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株式会社プレンティーホールディングス

経営 トップに聞く

幅広い人材ニーズに対
応し、提案・解決型の
「人事サービス」を提
供する。

株式会社プレンティーホールディングス
ひ

や

ね

CEO 比屋根

としみち

利通

職業紹介と人材派遣を主事業とする「有限会社沖縄プレンティースタッフ」を 1988 年に立ち上げた。
県内業界では先駆的存在で、取り扱い実績もトップクラス。とくにホテル業界と米軍基地内への紹介・
派遣実績は創業時から伸びを続け、当社の得意とするマーケットである。今年 4 月、浦添市西原に複
合商業施設「P's SQUARE（ピーズスクエア）
」を開業した。同施設内４階の当社をお訪ねし、比屋根
会長にこれまでの歩み、事業内容、経営理念、今後の展開などをお聞きした。
インタビューとレポート 照屋 正
県内で早くから職業紹介事業、人材派遣事業に

人材ニーズを持つ求人企業とをうまくつなげ、

取り組まれ、実績を伸ばしています。事業の設

双方のベストマッチングを実現するのが私たち

立から今日までの経緯をお聞かせください。

の役割になります。

まず、私たちの事業の内容を簡単に紹介しま
しょう。株式会社プレンティーホールディング

ちなみに職業紹介事業とは、人材を雇用したい企
業に、当社がそれをつなげる事業をいいます。

スは、傘下に６つの会社を持つ、持ち株会社で

昨年を振り返ると、有料職業紹介事業が延べ

す。職業紹介事業、一般労働者派遣事業を中心

人数で約 17 万 5 千人、一般労働者派遣事業が

に人材採用コンサルティング事業、研修セミ

約 1,500 人の実績となっています。幅広い職種

ナー開発事業など、人事サービスに関わる幅広

で取り扱いを増やしていますが、とくにホテル

い事業をグループ７社で行っています。

業界と米軍基地内への紹介・派遣実績は、開業

職業紹介、人材派遣の事業でいえば、人材を
求めている企業と、多様な働き方を希望する個
人の方々が私たちのお客さまになります。時間
単位・１日単位、有期雇用、正社員雇用など多
様な形で就労を希望される方々と、さまざまな

当初から伸びを続け、私たちの得意とするマー
ケットになっています。
では、事業の立ち上げの経緯から今日までの
歩みをお話ししましょう。
私は本土復帰の 1972 年に上京し、大手ホテ
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今年 4 月にオープンした「P's SQUARE」

「P's SQUARE」ビルの４階が当社のオフィス

明るく落ち着いた雰囲気で求職者と面談できるサロン
スペース

職業紹介士による面談風景

ルで 16 年間勤務した後、1988 年に沖縄に戻り、

期によって余剰人員になってしまい、逆に人員

現在の事業を立ち上げました。勤務していた東

を抑えると、繁忙時に手が回らなくなります。

京のホテルでは、ホテル業界に特化した職業紹

そこで、隙間を埋めるような人員が必要になっ

介事業が一般的に行われており、その仕組みを

てくるのです。

ぜひ沖縄で活用してみたいと考えたのが起業の

それを当社が提供します。ホテルは必要な時

きっかけになります。観光業の発展が期待され

に必要な人員を確保できる一方で、派遣を希望

る沖縄では、必ず必要とされる事業になると見

する方々は、自分の都合の良い時間に合わせて

込んだわけです。那覇市泊で４名の社員ととも

働くことができます。どちらにとってもプラス

に1988年、
「有限会社沖縄プレンティースタッフ」

の効用が得られます。業界と当社が取り扱う労

を設立しました。

働市場は、まさに補完関係にあるといえます。

ところが当時、沖縄では職業紹介や人材派遣

沖縄でやりたかったもう一つが、米軍基地へ

という事業がほとんど知られていなかったため、

の人材派遣事業です。開業して５年目に那覇市

営業で訪問しても相手にしてもらえまず、しば

泊から宜野湾市へ会社を移転、そこで計画を実

らくは厳しい日々が続きました。１年が経った

行に移しました。こちらからお願いして、海兵

頃、あるホテルで試行的に導入していただいた

隊のイベントのセレモニーに派遣したのが最初

のが転機になりました。担当の方が
「とても有効」

になります。以降、先方から依頼が来るように

と評価してくれ、他のホテルへも紹介してくれ

なり、順調に取り扱いが増え、今では２千名近

たのです。それから評判が広がり、一気に取り

くの方々が当社を通じて米軍基地のレストラン

扱いが増えました。最初に導入していただいた

やファーストフード店を中心に仕事に就いてい

ホテルの方には、とても感謝しています。

ます。基地内では、ホテル業界のように隙間を

ホテル事業は、他の業種に比べて季節変動、
時間変動が大きいのが特徴です。繁閑の差があ
るため、人員を効率よく手当てするのが難しい
業界といえます。すべてを正社員で賄うと、時

2

埋めるような人材ニーズがけっこうあるのです。
現在、当グループには正社員が約 100 名、
登録スタッフが約 4,500 名います。
ホテル業界を例にとると、約 40 先のホテル
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機能的でデザイン性に富んだ執務室内

労働環境の改善・向上を積極的に進める

と取り引きしており、当社を通じて約 2,500 名
の方々が仕事に就いています。

株式会社プレンティーホールディングス

ホテル業界を学ぶ研修ルーム

機能的なつくりが特徴の会議室

■株式会社ＲＳＰ
県内を中心とした求人広告事業・採用コンサ
ルティング事業のほか、
研修セミナー開発事業・

グループ７社の概要をご紹介いただけますか。

新卒採用支援事業・職業有料紹介業などを行っ

■株式会社プレンティーホールディングス

ています。

６社を傘下に置くグループの持ち株会社で

■アクト総合サービス株式会社

す。前身の株式会社プレンティークリエイトを

建物の各設備の維持保全、清掃サービス、警

2005 年に設立し、2011 年に株式会社プレン

備業務など建築物総合管理とホテル客室の清掃

ティーホールディングスに社名変更しました。

管理業務、損保・生保代理店業を行なっています。

４月に開業した複合商業施設「P's SQUARE

■株式会社ジョブプラス ONE

（ピーズスクエア）
」も運営しています。
■株式会社ジョブプレンティー
1992 年に設立。ホテル関連産業を中心にし
た人材派遣・紹介事業などのほか、スチュワー

県内の北部リゾート地を中心としたホテル・
観光業界に特化した職業紹介事業を行っていま
す。
■プレンティーランゲージスクール

ド（ホテル洗い場洗浄業務）や社員食堂受託事

P's SQUARE でキッズからアダルトまでを

業なども行っています。また、米軍基地への人

対象としたバイリンガルやネイティブ講師によ

材派遣事業のほか、一般企業への人材派遣・紹

るプライベートレッスンなど語学スクールを運

介事業などを行っています。

営し、
企業向けには出張で「語学トレーニング」

■株式会社プレンティー東京

を提供しています。

2010 年に設立。ホテル・ブライダルなどへ
の人材派遣・紹介事業のほか転職支援事業を

複合商業施設「P's SQUARE（ピーズスクエア）」

行っています。また、ホテルをはじめ企業の求

を今年の４月に開業しました。単なるテナント

人広告・代理店業務、採用・人事コンサルティ

ビルではなく、職業紹介の発信基地として人と

ング事業などを行っています。

情報が集まる空間づくりを目指しています。概

3
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職業紹介士は現在５名で今年も 2 名が資格取得する予定

「P's SQUARE」ビル 4 階のプレンティーランゲージス
クールの語学教室

要を教えてください。

3 歳から 12 歳を対象にした「キッズ英会話ルーム」

貸会議室は 4 タイプを揃え 200 名以上の収容が可能

「語学トレーニング」サービスも実施しています。

7 つの飲食店をはじめ美容室やエステ、オフィ

「P's SQUARE に行けば、すべての職種の多

スなどが入り、貸会議室を提供する複合商業施

様な働き方の情報が得られる。有益なアドバイ

設「P's SQUARE（ピーズスクエア）
」を今年の

スももらえる。求職企業と求人者をつなぐ新し

４月に浦添市西原に開業しました。運営は、プ

い交流の場であり、賑わいのある空間」
。そう

レンティーホールディングスが行っています。

した施設を目指して、機能とサービスの充実を

2,500 坪の施設に、約 250 台の駐車場を備え、

図っていきたいと考えています。

飲食店や企業など計 13 社がテナントとして入居
しています。最上階はビジネスラウンジと位置付

経営理念、事業運営の考え方などをお聞かせく

け、４タイプの貸会議室を設置。10 人から 200

ださい。

人あまりの収容が可能で、会議終了後には、P's

経営理念

SQUARE に 入 居 す る 7 つ の 飲 食 店 で 懇 親 会

“お仕事を求める人”に“働く愉しみ”を提供します。

も可能です。もちろんケータリングもできます。

自らが創造力と行動力を発揮して“働く愉しみ”

社内会議や研修会のほか、企業が開催するセミ
ナーや講演会に、予約から会議、懇親会までをワ
ンストップでサービス提供できるのが特徴です。

を実現できる環境を創出します。
お客様と地域社会のために自らが“働く愉しみ”
を追求します。

１階と２階は飲食店や美容室などが入居し、３
階がオフィスフロアです。４階には当社が入り、

経営理念の基本にあるのが「適職紹介」とい

職業紹介サービスのための明るくゆったりとした

う考え方です。私たちは、本人が「望む仕事」

サロンスペースを設けています。同フロアには、

「向いている仕事」
「適している仕事」に就くこ

関連会社が運営する語学教室も設けています。米

とがベストな就職と考えています。それを実現

軍基地や観光業などで働いている方、これから働

するために、できる限りのサポートを行うよう

きたいと考えている方をサポートし、さらにホテ

に努めています。

ルや企業側から依頼があれば、こちらから出向く

4
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株式会社プレンティーホールディングス
会社概要
商
所

号： 株式会社プレンティーホールディングス
在： 沖縄県浦添市西原 2-4-1
P’s SQUARE 4F

連 絡 先： 098-871-3800
創
業： 1988 年（昭和 63 年）
CEO 比屋根 利通
役
員：

貸会議室はセミナーや研修会など幅広い用途に利用できる

貸会議室ご利用後は「P's SQUARE」内で懇親会等がで
きる

専務取締役 伊地 保雅
常務取締役 宮川 嘉透
伊藤 直寿
安和 良太
ジョー・ウィリアム・
ジョンソン
従 業 員 数： 100 名（グループ全体）
事 業 内 容： 人事サービス事業を行う傘下
６社の持ち株会社
子 会 社： 株式会社ジョブプレンティー
株式会社プレンティー東京
株式会社ＲＳＰ
アクト総合サービス株式会社
株式会社ジョブプラスＯＮＥ
株式会社プレンティーランゲージスクール

を望む方ばかりではありません。例えば、子ど

ました。その影響で労働市場も人手不足感が高

もを持つ主婦や両親の面倒をみている方など

まってきています。最低賃金が引き上げられる

は、一定の限られた時間を就労にあてることに

一方で、労働環境を改善しなければ、人材が集

なります。また、期間を決めて働きたい方、旅

まらない状況になってきたと思われます。時代

行資金などを貯めるために働きたい方など、有

は、買い手市場から売り手市場に移ったと私た

期労働を望む方はけっこういらっしゃいます。

ちはみています。企業もようやく、それに気付

こうした一人ひとりの生活環境や条件を考慮

いてきたのではないでしょうか。今後、景気は

しながら、本人の要望をしっかりと聞き、ライ

このまま良い方向へ進むとみられていますの

フスタイルに合わせた「適職」を紹介するのが

で、
人手不足はこれからも続くと予想されます。

私たちの役割と考えています。

こうした時代を迎えて、労働市場では主婦や高

もう一つ、重視していることがあります。労

齢者の方々が、貴重な人材として従来にも増して

働環境や待遇をより良くするための取り組みで

求められるようになるとみられます。ただ、その

す。当社は女性社員の割合が高いこともあって、

方々は家事や養育、介護といった事情で時間的な

女性が働きやすい職場環境の整備にとくに力を

制約を持っています。したがって、その制約を前

入れています。

提としつつ、求職者と求人企業をつなぐ役割が重

育児休業や年次有給休暇が取りやすい、時間

要になってきます。当社はその役割を積極的に果

外労働を減らす、
コンプライアンスを徹底する、

たしていきたいと考えています。そうすることに

などの取り組みを自ら進めながら、クライアン

よって全体の労働力が増えていけば、県経済を支

トである求人企業の皆さまに、具体的な改善提

えることにもつながるはずです。

案も行っています。

４月に開業した「P's SQUARE（ピーズス
クエア）
」を核にして、こうした取り組みに注

これからの事業の展開について、お考えをお聞

力していきたいと考えています。

かせください。
国内の景気はここ数年でだいぶ良くなってき
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An Entrepreneur

株式会社バイオジェット

バイオの先端技術をツールに、幅広
いネットワークを活かして企業の商
品開発をサポートする。高い専門性
を発揮しながら産学官の「橋渡し」
役を担う。
事業概要
○代 表 者
○設
立
○事業内容
○場
所
○ＴＥＬ
○従 業 員

つかはら

まさとし

塚原 正俊
2011 年 3 月 31 日
バイオ研究開発、商品開発コンサル
ティング、受託分析、NGS 利用サポート
沖縄県うるま市塩屋 315
098-979-3515
８名

特徴のある事業内容
当社は、
「科学研究や分析評価などの先端研究を
ツールにコンサルティング業務を行う」ことを主
事業としています。成分分析や分子生物学的解析
など専門的な技術を持ち、その受託事業を行っ
ていますが、それだけにとどまらず、これらの技
術をツールとして企業の商品開発やサービス創出
をサポートする、より広い守備範囲で事業を行っ
ています。
例えば、商品開発や新たなサービスをイメー
ジしている企業さまに対して、技術の提供をは
じめ開発の方向性やスケジューリングの提案、
大学や研究機関との連携のための橋渡しなど、
実現に向けて総合的なサポートを行います。一
言で言えば、バイオを軸とした研究開発の総合
サポートを行う会社です。
自社で研究機能を持っているので、お客さま
から寄せられる問題点の解決や見通し、研究機
関との効果的な連携を具体的にアドバイスする
ことができます。これが当社の大きな特徴とい
えます。このような会社は、全国でも非常に少
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塚原 正俊 CEO

ないと思います。

起業への道のり
私は大学院を卒業してすぐに、財団法人神奈
川科学技術アカデミーの研究プロジェクトに加
わり、約５年間、分子生物や発生学、生理学な
どの基礎研究に携わりました。
その後、大手乳製品メーカーに入社。そこで
は基礎研究をはじめ商品開発、マーケティング、
生産管理などいろいろな業務を経験しました。
実は、基礎研究にずっと携わるつもりでいたた
め、他の業務への異動には戸惑いと不満を感じ
ていたのですが、振り返ればこのときの経験が
現在、たいへん役に立っています。民間企業の
商品開発、生産管理、販売、マネジメントを短
期間で学ぶことができたからです。
「自分が関心
のある仕事」と「自分を成長させてくれる仕事」
は、時として別ものであることを痛感しました。
そのメーカーを退職して沖縄の研究開発機関
に入社したのが、2004 年でした。前職の経験か
ら「学術的な研究よりも、実用化につながる研
究・開発をやってみたい、それを公的な立場で
できれば自分のスキルを活かせるかもしれない」
という想いで着任しました。そこでは、沖縄の
素材を対象にした研究開発や地域振興に携わり、
異業種や異分野の方々とのネットワークもしっ
かりと築くこともできました。
起業したのは 2011 年です。一般的なバイオ
ベンチャーではなく、先端技術をツールに幅広
いネットワークを活かしながらお客さまの課題

分析表示をマーケティングに活用する
分析評価風景

新しい酵母を使った泡盛
「ハイパーイースト 101」

ハイビスカス酵母の琉球泡盛

を解決する、そんなビジネスモデルを主体にす
る会社にしました。産学官連携に関わる中で、
その必要性を強く感じたからです。

泡盛の新商品開発の事例
泡盛メーカーの新里酒造は、当社と琉球大
学、奈良先端科学技術大学の共同研究で、従来
よりも香りの成分を強く引き出す新しい酵母
「101H」を使った商品を開発し、今年の５月
に一般販売を始めました。当社の技術を活用し
ながらコーディネートさせていただき、新商品
開発につなげた最近の事例です。
新商品は、ブランデーや果実のような香りが
特徴で、新たな泡盛ファンづくりにも貢献する
商品として期待されます。
泡盛の酵母は、アルコールを造り出す微生物
で、当社の得意とする研究分野の一つです。こ
れまでも多くの泡盛メーカーの皆さまと共同
で、商品開発に携わってきました。風味の分析
表示をマーケティングに活用する事例もあり、
好評を得ています。

農林水産省産学連携支援事業コーディネー
ターとして活動
2015 年５月に、農林水産省から農林水産省
産学連携支援事業コーディネーターを拝命しま
した。その役割は「産学官の多様な機関とのネッ
トワークを構築し、さまざまなニーズに対応す
る技術の仲介役として活動する」などがうたわ
れています。

バイオジェットの事業例

全国に 140 名ほどのコーディネーターが在
籍している中で、沖縄県は私一人です。ニーズ
は高く、この制度の認知が広がる中で忙しさも
増しています。現在、同支援事業の事務局に人
数を増やすように働きかけているところで、県
内の農水産・食品業界の発展に貢献できれば、
と思っています。

今後の取り組み
設立から今年で６年目になり、当社は起業の
段階から「法人の維持と発展」という次の段階
へ移りました。現在重視しているのは、研究員
のスキルアップによる業務の深さと広さの充実
です。
当社のビジネスモデルは、特定の研究技術を
売るものではなく、お客さまから寄せられるさ
まざまな課題に、柔軟かつ高い水準で応じるこ
とです。そのためには、単に研究知識を身に付
けているだけでは務まりません。立案や思考ス
キル、プレゼンテーション能力、交渉力などで
高いレベルが求められます。研究員のレベルが
会社の評価に直結するので、その点を強く意識
した経営を進めていきます。
企業は新たな商品やサービス開発に常に取り
組んでおり、研究者は研究成果の実用化を望ん
でいます。こうした中で当社は、これからも人
材の質の高さを追求しながら、企業と研究者を
効果的に結び付ける「橋渡し」の役割を積極的
に果たしていきたいと考えています。
（レポート 照屋 正）
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寄稿

※沖縄科学技術大学院大学の
HPから転載した記事です。

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～

待ち受ける新たな関係：サンゴと褐虫藻の共生メカニズムに迫る

長い期間にわたってサンゴが自力で生存することはとても難しく、生存維持のため褐虫藻と
共生関係を結ぶ必要があります。褐虫藻はサンゴが必要とする栄養の約90％を供給しているた
め、褐虫藻との共生を維持することはサンゴの健全な状態を保つためには欠かせません。褐虫
藻がいなくなると、ほとんどの場合サンゴ自体も死滅してしまうからです。サンゴと褐虫藻、
そしてその生態系に棲む生き物を保全するためには、サンゴと褐虫藻の共生関係がどのように
始まるのかを理解する必要があります。沖縄科学技術大学院大学（OIST）の佐藤矩行教授と新
里宙也博士は、ジェームズクック大学（オーストラリア）のAmin Mohamed博士課程学生と
David Miller教授と共同で、サンゴが褐虫藻と最初に接触した際にサンゴの遺伝子発現に変化が
見られることを発見しました。この研究成果はMolecular Ecology誌に掲載されました。
ミドリイシサンゴが褐虫藻と共生していな
いのは、幼生期だけです。自然界では、サン
ゴは褐虫藻と接触すると、それらを細胞内に
取り込み、そこから生涯を共にします。
「サンゴの幼生が共生を始めたときに起き
る遺伝子発現の変化について調べたかったの
です」と、論文の共著者でOISTマリンゲノ
ミックスユニットのグループリーダーを務め
る新里博士は言います。
これまでは褐虫藻がサンゴの体内に取り込
まれる際に、遺伝子発現はわずかにしか変化
しないと考えられていました。しかし、褐虫
藻がサンゴに取り込まれた後、最先端技術を
駆使した遺伝子分析を複数の異なる時点でお
こなった結果、共生開始時に遺伝子発現の変
化が認められ、さらにそれが生じるタイミン
グはサンゴが褐虫藻と最初に接触してから4
時間後の時点に限られていることが分かりま
した。過去の研究では、分析を開始する時間
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が最初の接触から12～48時間後だったた
め、今回特定することができた時間枠におけ
る遺伝子発現は見過ごされていました。
「今回の研究では、サンゴの共生のごく初
期段階の解析に成功しました」と新里博士は
述べ、「ミトコンドリア代謝とタンパク質の
合成に関わる遺伝子が抑制されていることが
分かりました。つまりこれは、短時間のあい
だ代謝機能が停止することを意味します」と
分析結果について詳しく語っています。
この結果から分かるのは、サンゴは受動的
に褐虫藻を受け入れるのではなく、褐虫藻と
相互作用しながら共生関係に適応していかな
くてはならないということです。
新里博士は「サンゴは細胞の状態を変化さ
せながら共生関係に適応していくのです。相
手を迎え入れるための準備が整うと共生関係
が始まります」と説明します。

沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて
沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて

さらに研究チームは、褐虫藻を囲んでいる
シンビオソームという膜が宿主であるサンゴ
のファゴソーム（病原性細菌を取り込んで殺
す細胞内の膜構造）から派生してできている
ことを裏付ける証拠を発見しました。これ
は、ファゴソームが病原細菌を取り込んで分
解する機能に影響を及ぼします。
「通常はファゴソームが病原細菌を殺しま
すが、このような共生関係においては、ファ
ゴソームの機能が正常に働きません」と新里
博士は指摘します。
今回の研究成果は、共生プロセスおよびサ
ンゴと褐虫藻との継続的な共生関係の解明に
向けた手がかりとなることが期待されます。
これは特にサンゴの保全に欠かせない重要な
情報となります。気候変動に伴い海水温度が

ミドリイシサンゴにとって、生存に不可欠な共生者が存在
しない唯一の期間である幼生期。この時期は研究者にとっ
てサンゴと褐虫藻との相互関係を調べる絶好の機会となる。

１、2度上昇するだけで共生関係は崩壊し、
サンゴにとって最大の栄養供給源である褐虫
藻が体内から抜け出てしまいます。これをサ
ンゴの白化現象といい、サンゴ礁生態系に
とっての最大の脅威となります。サンゴと褐
虫藻との共生関係の解明がサンゴの白化現象
を防ぐ重要な鍵を握ります。
「地球上の海洋生物のおよそ25％がサンゴ
礁の中に棲息しています」と新里博士は言い
ます。「サンゴ礁がなくなれば、そこに棲息
する生物もいなくなってしまいます。豊かな
生態系の土台となるサンゴと褐虫藻の共生関
係を理解することが重要なのはこのためで
す。サンゴの白化現象を食い止めるにはサン
ゴの共生メカニズムを明らかにする必要があ
るのです」。

サンゴは幼生期においてのみ栄養源である褐虫藻と共生し
ていない。

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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スポーツアイランド沖縄
～スポーツツーリズムを通じた新たな沖縄の魅力創出をめざして～

１．はじめに
スポーツツーリズムには、
３つの「スポーツ」
があります。１つは、プロ野球や J リーグなど
高いレベルの競技スポーツを観戦する「観るス
ポーツ」、次に、ランニングやウォーキング、
サイクリングなど老若男女、世代を超えて楽し
める「するスポーツ」、もう 1 つは、地域に密
着したスポーツイベントの開催、ボランティア
としての大会支援、自治体や地域をあげた国際
競技大会・キャンプ誘致などの「支えるスポー
ツ」です。
これらは、観光資源に乏しい地域の新たな魅
力の発信に加えて、訪れる人々の消費による経
済の活性化などに大きく寄与します。本県は、
豊富な観光資源を有することによる優位性に加
えて、年間を通じた温暖な気候により、冬場を
中心にさまざまなスポーツ関連イベントが開催
され、着実に「スポーツアイランド沖縄」とし
ての認知度を高めつつあります。
OCVB ではこれらスポーツイベントを観光資
源と捉え、さらなるスポーツツーリズムの普及
と定着を図るため、県内におけるスポーツイベ
ントの開催状況調査や、県外・海外へ向けた多
角的なプロモーションを行っています。また、

２．本県におけるスポーツツーリズムの現状
前述した「観るスポーツ」の代表格としては、
プロ野球キャンプがあげられます。
りゅうぎん総合研究所の調査によると、2016

本県への旅行ツアー造成のための事業者向け事

年の春季キャンプによる経済効果は、前年度比

業説明会や商談会などを実施することで、スポー

13.6％増の 100 億 400 万円。県外から 6 万 6

ツツーリストの誘客促進を目指しています。

千人が来訪したと報告しています。また県内に
は、
「琉球ゴールデンキングス」
「琉球コラソン」
「FC 琉球」と３つのプロスポーツチームがあ
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り、県外チームとの試合時には、多くの相手側

ように旅の目的がスポーツそのものではないもの

のファンの方々が応援に来沖されます。この旅

の、
「プラスワン」の要素として気軽にスポーツ

行形態は「アウェイ・ツーリズム」と呼ばれて

を取り入れるという考え方です。

います。本県ではアウェイ・ツーリズムのさら

実はこのように手軽に楽しめるスポーツアク

なる促進のため、対戦相手のホームゲームなど

ティビティの造成は、各地の観光協会やホテル

でも沖縄を PR する活動を展開しています。

などの民間施設ですでに始まっています。今後

さらに、
「するスポーツ」も盛り上がりを見

は、ウェアやシューズのレンタルなどサービス

せています。NAHA マラソンなどに代表され

の充実化も期待され、気軽さと手軽さに加えて

る国内外から人気の高いスポーツ大会への参加

新たに「身軽さ」も魅力の一つになると見られ

に加え、新たな流れが見られます。昨今の健康

ます。

ブームや手軽に参加できる旅ランやポタリング
のような県内スポーツアクティビティの充実化
を背景に、通常の観光旅行に加えて「ちょい足
し」のコンテンツとしてスポーツを楽しむ方々
が増えている傾向にあります。
３．新たなニーズの創出に向けて
県内スポーツ大会への県外・海外参加者は増
加傾向にありますが、来沖される旅行者の全体
数から見ると、まだまだその割合は小さいのが
現状です。
大多数の方々は体を動かすことに関心を持っ

４．ボトム期の誘客対策として

ていますが、スポーツ大会へ参加するほどの積

現在、沖縄観光は 11 月～翌 6 月頃までがボ

極的な動きには至っていないのが現状です。今

トム期とされますが、
「旬香周島キャンペーン」

後は、県内スポーツ大会への誘客という柱を残

の効果やクルーズ船寄港数の増加などにより

しつつ、そのような潜在的なスポーツ愛好家予

徐々に平準化に向かいつつあります。しかし、

備軍を新たな層として開拓していく必要があり

１年間の観光客数の入り込みをグラフ化した波

ます。

形を見ると、27 年前からあまり変わっておら

そこで注目されるのが「旅にスポーツをプラス
する」という考え方です。コンセプトは「気軽さ」

ず、繁忙期と閑散期が大きくは変動していない
ことが分かります。

と「手軽さ」です。例えばビジネ
ス旅行であれば、起床後に宿泊ホ
テル周辺でジョギングやウォーキ
ングを楽しむ、忙しい出張の合間
に数ホールだけゴルフを楽しむ、
観光旅行であれば早起きをして
ビーチヨガを楽しむ、風光明媚な
場所をサイクリングする、という
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内閣府沖縄総合事務局「
『マラソン in 沖縄』に対する県外ランナー意向等調査」より

そのため冬場に多く開催されるスポーツイベ
ントへの誘客は、ボトム期における観光客増に
大きく貢献する観光資源の一つとして捉えられ
ています。実際、2015 年に内閣府沖縄総合事
務局が実施した「
『マラソン in 沖縄』に対する
県外ランナー意向等調査」において、20 のマ
ラソン大会事務局にアンケートを行った結果、
6 割を超える 13 の大会事務局が「夏場以外の
ボトム期（閑散期）の観光需要の創出につなが
り、観光面の効果があると感じている」と回答
しています。
マラソン以外にも 11 月の「ツール・ド・お
きなわ」、１月の「美ら島オキナワ Century
Run」などのサイクリングイベント、4 月に開
催される「石垣島トライアスロン」なども冬場
の誘客に一役買っています。また、ビーチテニ
スやビーチハンドボールなど、ビーチを活用し
たアクティビティも広がりつつあります。

５．スポーツツーリズムの発展に向けて
これまで紹介したように、本県はスポーツ

美しいビーチといえば沖縄の代名詞になって

ツーリズムを促進する上での優位性を十分に兼

いますが、冬場はクローズしています。その時

ね備えていると言えます。今後、それらを活用

期の利活用という点でビーチスポーツも注目さ

して、さらなる発展に向けた取り組みを行って

れています。

いく必要があります。
具体的な案としては、一般の観光客向けに、
各地の観光協会や民間施設で「手軽」
「気軽」
「身
軽」に参加できるスポーツアクティビティの造
成があげられます。また、既存のスポーツ大会
においても、今後ますます多種多様な大会が増
えることを想定し、他との差別化が重要となり
ます。
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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

OCVB REPORT

そのためには、将来的にどの程度の大会規模

実際、本県でスポーツ大会に参加された方の

を目指し、また参加者は国内メインなのか、あ

多くは沿道の声援や地元特産品の差し入れな

るいは海外から誘致したいのかなど、より具体

ど、温かい「おもてなし」に心を打たれた、と

的なビジョンを持ち、それに合わせた受入態勢

答えています。支えてくれるボランティアへの

を構築することが大事です。そして忘れてはな

ケアや体制の充実は、大会参加者の満足度向上

らないのが「支えるスポーツ」の視点です。大

のみならず、リピーターの創出にとっても重要

きな大会になればなるほど、多くのボランティ

な役割を担っています。今後、
「スポーツアイ

アや運営スタッフが必要になります。大会成功

ランド沖縄」
のさらなる普及と定着のためには、

の鍵を握るのは支える方々のホスピタリティに

地域一体となったホスピタリティ溢れる取り組

かかっています。

みが必要不可欠です。

一 般 財 団 法 人 沖縄観光コンベンションビューロー
企 画 部 企画課 スポーツチーム
〒 9 0 1 - 0 1 5 2 沖縄県那覇市字小禄 1 8 3 1 番地 1
（ 沖 縄 産 業支援センター 2 階）
電 話 番 号 ： 0 9 8 - 8 5 9 -6 1 2 6 FA X ：0 9 8 -8 5 9 -6 2 2 1
広 報 チ ー ム m ai l : pu b @ o c v b. or.j p
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特別寄稿

沖縄県における近海国際物流
の可能性について
早稲田大学商学部大学院商学研究科博士課程満期終了退学
琉球大学観光産業科学部産業経営学科

教授

知念

肇

１．はじめに
2015 年 8 月 6 日に新スエズ運河が開通したのに続き、

沖縄県の海運について語る前に、現代の海運を劇的に変

2016 年 6 月 26 日に新パナマ運河が開通し、大型貨物

えたコンテナについて基本的なことから考察することにする。

船の 90％が通過できるようになった。我が国にとって

先ず、コンテナを発明し商業的に成功を収めたのは、

は、火力発電の燃料として需要が増す天然ガス（ＬＮＧ）

米国人のマルコム・マクリーン（Malcom McLean）(1914

の輸入日数の短縮などに繋がるとして期待が大きい。

年～ 2001 年 ) と言われる。トラック業者であったマク

海運技術の進歩は、海に囲まれた日本にとって韓国、

リーンはトレーラーからトレーラー・ヘッド（トラクター

中国、台湾そして香港などの国・地域を準国内化する

とも言う）とシャーシを分離し、シャーシからコンテナ

ようになった。とりわけ日韓の間では、下関 - 釜山間で

部分だけを取り出し効率よく船倉に固定するための画期

RORO 船・フェリー等の高速船により自動車部品の輸

的なセルガイド方式を開発した。コンテナも、一般的な

出入で日産自動車が JIT を実現した。

ドライ・コンテナ、冷凍食品等を運ぶリーファー・コン

沖縄県では、ANA が航空貨物ハブを運営しているが、

テナ等様々なコンテナが開発されている。

近年地元の海運業者が相次いで台湾航路を開設した。こ

いかにこのコンテナを効率よく運ぶかが、船舶による

れらはいずれもシームレスな国際物流を構築しようとい

現代のロジスティクスにとって重要になってきたのであ

う戦略に沿ったものである。本稿においては、これら近

る。基本的に国際基準から言えば、20 フィート・コン

海に立地する台湾と沖縄県の物流関係を海運という視点

テナと 40 フィート・コンテナがあり、コンテナ専用船は、

から見直し、今後の可能性について考察することにする。

20 フィート・コンテナ換算で、～ TEU (Twenty feet
Equivalent Unit) として、その大きさが示される。現在

2. アジアから見た沖縄県の位置とロジス
ティクス

では、1 万 TEU を超えるコンテナ船も珍しくなく、最
大規模のコンテナ船は 2 万 TEU を積載できる。

図 1 で見る通り、沖縄県を中心としてアジアを見てみ
ると、RORO 船等の高速船が効率性を発揮する 1,500km
圏 内 に、 東 ア ジ ア

図1

図 2.

コンテナの種類

沖縄県の位置

の重要都市が位置
し、20 億人以上の
市場となる。

出所：
『沖縄県ホームページ』
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/
sugata/ichi/ichi.html
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出所：『NYK キッズ』
http://www.nyk.com/kids/container/about_
hakobu.htm

特別寄稿
コンテナは陸上においては、トレーラーによって運ば

コンテナを運ぶ場合における RORO 船の利点として

れる。トレーラーは、トレーラー・ヘッド（トラクター）

は、以下のようなものがある。

とシャーシ（またはトレーラー）からなり、シャーシ部

・荷役に要する時間が短い。

分にコンテナを積載する。
（図 3、図 4、図 5）

・ガントリークレーンなどを必要とするコンテナ輸送に
比べて荷役コストが安い。
・中近距離を短時間でシャトル運送するのに適している。

図 3.

RORO 船を使った国際的な物流過程としては、以下
のようなものがある。
① 輸出国と輸入国、さらには RORO 船上で異なった
シャーシが使用される場合。
② シャーシを輸出入国で共用する場合。
③ 陸上輸送のドライバーが積込みを行うと同時に、そ
のまま船舶に同乗して仕向け地港まで行き、相手国で

図 4.

もトレーラーを運転する。
物流から見ると、発送地から顧客に届けられるまで、
陸送（工場から A 港）＋海運（A 港から B 港）＋ B 港
から顧客までの陸送―というプロセスを経るが、その間
物流作業がなされるのみで、コスト軽減が最大の課題と
なる。しかし、現代のロジスティクスにおいては、工場

図 5.

→ A 国港湾→ B 国港湾→顧客の全物流過程―が効率的
に管理され、競争的優位性を生むためのシームレスな物
流を完成させる目標を持つ。

3．沖縄県の海運業者の動き
好調な那覇空港ハブ事業に最も刺激を受けているの
が、沖縄県の海運業界である。先ず琉球海運（那覇市、
出 所：『 総 合 運 送 株 式 会 社 ホ ー ム ペ ー ジ 』http://
www.sogo-unyu.co.jp/useful/track.html

宮城茂社長）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、

RORO（Roll On - Roll Off）船とは、ランプウエイを
通して自走でトレーラーを積み上げする荷役方式の船の

那覇から香港へのリードタイムは 2 週間から４日に短縮
され、輸送コストの低減も見込まれている。( 図 7)

ことを言う。
（図 6）
図 7. 琉球海運と商船三井による新国際航路
図 6.

ＲＯＲＯ船

出所：『琉球新報』2014 年 12 月 19 日
出所：
『敦賀みなと振興会ホームページ』

http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-236143.html

http://www.tsurugaport.jp/shiritai/
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琉球海運が 2015 年 3 月 18 日に発表した 2015 年 3

商船三井ロジスティックスの沖縄地区代理店のオゥ・

月決算は、
売上高が前期 6.2％増の 185 億 99 万円となり、

ティ・ケイ
（糸満均社長）
と琉球海運は 2016 年 1 月 26 日、

過去最高を更新した。

香港向け海上輸送貨物の混載サービスを 2 月から開始す

台湾の高雄港は、アジアを代表するハブ港の一つであ

ると発表した。2014 年末の商船三井と琉球海運の提携

るが、その結果、水曜日に博多から発送された貨物は翌

で、那覇から香港へは到達時間が最短 4 日間に短縮され

週の火曜日に香港に到着する物流サービスが提供でき

た。それまでは、沖縄発の香港行貨物は、先ず大阪港へ

る。( 図 8)

向かい、そこでコンテナ船（外国航路）に積み込まれた
後、仕向け地港へ向かっていたので、沖縄から香港まで

図 8. 福岡から香港までのロジスティクス

のリードタイムは 2 週間となっていた。リードタイムを
短縮し、コストを削減するために締結されたのが、商船
大手と地元海運業の提携である。
琉球海運は 2016 年の 6 月 16 日の株主総会で、提携
の成果を次のように説明している。
「輸送実績は定期航
路の貨物量が前期比 3.5％増の 286 万 4,720 トン、不定
期航路が同 26.9％減の 16 万 9,711 トン、合計で同 1.1％
増の 303 万 4,431 トンだった。このうち 2014 年の台湾

出所：
『Lnews』2016 年 1 月 26 日
http://lnews.jp/2016/01/i012610.html

定期航路の輸送量は約 12 万 2 千トンで、当初見込んで
１）
いた 2 年目で 6 万トンという計画値の２倍となった。
」

さらに同社は、大型貨物船を 2 隻新造することにつ
※ CFS (CONTAINER FREIGHT STATION 小口コ
ンテナ用ステーション）
：コンテナを満たすことがで
きない LCL を混載コンテナに積みこんだ入り、輸
入貨物をコンテナから取り出して荷主に渡したりす
る作業を行う場所のこと。
※ CY カット（Container Yard Cut-off）
：コンテナヤー
ドへの搬入締め切り時間を言う。
※ LCL（Less Than Container Load）
：コンテナ 1 本
に満たない小口貨物のことを LCL といい、これら
は CFS でほかの貨物と混載される。

いて次のように発表した。
「貨物船を 2 隻同時に新造す
るのは 1975 年以来で、投資額は 90 億円程度を見込む。
大型車両が自走で乗り込める RORO 船で、総トン数は
いずれも 1 万 1,900 トン。1997 年建造の
『にらいかない』
（5,724 トン）
、2000 年建造の『しゅれい』
（6,562 トン）
の代替船となる。積載能力は 1.5~1.6 倍に向上する。
」2）
上記の通り、予想される貨物量の増大に対応するため
に、琉球海運は県内最大の 4 万平方メートルの物流セン
ターを整備する。外国貨物を保税状態のまま加工や改装、
仕分けする保税倉庫も計画しており、海外展開を活発化
する。
（図 10）

図9
図 10

出 所：
『 琉 球 新 報 』2016 年 1 月 27 日 15:07 http://
ryukyushimpo.jp/news/entry-211307.html

出 所：『 琉 球 新 報 』2016 年 6 月 14 日 05:04 http://
ryukyushimpo.jp/news/entry-297462.html
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一方、南西海運（那覇市、下地米蔵社長）は、小回り

図 13. 中近海諸国・地域への輸出割合

の利くハンディ・サイズのコンテナ船である新造船せつ
丸 (180TEU) を投入し、台湾大手海運会社万海（ワンハ
イ）航運と 2014 年に業務提携を行った。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比 3 倍の 3,142TEU に
増大している。( 図 11)
図 11
図 13 を見てみると、沖縄県にとって、輸出割合が最
も多いのが韓国であり、それに続き中国、台湾、香港、
シンガポールとなっているが、図 14、図 15 を見てみる
と、台湾市場の特性が理解できる。
図 14. アジア輸出に占める韓国と台湾の割合比較（単位
：％）
図14 アジア輸出に占める韓国と台湾の割合比較（単位：％）
80
70

出 所：
『 琉 球 新 報 』2014 年 7 月 30 日 11:31 http://
ryukyushimpo.jp/news/prentry-229326.html
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図 12.
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せつ丸

1月
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5月
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7月

韓国

8月

9月 10月 11月 12月

台湾

韓国への輸出が台湾を上回っているのは 1 月～ 3 月で
あり、その他は台湾が韓国を上回っている。
（図 14）
図 15 を見てみると、中国への輸出が台湾への輸出を
大きく上回っているのは 11 月のみであり、2 月、6 月、
7 月、8 月、10 月、12 月はほぼ同じ、一方、1 月、3 月、
4 月、5 月、9 月は台湾が中国への輸出を上回っている。
特に、5 月と 9 月は台湾への輸出が中国への輸出を大き
く上回っている。
図 15. アジア輸出に占める中国と台湾の割合比較（単位：％）
出所：
『三浦造船所ホームページ』http://www.saiki.
tv/~miurazosen/news029.htm

図15 アジア輸出に占める中国と台湾の割合比較（単位：％）
90
80
70
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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。

40
30
20
10
0
1月

4．輸出
以下、沖縄地区税関（2015 年 1 ～ 12 月）http://

2月

3月

4月

5月

6月
中国

7月

8月

9月

10月 11月 12月

台湾

台湾への輸出と香港への輸出を比べたのが、図 16 で

www.customs.go.jp/okinawa/ のデータを使って、

あるが、5 月と９月は台湾への輸出が香港への輸出を大

台湾市場を中心に沖縄県の近海国際貿易の特徴について

きく上回り、４月は香港への輸出が台湾への輸出を大き

考察する。

く上回っているが、両市場とも安定した市場であり、沖
縄県にとって重要な輸出地域となっている。
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図 16. アジア輸出に占める台湾と香港の割合
（単位：％）

図 19. 台湾・中国・香港への機械及び輸送用機器の輸
出（単位：百万円）

70

図19 台湾・中国・香港への機械及び輸送用機器の輸出（単位：百万円）
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図 17 は、台湾への輸出で人気の高い化粧品類とビー
ル等の飲料水の売上高をグラフにしたものである。近年、
化粧品は大変大きな伸びを示しており、ビールでは沖縄
県のブランドであるオリオンビールがコンビニやスー
パーで定番化されることで安定した売上高の推移を示し

5．輸入
主要 3 ヶ国からの輸入を比較したのが図 20 であるが、
韓国からの輸入が増えている。

ている。
図 20. 韓・中・台からの輸入（単位：百万円）
図20 韓・中・台からの輸入（単位：百万円）

図 17. アジア輸出に占める台湾への輸出
（単位：百万円）
図17 アジア輸出に占める台湾の割合（単位：％）

6000
5000

60

4000

50

3000

40

2000

30

1000

20

0

10

1月

2月

3月

4月

0
1月

2月

3月

4月

5月

飲料

6月

7月

8月

5月

6月

韓国

9月 10月 11月 12月

7月

8月

中国

9月 10月 11月 12月

台湾

精油・香料及び化粧品

図 21. 韓・中・台からの機械及び輸送用機器の輸入（単
位：百万円）
図 18 は、輸出に船舶を利用する鉄鋼と機械及び輸出

図21 韓・中・台からの機械及び輸送用機器の輸入（単位：百万円）
700

用機械の輸出額を示したものであるが、機械及び輸送用

600
500

機器が多い。

400
300
200

図 18. 台湾への工業製品の輸出（単位：百万円）
図18 台湾への工業製品の輸出（単位：百万円）
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船舶を利用することが多い機械及び輸送用機器の輸入
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に関しては、中国からの輸入が多い。
（図 21）

6．近海国際貿易から見た市場の拡大
図 19 でわかる通り、台湾・中国・香港への機械及び
輸出用機器の輸出を比べてみても台湾が多い。
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船舶を利用する一般機器の輸出入に高雄をハブとした
輸出入では下記のような効率化が図られたことが考えら
れる。

特別寄稿
図 22. 一般機器の輸出（単位：百万円）

促進しようという機運が高まっており、今まさに、物流
先進県を目指す時と考える。３）
謝辞
本稿を執筆するにあたっては、琉球海運株式会社会長
山城博美氏にお忙しい移動中のさなか、インタビューを
させていただいた。ここにお礼を申し上げたい。
また、同氏には、今後とも大所高所からの意見を頂き
たいと、切に希望する次第である。
注
1）
『 琉 球 新 報 』2016 年 6 月 17 日 10:36

http://

ryukyushimpo.jp/news/entry-299611.html
2）同上
図 22 からわかることは、那覇港から台湾 + 香港 + 中

3）地元紙においても異例の物流に関する社説「中城港

国への輸出物をまとめて高雄に輸送することができ、規

湾物流拠点：21 世紀の万国津梁実現を」が掲載さ

模の経済性を享受できる。
（図 23）

れたことからでも、県民の注目度が理解できる。
『 琉 球 新 報 』2016 年 6 月 15 日 06:01 http://
www.ryukyushimpo.jp/editorial/entry-298027.

図 23. アジア諸国からの機械及び輸送用機器の輸入（単

html

図23アジア諸国からの機械及び輸送用機器の輸入（単位：百万円）

位：百万円）

図23 アジア諸国からの機械及び輸送用機器の輸入（単位：百万円）

参考文献
[1] 拙著「那覇空港における物流基地構想」
『りゅうぎん
調査』No.466,(2008 年 8 月 )8-14.
[2] 拙著「新時代の国際物流戦略と沖縄」
『りゅうぎん調
査』No.476,(2009 年 6 月 )8-16.
[3] 拙著「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」
『りゅうぎん調査』
No.553,(2015 年 11 月 )14-21.
[4] 拙著「那覇空港ハブにおけるアジア諸国との貿易動

輸入に関しても、高雄で中国 + 台湾の貨物をまとめ、
一括して那覇港に輸送できる。
（図 23）

向（2015）
」
『りゅうぎん調査』No.558,(2016 年 4
月 )14-21.

7．まとめに代えて
片荷を心配する声が大きいが、この問題は那覇港に
限ったことではなく、日本の港湾すべてに共通した問題
である。それよりも貨物が集まり始めたことの方が重大
と考える。その理由は、
大幅なリードタイムの短縮にあっ
たが、準国内化された高雄港をハブ港として利用できた
ことが大きい。
21 世紀のリーディング産業として物流分野を挙げる
声が大きいにもかかわらず、日本全体から見ると「もの
づくり」に対する熱意に比して「物流」は軽視されがち
である。その点、わが県は物流分野の発展を官民挙げて

19

H

KO

N

G

O

NG

アジア便り

香 港

vol.98

ソウル

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）

沖縄県香港事務所の
取り組みについて
はじめに
皆様こんにちは。沖縄県香港事務所の村井です。

しました。旅行展でのクルーズ船会社には、
スター

沖縄では夏真っ盛りといったところでしょう

クルーズの他、コスタクルーズ、ロイヤルカリビ

が、この原稿をお読み頂いている頃はリオデジャ

アン社にも協力を頂きクルーズ船による沖縄観光

ネイロオリンピック真っ最中ですね。香港からは

の魅力について多くの方々に案内することが出来

今回のオリンピックに 38 名（女性 21 名、男性

ました。

17 名）
が参加します。香港代表が出場する競技は、

現在、広東省の空港と沖縄との直行便はなく、

バドミントン、卓球、自転車競技、フェンシング、

同省からいらっしゃる場合、香港から飛行機とい

水泳、トラックフィールド、セーリング、カヌー、

う移動手段が多かったものの、広州発のクルーズ

ゴルフの 9 種目。香港がオリンピックに参加した

船が就航したことでより気軽に沖縄にいらして頂

のは 1952 年のヘルシンキからです。1996 年の

くことが出来るようになりました。様々な交通手

アトランタオリンピックでは女子セーリング競技

段を提供することで気軽に訪れることが出来るよ

で金メダル、2012 年のロンドンオリンピックで

うに当所は今後も PR 活動を行っていきたいと思

は女子自転車競技で銅メダルを獲得しており、今

います。

回のオリンピックで香港は水泳、自転車競技にメ
ダルの期待が掛かっています。
今回は当所が携わった各種イベントについてレ
ポートしたいと思います。
１．沖縄離島クルーズ旅行展 in 広州
（5 月 6 日〜 5 月 8 日開催）
広東省広州市を発着とするクルーズ船会社と一
緒にクルーズ船による沖縄観光の PR のため開催

20
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２．ITE（International Travel Expo）
（6 月 16 日〜 6 月 19 日開催）
当所が携わるイベントの中で最も大きな観光イ
ベントの一つがこの ITE 国際旅行博です。出店企
業は日本を始めとするアジア以外にも欧米、中東、
南米、アフリカなど世界中に及び 50 の国と地域
から 604 もの企業等が出店しました。
最初の 2 日間は企業向け、後の 2 日間は一般
客向けに分けて開催され、それぞれ 12,081 人、
87,812 人、4 日間合計で 99,893 人もの方が来場
されました。
我々沖縄ブースでは、おすすめの観光地の紹介
やホテルの紹介を主に行いました。最近の問い合
わせの傾向として、沖縄本島から離島に移ってき
ていると感じています。これは、既に沖縄本島に
旅行したことがあり、次の旅行先として離島に興
味を持っている人々が増えていること、すなわち
リピーター化が始まっていることを意味している
のだと思われます。
イベント期間中である 6 月 16 日には香港エク
スプレス航空の石垣―香港間の定期便就航日に当
たっていたこともあり、会場で就航記念イベント
も開催しました。離島への直行便就航により更な
る離島への注目度アップが期待されます。
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すが、沖縄にも養殖場があることを皆様ご存知で
しょうか。昨年から養殖を開始しており、2 〜 3
年後には沖縄から近大マグロが出荷される見込み
です。近大マグロのオフィシャルでの海外販売は
今回が初めてとなりました。フェア期間中はマグ
ロ解体ショーも行われ、会場は大いに盛り上がり
ました。
フェア全体としても盛況で多くの方に来店頂く
ことが出来ました。来年はより活気のある出店構
成、商品構成が組めるように工夫していきたいと
思います。

３．SOGO 沖縄フェア
（6 月 29 日〜 7 月 5 日開催）
当所が携わる最も大きな物産イベントである
SOGO 沖縄フェアが 6 月 29 日から 7 月 5 日まで
開催されました。今年の目玉は何といっても「近
大マグロ」
。近畿大学が完全養殖に成功し、日本
で有名なマグロのうちの一つであるこのマグロで
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最後に
当所では、日頃から県内企業、個人の皆様から
香港に関する多くのご質問を頂いております。香
問い合わせ下さい。

N

ソウル

蘇州

O

O
K

H

Tel：
（852）2968-1006
Fax：
（852）2968-1003
E-mail :okinawaopg@bizetvigator.com

N

沖縄県香港事務所

G

G

港市場に関することにつきまして是非お気軽にお

上海

那覇

香港
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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
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
２.26 森永卓郎氏
森永卓郎氏「トップセミナー」
「トップセミナー」
H27.
H27. 6
6 .. 3
3 若手営業担当者向けセミナー
若手営業担当者向けセミナー
H27.
H27. 8 . 4 管理職向けリーダーシップセミナー
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
H27.10.20
経営者層向けセミナー
H28. 2 . 2 岩田松雄氏
「トップセミナー」
H28. ５.24 「ビジネスに効く！コミュニケーション
術とアンガーマネジメント」

■「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

年会費 20,000円

2

【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

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。

入会申込方法

1

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。

■融資利率の優遇

りゅうぎんビジネスクラブ

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）
比嘉、
真栄城）
までお願いいたします。
TEL：098-860-3817（担当：楊、
真栄城）
までお願いいたします。

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。
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」
第6期「りゅうぎんマネジメントスクール
（第4回講座）」を開催しました
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、平成28年7月14日（木）、沖縄県立博物館にて、
第6期「りゅうぎんマネジメントスクール」の第4回講座を開催致しました。
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
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
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
知識の習得を目的としたビジネススクールで、
4月から9月まで全6回7講義を行います。
（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
今回は、
30万部以上のベストセラー
「決算書がスラスラわかる財務3表一体理解法」
の著者であ
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
る、
㈲ボナ・ヴィータコーポレーション代表取締役の國貞克則
（くにさだ かつのり）氏を講師にお招
締役で㈱ジャパネットたかた
前社長の髙田明氏
きし、
「 財務担当者以外でもスラスラわかる 決算書の読み方演習講座」と題してご講義いただきま
をお招きし、
「 夢持ち続け 日々精進」と題し、経営
した。
者としての心構えについてご講演いただきまし
國貞氏は、
簿記の基本である
「仕訳」をあえて飛ばすことで会計の基本構造を分かりやすく理解
た。
講演終了後、
金城頭取より本年度受講の第5
できる
「財務3表一体理解法」と、財務諸表を基にした、経営状況が一目で分かる「財務諸表図」を開
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。
発された方です。
今期のスクールは、
全6回7講義を4月から半年
講義前半では、商品を仕入れ・販売した場合や給料・源泉所得税を支払いした場合などで財務諸
間にわたり開講し、62名の方にご参加いただき
表がどのように連動するのか、受講者自身で「演習ドリル」に数字を書き込みながら、それぞれの
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）
ケースについてわかりやすく解説していただきました。
（修了率：91.9％）
また、
講義後半では、
「 財務諸表図」を基に、
航空・自動車・飲料・ＩＴ等の業界各社を財務分析し、
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
経営方針や戦略の違いを見比べました。
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
講義時間が午前10時から午後5時まで（途中1時間休憩）と長丁場で専門的な内容でしたが、
受講
想をいただきました。
生からは、
「 心地よい疲れです。わかりやすく、大変役に立つ内容でした」
「 経営者としての数字の見
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
方を教えてくれた」
「 今日の講座を活かして自社の決算書を読みとり、
解析できるようになりたい」
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
とのご感想をいただきました。
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
次回、
8月の講義は「事業承継」
をテーマに開催いたします。
る方は是非お取引営業店までお問合せください。

講義中の國貞氏
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

会場の様子
プレゼント抽選会の様子

比嘉
・真栄城
楊
・真栄城
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沖縄総合事務局経済産業部の
最近の取組について

環境ビジネスの振興について
沖縄における環境関連企業は、廃棄物処理、
リサイクル、水処理、エコプロダクツ及び省エ
ネなどその分野は多岐に渡っています。また、
最近では県外を始めとして、アジアや太平洋諸
国を視野に入れた事業展開を進めている企業も
いくつか出てきています。
経済産業部では、このような動向を踏まえつ
つ、管内における環境関連企業のネットワーク
や広域連携強化のために、全国の地方経済産業
局との連携による環境ビジネスアライアンス
マッチングセミナー等を実施して、環境ビジネ
スの振興に取り組んでいます。

1

環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー

各地域で環境ビジネスを展開する中小企業等
が、「製品・サービス等の開発」
・
「技術開発」
・
「販
路開拓」等において相互に連携し合うことによ
り、新たな事業の創出・展開を図ることを目的
に、地方経済産業局や推進機関等が中心となっ
てビジネスマッチングの場を提供しています。
【Ａ地域企業】事業提案
●独自の商品 ●技術
●サービス ●ビジネスモデル
保有リソース

不足リソース

平成２８年度は、関東地域、中部地域、近畿
地域、九州地域及び沖縄地域において、昨年度
と同様にセミナーを開催し環境関連企業の広域
連携を深化させていきます。
沖縄地域については、平成２８年１２月に那
覇市で開催予定の「第７回オキナワベンチャー
マーケット」の会場内ブースで「環境ビジネス
アライアンスマッチングセミナー in 沖縄」と
称してプレゼンテーションや企業間ビジネス
マッチングなどを計画しています。

2

マッチングセ

WIN&WIN 連携

ミナー運営

異地域パートナーとの出会いで

協議会
連携
支援

新ビジネスを展開！

●工程

●技術の現地化

域双方の支

●販売

●商品開発

援機関等で

●サービス

●事業移管など

Ａ地域・Ｂ地

昨年度のセミナーの様子

構成
保有リソース

沖縄環境関連ネットワーク形成事業

平成２８年度の目玉は、環境ビジネスアライ
アンスマッチングセミナーに加え、管内環境関
連企業のネットワーク再構築、
中核企業の選定、
県外及び海外への事業展開を踏まえたビジネス
モデル等を検討する「沖縄環境関連ネットワー
ク形成事業」を展開し、当該セミナーと連携を
図りながら、オンリーワンの環境ビジネスの芽
出しに努めます。

不足リソース

【Ｂ地域企業】パートナ ー
●地元の顧客情報 ●地元の販売網
●サービス網 ●地元との信頼関係

平成２７年度のセミナーにおいては、環境ビ
ジネスにおける広域連携の取組についての講
演、県内外の環境関連企業によるプレゼンテー
ション及び企業による商談等が行われました。

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 ： 国道449号新本部北道路
種

別 ： 公共

民間

3セク

関係地域

本部町

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
那覇市泉崎１丁目２番２号 電話: 098-866-2390

事業目的

・国道449号は、
国道505号との交点である本部町浦崎から国道58号との交点である名護市宮里に至る
全長約23 kmの主要幹線道路である。
・このうち、
名護本部線との交差点の本部町渡久地から瀬底大橋入口の本部町大浜間のみ2車線で、
ボ
トルネックとなっていることから、
当該区間を4車線拡幅整備して国道449号の全線を4車線化し、
海
洋博公園など本部地域の観光拠点へのアクセス性向上を図り地域振興を支援するものである。

事業期間
事業規模

平成21年度～

事 業 費

約82億円

事業概要

経

事業延長1.6kmの４車線道路

路線名：国道449号 本部北道路
事業区間：本部町字渡久地～字大浜
事業延長：長さ1.6kｍ 幅員26ｍ ４車線
道路規格：第4種第1級（設計速度 60ｋｍ/ｈ）
将来交通量：14,800台（平成42年推計）
橋梁：
本部大橋 長さ352m 幅員10.50ｍ（片側歩道付２車線）
上部工形式：鋼単純鋼床版箱桁+３径間連続鋼床版箱桁+２@鋼単純鋼床版箱桁
下部工形式：逆T式橋台、張出式橋脚
基礎工形式：鋼管杭基礎
新本部大橋 長さ330ｍ 幅員10.75ｍ（片側歩道付２車線）
上部工形式：鋼５径間連続鋼床版箱桁橋
下部工形式：張出式橋脚、橋脚式橋台
基礎工形式：鋼管杭基礎、鋼管矢板井筒基礎

緯 ・平成21年 事業着手

・現在、国道449号では、本部北道路、全線４車線化を進めている。
・これにより北部地域有数の観光拠点である国営沖縄記念公園（美ら海水族館）や世界遺産の今帰
仁城跡等へのアクセス性が向上するとともに、本部半島地域から名護市方面への利便性が向上
し、安全・安心な移動が可能となり、さらなる観光客の増加が期待される。
現 況 及 び ・加えて、防災拠点である本部港までの緊急輸送道路のネットワークや耐震性を確保することによ
見 通 し
り地域振興に寄与する。
・本部大橋は、本部北道路内に位置し、本部町字大浜と字渡久地を結ぶ延長352mの高架橋である。
・現在、一般国道449号の全線４車線化に伴い、本部大橋に並列して新本部大橋を整備するととも
に、既存橋梁である本部大橋の耐震補強、道路改良も併せて実施している。
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進捗状況

・平成28年度は、当初予算として約9億円を計上し、本部大橋・新本部大橋の橋梁整備工事をすす
める。

熟

□ 構想段階

度

□ 計画段階

□ 工事段階

□ 開業・供用段階

県内大型プロジェクトの動向

vol.78

本部大橋・新本部大橋平面図

完成予想図

（２図とも沖縄県土木建築部北部土木事務所「新本部大橋」リーフレットより）
架設作業進ちょく状況（平成28年7月27日撮影）

（沖縄県土木建築部道路街路課提供）
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県

内

の

景気
動向

● りゅうぎ ん 調 査 ●

概況 2016年6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

６月の県内景気をみると、消費関連では、百貨店は催事効果や販促効果により引き続
き前年を上回り、スーパーは食料品が全般的に堅調に推移したことなどから引き続き
前年を上回った。耐久消費財では、新車販売は新型車投入効果やレンタカー需要により
前年を上回り、電気製品卸売は前年がエアコンなど季節商品が好調だったことから、そ
の反動で前年を下回った。
建設関連では、公共工事は国、市町村、独立行政法人等・その他が減少したことから前
年を下回った。建築着工床面積（５月）は引き続き前年を下回り、新設住宅着工戸数（５
月）は貸家、持家、給与が減少し前年を下回った。建設受注額は、公共工事は増加したが、
民間工事が減少したことから前年を下回った。
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。主要ホテルでは、稼働率、売上高、客室単価のいずれも前年を上回った。
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

費
関

建設関連

消

百貨店売上高は、催事効果や販促効果などから26カ月連続で前年を上回った。スーパー売上高は、食
料品は全般的に堅調に推移したことから増加し、住居関連は化粧品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、15カ月連続で前年を上回った。新車販売は、新型車投入効果やレンタカー需要
が好調なことなどから普通乗用車が伸長し、３カ月連続で前年を上回った。電気製品卸売販売額は、前
年の気温がかなり高かったことによるエアコンなどの季節商品の反動減などから、３カ月ぶりに前年
を下回った。
先行きは、高い消費マインドや外国人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。

連
設
関
連
観

観光関連

建

公共工事請負金額は、国、市町村、独立行政法人等・その他が減少したことから、３カ月ぶりに前年を
下回った。建築着工床面積（５月）は、４カ月連続で前年を下回った。新設住宅着工戸数（５月）は、貸家、
持家、給与が減少したことから３カ月ぶりに前年を下回った。県内主要建設会社の受注額は、公共工事
は増加したが、民間工事は減少したことから、２カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セメン
ト、生コンは民間工事向け出荷の減少などにより前年を下回った。鋼材は単価の低下などから前年を下
回り、木材は住宅関連工事向け出荷の減少などから前年を下回った。
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。

関
連
そ

雇 用 関 連・そ の 他

光

入域観光客数は、45カ月連続で前年を上回った。国内客は３カ月連続で前年を上回り、外国客は35カ
月連続で前年を上回った。方面別では台湾、中国本土、韓国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、宿泊客室単価のいずれも前年を上回った。主要観光施設入場者数
は３カ月連続で前年を上回った。ゴルフ場は、入場者数は２カ月ぶりに前年を下回り、売上高は６カ月
連続で減少した。
先行きは、外国客の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。

の
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他

新規求人数は、前年同月比16.9％増となり９カ月連続で前年を上回った。産業別にみると、生活関連
サービス業・娯楽業、宿泊業・飲食サービス業などで増加し、教育、学習支援事業などで減少した。有効求
人倍率（季調値）は1.01倍と、前月より0.03ポイント上昇し、県内初の1倍台になった。完全失業率（季調
値）は5.0％と前月より0.1％ポイント改善した。
消費者物価指数（総合）は、食料などが上昇したが、光熱・水道および交通・通信などは下落したことか
ら、前年同月比0.2％減と２カ月連続で前年を下回った。
企業倒産は、件数が４件で前年同月を３件下回った。負債総額は１億1,000万円となり、前年同月比
79.9％の減少だった。

りゅうぎ ん 調 査

県内の景気動 向

2016.6

りゅうぎん調査

2016.4－2016.6

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、2016年3月より調査先が27ホテルから26ホテルとなった。
（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

2016.6

消
費
関
連
建
設
関
連

2016.4～2016.6

関

3カ月

光

項目別グラフ

観

（注）広告収入は16年5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16年3月～16年5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

26カ月連続で増加

消

・百貨店売上高は、前年同月比4.1％増と26
カ月連続で前年を上回った。食料品は、惣
菜などの売上が好調だったことから増加
し、衣料品は、呉服や子供服のセール開催
などの販促効果から増加した。身の回り
品は、催事効果や「父の日」関連需要の伸
びなどから増加し、家庭用品・その他は、
美術品や国内外客による化粧品の消費が
好調だったことなどから増加した。
・品目別にみると、食料品（同5.1％増）、衣料
品（同0.5％増）、身の回り品（同15.7％増）、
家庭用品・その他（同4.7％増）と全項目で
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15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3.3％増と15カ月連続で前年を上
回った。
・食料品は、精肉・鮮魚や青果などが伸長し
全般的に堅調に推移したことから同4.0％
増となった。衣料品は、前年より梅雨明け
が遅く夏物商材の動きが鈍かったことな
どから同1.7%減だった。家電を含む住居
関連は、化粧品や外国人観光客による消
費が好調なことなどから同2.4％増となっ
た。
・全店ベースでは4.1％増と15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

３カ月連続で増加
・新車販売台数は5,537台となり、前年同月
比2.0％増と３カ月連続で前年を上回った。
普通乗用車は、新型車投入効果やレンタ
カー需要が好調なことなどから前年を上
回った。軽乗用車は、レンタカー需要の減
少などから前年を下回った。
・普通自動車（登録車）は3,443台（同9.0％
増）で、うち普通乗用車は946台（同49.7％
増）、小型乗用車は2,245台（同1.9％減）で
あった。軽自動車（届出車）は2,094台（同
7.6％減）で、うち軽乗用車は1,690台（同
10.9％減）であった。
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出所：沖縄県自動車販売協会

りゅうぎ ん 調 査

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

５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１万8,696
台で前年同月比4.3％増と５カ月連続で
前年を上回った。
・内訳では、普通自動車は7,443台（同8.4％
増）、軽自動車は11,253台（同1.7％増）と
なった。

費
関
連
建

出所：沖縄県中古自動車販売協会 ※登録ベース

設

※棒グラフは品目別寄与度

関

5 電気製品卸売販売額（前年同月比）

観
光
関
連

・電気製品卸売販売額は、前年の気温がかな
り高かったことでエアコンなどの季節商
品の需要に反動減がみられたことなどか
ら、前年同月比9.9％減と３カ月ぶりに前
年を下回った。
・品目別にみると、ＡＶ商品ではＤＶＤレ
コーダーが同25.6％減、テレビが同18.1％
減、エアコンが同12.2％減、白物では洗濯
機が同10.1％減、冷蔵庫が同8.2％減、太陽
光発電システムを含むその他は同5.5％減
となった。

連

３カ月ぶりに減少

出所：りゅうぎん総合研究所

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

３カ月ぶりに減少

消

・公共工事請負金額は、234億2,100万円で
前年同月比31.8％減となり、国、市町村、
独立行政法人等・その他が減少したこと
から、３カ月ぶりに前年を下回った。
・発注者別では、県（同50.2％増）は増加し、
国（同60.3％減）、市町村（同14.7％減）、独
立行政法人等・その他（同59.3％減）は減
少した。
・大型工事としては、那覇空港滑走路増設
アンダーパス外１件工事や宮古伊良部
農業水利事業仲原地下ダム（新垣北部）
建設工事などがあった。

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

４カ月連続で減少

観

・建築着工床面積（５月）は11万9,069㎡と
なり、居住用、非居住用ともに減少した
ことから、前年同月比25.3％減となり、４
カ月連続で前年を下回った。用途別では、
居 住 用 は 同 1 2 . 9 ％ 減 、非 居 住 用 は 同
43.3％減となった。
・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準住宅は増加
したが、居住専用、居住産業併用は減少
した。非居住用では、卸売・小売業用など
が増加し、医療、福祉用などが減少した。

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カ月ぶりに減少
・新設住宅着工戸数（５月）は1,085戸とな
り、貸家、持家、給与が減少したことから、
前年同月比13.5％減と３カ月ぶりに前年
を下回った。
・利 用 関 係 別 で は 、分 譲（ 1 8 8 戸 ）が 同
1 3 8 . 0 ％ 増 と 増 加 し 、貸 家（ 6 8 2 戸 ）同
23.6％減、持家（214戸）同22.2％減、給与
（１戸）が同85.7％減と減少した。
出所：国土交通省
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※給与は、社宅や宿舎などのこと。

りゅうぎ ん 調 査

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

２カ月ぶりに減少
消

・建設受注額（調査先建設会社：20社）は、
公共工事は増加したが、民間工事は減
少したことから、前年同月比36.4％減
と２カ月ぶりに前年を下回った。
・発注者別では、公共工事（同59.0％増）
は２カ月ぶりに増加し、民間工事（同
60.3％減）は２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７万2,972トンとなり、
前年同月比0.3％減と９カ月連続で前年
を下回った。
・生コン出荷量は12万8,119㎥で同10.1％
減となり、公共工事における空港関連向
け出荷や、民間工事における社屋関連向
け出荷の減少などから９カ月連続で前
年を下回った。
・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共
工事では、学校関連工事向け出荷などが
増加し、空港関連向け出荷などが減少し
た。民間工事では、分譲マンション向け
出荷などが増加し、社屋関連向け出荷な
どが減少した。

連

セメント、生コンともに
９カ月連続で減少

の
他

6 鋼材・木材（前年同月比）

鋼材は18カ月連続で減少、
木材は２カ月ぶりに減少
・鋼材売上高は、単価の低下や工事の進捗
が鈍いことなどから、前年同月比24.6％
減と18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5.2％減と２カ月ぶりに
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）

45カ月連続で増加

消

・入域観光客数は、前年同月比17.1％増の71
万4,400人と、45カ月連続で前年を上回っ
た。国内客、外国客ともに増加した。国内客
は、同8.2％増の49万8,500人となり３カ月
連続で前年を上回った。
・路線別では、空路は62万6,200人（同11.8％
増）と45カ月連続で前年を上回った。海路
は8万8,200人（同77.1％増）と13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

35カ月連続で増加

観

・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44.7％増の21万5,900人とな
り、35カ月連続で前年を上回った。
・国籍別では、台湾６万6,900人（同8.3％増）、
中国本土４万9,500人（同91.1％増）、韓国
３万3,800人（同77.0％増）、香港２万4,400
人(同29.8％増) 、アメリカ・その他４万
1,300人(同75.0％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２カ月連続で上昇、
売上高は２カ月ぶりに増加
・主要ホテルは、客室稼働率は79.8％となり、
前年同月比3.9％ポイント上昇し２カ月連
続で前年を上回った。売上高は同9.9％増
と２カ月ぶりに前年を上回った。
・那覇市内ホテルは、客室稼働率は79.2％と
同2.7％ポイント上昇し２カ月連続で前年
を上回り、売上高は同8.4％増と２カ月ぶ
りに前年を上回った。リゾート型ホテルは、
客室稼働率は80.2％と同4.6％ポイント上
昇して３カ月連続で前年を上回り、売上高
は同10.5％増と２カ月ぶりに前年を上
出所：りゅうぎん総合研究所
回った。
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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

６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）ともに上昇したことから、前年
同月比15.8％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
室単価ともに上昇し、同18.0％増と28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
に上昇したことから、同15.1％増と２カ
月ぶりに前年を上回った。

費
関
連
建

出所：りゅうぎん総合研究所

設
関

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

連

３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8.2％増となり、３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カ月ぶりに減少、
売上高は６カ月連続で減少
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月比
6.3％減と２カ月ぶりに前年を下回った。
県内客、県外客ともに前年を下回った。
・売上高は同8.9％減と６カ月連続で前年
を下回った。

出所：りゅうぎん総合研究所 （注）調査先は8施設（うち県外客については6施設）からなる。
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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16.9％増となり
９カ月連続で前年を上回った。産業別にみ
ると、生活関連サービス業・娯楽業、宿泊業・
飲食サービス業などで増加し、教育、学習支
援事業などで減少した。有効求人倍率（季調
値）は1.01倍と、前月より0.03ポイント上昇
し、県内初の1倍台になった。
・労働力人口は、71万3,000人で同0.4％増と
なり、就業者数は、67万9,000人で同0.7％増
となった。完全失業者数は３万3,000人で同
8.3％減となり、完全失業率（季調値）は5.0％
と前月より0.1％ポイント改善した。

費
関
連
建

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。

設
関

2 消費者物価指数
【総合】
（前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

連

２カ月連続で下落

観

・消費者物価指数は、前年同月比0.2％減と２
カ月連続で前年を下回った。生鮮食品を除
く総合は同0.1％減と前年を下回った。
・品目別の動きをみると、食料などが上昇し、
光熱・水道および交通・通信などは下落した。

光
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、負債総額ともに減少
・倒産件数は、４件で前年同月を３件下回っ
た。業種別では、製造業１件（同１件増）、小
売業（同１件増）、サービス業（同１件増）、
情報通信業（同数）であった。
・負債総額は、１億1,000万円となり、前年同
月比79.9％の減少だった。

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

２カ月連続で増加
消

・広告収入（マスコミ：５月）は、前年同月比
2.3％増となり、２カ月連続で前年を上
回った。

費
関
連
建

出所：りゅうぎん総合研究所

設
関

【那覇】
参 考 気象：平均気温・降水量

連
観
光
関
連

・平均気温は28.4℃となり、平年（26.8℃)よ
り高く前年同月（28.7℃）より低かった。降
水量は319.5ｍｍと前年同月（38.0ｍｍ）よ
りかなり多かった。
・沖縄地方は、６月前半は梅雨前線の影響で
曇りや雨の日が多く、その後は太平洋高気
圧に覆われて晴れの日が多かった。６月
16日ごろに梅雨明けしたとみられ、平年
より７日早く、前年より８日遅い梅雨明け
となった。平均気温はかなり高く、降水量
は平年並みだった。

出所：沖縄気象台

そ
の
他
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学 び バンク
肉用牛の生産基地

那覇市真嘉比

大手連携で出荷増期待

区画整理終え人口増加

琉球銀行営業推進部 法人ビジネス推進グループ主任

琉球銀行

渡久地

西平

政彦

沖縄県が子牛（黒毛和種）の一大生産地ということ

真嘉比支店長

守之

1988 年度から始まった那覇市の「真嘉比古島第
２土地区画整理事業」は、
2013 年度に完了しました。

はご存じでしょうか。
肉用牛の畜産農家は、子牛を増やす「繁殖農家」と

２年余りが経過した現在、同地域には分譲マンショ

繁殖農家から購入した子牛を育てる「肥育農家」に分

ンや賃貸アパートなどの住宅施設が次々と建設され

かれ、沖縄県の場合は繁殖農家が多くを占めます。生

ています。

後約 10 カ月間育てた後、子牛の段階で本土へ出荷す

那覇新都心地域に近く、モノレールや幹線道路が

るのが一般的です。肥育農家では 1 年半ほどかけて成

走り、比較的高速道路へのアクセスも良いことなど

牛に育て、消費市場へ出荷します。

から、同地域の人口は大きく伸びています。

子牛の取引頭数を都道府県別にみると（2013 年

表のとおり 15 年度の人口は 5,404 人。事業完了

度実績）
、 鹿 児 島 県 72,852 頭、 宮 崎 県 54,381

前の 12 年度に比べると 31.7％の伸びです。また、

頭、北海道 38,609 頭、沖縄県 25,274 頭、岩手県

同地域が通学区域となっている真嘉比小学校の生徒

20,387 頭となっており、本県は 4 番目に多い地域

数は、同期間で 58.8％の伸びをみせています。

になっています。温暖な気候で牧草も豊かなため、育

既存のドラッグストアやスーパーマーケット、ホー
ムセンターなどに加え、人口増加に伴う市場拡大を

てやすい環境にあるといわれます。
一方、取引頭数の推移をみると、グラフのとおり

にらんだ飲食店などの新規開業が相次ぎ、商業施設

09 年をピークに減少傾向にあります。その要因の一

の集積も進んでいます。これからの発展が大いに期

つが子牛価格の上昇です。10 年に宮崎県を中心に発

待されます。

生した口蹄疫や 11 年の東日本大震災などが生産頭数

一方、稲作が盛んな地域であったため、現在でも

の減少につながり、子牛価格の上昇をもたらしたとみ

真嘉比小学校内には「水田」があります。これを利

られています。

用して地域の皆さんとともに稲作を体験する学習活

子牛価格の上昇は、肥育農家のコストを大きくする
ため、子牛の購入が手控えられます。その影響が生産

動が続けられており、歴史を大切にする風土もしっ
かりと残されています。
31 日には、五穀豊穣を祈る「真嘉比豊年祭」が真

地である沖縄にも及んだと考えられます。
こうした中、国内の大手食肉メーカーでは、ブラン

嘉比自治会館を中心に開催されます。地域の皆さん

ド和牛の市場拡大をにらみ、生産農家と連携して生産

で編んだ綱を使った綱引きや旗頭ガーエーなどが披

頭数を増やしていく動きがあります。今後は県内の出

露されます。伝統的な文化を大事にしながら成長を

荷頭数も増えていくことが期待されます。

続ける真嘉比地域の魅力が、広く発信される機会に
なっています。

県内家畜市場における子牛（黒毛和牛）の取引頭数の推移

真嘉比地域の人口

頭
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000

25,992
25,920
25,438

26,655

27,784
26,919 26,549
25,903

（単位：人）
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 12年度比伸率

25,274
24,001

2005

06

07

08

09

10

11

12

13

真嘉比地域
人口
真嘉比小学校
児童数

4,102

4,405

5,178

5,404

31.7%

289

349

409

459

58.8%

14

年度

出所：（公財）沖縄県畜産振興公社「家畜市場肉用子牛取引成績
全国銀行協会
出所：
報告書」
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出所

那覇市ホームページ
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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。]

モノレール延長

マイナス金利

浦添に新たな人の流れ

県内の投資拡大 期待

琉球銀行 安波茶支店長

琉球銀行証券国際部 市場金融課 調査役

翁長

宮城

武仁

浦添は 12 世紀から 14 世紀にかけて琉球王国の
首都として栄えた地域です。
「うらそえ」の呼称は、

祥

日本銀行は、ことし２月にマイナス金利政策を導入
しました。半年が経った現在、景気にどのような効果

「津々浦々を襲う（諸国を支配する）
」という意味で「う

があるかはまだはっきりしないと言われています。こ

らおそい」と呼ばれていたことに由来するそうです。

こではマイナス金利とはどういうものか、また県経済

浦添市には多くの文化財がありますが、その中の

への影響を考えてみたいと思います。

「中頭方西海道」
（なかがみほうせいかいどう）をご存

マイナス金利と言っても、預金者が銀行に預けた預

じでしょうか。王府が首里に移った後、15 世紀から

金から利息が取られるというものではありません。こ

19 世紀にかけて王府によって整備された宿道（しゅ

こでの金利は、銀行と日銀との間でやりとりする金利

くみち）と呼ばれる道路のことです。宿道は、首里

のことを指しています。

王府からの令達などを行うためにつくられました。
島尻方南風原宿道や国頭方西海道など、首里から南
部や北部に通じる宿道もこのとき整備されています。
中頭方西海道は、首里城を起点に首里の平良、大

銀行は、日銀に預金口座を持っています。マイナス
金利政策とは、その口座の残高が一定額を超えた場合
に、超えた部分にマイナス金利（マイナス 0.1％）を
課すという仕組みです。

名を通り、浦添市の沢岻、経塚、安波茶、仲間、牧

その状況では、銀行は金利負担を避けるために、余っ

港を経て読谷に至るルートです。その整備は、一大

た資金を貸し出しや株式投資、債券投資などで運用す

国家事業だったようです。

る傾向を強め、その結果お金がより回るようになると

ひるがえって現代の浦添市の一大事業が「沖縄都
市モノレール」の延長です。首里駅から浦添市の経

みられます。こうして景気を刺激しようというのがマ
イナス金利政策の意図するところです。

塚駅、浦添前田駅、てだこ浦西駅をつなぐ約４. １キ

同政策は、欧州の一部の国では数年前から導入され

ロの区間で、現在、地下トンネルを含む大規模な工

ており、景気を刺激するための試行錯誤が続けられて

事が 2019 年春の開業を目指して進められています。

います。

てだこ浦西駅には、沖縄自動車道とモノレールを

マイナス金利政策の導入後、全国的に住宅ローンの

結ぶパーク＆ライド駐車場が計画されています。観

金利や企業への貸出金利が低下しつつあります。沖縄

光客がモノレールで那覇・浦添市内を周遊した後、

県は景気が拡大する中で住宅や観光関連施設への投資

同駅周辺で貸し出すレンタカーを利用して中部や北

需要が強く、他府県に比べて勢いのある経済といえま

部へ移動する、そうした新たな流れも期待されてい

す。金利が低い状況のもとで設備投資が順調に広がれ

ます。

ば、全国でも早く安定した経済成長を実現する地域に
なると予想されます。

沖縄都市モノレールの延長ルート

出所：bloomberg
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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
2016年7月

役員の変更登記の留意点
1. 取締役・監査役の任期および役員変更登記の確認
2006 年 5 月に会社法が施行され、非公開会 社（株式の全部に譲渡制限規定を設 けている会社）では、
取締役および監査役の任期は最大 10 年まで伸 長可能となりました。会社法施行 と同時に取締役・監査
役の任期を 10 年とした会社は、本年 5 月でち ょうど 10 年となり、任期満了とな ります。取締役・監査
役の就任時期を再度確認し、定時株主総会終結 で任期満了となる場合には改選手 続と変更登記申請の必
要がありますのでご留意ください。
。
2. 登記申請する場合の添付書類の変更
2015 年 2 月から、「取締役・監査役の就任（再任を除く）」に関しては本人確認 証明書の添付が、「会
社実印を法務局に届出している代表取締役等の 辞任」に関しては押印種の制限お よび一定の場合には印
鑑証明書の添付が必要になっています。
決議内容

取締役・監査 役の就任

改正前

代表取 締役等の辞任

・登記申請書

・登記申請書

・就任承諾書

・辞任届

・登記申請書

・登記申請書

・就任承諾書

・辞任届

・本人確認証明書
2015 年 2 月 27 日以降

※本人確認証明書 ＝住民票の
の写し、
運転免許証のコ ピーに当該 取締
役等が原本と相 違ない旨を 記載
し、署名または 記名押印 したも
の等

※当該代表取 締役等が会社実印を
法務局に届 出している場合には
当該届出印 の押印または個人実
印による押 印および個人印鑑証
明書の添付

お見逃しな
なく！
2016 年 10 月 1 日以後の登記申請で、登記す べき事項について株主総会決議等 を要する場合には、決
議の帰趨を
を左右しうる株主の氏名等を証する書 面（株主リスト）の提出が必要に なります。
決議内容

株主リスト等の記載内容

株主リスト等に記載 される株主
主

株主全員の同意
を 要 す る 場 合 ・株主の氏名または名称

株主全員

・株主の住所
上記以外の決議

・株主の保有株数
・株主の議決権数

右記の
のいず
れか少
少ない
人数

・10 名
・議決権数の 割合を当該割合の多い
順に加算し 、その加算した割合が
3 分の 2 に達 するまでの
の人数

このニュースレターのバックナンバーはホームページにてご覧になれます。http:// www.grantthornton.jp

© Grant Thornton Japan. All rights reserved.
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沖 縄 ×日 本 全国・海外

縄

2016.
全国・海外

7】

7.1

沖縄国税事務所の路線価（16年１月１日
現在）によると、県内3,182地点の標準宅
地の対前年平均変動率は前年比1.7％と
なり、23年ぶりに上昇に転じた前年に続
いて２年連続で上昇した。県内の最高路
線価は「那覇市久茂地３丁目国際通り」
で、同5.0％上昇の63万円だった。

7.6

株式会社リクルートキャリアによると、
同社提供の転職支援サービス『リクルー
トエージェント』における16年６月末時
点の転職求人倍率（求人数÷登録者数）
は、前年同月を0.25ポイント上回る1.80
倍だった。求人数は同25.4％増で過去最
高となり、登録者数は同7.9％増だった。

7.1

日本銀行那覇支店の県内企業短期経済
観測調査（16年６月）によると、全産業の
業況判断指数は３月の前回調査からマ
イナス７ポイントの39だった。先行きは、
そのマイナス８ポイントの31となった。

7.15

コミュニケーションアプリ『L I N E』を提
供するLINE株式会社は、14日（現地時間）
にニューヨーク証券取引所へ、15日に東
京証券取引市場第１部へそれぞれ上場
し た 。東 京 証 券 取 引 市 場 で の 初 値 は
4,900円となり、公募価格の3,300円を約
48.5％上回った。

7.12

東京商工リサーチ沖縄支店によると、16
年上半期の県内企業倒産件数（負債総額
1,000万円以上）は前年同期比７件減の
27件で、負債総額は同10.5％増の35億
3,500万円となった。倒産件数は42年間
で過去最少だった10年の22件に次いで
２番目に少なく、負債総額も10年に次い
で４番目に少ない水準となった。

7.13

沖縄県企画部統計課が発表した国税調
査抽出速報集計結果によると、15年10
月１日現在の沖縄県の人口は143万
4,100人で、10年の前回調査から3.0％増
加した。平均年齢は42.1歳と全国で一番
低かった。

7.21

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課
が発表した、修学旅行入込状況調査結果
によると、15年の１年間に修学旅行で沖
縄県を訪れた学校数は前年比3.2％減の
2,473校で、人数は同2.7％減の43万8,854
人だった。月別の入込状況をみると、校
数・人数ともに10月、11月、12月、５月が
多かった。

7.25 沖縄地区税関が発表した管内貿易概況
（速報）によると、16年上半期（１－６月）
の輸出額は、前年比38.0％減の162億２
百万円と３期連続で減少し、輸入額は同
16.5％減の1,090億33百万円と４期連続
で減少した。差引額は928億31百万円の
入超となった。

7.18

7.20

7.25

7.28

ソフトバンクグループ株式会社は、英国
のARM Holdings plcの発行済株式およ
び発行予定株式全部を現金で買い付け
ることを発表した。買収価格は総額約
240億ポンド（約3.3兆円）で、16年９月末
までに買収を完了し、完全子会社化する
予定。
観光庁が発表した訪日外国人消費動向
調査によると、16年４－６月期の訪日外
国人旅行消費額は9,533億円で、前年同
期より7.2％増加した。一方、訪日外国人
１人当たりの旅行支出は、前年同期比
9.9％減の15万9,930円となった。
財務省が発表した16年上半期分貿易統
計（速報）によると、輸出額は前年同期比
8.7％減の34兆5,183億円、輸入額は同
17.2％減の32兆7,041億円だった。差引
額は１兆8,142億円となり、10年下半期
以来11期ぶりの貿易黒字となった。
中央最低賃金審議会の小委員会は、16年
度の最低賃金（時給）の引上げ額につい
て、全国加重平均で24円（15年度18円）
を目安とすることを決めた。全都道府県
を経済実態に応じてA B C D の４ランク
に分けて目安を提示しており、Dランク
である沖縄県の目安は21円となった。
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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。
注) 新車販売台数の出所は沖縄県自動車販売協会、中古自動車販売台数は沖縄県中古自動車販売協会。

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、2016年3月より調査先が27ホテルから26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、2015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

（未残）

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

無料！

（当行ATM利用時のみ）

特典2

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

特典3

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/
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特集レポートバックナンバー
■平成26年
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

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
11月
（No.553） 経営トップに聞く 株式会社佐久本工機
An Entrepreneur 株式会社食のかけはしカンパニー
12月
（No.554） 経営トップに聞く まさひろ酒造株式会社
An Entrepreneur 安里紅型工房

■平成28年
１月
（No.555） 経営トップに聞く 社会医療法人仁愛会
An Entrepreneur 有限会社島袋瓦工場
特集 沖縄県経済2015年の回顧と2016年の展望
２月
（No.556） 経営トップに聞く 株式会社ジャンボツアーズ
An Entrepreneur あーびゃーんもーゆ琉球月桃
３月
（No.557） 経営トップに聞く 株式会社前田鶏卵
An Entrepreneur 株式会社グランディール
特別寄稿 沖縄観光の長期展望

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

４月
（No.558） 経営トップに聞く 大晋建設株式会社
An Entrepreneur 株式会社エスペレ
特別寄稿 那覇空港ハブにおけるアジア諸国との
貿易動向（2015年）

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

５月
（No.559） 経営トップに聞く 株式会社徳里産業
An Entrepreneur 有限会社石川種麹店

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

６月
（No.560） 経営トップに聞く 医療法人博寿会
An Entrepreneur 合同会社キンアグー

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

７月
（No.561） 経営トップに聞く 株式会社okicom
An Entrepreneur 株式会社リュウクス
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