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建設機械の販売・リース事業、ホームセンター事

業、ハウス事業と３つの事業を展開しています。

御社のこれまでの歩みをお聞かせください。

　1960年８月に那覇市安里で父の佐久本嘉春

が「佐久本金物店」を創業したのが当社の始ま

りです。1965年に社名を「佐久本工機」へ改め、

1969年に「合資会社佐久本工機」と法人化しま

した。

　当時の事業は、建設機械・工具の販売が主体で、

後にリース業も手がけるようになりました。復帰

直前からその後の沖縄は、インフラ整備を中心に

建設需要が右肩上がりで増えた時代です。これを

受けて当社の業容も順調に拡大を続けました。

　本社を現在の浦添市牧港に移したのは、1973

年７月です。翌年、社名を現在の「株式会社佐久

本工機」に改めました。

　ホームセンター事業を開始したのが、1982年

です。第１号店が「ホームセンター浦添店」。そ

の後、1991年にコザ店、1996年にとよみ店、名

護店を開設しました。

　建設関連の事業に関わる中で、取り引きする建

設会社のニーズを受けて始めたのが、建設現場の

仮設事務所の提供でした。この事業が発展したの

が現在のハウス事業部です。1990年には、本格

的にユニットハウスを生産する工場として西原工

場を設立しました。
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幸 社長
当社は、1960年に那覇市安里で佐久本嘉春氏（現社長の尊父）が開業した「佐久本金物店」がスター
トになる。建設機械の販売・リース事業が建設需要の増加とともに伸びる中、ホームセンター事業、
ハウス事業を手がけ、いずれも柱となる事業に育てた。「顧客ニーズに応じた商品とサービスの提供が
収益力の源泉」と顧客ニーズへの対応力を経営の基本に置く。浦添市牧港の本社をお訪ねし、佐久本
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
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　私は大学を卒業すると、語学の習得などを目的

に台湾の大学に1年半ほど留学しました。その後、

東京で就職し２年間勤務した後、台湾の貿易会社

に転職しました。そこでは約２年間、現地のビジ

ネスを学ぶと同時に、後の台湾進出につながる貴

重な経験を積むことができました。

　当社に入社したのは1996年、29歳の時です。

総務部門で長く会社全体の運営や企画、財務など

を学び、2006年４月に塩釜達雄（現会長）を引

き継ぎ社長に就きました。

　当社は異なる３つの事業を柱にしていますが、

それによって業況の好不調に伴うリスク分散が図

られています。この点は当社の特徴ともいえるで

しょう。

　

４年前から台湾で建設機械のリース事業を展開

し、少しずつ取り扱い高を増やしています。その

経緯などをお聞かせください。

　台湾の貿易会社に勤めていたこともあり、機会

があれば台湾と関わるビジネスに挑戦しようと考

えていました。

　2010年に現地のパートナーと組んで台北市に

建設機械リースの現地法人を設置。同年12月か

らリース事業を始めました。当社は、その会社に

建設機械を供給するという位置付けです。社内で

現地の言葉を話せるのは私だけですので、私が直

接、事業に関わっています。

　周知のとおり台湾は、沖縄に比べてマーケット

が巨大です。当社が建設機械を供給するといって

もせいぜい10数台です。ですから、その程度の

需要は探せばあるというのが実際に進出してみて

の感想です。

　台湾の建設機械のマーケットは、日本製の中古

機械の利用が中心のマーケットです。そこに当社

がリース事業で参入したわけですが、旺盛な建設

需要もあって立ち上げ時から引き合いがあり、取

り扱いは少しずつですが着実に増えています。昨

年からは、建設機械の販売も始めました。本事業

は会社全体に占める割合は小さいものの、将来性

のある事業としてしっかりと育てていきたいと考

えています。

３つの事業の概要を教えてください。

■機販リース事業部

　お客さまのニーズに応じて建設機械や産業機械

の販売、レンタルを行っています。キャリアダン

プ、クレーン、ショベル、コンプレッサー、溶接機、

プレス機などを提供しているほか、家庭用の小型

1960 年創業当時の「佐久本金物店」

現在の「ホームセンターさくもと」 ホームセンターさくもと浦添店

浦添市牧港の株式会社佐久本工機本社ビル
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機械も取り扱っています。

　営業所は、中部機材センターを含めて５カ所を

設けています。

■ホームセンター事業部

　浦添市牧港に１号店をオープンして以来、地域

の皆さまの支持を受け、現在４店舗を運営してい

ます。家庭電化用品、レジャー用品、ペット用品、

園芸用品などを提供しており、浦添店敷地内には、

2004年にガーデニングハウスを開設、2007年に

はペット館を開設しました。

■ハウス事業部

　ユニットハウスの製造・販売を行っています。

1990年に西原工場を設置するなど早くから本事

業に積極的に取り組み、沖縄の風土に合わせなが

ら品質の向上を図ってきました。現在、お客さま

の多様なニーズに応え、建設現場の各種設備をは

じめ、一般の事務所、店舗、住宅など幅広い用途

の製品を提供しています。特に住宅では、自由自

在に増築が可能な「コンフォートハウス」や高性

能のユニットハウス「スーパーハウス」が好評で

す。

　ハウス事業部では、15年前から各種イベントの

企画・立案の提供や機材のレンタル事業も行って

います。大型映像車、高所作業車、照明機器、仮

設テントなどを提供し、県内のさまざまなイベン

トでご利用いただいています。

　現在、ハウス事業部の事業所は、営業所１カ所、

展示場３カ所、工場１カ所、キューブ（イベント

関連）１カ所です。

経営理念についてお聞かせください。

経営理念

「お客様の要望を満たすために良質の商品とサー

ビスを提供する」

　お客さまのニーズに応えることがビジネスの基

本です。言うまでもありませんが、売れるものが

ニーズのある商品です。ニーズのないものを無理

に売ることはできません。ニーズのないものを仕

入れて、特典や割引などを付与して売れたとして

も、それは一時的なものであり、そもそもお客さ

まに対して本当の満足を提供できたとは言えませ

ん。

　例えば、ホームセンターは、天気が悪い日には

来店客数が落ちるものです。当然に売り上げも落

ちます。この時、無理に来店促進を図ってもコス

トとロスを生むだけです。私たちがやらなければ

ならないのは、お客さまが来店してくれる「天気

機販リース事業部（中部機材センター）

建設機械や産業機械の販売・レンタルを行う 自由自在に設計できる「コンフォートハウス」

ハウス事業部（山内営業所）
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の良い日」に、いかにご要望に沿った商品をご要

望の限り数多く提供できるかということです。

　お客さまに対して、必要なモノを必要な時に提

供することがいかに重要か、社員にはそれをしっ

かりと認識してもらいます。

社長に就任以来、「仕組み」づくりを重視した経営

をされています。その考え方をお聞かせください。

　企業経営には、安定などあり得ないと考えてい

ます。もちろん数年程度の安定はあるかもしれま

せん。しかし、中長期では必ず大きな変化がやっ

てきます。ピンチの波がやって来ます。チャンス

の波も来るでしょう。いずれにしても変化の波に

飲まれることなく、事業は継続しなければなりま

せん。企業経営の使命は、事業の継続にあるといっ

てもよいと思います。

　そのためには、「仕組み」づくりが大事になる

と私は考えています。事業を継続するための「仕

組み」の構築です。ただし、それは簡単な作業で

はありません。試行錯誤を繰り返しつつ、永遠に

完成しないかもしれません。しかし、少なくとも

完成を目指す姿勢が、私たちには求められます。

　例えば、売上目標を前期の３割増しに設定した

とします。３％増しではありません。３％程度の

目標設定では努力は計れませんし、何もしないの

と同じです。大胆に３割増しに設定することに

よって、何かを大きく変えなければ達成できない

ことに私たちは気付きます。つまり、新しい「仕

組み」が必要となるのです。

　限られた条件の中で新しい「仕組み」を築くの

は大変な作業ですが、事業の継続のためにはあえ

てそれに挑戦する基本姿勢がなくてはなりませ

ん。この時、できない理由を探すのではなく、ど

うしたらできるかという考え方で取り組むことが

大事です。前向きに取り組めば、たいていのこと

は成し遂げられるのではないでしょうか。

　こうして新しい「仕組み」を一つひとつ築くこ

とによって、企業は変化の波に負けないだけの筋

力を少しずつ身に付けることができるのです。

　私が社長に就任したころの当社の経営状況は、

芳しいものではありませんでした。体質の改善・

強化が求められ、思い切った改革が必要でした。

取り組んだのが、改善に向けたさまざまな「仕組

み」の構築です。それまでの売り上げ重視の経営

から、数値管理にもとづく「仕組み」を築き、利

益を重視した経営に切り替えました。さらに、在

庫や売掛金の圧縮を進める「仕組み」をつくり、

資金効率の改善を図りました。従来のやり方を変

多くの実績をもつ「スーパーハウス」

各種イベントで好評の「大型映像車メディアランナー」 「人を創ることが組織を創る」を基本に置く

ホームセンター浦添店に隣接する「ペット館」
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えるには苦労もありましたが、トップが勇気を

持って目に見える形で結果を出せば、社員の皆さ

んも一緒になって困難に挑んでくれます。

　「社員が失敗したら、失敗しない仕組みを構築

できていない私に責任がある」。事業の継続のた

めの「仕組み」づくりとは、そういうことだと考

えています。

「人は財産」という理念で社員の皆さんと接して

います。人材育成にについてお聞かせください。

　社員には「一度でも大きな達成感や充実感を味

わうことができれば、自分自身が大きく変わる」

と言っています。その経験のためには困難な挑戦

があるわけですが、この時、考え方を変えるだけ

で先に進むことができます。いやだと思ったらそ

こで止まり、やってみる価値があると思ったらそ

こから進みます。この違いによって、人生に大き

な差が出てくると思います。そして、どうせやる

なら、楽しくやってほしいと伝えています。

　目的を成し遂げるには、相応の努力が求められ

ます。その時、私たちの世代の価値観で努力を押

し付けてはいけません。若い人は若い人なりの価

値観で努力してほしいと思います。私たちの役割

は、それをしっかりとサポートすることです。

これからの事業展開についてお聞かせください。

　現在の３つの事業をそれぞれ拡充していくこと

です。建設機械の販売・リース事業は、営業所を

増設し営業力の強化を進めます。ホームセンター

事業は、従来から検討を続けていますが、適した

場所があれば出店したいと考えています。ハウス

事業では、展示場をより効果的に活用して需要の

取り込みを図ります。

　前述したように、台湾での建設機械のリース事

業は、新しい収益機会として着実に取り扱い高を

増やしてきました。マーケットが大きいため、や

り方によってはまだまだ伸びる余地のある事業だ

とみています。また本事業は、販売マーケットの

地域分散という一つのリスク分散にもつながって

います。今のところ私が直接、事業をみています

が、今後は私に代わる専担者を育て、体制を一歩

前進させたいと考えています。

会社概要

商　　 　号：
本　　 　社：
連 絡 先：
創　　　業：
役　　　員：

職 員 数：
事業内容：

関連会社：

株式会社 佐久本工機
沖縄県浦添市牧港１丁目 61-18
098-877-7479
1960 年（昭和 35 年）8月
取締役会長　塩釜　達雄
代表取締役社長　佐久本　嘉幸
常務取締役　安里　善光
取締役営業本部長　呉屋　新義
取締役（非常勤）　佐久本　幸子
320名（パート・アルバイト含む）
建設機械の販売・リース事業
ホームセンター事業
ハウス事業
佐久本租賃有限公司（台湾）

応対力の向上に努める

「仕組み」づくりが事業継続のカギ
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An Entrepreneur

起業への道のり

　私は農業の６次産業化で注目を集める三重県

伊賀市にある株式会社伊賀の里モクモク手づく

りファームという会社に 2004 年に入社し、昨

年までその関連会社の株式会社モクモク流農村

産業研究所に勤務していました。

　研究所では、「国内産の農産物にこだわった

安全・安心な食材を使い、かつハラールに対応

した食品を生産する会社」を立ち上げる事業に

携わり、責任者として具体化に向けて取り組ん

でいました。それを実現したのが昨年５月、沖

縄県うるま市に設立した株式会社食のかけはし

カンパニーです。

　当社の設立は、「日本の農業を元気にしよう」

という大目標のもと、①日本の優れた農産物を

国内外へ供給する、②そのために増加するムス

リム（イスラム教徒）の方々への対応、つまり

ハラールへの対応が必須－という考え方を基本

に置いています。

　今年８月に工場が完成し、生産をスタートさせ

ました。稼働したばかりですが、県内外から見学

者が訪れ、関心の高さに改めて驚いています。

　厳密なハラール対応を実行しようとすると、

豚肉やアルコールを食材から除くだけでは不十

分です。まな板やなべなどの調理用具も、通常

のものと厳しく分けなくてはなりません。

　そんな手間をかけることなくハラール食材を

調達したいという皆さまに、当社の商品を使っ

ていただきたいと思います。調理済みのできた

てを真空パックにしていますので、温めるだけ

でハラールメニューが提供可能になります。

生産する商品

和食そうざい

　多くの和食には、イスラム教で禁じられてい

る豚肉やアルコール（料理酒やみりんなど）が

使われているため、ムスリムの方にとって、せっ

かく日本に来ても和食が食べられないという現

状があります。

　食事は観光の楽しみの一つです。ハラール対

応の和食そうざいがあれば、観光の楽しみが増

すはずです。当社がそれを提供します。

食肉加工品

　肉やその加工品は、イスラム教のなかでもと

くに厳しいルールが課せられていますが、当社

は国産ハラールの原料を使い、専用工場で加工

することでハラール対応のハムやソーセージの

生産を可能にしました。

スイーツ

　県内をはじめ、全国から高品質なフルーツを

集め、国産フルーツのスイーツを生産する予定

です。観光客のお土産に最適な新しい商品を開

発したいと考えています。

起業家訪問

株式会社 食のかけはしカンパニー

Vol. 94

“ 安全と安心 ”にこだわった食
材に、ハラール対応という付加
価値を乗せ、沖縄から世界に
チャレンジする。

事業概要

○代 表 者　　篠
しのはら

原　辰
たつあき

明
○設　　立　　2014 年 5月 12 日
○事業内容　　食品（惣菜、食肉加工品、菓子）
　　　　　　　製造、販売、輸出
　　　　　　　農林水産物の輸出
○本社・工場　　沖縄県うるま市勝連南風原 5192-27
○ＴＥＬ　　　098-939-2050
○従 業 員　　13人

篠
しのはら

原　辰
たつあき

明　社長
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沖縄産のマグロの生ハム

　沖縄県は全国有数のマグロの水揚げ量を誇り

ます。その沖縄産のマグロを使った加工品とし

て開発したのが、マグロの生ハムです。現在、

贈答用として県内小売店で販売していただいて

おり、沖縄産のマグロのＰＲにもつながってほ

しいと期待しています。

当社の４つの特徴

1.“原材料は国産”にこだわります。

　北海道から沖縄まで広く一次生産者の皆さま

のネットワークを駆使し、全国の良いものを沖

縄に集めて製造しています。

2.“できるだけ添加物を使わない”にこだわり

ます。

　化学調味料、合成着色料、合成保存料など、使

わなくて済む食品添加物はできるだけ使わずに、

自然の力でおいしい商品づくりを目指します。

3. もちろん“おいしさ”にこだわります。

　一流の実績を重ねてきたアドバイザーを迎

え、ていねいに商品づくりに取り組んでいます。

ムスリムの方も、一般の方も、誰が食べてもお

いしい商品を提供します。

4. つくるものはすべて“ハラール対応”です。

　当社は工場内のすべてをハラール対応にする

ことで、ハラール対応の生産基地を建設するこ

とができました。全国でも初めての工場であり、

先行してさまざまな取り組みにチャレンジして

いきます。

販売マーケット

　８月に工場が稼働したばかりなので、これか

ら本格的に販売推進を図るところですが、すで

に県内ホテルで試行していただいた実績があ

り、関心は高いと感じています。

　最近では、全国展開するホテルチェーンから、

ムスリムの方々向けに「弁当として提供できな

いか」というご相談をいただいています。実現

に向けて試行錯誤の最中ですが、うまく商品化

できれば一気に需要は拡大するかもしれません。

　中東行きの航空便の機内食に使っていただく

計画もあります。当社は、機内食の製造会社に

食材を卸す予定です。

　また、全国展開する通販会社のラインナップ

商品に採用していただく予定です。これは、国

産だけの食材を使った「安全・安心でおいしい

食品」としてアピールするのがねらいです。

今後の取り組み

　まずは、現在進捗中の計画やご相談をいただ

いている事案を、しっかりと前に進めて実現す

ることです。その実績によって、潜在需要が一

気に顕在化すると考えています。将来の展開と

しては、海外のムスリムに向けた商品の輸出を

増やしていきたいと考えています。

　ハラールマーケットの成長性を理解するもの

の、設備投資が負担で二の足を踏んでいる経営

者の方は多いのではないでしょうか。そんなと

き当社がお役に立てるかもしれません。一緒に

ハラールマーケットに挑戦してみませんか。

（レポート　照屋　正）

うるま市勝連南風原の本社・工場

管理の行き届いた工場内 ハラール対応の和食そうざい

沖縄から世界にチャレンジする

ハラール対応の専用工場は全国初
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　すべての生命体の構造と機能の基本単位は

細胞です。細胞はそれぞれ決まった周期で分

裂と増殖を繰り返しており、細胞周期は大き

くG1期、S期、G2期、M期の4つに分けられ

ますが、細胞分裂の周期から外れて停止して

いる状態をG0（ジーゼロ）期といいます。筋

肉、心臓、神経、脳細胞など、ヒト体細胞の

90％以上はこのG0期にあります。

　それでは、細胞はどのようにして成長と分

裂を繰り返したり止めたりするのでしょう

か？この生物に関する根本的な疑問に答えよ

うと、沖縄科学技術大学院大学（OIST）の柳

田充弘教授率いるG0細胞ユニットでは、栄養

源の枯渇を感知して細胞が分裂を止めるまで

に、細胞の中でどのような反応が起きている

のかを分裂酵母を使って調べています。

　分裂酵母は真核生物の中で最も単純な生物

として、進化の過程でヒトまで保存されてい

る細胞の性質を調べる研究に適しています。

　分裂酵母は環境中の糖、ビタミン、ミネラ

ル等を栄養にして生きていますが、中でも窒

素源が枯渇すると、その後ほとんど成長しな

いまま約8時間の間に2回分裂をして、半分の

大きさになった後、完全に成長と分裂を止め

ます。しかし、窒素源枯渇直後の１時間は見

た目には変化がなく、細胞の中でどのような

反応が起きているのかよくわかっていません

でした。

　そこで、柳田教授の研究グループでは、窒

素の供給を断ってから、15分後、30分後、１

～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13回：分裂酵母の生きるすべ

新時代の教育研究を切り拓く

寄　　稿

G0細胞ユニットでは、分裂しない細胞がいかに生き長らえるかを遺伝子レベルで理解することを目指しています。

G0細胞ユニットでは、生命の根本である細胞活動について、ポストゲノム的手法と遺伝学的アプ

ローチを用いて、細胞の増殖期における細胞分裂周期およびG0期とよばれる細胞分裂停止期の分

子的な制御メカニズムを研究しています。同ユニットを代表する柳田充弘教授は、36歳の若さで

京都大学教授に就任後、40年ちかくにわたって真核生物の細胞周期制御機構、とりわけ染色体分

配機構の解明に焦点を絞った研究に従事しました。蛍光色素で染色した分裂酵母の染色体など、細

胞核のDNAを蛍光顕微鏡で観察できる基本技術を開発したことでも世界的に知られています。

柳田充弘教授
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時間後に細胞の中の代謝物がどう変化するか

を調べました。代謝物とは、細胞が生きるた

めに栄養から作り出す物質のことで、これを

解析することで細胞内の活動を知ることがで

きます。OISTの質量分析装置で代謝物を計測

し、検出された数千種のピークの内、3回行っ

た実験の中で確実に同定できた75個の代謝物

について調べたところ、15分後には代謝物に

劇的な変化が起きていることが分かりまし

た。まだこの時点では見た目に何も変化がな

いにも関わらず、いくつかの代謝物の量が急

増している一方で、あるグループに属する代

謝物が一斉に減少していました。これらの結

果から、環境中の栄養源の変化は細胞内の代

謝物に素早く反映されていることがわかりま

した。また、窒素という一つの栄養素の変化

が、糖（グルコース）の代謝経路を変えてい

ることが示唆されました。

　本研究を行った佐二木健一研究員は、「細

胞内の複雑な反応の中でどの部分が窒素源枯

渇に直結しているのかを見極めるのが難し

かった」と話しています。そして、今回、窒

素源枯渇直後の細胞の全体像が見えたこと

で、これらの初期反応が8時間後の細胞分裂停

止へどうつながっていくのかを今後調べてき

たいとしています。また、今回現れた反応

は、環境変化に対応できずに分裂し続ける原

因となる遺伝子を見つけるための指標として

も使うことができます。さらに理解が深まれ

ば、細胞分裂が止まらなくなるがんなどの治

療方法を導く鍵になることが期待されます。

　柳田充弘教授は、生命の根本である細胞活

動と沖縄県の伝統的な食習慣を研究すること

で、健康と長生きの秘訣を解明しようとして

います。

　「長寿はこれまで医学研究の対象としてま

ともに扱われてきませんでした。なぜなら老

化は病気と見なされていないからです。しか

し、沖縄県民が長寿であることは、健康的に

老いるということを沖縄だけでなく世界中の

人々と共有できる可能性を示唆しています」

と柳田充弘教授は言います。

　どうすればヒトが100歳の誕生日を迎えて

なお健康に生きられるかを知るために、柳田

教授のユニットでは私たち人間がどのように

休息するか、もっと厳密に言えば、私たちの

細胞がどのように休息するかを探っていま

す。細胞のG0期は生命にとって非常に重要で

すが、細胞を強制的にG0期に移行させる仕組

みがあるのでしょうか？それとも、例えば神

経細胞や心筋細胞はG0期で細胞としての機能

を果たしていますが、単に細胞の成熟にとも

なって自然にG0期に移行しているだけなので

しょうか？ G0期を制御する分子スイッチは何

でしょうか？

　このスイッチを見つける研究では、細胞が

作り出すすべての低分子化合物を網羅的に分

析する、メタボローム解析と呼ばれる手法が

分裂酵母は、窒素があるときは成長と分裂を繰り返すが、

窒素が枯渇するとほとんど成長しないまま約8時間の間に2

回分裂をして、半分の大きさになった後、完全に成長と分

裂を止める。

細胞周期：G1期（DNA合成準備期）では細胞分裂を進行

するかを判断し、S期ではDNAの複製が行われる。G2期で

は細胞が分裂するための準備が行われ、M期で細胞が分裂

を開始する。G0期で細胞は分裂周期を停止する。

M phase

G2 phase

S phase

G1 phase

G0 phase
Mitosis cell division

cell
cycle

Quiescence

DNA systhesis
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大いに役立ちます。柳田教授の研究チームは

すでに分裂酵母のメタボロームを明らかに

し、この先駆的な研究のデータと技術によ

り、細胞がどのようにストレスや変異に適応

するかを調べることが可能になりました。こ

れらの情報は、細胞の成長を促す再生医療

や、がんを抑制する標的療法を発展させる可

能性を秘めています。

　柳田教授は、「沖縄の食材は、世界を魅了

するバイオテクノロジーの新事業に活用でき

る可能性を秘めています。生命科学と産業を

結びつけるまたとない時と場所に、私たちは

いるのです」と研究への意気込みを語ってい

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。

佐二木健一博士ピンク色の斑点はDNAを示している。緑色の線は細胞分裂

の際に染色体の正常な分配を支える構造物（微小管）。
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OCVB REPORT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

はじめに

　平成 26 年度の外国人観光客数は 98 万 6 千

人で、前年度比 57.2％増と大幅な伸びをみせ

ました。

　沖縄県とＯＣＶＢでは、年々増加する外国人

観光客の受入体制の強化として、インフラ整備

や観光事業者の対応力向上に加えて、「うとぅ

いむち（おもてなし）」の心を持って観光客を

受け入れる気運を高めようと、県民の皆さんに

対して様々な啓発活動を行っています。

「ウェルカムんちゅになろう」プロジェクト

　文化や習慣の違いを越えて、外国人観光客を

温かく迎え入れる気運を高めることを目的に、

平成 26 年度から県民向けの受入啓発プロジェ

クト「ウェルカムんちゅになろう」を実施して

います。

　“ウェルカムんちゅ”とは、来県した外国人

観光客を「うとぅいむち（おもてなし）」の心

で温かくお迎えする県民皆さんのことを指して

おり、県民 140 万人に向けて“ウェルカムん

ちゅ”になろうと呼びかけています。

　これまで実施した施策では、大型イベントの

会場等における外国人観光客と県民の皆さんが

交流できるエリアの設置、県民の皆さん自身に

沖縄の良さを再認識していただくための観光パ

ンフレットの無料配布、在沖外国人と県民の皆

さんとのディスカッションの場の提供などがあ

ります。

　おもてなしの心を広げる歌も制作されまし

た。ＢＥＧＩＮの比嘉栄昇氏を音楽プロデュー

サーに迎え、海外の方へ伝えたい県内各地の良

いところを歌詞に詰めた楽曲「いちゃりば結」

の誕生です。県民の皆さんの手によって作られ

た「いちゃりば結」は、テレビやラジオを通じ

て啓発ＣＭとして放送されています。

　そのほか県内の人気バラエティ番組を活用し

た活動も行っています。人気の芸人の皆さんが、

外国人観光客へ「なぜ沖縄へ来たのか？」、「沖

縄で良かったことは何か？」などと質問し密着

取材します。これによって、国際化する沖縄観

光の現状や外国人が感じる沖縄の良さを県民の

皆さんへ楽しく、分かりやすく伝えています。

外国人観光客受入体制強化事業

「ウェルカムんちゅになろう」プロジェクト

～外国人観光客を県民みんなで温かく迎え入れるために～
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県内各地で「ウェルカムんちゅリーダー」を任

命

　本年度は各地域の観光協会や漁業組合等の協

力を得て、ウェルカムんちゅのお手本となる

「ウェルカムんちゅリーダー」を 13 名任命し

ました。離島を含む 7 つの地域の方々です。

　「ウェルカムんちゅリーダー」が中心になり、

ウェルカムんちゅの輪が広がることを期待して

います。

親子向けイベント「夏休み子ども自由研究」へ

出展

　去る８月に開催された「夏休みこども自由研

究 in 沖縄コンベンションセンター 2015」に

おいて、観光客受入の意識を育んでもらおうと

「マハエりょこうしゃ」ブースを出展しました。

　子どもたちに旅行会社へ体験入社してもら

い、沖縄旅行コースの作成を通じて沖縄の魅力

発見や沖縄が観光地として国際化している現

状、そして「うとぅいむち（おもてなし）」の

心を学んでもらいました。２日間で 580 名の

子どもたちと保護者600名の計1,180名がブー

スを訪れました。

　観光客が楽しめる場所、食べ物、アクティビ

ティなどを子どもたちが一生懸命に考え、独自

の発想で自由に観光コースを作成していた様子

が印象的でした。

　保護者の皆さまからも、「沖縄が観光地とし

て国際化していることが理解できた」、「沖縄の

魅力を伝えられるようになった」と多くの感想

をいただきました。

多くの皆さんの参加で高まる気運

「ウェルカムんちゅリーダー」に期待

県民みんながウェルカムんちゅに

「いちゃりば結」の歌に乗せて

外国人観光客の声をテレビ番組で伝える
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　今後も世界に通用する観光人材の育成や観光

客受入に対する気運の醸成を図るための活動を

展開していきます。

「沖縄をささえる観光のチカラ」を発行

　外国人観光客に関する情報や観光事業の取組

みについて、広く県民の皆さんに知っていただ

くとともに、観光に対する理解や関心を深めて

もらうことを目的に、子どもから大人まで手に

取りやすく気軽に読むことのできる観光啓発パ

ンフレット「沖縄をささえる観光のチカラ」を

作成しました。

　パンフレットでは、これまでの入域観光客数

や「平成 27 年度ビジットおきなわ計画」で掲

げた年度の数値目標、近年寄港回数が急増して

いるクルーズ船に関する情報などを紹介してい

ます。また、来沖した外国人観光客が「滞在中

に何をしているのか」、「どういったことで困っ

ているの」などについてイラストを用いながら、

分かりやすく解説しています。

　「沖縄をささえる観光のチカラ」は、８月の

観光月間中の各イベントを皮切りに、県内で開

催されるイベント会場や各種セミナー等で配布

し、多くの皆さんの関心を高めるきっかけづく

りに活用しています。

問い合わせ先　
一般財団法人　沖縄観光コンベンションビューロー　国内事業部　受入推進課

TEL　 098-859-6129
http://visitokinawa.jp

担当　照喜名朝仁・辻美由紀

夏休み子ども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター

楽しく観光を学ぶ子どもたち
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1. はじめに

　ＡＮＡの2013年の国際物流売上は1,100億

円、沖縄貨物ハブの売上も前年比20％増加し

た。ＡＮＡ2015年決算発表によると貨物事業

の売上は、国際貨物1,247億円（前年比19.1％

増）、国内貨物325億円（1.5％増）となって

いる。那覇空港の貨物取扱量は国内第4位であ

るが、2009年の貨物ハブ設立以来、その貿易

内容は直接伝わっていない。

　サプライチェーン・マネジメント（SCM）

とは、情報をもとに最初の部品調達から、製

造、そしてエンドユーザーまでの販売・在庫

等を一元管理することにより、効率的なロジ

スティクスを通した全体最適の商品供給シス

テムを構築しようというものである１）。

　沖縄貨物ハブの課題は、出来るだけ多くの

商品のサプライチェーン（以後ＳＣ）を構築

することであるが、その可能性を直接裏付け

るデータの存在は無い。本稿は税関データを

使用して那覇空港における貿易内容を調べる

ことにより、ＳＣが形成されているか、また

どのような影響を他産業に及ぼす可能性があ

るのかを調査、考察したものである。

２. これまでの研究レビュー

　21世紀における世界経済の成長エンジンが

アジアにあることは間違いない。アジア開発

銀行の日本など一部先進国を除いた域内の成

長率予測は2015年5.8％、2016年6.0％と下方

修正し発表されたが、これからアジア地域で

は中間所得層の増大が見込まれる2）。その意

味で、アジア圏を対象とした那覇空港ハブが

注目されるのは当然のことと考えられる。

　筆者はこれまで那覇空港における貨物ハブ

をロジスティクス視点から考察を行ったが、

それはＡＮＡの貨物ハブ事業開始の意義3）、

グローバル・ロジスティクスにおける貨物ハ

ブの意義4）、そして税関データからみた貿易

構造の分析5）であった。

　その後も那覇空港ハブは、多くの研究者を

引き付け、例えば鷲尾は国際物流の見地から

現地調査をおこなっている6）。伊藤らは、輸

送時間も財需要の決定要因としてシミュレー

ションを行い、輸送費用の変化が無い一方で

輸送時間が30％削減されれば対アジア輸出額

が約10.6％増加するとしている。また彼らは

2010年沖縄県産業連関表（344部門）を用い

て分析を行い、貨物輸送サービスが及ぼす沖

特別寄稿

琉球大学観光産業科学部
産業経営学科

教授　知念　肇

那覇空港における
サプライチェーン（ＳＣ）
形成過程と
その影響に
ついて

早稲田大学大学院
商学研究科
博士課程満期終了退学
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縄県内の経済効果はまだ小さく84億円と試算

している7）。

　しかし企業活動は活発になってきている。

例えばヤマト運輸は機械部品の海外配送拠点

を那覇空港ハブで2013年に稼働させ東芝子会

社の東芝自動機器システムサービス（川崎

市）の機械部品の欧州やアジアへの配送を手

がけている。最初に行ったのは紙幣の計算な

どに使う「自動紙幣処理機」の部品約400点を

センターに集積し、専用端末で受けた注文表

通りに部品を梱包、出荷することであった。

注文から到着までにかかっていた期間は、３

～４日から最短２日に短縮できたという8）。

　2015年3月には、国際物流拠点産業集積地域

那覇地区４号棟（ロジスティクスセンター）に

入居し、５階建ての同施設の全フロアを使い、

隣接する３号棟で運用する「パーツセンター」

の拡充などを進めると公表した9）。

　このように研究が多方面でなされる一方で

論点が収束されず、全体的な可能性の展望か

ら議論が進んでいないのが現状である。よっ

て、本稿においては以下の考察から論点の収

束とＳＣの可能性を探ろうと試みた。

3．研究上の問題点とデータ加工について

　先ず、以下のような条件を満たしていれば

ＳＣとなっているという仮説をたてた。

① 特定地域・特定製品について継続的な輸出

入がなされている。

② 特定地域から特定製品について継続的な輸

入がなされている。

③ 特定地域へ特定製品について継続的な輸出

がなされている。

使用したデータは平成27年1月～6月（平

成27年上半期）、財務省沖縄地区税関管

内貿易統計である。

http://www.customs.go.jp/okinawa/07_to

kei/index.htm

　那覇空港税関支署から毎月発表されるデータは、

「輸出動向・輸入動向のグラフ」、「貿易額の推移

（総輸出額・総輸入額）」、「上位輸出品別表（輸

出上位５品目）、「上位輸入別表（輸入上位５品

目）」、「上位輸出国別表（輸出上位５ヶ国）」、

「上位輸入国別表（輸入上位５ヶ国）」である。

　不明な点：どの国・地域にどの商品がどれ

だけ輸出されているか。どの国・地域からど

の商品がどれだけ輸入されたか。

　従って本研究では、以下の処理手順で国・

商品のクロスデータを作成した。

①　那覇空港税関支署貿易概況（速報）より、

那覇空港における毎月の上位５位品目（輸

出・輸入）を確定。

②　管内貿易統計（速報）より、①の上位５

品目についての各国の輸出額、輸入額を

管内輸出額合計と管内輸入額合計で割る

ことにより、各国の当該製品の輸出、輸

入に占める割合（％）を得る。

③　那覇空港における上位５品目の金額へ②

で得た割合を掛けることにより、各国の

推定取引額が出される。

④　再輸出品は、内容が不明であるため、分

析対象としていない。

　その結果、（１）輸出入とも継続的になさ

れている地域・製品、（２）輸入が継続的に

なされている地域・製品、（３）輸出が継続

的になされている地域・製品、（４）その他

の地域、（５）輸送手段が変わった製品を推

定することができた。それは、以前は空港輸

送で行われていたものが、数量の増大ととも

に船舶輸送に切り替えられた製品である。
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4. 分析結果

（1）輸出入とも継続的になされている地域・

製品…韓国（表１参照）

　３月を除くと日本側の輸入が多いが、工業

製品の輸出入が多いということが、那覇空港

ハブを使った日韓貿易の特徴といえよう。

　製品別にみると、電気機器が最も多く輸出

入がなされている。1月、4月、6月においては

日本の大幅輸入超となっている。

　日本の圧倒的な輸出超となっているのが、

精密機器である。しかも、2月以降は輸出のみ

となっている。これは、韓国の企業にとって

日本の精密機器なしには画期的な新製品を作

成できない事情が影響していると推察できる。

（表３、図１）

　

（2）輸入が継続的になされている地域・国・製

品…台湾（表４、図２）、中国（表５、図３）

　両地域・国とも電気機器、一般機器におい

て我が国は多く輸入している。台湾において

は、輸送用機器も多い。

　しかし、ここにおいても精密機器の輸入は2

月以降皆無である。

　わが国最大の貿易相手国である中国を見て

みると、電気機器、一般機械の輸入が多くな

されている。中国からも2月以降精密機器の輸

入は途絶えている。（表５、図３）

（3）輸出が継続的になされている地域…シン

ガポール（表６、図４）、グアム（表７、図

５）

　シンガポールに対して、魚介類、肉類そし

て飲料を輸出している。グアムに対しては、

魚介類の輸出が多い。

1

2

3

（千円）

（千円）

（千円）
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　シンガポール及びグアムは農業が成立しな

い都市もしくは島しょ地域となっている。特

にシンガポールの富裕層においては、我が国

農産物への需要が今後高まるものと見られて

いる10）。

（4）その他の地域

　米国からの輸入…電気機器、その他の雑製

品をはじめ、多くの製品が輸入されている。

（表８、図６）これは米軍家族向けと見られ

るが、従来航空機4時間圏内での貿易を前提に

していたものを、例えばインド等4時間を超え

る地域との貿易も需要開拓さえなされれば可

能と考えられる。

（5）輸送手段が変わった地域・製品

　香港…肉類、魚介類が、輸出量の増加とと

もに飛行機から船舶での輸送に変わったと考

えられる。（表９、図７）

　半導体…以前、飛行機にて前工程を終えた

製品を日本から台湾へ航空便で輸出し、完成

品もまた航空便にて輸入していたが、現在は

船舶で韓国、中国、台湾、その他のアジアか

ら輸入されている。（表10、図８）これは、

同製品が航空機で輸入されていたなら上位5品

目に入っているからである。もう一つ特徴的

なのは、半導体の製造がアジア全体で可能と

なっていることである。図９から分かる通り、

6月にはその他のアジアからの半導体の輸入が

中・韓・台合計を上回っている。

4

5

6

7

（千円） （千円）

（百万円）

（千円）
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　アジア各国への精密機器輸出が減る中、韓

国のみは沖縄貨物ハブを利用した最大の輸出

相手国となっている。

5．海運業への影響

　好調な那覇空港ハブ事業に最も刺激を受け

ているのが、沖縄県の海運業者である。先ず

琉球海運（那覇市、山城博美社長）は、

RORO船「みやらびⅡ」（10,184総トン）を

九州―沖縄―台湾・高雄航路に導入し、海運

大手の商船三井（東京、武藤光一社長）と提

携した。その結果那覇から香港へのリードタ

イムは2週間から6日に短縮され、輸送コスト

の低減も見込まれている。

図11　琉球海運と商船三井による新国際航路

出所：『琉球新報』2014年12月19日

　琉球海運が2015年3月18日に発表した2015

年3月決算は、売上高が前期6.2％増の185億

99万円となり、過去最高を更新した。

図12　南西海運が新設する高雄航路

出所：『琉球新報』2015年7月30日

　一方、南西海運（那覇市、下地米蔵社長）

は、新造船せつ丸（180TEU）を投入し、台

湾大手船会社「万海（ワンハイ）航運」と

2014年に業務提携をおこなった。この1年で

南西海運が那覇―中国、台湾間で取り扱った

貨物は、20フィート・コンテナ換算で前年同

期比約３倍の3,142TEUに増大している。

　従来内航海運業者であった両企業がアジア

に目を向けたことは、他県に例を見ない戦略

転換である。

8

9

10

（百万円）

（百万円）

（百万円）
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6. 農業への影響

図13

出所：『琉球新報』2015年8月5日

　ジェトロ沖縄によると、2014年度の貿易相

談は前年同期比43.9％増加した。輸出商品は

野菜などの県産品を使った食料品が最も多く、

アジアへの関心が高い。

図14

出所：『琉球新報』2015年8月5日

　イオンダイレクトとＪＡ全農、ヤマト運輸、

ＡＮＡＣａｒｇｏ（カーゴ）の４社は、那覇

空港の沖縄国際物流ハブを活用して、全国の

農産物をオーバー・ナイトで香港の消費者ま

で届ける新たな輸出の仕組みを構築した。農

林水産物の年間輸出額１兆円を目標に掲げる

農水省の呼び掛けで４社連携のモデルが実現

したのであるが、2015年8月１３日には、予

約注文を受け付ける専用サイトが立ち上がっ

ている。

図15

出所：『沖縄タイムス』｠8月14日

　

7. これからの課題と展望

　沖縄地区税関データより、那覇空港ハブに

おける貿易の傾向が明確になってきた。

　すなわち、工業製品において輸出入の活発

な国は韓国であるが、とりわけ我が国にとっ

て精密機器の重要な輸出地となっている。中

国、台湾は、我が国にとって工業製品の輸入

が多い地域である。シンガポール、グアムは

我が国にとって食料品の輸出が多い国・地域

である。その他、米国からは電気機器を始め

とする工業製品の輸入が多い。香港に対して

は、食料品の輸出が多いが、取引単位が百万

円単位になるにつれ船舶を使った輸出が多く

なっていると推測できる。もし、航空機によ

る輸出であれば、上位国にランキングされる

はずだが、そうはなっていないことと、マス

コミ等の二次情報から推測できる11）。

　その上で、産官学の連携の必要性を強く感

ずる。これ以上の細かいデータは、ビッグ・

データとして処理されるもので、主に産業界

が保持している。大学は、産業界からデータ

を得、処理し、知識化する（具体的には季節

ごと・製品ごと・地域ごとのパターンの発見

等）ことが可能と考える。その知識に基づき、

行政は港湾・空港・物流センターの設備改善

を効率的に行うことができる。例えば、香港

やシンガポールなどの農業の成立しない都市

国家・地域において我が国の高品質の農産物

が輸出されていることから、オランダ（フー

ドバレー）・フランス（ブランド化）のよう
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に農業を国の産業政策の柱に位置付けるべき

であり、農産物のジャパン・ブランド化と生

産地から那覇空港・港湾隣接倉庫、そして消

費者までの安全で効率的なＳＣ整備が急務と

いった提言ができる。

　また、精密機器の輸出・リペア基地として那

覇空港ハブの果たしえる役割には大きいものが

ある。海底光ケーブル事業開始も決定しており、

IoT関連の産業も期待される。

　これらは、空港・港湾・情報に基づく産業

クラスターの形成を狙うものであるが、今後

の研究課題とさせていただきたい。
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始めた「ごーやー茶」に続く第２段の飲料

「雪塩黒糖ドリンク」を開発、香港、マカ

オのスーパーなど約５００店に向け４０

フィートコンテナで毎月定期配送する。従

来の台湾を経由した輸送では１キロ当たり

１５～２０円のコストがかかるが、釜山経

由の空コンテナ活用では５～６円に低減で

きるという。毎月の飲料輸送をベースに、

ほかの物資などの輸送も受け付ける」

『琉球新報』2014年7月12日 

地域

アジア

北米

欧州

店舗数（2015年）

約4万5,300店

約2万5,100店

約1万　550店

2013年との比較

1.7倍

1.5倍

1.9倍
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はじめに 

　皆様こんにちは。沖縄県香港事務所の村井です。

11月に入りだいぶ過ごしやすい日々が続いてい

るかと思います。香港も11月に入ると気温も下

がり、1年で最も過ごしやすい時期になりました。

　今回は当所が携わったイベントについてご報告

します。

１．縁日×沖縄　

―7月31日～8月2日開催―

　「縁日」という日本の夏の定番イベントを香港

の人々に発信するために昨年から開催されたイ

ベントに、今年は沖縄の文化を発信するため当

所がコラボレーションしました。

　沖縄の伝統芸能であるエイサーや県出身の若

手デザイナーpokke104さんのライブペイント

等で沖縄文化をPRするとともに、出展した露店

に県産品を使用していただくことで観光・文化

と物産の両方をPRすることが出来ました。

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）

香港と中国でのイベントについて

vol.89
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２．スポーツEXPO　

―8月13日～8月16日開催―

　健康志向の強い香港ではジョギングやサイク

リングなどが日常的に行われており、日本での

ランニングブームさながらといった感じです。

このような人々をターゲットにマラソンやサイク

リングと旅行をセットにしたPRを行いました。

３．広州旅行博（CITIE）　

―9月10日～9月13日開催―

　中国広東省広州市で開催された旅行博に沖縄

県としてブースを出展しました。香港における

沖縄の認知度は高く、全体の90％の方々に認知

いただいていますが、すぐ隣の広東省での認知

度は低く、全体の10％程度と言われています。

　広東省は中国の南部に位置し比較的温暖であ

るため、日頃見ることが出来ない雪を目当てに

北海道へ訪れる人が多いのが現状です。当事務

所では、沖縄県を「一番近い日本、日本で一番

早い桜が見れる場所、ホエールウォッチングが

できる場所」を合言葉に冬場の旅行客誘客に力

を入れています。

　中国本土では、今まで団体旅行の割合が多かっ

たものの、徐々に個人旅行の割合が増えていま

す。中国でも旅行の多様化が始まっており、中

国本土であまり知られていない沖縄について、

当所でも中国本土の皆様に様々な情報を発信し

ていきます。
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４. オータムフードフェスティバル　

―10月23日～10月25日開催―

　7月、8月に開催した「縁日×沖縄イベント」

の内容に、さらに物産面を強調したイベントを

実施しました。

　琉球舞踊や三線による伝統文化の発信ととも

に、オリオンビールをはじめとした主要県産品

の即売会や現地で沖縄県産品を取り扱っていた

だいている商社の皆様に露店を出店していただ

くなど、より沖縄らしさを演出する内容となり

ました。

最後に

　香港では観光と物産を組み合わせた多くのイ

ベントを開催しています。観光立県沖縄にとっ

て、観光と物産の連携は切り離すことが出来な

い重要なポイントと言えます。これから年末へ

と向かいますが、沖縄県香港事務所ではまだま

だイベントを盛りだくさん予定していますので、

県内の皆様にできるだけ多くの情報をお伝えし

ていきたいと思います。
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RYUGIN BUSINESS CLUB りゅうぎんビジネスクラブ

入会 のご案内

「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。

お問い
合わせ

　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】
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

■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
・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】

・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

■「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】

・「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
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　「まちゼミ」とは、得する街のゼミナールを略

したものです。愛知県岡崎市の商店街から始ま

りました。商店主やそのお店のスタッフが講座

の講師となり、予約制で各店の専門知識を受講

者に無料で講義し、実技体感を提供する少人数

（２～７名程度）のゼミナールです。お店で講座

を開催することにより、そのお店の存在、特徴、

商店主のこだわり、人となりを知ってもらい、

お客様とのコミュニケーションの場から、信頼

関係を築いていきます。

　お客様に喜んでいただき、お店が繁栄し、街

の賑わい創出に寄与する「みんなが幸せになる

三方よし」の事業なので、実施するところが全

国各地に広がってきています。

（http://machizemi.org/?page_id=38）

　沖縄では、初めて沖縄市一番街周辺をエリア

として、去る９月11日から10月 12日までの

期間で38講座を開催しました。

　美容・健康、飲食、物販、サービスと様々な

業種のお店が参加しており、１回60分～90分

の講義時間で開催しました。

　「コーヒーのおいしい作り方」講座ではコー

ヒー店の店主がコーヒーの基礎知識をはじめ、

コーヒー器具の説明、豆の選び方、注ぎ方など、

実演も交えながら講義されており、お客様も実

際にコーヒー作りを体験するなど終始笑顔で楽

しみながら受講されていました。

　その他にも、呉服店が「初心者の為の、カン

タン・半衿付けかた」、化粧品店が「同期会で５

才若く見られるコツ」、衣料品店が「やせて見え

るコーディネイト術」など各商店主の専門知識

を活かしたさまざまな講座があります。

（http ://ogb .go . jp/move/OSHIRASE/

oshirase/201509/machi_seminal.pdf）

　なお、沖縄県内では、浦添市屋富祖通り会も

沖縄市に続き、年内開催に向け取り組んでおり

ます。

　「まちゼミ」等は全国商店街支援センターの支

援を受けて開催することもできますので、やっ

てみたいという商店主の方等は是非こちらをご

覧ください。

（http://www.syoutengai-shien.com/）

　沖縄総合事務局経済産業部商務通商課では、

沖縄で「まちゼミ」を実施した商店街等による

事業報告会を開催するなど、沖縄県内の商店街

等に対して広く周知していきたいと考えており

ます。

　また、沖縄総合事務局経済産業部商務通商課

では、「まちゼミ」以外でも商業の活性化に関す

る施策等の相談を受け付けております。（０９８-

８６６-１７３１）

1

2

「まちゼミ」？

沖縄県内での開催

http://ogb.go.jp/keisan/index.html

■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
　経済産業部商務通商課

TEL：098-866-1731

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部

沖縄総合事務局経済産業部の
最近の取組について
沖縄初！「まちゼミ」を
一番街周辺で開催！！

沖縄市のまちゼミ光景（コーヒーのおいしい作り方）

沖縄市のまちゼミ光景（猫背のなおし方）





浦添市

事業主体

関係地域

事業目的

事業概要

事業期間

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 都市計画・モノレール課
　　　  沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号　電話: 098-043-5520

平成23年度～平成30年度

事業延長0.7km

都市計画道路　城間前田線事業名 ： 

・城間前田線は、沖縄本島東海岸と西海岸を結ぶ都市計画道路で、国道58号、国道330号、沖縄自動車道、
国道329号の縦軸幹線道路を相互に連結する主要な横軸幹線道路である。
・西原入口交差点を中心に慢性化している渋滞を緩和し、周辺交通の円滑化及び道路利用者の安全性
の向上を図る。また、モノレール導入路線であり、モノレール事業と連携した整備により地域の活性
化を図る。

事業規模

事 業 費

経 　 緯

[事業名]　都市計画道路　城間前田線
[事業内容]　街路（現道拡幅）
[所在地]　浦添市前田
[事業延長]　L=0.7km
[道路規格]　４種１級
[設計速度]　60km/h
[車線・復員]　４車線　W=34m
[全体事業費]　約102億円

・平成23年度 那覇広域都市計画道路の変更

・平成23年度 事業着手

・平成24年度 用地着手

・平成26年度 工事着手

・平成30年度 供用予定

約102億円

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

（図は沖縄県土木建築部都市モノレール建設事務所提供）

城間前田線計画図

L=720m

( )

県内大型プロジェクトの動向   vo l .69
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・平成27年6月時点での事業費ベースの進捗率は92.6％である。

・平成28年度の事業費は約2.6億円を予定しており、平成30年度の供用をめざす。

・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。

・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。

・本事業により、西原入口交差点を中心に慢性化している渋滞を緩和し、周辺交通の円滑化及び

道路利用者の安全性の向上を図る。また、モノレール導入路線であり、モノレール事業と連携し

た整備により地域の活性化を図る。

・城間前田線終点から西原町向け0.7kmの区間については、モノレール関連事業として、同時期の

供用を目指し事業中である。

・浦添警察署前から浦添市安波茶までの区間（L=約0.8km）については、現在、都市計画道路城間前

田線（安波茶工区）の整備事業が進行中である。

現況及び

見 通 し

県内大型プロジェクトの動向　vol.69

熟 度 □構想段階　□計画段階　□工事段階　□開業・供用段階

進捗状況

①道路復員W=34m 標準部

②モノレール標準部

道路標準断面図

（図は沖縄県土木建築部都市モノレール建設事務所提供）
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●りゅうぎん調査●

　９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、シルバーウィークにより食料品、衣料品ともに好調に推移し引

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

どから引き続き前年を下回った。電気製品卸売は、新商品の販売増などから前年を上

回った。

　建設関連では、公共工事は国、県発注工事の減少から前年を下回った。建築着工床面

積（８月）は前年を上回り、新設住宅着工戸数（８月）も貸家の増加などから前年を上

回った。建設受注は、民間工事の大幅な受注増により前年を上回った。

　観光関連では、入域観光客数は、国内客がシルバーウィークにより増加し、外国客も

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。

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　

県 内 の

景気
動向

概況 2015年９月
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消費関連
　百貨店売上高は、閉店効果や催事効果などにより17カ月連続で前年を上回った。スーパー売上高は、
衣料品はシルバーウィークにより秋物衣料などが好調で、食料品も生鮮食品などが好調だったことか
ら６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カ月連続で前年を下回った。電
気製品卸売販売額は、新商品や従来より高単価の商品などが好調だったことより３カ月ぶりに前年を
上回った。
　先行きは、高い消費マインドや観光客の増加などから引き続き好調を維持するとみられる。

　公共工事請負金額は、国、県発注工事の減少などにより２カ月ぶりに前年を下回った。建築着工床面
積(８月)は、４カ月連続で前年を上回った。新設住宅着工戸数(８月)は、貸家の増加により４カ月連続で
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、民間工事が都市再開発
事業により大幅に増加したことから２カ月ぶりに前年を上回った。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が
続くものとみられる。

建設関連

　入域観光客数は、36カ月連続で前年を上回った。国内客はシルバーウィークにより４カ月ぶりに増加
し、外国客は26カ月連続で前年を上回った。方面別では中国本土、韓国、台湾、関西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
入場者数は19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カ月連続で増加した。
　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。

観光関連

　新規求人数は、前年同月比1.6％減と10カ月ぶりに前年を下回ったが、有効求人倍率（季調値）は、0.88
倍と前月より0.02ポイント上昇し、本土復帰後の最高値を更新した。産業別にみると、生活関連サービ
ス業・娯楽業、サービス業などは増加したが、情報通信業、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5.1％と前月より0.5％ポイント悪化した。
　消費者物価指数（総合）は、食料や教養娯楽などが上昇したが、交通・通信や光熱・水道などが下落した
ことから、前年同月比0.2％減と28カ月ぶりに前年を下回った。
　企業倒産は、件数が８件で前年同月を１件上回った。負債総額は６億4,900万円となり、同19.7％の減
少であった。

雇用関連・その他

続くものとみら

　入入域観域 光客数
し、外国客は26カ
光客数増加に寄

　先行きは、高い

　公公共工共工事請負
積(８月)は、４カ
前年を上回り 引

　百百貨店貨 売上高
衣料品はシルバ
ら６カ月連続で
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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） 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。

2015. 9 りゅうぎん調査

2015.7－2015.9
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項目別グラフ　単月 2015.9

項目別グラフ　3カ月 2015.7～2015.9

（注） 広告収入は15年8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。

（注） 広告収入は15年6月～15年8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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消費関連

17カ月連続で増加
・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17.3％増と17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などが好調に推移
した。食料品は催事効果などから増加し、
身の回り品や家庭用品・その他は催事効
果や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15.0％増）、衣
料品（同10.9％増）、家庭用品・その他（同
28.2％増）身の回り品（同13.6％増）と全品
目で増加した。

（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

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６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3.6％増と６カ月連続で前年を上

回った。

・食料品は、敬老の日における精肉や鮮魚

などの生鮮食品需要が好調だったことか

ら同2.3％増となった。衣料品は、シルバー

ウィークや前年より気温が低く推移した

ことで秋物衣料が好調だったことなどか

ら同7.0％増となった。家電を含む住居関

連は同2.2％増だった。

・全店ベースでも6.8％増と６カ月連続で前

年を上回った。

２カ月連続で減少  
・新車販売台数は3,948台となり、小型乗用

車はレンタカー需要により好調を維持す

るも、軽自動車は動きが鈍く前年同月比

6.6％減と２カ月連続で前年を下回った。

・普通自動車（登録車）は1,584台（同0.5％

減）で、うち普通乗用車は420台（同6.0％

減）、小型乗用車は838台（同9.5％増）で

あった。軽自動車（届出車）は2,364台（同

10.4％減）で、うち軽乗用車は2,005台（同

10.3％減）であった。

出所：りゅうぎん総合研究所

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
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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カ月ぶりに減少
・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１万6,173

台で前年同月比10.8％減と４カ月ぶりに

前年を下回った。

・内訳では、普通自動車は6,123台（同1.7％

減）、軽自動車は10,050台（同15.5％減）と

なった。

３カ月ぶりに増加
・電気製品卸売販売額は、冷蔵庫やＤＶＤレ

コーダーなどの新商品や従来より高単価

商品の販売が好調だったことなどから前

年同月比2.4％増と３カ月ぶりに前年を上

回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではテレビが同

11.8％減、ＤＶＤレコーダーが同102.1％

増、白物では洗濯機が同9.2％減、冷蔵庫が

同16.5％増、エアコンが同6.7％減、太陽光

発電システムを含むその他は同4.2％増と

なった。

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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建設関連
２カ月ぶりに減少
・公共工事請負金額は、308億3,500万円で

前年同月比2.1％減となり、国、県発注工

事が減少したことなどから、２カ月ぶり

に前年を下回った。

・発注者別では、独立行政法人等・その他

（同806.3％増）が増加し、国（同30.9％減）、

県（同11.9％減）、市町村（同6.9％減）が減

少した。

・大型工事としては、那覇空港滑走路増設

ボックスカルバート工事、スポーツ観光

交流拠点施設建設工事、那覇空港国際線

ターミナルビル増築工事などがあった。

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）

４カ月連続で増加
・建築着工床面積（８月）は22万2,870㎡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32.4％増となり、４

カ月連続で前年を上回った。用途別では、

居住用は同21.9％増、非居住用は同50.2％

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、居住専用は増加し、居

住産業併用は減少した。非居住用では、

教育学習支援業用、飲食店・宿泊業用な

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

４カ月連続で増加
・新設住宅着工戸数（８月）は1,764戸とな

り、貸家、持家、分譲が増加したことから、

前年同月比19.0％増と４カ月連続で前年

を上回った。貸家の着工を中心に高水準

で推移している。

・利用関係別では、貸家（1,149戸）が同

9.0％増、持家（348戸）が同57.5％増、分譲

（255戸）が同23.2％増、給与（12戸）が全

増であった。

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
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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）

２カ月ぶりに増加　　
・建設受注額（調査先建設会社：20社）は、

民間工事が都市再開発事業により大

幅に増加したことから、前年同月比

100.2％増と２カ月ぶりに前年を上

回った。

・発注者別では、公共工事（同27.8％増）

は３カ月連続で増加し、民間工事（同

159.1％増）は２カ月ぶりに増加した。

セメントは４カ月連続で増加、
生コンは３カ月連続で増加
・セメント出荷量は９万677トンとなり、
前年同月比5.3％増と４カ月連続で前年
を上回った。
・生コン出荷量は17万3,486㎥で同5.0％増
となり、那覇空港滑走路増設工事向け出
荷の増加から３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。

鋼材は９カ月連続で減少、
木材は３カ月連続で減少
・鋼材売上高は、住宅関連工事向け出荷の

減少などから、前年同月比6.3％減と９カ

月連続で前年を下回った。

・木材売上高も、住宅関連工事向け出荷の

減少などから同2.2％減と３カ月連続で

前年を下回った。　

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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36カ月連続で増加
・９月の入域観光客数は、前年同月比10.0％
増の72万4,700人と、36カ月連続で前年を
上回った。国内客、外国客いずれも増加し
た。国内客は、台風の影響はあったものの、
シルバーウィークにおける旅行需要の高
まりなどにより同2.9％増の57万5,100人
となり４カ月ぶりに前年を上回った。

・路線別でみると、空路は、国内客、外国客と
もに増加し、67万6,900人（同9.5％増）と36
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、４万7,800人（同
18.6％増）と４カ月連続で前年を上回った。 出所：沖縄県観光政策課

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）

26カ月連続で増加
・９月の入域観光客数（外国客）は、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49 .7％増の14万

9,600人となり、26カ月連続で前年を上

回った。

・国籍別では、台湾５万1,200人（同19.1％

増）、中国本土３万3,600人（同166.7％増）、

韓国２万3,700人（同115.5％増）、香港１

万8,800人(同44.6％増) 、アメリカ・その他

２万2,300人(同9.9％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６カ月連続で上昇、
売上高は６カ月連続で増加
・主要ホテルは、客室稼働率は89.2％となり、
前年同月比1.5％ポイント上昇し６カ月連
続で前年を上回った。売上高は同14.8％増
と６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89.3％と
同3.5％ポイント上昇し６カ月連続で前年
を上回り、売上高は同16.3％増と６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89.1％と同0.4％ポイント上
昇し２カ月連続で前年を上回り、売上高は
同14.4％増と５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。
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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。

６カ月連続で増加
・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25.2％増と６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33.6％増と19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23.1％増と５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）

19カ月連続で増加
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比10.9％増となり、19カ月連続で前年

を上回った。

入場者数は２カ月連続で増加、
売上高は２カ月連続で増加
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月

比4.8％増と２カ月連続で前年を上回っ

た。

・売上高は同4.7％増と２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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雇用関連・その他
新規求人数は減少、
有効求人倍率（季調値）は上昇
・新規求人数は、前年同月比1.6％減となり10

カ月ぶりに前年を下回った。産業別にみる

と、生活関連サービス業・娯楽業、サービス

業などは増加したが、情報通信業、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0.88倍と、前月より0.02ポ

イント上昇し、本土復帰以降の最高値を２

カ月連続で更新した。

・労働力人口は、70万1,000人で同4.5％増と

なり、就業者数は、66万5,000人で同5.4％増

となった。完全失業者数は３万6,000人で同

12.2％減となり、完全失業率（季調値）は

5.1％と前月より0.5％ポイント悪化した。

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。

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）

28カ月ぶりに下落
・消費者物価指数は、前年同月比0.2％減と28

カ月ぶりに前年を下回った。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、食料や教養娯楽な

どが上昇し、交通・通信や光熱・水道などは

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、８件で前年同月を１件上

回った。業種別では、建設業３件（同２件

増）、製造業１件（同数）、小売業２件（同

数）、情報通信業１件（同１件増）、サービ

ス業１件（同１件減）であった。

・負債総額は、６億4,900万円となり、前年同

月比19.7％の減少だった。

3 企業倒産

※棒グラフは品目別寄与度

県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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）

４カ月連続で減少
・広告収入（マスコミ：８月）は、前年同月比

1.0％減となり、４カ月連続で前年を下

回った。

※棒グラフはメディア別寄与度
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県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　

出所：沖縄気象台

・平均気温は27.8℃となり、平年（27.6℃)よ

り高く、前年同月（28.8℃）より低かった。

降水量は46.5ｍｍと前年同月（95.5ｍｍ）

より少なかった。

・沖縄地方は、高気圧に覆われて晴れる日が

多く、降水量は少なかった。中旬は大陸か

らの冷たい空気の影響により平均気温は

低かった。下旬は台風の影響で、八重山地

方では大荒れの天気となった。

気象：平均気温・降水量【那覇】参考
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　全国の婚姻件数は1972年をピークに減少傾向に
あり、それに伴い婚礼挙式件数も減っています。婚
礼市場全体の需要は減少していますが、一方で県内
でのリゾートウエディングの実施組数は年々増加し
ています。
　リゾートウエディングとは国内・海外のリゾート
地で行われる結婚式のことで、国内では沖縄や北海
道、軽井沢、海外ではハワイやグアムが有名です。
　県内では、チャペルウエディングに加えて、砂浜
での挙式や琉装ウエディングなどオリジナルの挙式
ができることも魅力の一つになっています。
　沖縄県の調査では、2015年上半期（１～６月）
の県外・海外から訪れるリゾートウエディングの実
施組数は前年同期比17.7%増の6,159組となりま
した。年間でみても、1999年の200組から徐々
に増加し、2013年には初の1万組を突破、14年
には1万2,068組となっています。この数字は、
沖縄県民の年間の婚姻件数8,803件の約1.3倍で
す。
　県内の全体的な観光のピーク期は8月ですが、リ
ゾートウエディングは4、10、11月の挙式が多く、
年間を通じた観光需要の底上げと平準化につながっ
ています。また、沖縄総合事務局のアンケートでは、
全体の約９割が挙式後に県内で新婚旅行をしていま
す。
　挙式だけでなく幅広い消費による経済効果が見込
まれ、今後、好調な観光産業を盛り上げていくこと
が期待できます。

　県産の豚肉や牛肉、マンゴーなどが全国的に人気を
集めるようになっています。では県内の農業は現在、
どのような状況にあるのでしょうか。以下でみてみま
しょう。
　まず、2013年の県内の農業産出額は885億円
でした。最近は900億円前後で推移していますが、
1995年ごろまでは１千億円以上で推移していました
ので、以前と比較すると減少しています。
　2013年の産出額について農産物別にみると、肉用
牛が158億円と最も多く、次いでさとうきびが151
億円、豚が123億円となっており、畜産物の割合が
高まってきています。ほかにマンゴーの産出額は20
億円となっており、沖縄県を代表する果実になってい
ます。
　一方、沖縄県の基幹作物であるさとうきびの産出額
は1985年の374億円をピークに減少が続き、生産
者の高齢化や海外産との価格競争などから2013年
には最盛期の４割程度にとどまりました。
　農業従事者数をみると、1985年には約4,400人
だったものが、2010年には約2,100人と約半数に
なり、産出額の減少にも影響しています。このように
農業を取り巻く環境は厳しい状況となっています。た
だ最近は香港など海外へ県産豚が輸出されるようにな
り、品質が良いことでかなり評価も高まってきている
ようです。県産物の海外向け輸出や６次産業化など新
たな取り組みを通した農業振興が、今後はより求めら
れてくるでしょう。

農業産出額 リゾートウエディング

りゅうぎん総合研究所　上席研究員
伊佐　昭彦

りゅうぎん総合研究所　研究員
城間　秋乃

県内における農業産出額の推移
「沖縄リゾートウエディング」の実績推移

出所　農林水産省「生産農業所得統計」

輸出・６次産業化が重要 件数　県民婚姻の 1.3 倍
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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。  ]

りゅうぎん調査　学びバンク
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　内閣府の「平成27年度年次経済財政報告」は、
国内経済を、個人消費を中心に内需が主導する形で
回復してきており1990年代初めのバブル経済の崩
壊以来およそ四半世紀ぶりの良好な経済状況がみら
れている、とまとめています。
　一方、地方経済については、雇用情勢は全ての地
域において着実に改善し景気回復の波及が地方経済
にも緩やかに及んでおり足踏みがみられる消費につ
いても今後の改善が期待される、としています。今
回の景気回復の特徴が従来の輸出向け製造業主導で
はなく、消費財・サービス主導型であると言われる
ゆえんです。
　沖縄は2013年初めには景気が拡大局面入りして
おり、個人消費も好調が続いています（弊社景気動
向調査）。最新の内閣府の地域経済動向（沖縄は「着
実に回復」で他地域おおむね「緩やかな回復基調」）
や全国地方銀行協会の地方経済天気図（沖縄のみ「晴
れ」で他地区は全て「曇り」）によると、沖縄の景況
は地方経済の中でも突出しています。
　今回の景気回復のもう一つの特徴であるインバウ
ンド消費の増大を考慮すると、製造業が少なく観光
を主体とした第３次産業中心の沖縄経済が好調な理
由が分かります。
　雇用に目を転じると、15年は常用労働者が40万
人の大台に乗り、量的な拡大が続いている最中です。
今の経済状況が続けば、今後は人手不足を伴いつつ
一般労働者（フルタイム）の割合増大という質の改
善も進むものと期待されます。

　沖縄も朝夕と涼しくなり、冬の季節が近づいてい
るのを感じます。寒い季節はせめて懐具合だけでも
温かくなってほしいものです。
　サラリーマンの懐具合を表す代表的な統計に「毎
月勤労統計調査」があります。賃金や労働時間など
のサラリーマンの勤労実態について調査しており、
５人以上の常用労働者（パートタイム労働者などを
含む）を雇用する事業所が対象です。
　県内の2014年の実績をみると、事業規模５人以
上の１人当たりの月平均賃金は236,220円で、事
業所規模30人以上の月平均賃金は268,801円と
なりました。
　図は県内の賃金水準の推移を表したものです。10
年を100とした実質賃金指数で、変動の大きな賞与
など「特別給与」を除いた「定期給与」の推移です。
　これをみると事業規模５人以上では、賃金水準は
12年をピークに減少傾向にあったものの、最近は上
昇していることが分かります。事業規模30人以上
もおおむね同様の動きを示しています。
　このことから県内の賃金状況は、だいぶ改善され
ていることがうかがわれます。最近の県内百貨店や
スーパーなどでの消費関連の好調さの背景には、こ
のような賃金状況の改善も影響しているとみられま
す。
　しかし、全国平均を100とした場合の県内の14
年賃金水準は、事業規模５人以上で74.6、事業規模
30人以上で74.0となっており、引続き全国格差は
大きいのが現状です。

勤め人の懐具合 県内の景況

りゅうぎん総合研究所　研究員
仲吉　良弥

りゅうぎん総合研究所　常務
久高　豊

沖縄県の常用労働者（一般労働者 +パートタイム労働者）の推移沖縄県の実質賃金指数の推移（2010年＝100）

出所　沖縄県企画部統計課「毎月勤労統計調査」※2015年は 1～ 7月の平均出所　沖縄県企画部統計課
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102015.

株式会社サンエーは、「那覇港浦添ふ頭

地区第一ステージ都市機能用地事業提

案」について、同社の大型総合小売店舗

の出店計画が内定したと発表した。店舗

面積は約60,000㎡、駐車台数は約3,700

台の大型店舗で開業予定を平成30年と

した。

日本銀行那覇支店の県内企業短期経済

観測調査(短観)によると、業況判断指数

(DI)が全産業で44となり、調査開始の

1974年以降で過去最高となった。前期

から９ポイントの上昇。先行きも37と７

ポイント減少するも引き続き高水準を

維持する予想となった。

株式会社サンエーの16年第２四半期連

結決算によると、営業収益は前年同期比

5.2％増の876億6,500万円、経常利益は

同7.7％増の73億9,800万円、純利益は同

13.6％増の44億3,100万円で、いずれも

中間期の過去最高益となった。

糸満市観光農園は30日より「うちなー

ファーム」としてリニューアルオープン

する。運営は株式会社うちなーファーム

がおこなう。動物とのふれあい体験をは

じめ４種類のフルーツワイン、国内最古

の醸造所｢まるき葡萄酒｣のワインなど

も楽しめる施設となっている。

リウボウ商事は那覇空港国内線のデ

パートリウボウ那覇空港店をリニュー

アルした。高級洋菓子のエーデルワイス

沖縄やブールミッシュなど９社と連携。

紅イモなどの県産食材を利用し、共同開

発した高品質な土産品の販売を始めた。

県文化観光スポーツ部観光政策課によ

ると、平成27年度上半期(４-９月)の入域

観光客数は409万3,000人となり、前年同

期比9.7％増(36万2,800人増)で過去最高

となった。外国人観光客は前年同期比

63.9％増(34万3,300人増）の88万800人

となった。

株式会社肥後銀行と株式会社鹿児島銀

行が経営統合し、両行の完全親会社とな

る「株式会社九州フィナンシャルグルー

プ」を設立した。「地方創生」の実現にむ

け、磐石な経営基盤の確立と、広域化し

た新たな地域密着型ビジネスモデルの

創造に取り組んでいく。

国際通貨基金（ＩＭＦ）のアジア太平洋

地域の経済見通しによると、15年のＧＤ

Ｐ成長率を5.4％と見込んだ。地域別に

みると、中国経済の15年は6.8％、16年は

6.3％とし、日本経済の15年は0.6％、16

年は1.0％の成長予想とした。

農林水産省によると、15年産米の出荷業

者と卸売業者の相対取引価格が、９月平

均で前年同月比5.6％上昇の13,178円/玄

米60㎏となった。新米価格の９月の値上

がりは３年ぶりとなった。

厚生労働省の15年「高齢者の雇用状況」

(６月１日時点)集計結果によると、希望

者全員が65歳以上まで働ける企業は、

72.5％(前年比1.5ポイント増）となった。

規模別にみると、中小企業は74.8％(同

1.6ポイント増）、大企業は52.7％（同0.8

ポイント増）となった。

観光庁の訪日外国人消費動向調査によ

ると、15年7-9月期の旅行消費額は１兆

９億円で、前月同期比81.8％増(+5,505

億円)となった。１四半期で初めて１兆

円を突破し、７四半期連続で最高値を更

新した。

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研

究所が社会保障制度に関する支出を集

計した｢13年度社会保障費用統計」によ

ると、｢社会支出｣総額は114兆1,356億円

で前年同期比1.4％増、｢社会保障給付費｣

総額は110兆6,556億円で同1.5％増とな

り、ともに過去最高を更新した。

沖　　縄 全国・海外

ECONOMIC DIARY 

【経済日誌　　　　　　　　　　】　

ECONOMIC DIARY 　　　　　　　　【経済日誌】

沖縄×日本全国・海外
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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。



■平成25年

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■平成27年

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

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

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.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.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.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.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

10月（No.552）　経営トップに聞く　株式会社ビッグワン
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社アイセック・ジャパン

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！

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 

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。
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経験とスキルで即戦力となる人材を
全力で紹介致します。　




