期を

行や海外留学の際に便利④ 24 時間 365 日利用可能

0.25 ポイント上回りました。有効求人倍率が 0.60

でＡＴＭ時間外手数料がかからない。

倍以上になるのは３年９カ月ぶりです。活発な経済

キャッシュレス化が図れる新たなカードとして今

活動が雇用を増やし、人々の生活の安定に貢献。こ
の好循環は今後も続くとみられています。

後の普及が期待されています。

石垣市の入域観光客推計と観光収入推計の推移
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出所 「統計いしがき」平成 26 年度
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経営情報

経営情報

提供：太陽グラントソントン税理士法人

太陽グラントソントン
2015年９月
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【 経済日誌
沖

沖 縄 ×日 本 全国・海 外

縄

9.11

沖縄労働局によると、県内の最低賃金は
平成27年10月９日から前年より16円増
の693円となる。全国では、東京の907円
（前年より19円増）が最も高く、沖縄は高
知、宮崎、鳥取と並んで最下位の水準と
なった。

9.15

トヨタグループの豊田通商（株）は、県内
でクロマグロの稚魚から幼魚まで育て
る中間育成事業をはじめる。同社は、こ
れまで近畿大学と業務提携しクロマグ
ロの中間育成事業から販売事業まで
行っており、子会社のツナドリーム沖縄
がノウハウを生かして同事業を担うと
した。

9.17 「沖縄県アジア経済戦略構想」が公表さ

れた。今後の人口減少などに対応するた
め、県経済をけん引する基軸となる５つ
の重点戦略、アジア市場を取り込む４つ
の産業成長戦略を展開し、日本及びアジ
アの発展に貢献できる国際ビジネス都
市としての発展を目指すとしている。

9.18

9.18

9.19

沖縄県観光振興課によると、上半期（平
成27年１〜６月）に「沖縄リゾートウエ
ディング」を実施した組数は6,159組（対
前年同期比117.7％）となり、上半期で過
去最高となった。国内組数は5,524組（同
117.1％）、海外組数は635組（同123.3％）
となった。
東京商工リサーチ沖縄支店によると、
2014年の県内新設法人数は、1,477社で、
前年比2.1％減となり、初めて減少に転
じた。新設法人率は7.4％と全国で最も
高く、独立、起業意欲が高いほか、家族・
親族の支援が得られやすい土地柄が影
響しているとした。
ホテル法華クラブグループによると、平
成28年１月15日に那覇市久茂地に「ア
ルモントホテル那覇・県庁前」をオープ
ンする。地上12階建てで、客室総数は
159室となる。
「アルモント」のブランド
は京都に次いで２店舗目となる。

2015.

9】

全国・海外

9.4

財務省が発表した平成28年度一般会計
概算要求・要望額は、前年度当初予算か
ら６兆680億円増加の102兆4,099億円と
なり、２年連続で100兆円を超え過去最
大を更新した。省庁別では厚生労働省が
社会保障費の増加などから30兆6,675億
円となった。

9.8

株式会社ファミリーマートは、株式会社
ココストアの全株式を取得し子会社化
す る と し た 。買 収 額 は 1 3 0 億 円 。現 在 、
ファミリーマートは国内で約11,000店
舗、海外で約5,700店舗あり、全国に約
650店舗等を展開するココストアを子会
社化し、マーケットシェアの拡大を図る。

9.10

東京証券取引所は、日本郵政（株）、
（ 株）
かんぽ生命保険、
（株）ゆうちょ銀行の計
３社の株式上場を承認した。上場日はい
ずれも11月４日となった。

9.11

改正労働者派遣法が成立し、平成27年９
月30日より施行される。厚生労働省によ
ると、本改正で労働者派遣事業は許可制
に一本化され、雇用安定措置の実施や現
在の期間制限（派遣期間の上限を原則１
年（最長３年）とするもの）などが見直さ
れる。

9.17

国土交通省の都道府県地価調査（７月１
日時点）によると、三大都市圏平均は住
宅地が前年比プラス0.4％、商業地がプ
ラス2.3％と上昇した。一方、地方圏平均
は住宅地が同マイナス1.5％、商業地も
マイナス1.6％とともに下落したが、下
落率は縮小した。

9.18

厚生労働省の平成27年度「高校・中学新
卒者の求人・求職状況」取りまとめによ
ると、７月末現在の高校生の求人倍率は
1.54倍で前年同期比0.26ポイント増、求
人数は約28万６千人で、同19.9％増と
なった。
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沖縄県内の主要経済指標 vo l .1

沖縄県内の主要経済指標

注) 百貨店売上高は、2014年９月より調査先が一部変更となった。泡盛出荷量の2014年6月は未公表。
注) 新車販売台数の出所は沖縄県自動車販売協会、泡盛出荷量は沖縄県酒造組合。

注）入域観光客数は、2011年以降の数値について混在率の変更により遡及修正した。 Ｐは速報値。
注）観光施設入場者数は、2011年１月より調査先が６施設から５施設となった。
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沖縄県内の主要経済指標 vo l .2

注) ホテルは、2014年10月より調査先が25ホテルから27ホテルとなった。
注) 2012年5月より外国客の入域観光客数を掲載した。
注) 鉱工業生産指数の暦年値、前年比は原指数の増減率。

2013年11月より2010年＝100に改定された。

注) 消費者物価指数は、2011年7月より2010年＝100に改定された。
注) 失業率と有効求人倍率は、2014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。
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沖縄県内の金融統計

沖縄県内の金融統計

注) 銀行券増減は、端数調整により一致しない場合がある。
注) 貸出金利は、暦年ベース。
注) 不渡発生率は、不渡実数（金額）÷手形交換高（金額）×100

注)県内金融機関の預金残高は、14年６月分より県内に所在する国内銀行および信用金庫の集計値へ変更になったため遡及改訂した。
なお、県内金融機関の預金残高は実質預金（総預金から切手・小切手を差し引いたもの）の集計値で、年度の残高は年度中の平残。
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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！
とくとく特典
特典1

ATM時間外
手数料が

特典3

特典2

無料！

（当行ATM利用時のみ）

当行本支店間の
振込手数料が

無料！

（キャッシュカード使用時のみ）

は！
ポイントサービスと
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。
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

スーパー定期の
金利を上乗せ！

（※店頭表示金利＋0.05％）

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。

琉球銀行 ポイントサービス
http：//www.ryugin.co.jp/

検 索

特集レポートバックナンバー
■平成25年
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

10月
（No.540） 経営トップに聞く 株式会社照正組
An Entrepreneur 株式会社シュガートレイン
特集 県内女性の社会進出

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

11月
（No.541） 経営トップに聞く 沖縄メディカルグループ
An Entrepreneur DIRECT CHINA株式会社
特集 県内におけるレンタカー需要の動向

■平成26年

12月
（No.542） 経営トップに聞く 株式会社新垣通商
An Entrepreneur 株式会社グラスアート藍

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

■平成27年

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

１月
（No.543） 経営トップに聞く 特定医療法人葦の会
An Entrepreneur 有限会社水実
特集 沖縄県経済2014年の回顧と2015年の展望

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

２月
（No.544） 経営トップに聞く 株式会社石垣エスエスグループ
An Entrepreneur 有限会社ペンギン食堂

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
５月
（No.535） 経営トップに聞く 株式会社T&T
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

３月
（No.545） 経営トップに聞く 住宅情報センター株式会社
An Entrepreneur 株式会社ビザライ
４月
（No.546） 経営トップに聞く 株式会社久米島の久米仙
An Entrepreneur 株式会社ポイントピュール
５月
（No.547） 経営トップに聞く 学校法人みのり学園
An Entrepreneur 株式会社インターナショナリー・ローカル

６月
（No.536） 経営トップに聞く 沖縄県花卉園芸農業協同組合
An Entrepreneur 株式会社PBコミュニケーションズ

６月
（No.548） 経営トップに聞く 株式会社南都
An Entrepreneur 的エンタープライズ株式会社

７月
（No.537） 経営トップに聞く 沖縄港運株式会社
An Entrepreneur 農業生産法人株式会社マルシェ沖縄

７月
（No.549） 経営トップに聞く ジェフ沖縄株式会社
An Entrepreneur 株式会社あうん堂

８月
（No.538） 経営トップに聞く 沖縄テクノクリート株式会社
An Entrepreneur 株式会社 幸

８月
（No.550） 経営トップに聞く 有限会社喜納住宅開発
An Entrepreneur 株式会社FSO

９月
（No.539） 経営トップに聞く 株式会社前田産業
An Entrepreneur 天妃前まんじゅう「ペーチン屋」
特集 宮古アイランドロックフェスティバル
2014の経済効果

９月
（No.551） 経営トップに聞く 社会医療法人友愛会
An Entrepreneur 有限会社日本アイル くどう動物病院
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