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経営トップに聞く
医療法人六人会
～いま目の前で困っている人のために　いま持っている最善の臨床技術を提供する～

理事長　上里　智美

起業家訪問　An Entrepreneur
レキオファーマ株式会社
～沖縄初の創薬ベンチャー　痔の治療薬や認知症予防の健康食品を開発～

代表取締役社長　奥　キヌ子

新時代の教育研究を切り拓く
～より効果的な脳腫瘍の治療に特殊なアミノ酸を導入～
沖縄科学技術大学院大学コミュニケーション・広報ディビジョン メディアセクション

（同大学のHP記事より許可を得て転載）

OCVBの取り組みについて
～8月は観光月間/「8月1日」は観光の日～
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

アジア便り 香港
～香港の歴史、イベントについて～

レポーター：上原　和久（琉球銀行）
沖縄県香港事務所に出向中（副所長）

りゅうぎんビジネスクラブ
～「りゅうぎんビジネスクラブ」入会のご案内～

行政情報93
沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について
内閣府沖縄総合事務局経済産業部

県内大型プロジェクトの動向91

特集 第32回NAHAマラソンの経済波及効果

沖縄県の景気動向（2017年6月）
～観光関連の入域観光客数や建設関連のセメント・生コンが前年を上回り、消費関連も
引続き好調に推移するとみられ、県内景気拡大の動きは34カ月連続で強まっている～

学びバンク
・勝連半島整備　～独自の魅力　発展に期待～
  琉球銀行屋慶名支店長　喜友名　朝夫（きゆな　ともお）

・一万人のエーサー大会　～10万人集う夏の風物詩～
  琉球銀行壷屋支店長　大城　博二（おおしろ　ひろじ）

・オープンAPI　～新しい金融サービス～
  琉球銀行総合企画部調査役　多和田　真丈（たわた　まさとも）

・ホテルの人不足　～効率化と環境整備必要～
  琉球銀行法人営業部調査役　長嶺　伸（ながみね　しん）

・那覇市魚のマグロ　～観光客増で消費も拡大～
  琉球銀行那覇市役所内出張所長　西平　弘（にしひら　ひろし）

経営情報 「法人寄附金」と「企業版ふるさと納税」の関係
～寄附金ごとの損金算入限度額および、H28年4月20日
　　　　　　　　　寄附分から導入された企業版ふるさと納税～
　　　　　　　　　　 提供　太陽グラントソントン税理士法人

経済日誌 2017年７月
県内の主要経済指標
県内の金融統計

うえざと とも　み
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■平成27年

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.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.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.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.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

８月（No.562） 経営トップに聞く　株式会社プレンティーホールディングス
An Entrepreneur　株式会社バイオジェット

９月（No.563） 経営トップに聞く　株式会社森山写真商会
An Entrepreneur　琉球インタラクティブ株式会社

10月（No.564） 経営トップに聞く　株式会社丸大
An Entrepreneur　みかん・おれんじグループ

11月（No.565） 経営トップに聞く　デルタ電気工業株式会社
An Entrepreneur　株式会社ABCメディカルサポート
特集　宮古ロックフェスティバル2016の経済効果

12月（No.566） 経営トップに聞く　フォーモストブルーシール株式会社
An Entrepreneur　真幸組株式会社

■平成29年

１月（No.567） 経営トップに聞く　株式会社かりゆし
An Entrepreneur　有限会社コムテック創研
特集1　県内企業の人手不足の対応と課題
特集2　沖縄県経済2016年の回顧と2017年の展望

２月（No.568） 経営トップに聞く　株式会社アレックス
An Entrepreneur　有限会社浦西開発

３月（No.569） 経営トップに聞く　株式会社富士葬祭
An Entrepreneur　yu-i  FACTORY
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（2016年）

４月（No.570） 経営トップに聞く　有限会社沖縄長生薬草本社
An Entrepreneur　株式会社琉球ファクトリー

５月（No.571） 経営トップに聞く　株式会社ナンポー
An Entrepreneur　農業生産法人安座間珈琲農園合同会社
特集1　沖縄県の主要経済指標
特集2　2016年度の沖縄県経済の動向

６月（No.572） 経営トップに聞く　株式会社次郎工業
An Entrepreneur　株式会社EGL OKINAWA

７月（No.573） 経営トップに聞く　生活協同組合コープおきなわ
An Entrepreneur　イーストホームタウン沖縄株式会社
特集　沖縄県内における2017年プロ野球

　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果

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。

※目次（CONTENTS）の各タイトルをクリックするとそのページにジャンプします。
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医療法人としては特異な形で設立されたと聞いて
いますが、設立の経緯やこれまでの歩みを聞かせ
てください。
　医療の在り方を決定づける医療法は何度も改
正されますが、1997 年の改正で地域の医療機
関の連携等を図るという観点から「地域医療支
援病院制度」というものが発足しました。
　当時、私は名古屋大学医学部卒業後、琉球大
学医学部付属病院の整形外科医局に入り浦添総
合病院に勤めていたのですが、暫くして浦添総
合病院がその地域医療支援病院の認定を受ける
ことになりました。地域医療支援病院としての
条件のひとつに、患者様の紹介率が 6割以上
というものがあります。独立を考えていた私は、
その支援を受ける地域の医療機関、つまり“地
域の人々に最も近い存在”である末端医療機関

での独立を決意したのです。
　私は、医局から同じく浦添総合病院に勤めて
いた後輩らと相談し、せっかく始めるならば、
同じ目標を持った者同士、今までにない形で始
めようと決めました。その時の６人で立ち上げ

たのが“六
ろく

人
と

会
かい

”なのです。
　開業にあたり、周囲からは「複数の医師で開
業するのはうまくいかない」と批判の声もあり
ました。しかし私たちは、六人ともお互いに気
心も知れ、信頼し合った先輩・後輩の間柄であ
りましたので、設立に踏み切りました。そうし
て 2000 年、浦添市牧港にロクト整形外科クリ
ニックを開院、手術が必要な患者様は連携病院
である浦添総合病院へ紹介し、手術の執刀も私
達が担当する仕組みにしました。その翌年には
医療法人六人会を設立し、今日に至っています。
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 理事長
医療法人六人会は、上里智美氏が2000年 12月に牧港で開業。県内3カ所でクリニックを運営し、
整形外科が主要診療科目のリハビリに特化した医療法人である。2016年5月に開院した那覇市奥武
山の関連法人Azクリニックでは、独自の手術室と病床を持ち、グループで手術・入院機能とリハビリ
テーション機能を併せ持つ医療法人となった。今回は、ロクト整形Azをおたずねし、上里理事長に当
法人のこれまでの歩み、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　大谷　豊

医療法人六人会
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　開院当初は、皆で県内の学校を訪問し、クラ
ブ活動中のケガへの対応方法などの聞き取りや
当院のリハビリについて案内をして回りまし
た。その結果“スポーツ整形はロクトで”とい
う認知につながっていきました。

グループの 3 病院、それぞれの診療内容や関
わりについてご紹介いただけますか。
　当法人では、私を含め 18 名の医師で 3つの
クリニックを輪番で診療担当し、さらに浦添総
合病院や離島の医療機関へも赴き診療にあたっ
ています。各クリニックにそれぞれ院長はおり
ますが、その他の医師の所属はあえて明確に決
めていません。毎朝、医師全員で前日の手術・
診療内容や経過、明日以降の手術予定などを確
認し合い、非常に密な連携をとることで各クリ
ニックでの診療を運営しています。
　手術件数については、2000 年の開院当初は
約 1,000 件ほどでしたが、近年の実績は約 2,200
～ 2,400 件です。これは県内の整形外科医療機
関ではトップクラスで、特に前十字靭帯再建術
や人工関節置換術の件数においては 2015 年に
全国でそれぞれ 4位と 8位という実績でした。

■ロクト整形外科クリニック
　一番初めに、浦添市牧港で開院したクリニッ
クです。浦添総合病院へ近く、手術が必要な患
者様は同病院で手術を受けてもらい、術後のリ

ハビリテーションを当院で行っています。主に
浦添や宜野湾地域の方々にご利用いただいてい
ます。

■ロクト整形 J2
　嘉手納町に 2004 年に開院しました。主に中
北部にお住まいの方々にご利用いただいていま
す。こちらもロクト整形外科クリニック同様、
手術は浦添総合病院で行っています。

■ロクト整形 Az
　2016 年六人会 3番目のクリニックとして那
覇市奥武山に開院しました。ここ奥武山は、球
場・武道館があり、沖縄ではいわばスポーツの
聖地といえるような場所であり、私たちの得意
とするスポーツ整形、リハビリテーションを十
分に発揮できる場所だと自負しています。また、
奥武山は港や空港に近く、離島へもつながる場
所でもあります。今後、南部地域だけでなく沖
縄県全域の医療向上へも貢献できるよう努力し
てまいります。

□医療法人銀河 Az クリニック
　前述のロクト整形Az と同じ那覇市奥武山の
施設 2階に、六人会にはない手術室と病床を
有する医療施設として開院しました。こちらで
は関節鏡手術、骨折手術や手の手術を行ってい
ます。六人会とは法人が異なりますが、ロクト

広々としたロクト整形 Az のリハビリ受付ロクト整形 Az の外観

ロクト整形 J ２の外観ロクト整形外科クリニック外観
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グループとして密接に連携しており、これまで
想い描いてきた“「診断・手術・術後リハビリ」
まで一貫した治療を提供する”という理想のか
たちをようやく実現できました。

リハビリテーションに力を入れられ、スポーツジ
ムのような施設は日本最大級と聞いていますが？
　お陰様で、以上 3つの医院に設けたリハビリ
施設の広さや設備は、クリニックとしては日本
一と言えるかもしれません。リハビリテーショ
ンとは「本来あるべき状態に回復」というラテ
ン語が語源で、人が持てる能力・機能を自身の
力で元に戻すことを意味しています。当会では
このリハビリを最重要視しています。やはり手
術は痛みが伴うものです。そのため、まず初診
で外科的処置の必要性を判断したうえで、必要
最小限の手術をお勧めしています。手術後は、
リハビリでじっくり元の状態に戻していく治療
を受けていただいています。
　当グループが提供するリハビリテーションの
特徴は、ひとりの患者様に対し様々な職種のプロ
フェッショナルを集結させた医療チームによるも
のだということです。具体的には療法士による集
中治療、トレーナーによる運動療法プログラム提
供、管理栄養士による栄養指導などが挙げられま
す。どれも長年培った技術と経験により、万全の
体制で患者様をサポートしています。

離島等へ出張される医療機関とは？
　離島支援はつぎのとおりです。
○公立久米島病院：2010 年より診療支援開始。
毎週火曜日から土曜日の外来診療を輪番で
出張診療しています。

○かりゆし病院（石垣島）：同じく 2010 年よ
り毎週金曜日の外来診療を輪番で出張診療
しています。

○くらはし整形外科（宮古島）：第 2・4・5 木
曜日の外来診療を担当しています。

○オリブ山病院：第 2・4金曜日に往診を実施
しています。

○徳山内科クリニック：第 2月曜日に外来診
療を実施しています。

　この他、FC琉球へのチームドクター派遣や
3on3 バスケットボールリーグへもドクター派
遣を行なっています。

何か他に特別に取り組まれていることをご紹介
いただけますか。
□診療時間の延長、土・日曜日診療
　当会の 3クリニックでは、通常午後 8時ま
で診療しています。また、土曜日・日曜日も午
後 6時まで診療しております。骨折等の整形
外科関連の疾病は、通勤・通学途中であったり、
休日の運動中に多いのではないでしょうか。そ
の場合、一般の病院はほとんどが休診中で、や
むなく救急で病院に行かれることが殆どだと思

最新機器が揃った手術室（Az クリニック）数々のリハビリマシン（ロクト整形 Az）

スポーツジムのようなリハビリルーム（ロクト整形 Az）ゆったりとしたロクト整形 Az の待合室
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います。その際、担当医がたまたま整形外科の
専門であればよいのですが、専門外だった場合、
結局は後日改めて整形外科を受診しなければな
らないケースが大半です。このような実情を受
け診療時間の延長と土日診療を実施し、患者様
には大変喜んでいただけています。

□送迎バスの運行
サービスの一環として、手術後にリハビリ通院
が困難な患者様を対象にバス送迎サービスを
行っています。2006 年より開始した事業です
が、こちらも好評をいただき現在は 14 台のバ
スを稼動、沖縄本島全域をカバーするまでにな
りました。

経営理念、事業運営の考え方などについてお聞
かせください。
　六人会の基本理念は「前進あるのみ」です。
医療法人設立の際、“特異な形で始めるのだか
ら、失敗は許されない。もう後には戻れない、
前進あるのみだぞ”。このように６人で確認し
合いました。
　そこから「前進あるのみ」を社是としたのです。
　決して現状に満足せず、どのような状況で
も、常に前向きな気持ちで仕事に取り組んでほ
しい、という想いも込めています。医師の教育
においても、常に新しい技術を身に付け患者様
に提供するため自己研鑽に努めるよう指導して

いますし、職員にも、常に患者様と一緒に治療
に進む気持ちで寄り添うよう指導しています。

人材の育成についての取り組みをお話しいただ
けますか。
　特に接遇研修を重視しています。高卒から医
療業界未経験者まで、六人会の職員として一貫
したサービスの提供や、患者様の痛みや苦しみ
が少しでも和らぐよう職員のホスピタリティ力
向上を目的に、年 8回ほど外部講師を招き接
遇研修を実施しています。加えて医療資格者の
スキルアップを目的に、県内外を問わず積極的
な研修参加を奨励しています。
　先程申し上げたように、私をはじめ医師は各
グループクリニックを輪番で回るため、それぞ
れの施設職員と頻繁に顔を合わせます。そこで
常々、皆の表情や患者様との対応、挨拶などの
「接遇」を大切にしなさいと注意しています。
接遇はあらゆる接客業で重要だと思いますが、
私たち医療に携わる者は、その医療技術、知識
以上に重視しなければいけないものであると考
えています。クリニックの窓口にいらっしゃる
お客様は、いわゆる一般的なサービス業で言わ
れるようなお客様とは違い、痛みや苦しみを抱
えている患者様なのですから、専門的医療の知
識はなくとも、受付の段階から診断・治療が始
まっているのだという意識をもたせるようにし
ています。

下肢の筋力を計測するバイオデックス 通院が困難な患者さまを送迎するバス

ロクト整形 J ２の診療室 最新の MRI（ロクト整形 J ２）
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　また、治療に携わる医師の場合、当然に専門
知識や技術の習得が必要ですが、改めて別で習
得の機会を設けることはせず、毎日が習得の機
会だと指導しています。日々の治療にあたり、
先輩医師が後輩医師に実地指導するのです。現
場では多種多様なケースがありますので、研修
会や学術書からの取得などの、いわば机上の空
論よりもその方が効果的であるという考えのも
と、このような指導を実践しています。当会の
医師には若手が多く、皆チャレンジ精神旺盛で
すので、先輩医師の指導を積極的に吸収してい
ます。そして、指導する側には、安心・安全な
臨床技術の継承になるよう心掛けさせています。

社会貢献活動についてお聞かせください
　特別なことをしている意識はありませんが、
先に述べたような離島病院への医師派遣など
は社会貢献といえるのではないでしょうか。
2010 年より旧知の院長らからのお願いにより
始めた医師派遣ですが、今ではすっかり定着し、
地元の方々にも受け入れられ喜んでいただけて
いるのは大変嬉しく、頑張ってくれている医師
達を頼もしく思っています。
　他では、那覇市の海外交流事業の一環として、
途上国の外国人留学生（理学療法士）を受け入
れ、技術指導も行っています。
　また、学校教育現場における部活動でのケガ
予防等についての講演も行っています。

これからの取り組みや事業展開についてお話し
いただけますか。
　日々の診療で得たデータをみると、早急に骨
粗鬆症に対する予防策を講じる必要性を感じて
います。整形外科は、直接的に命に関わる診療
科目ではありませんが、いわゆるQOL（人生・
生活の質）の改善に寄与することができます。
そういった観点からも予防医学に力を入れてい
きたいと考えています。
　また、当会の医師達は県外出身者も多いため、
将来は彼らが県外に当会の理念を広めてくれる
ことも期待しています。
　さらに、わが県はスポーツや健康といった、
沖縄の優位性を活かした産業振興を図っていま
す。そのような中、スポーツの聖地ともいわれ
るここ奥武山で開院できたことは大変幸運で光
栄に思っています。まさに私たちが理想とする
スポーツ医療を実践する機会が与えられたと、
改めて創業当初の想いに至り「前進あるのみ」
の意を強くしております。
　これからもよろしくお願い申し上げます。

企業概要

商　　 　号：
本部所在地：
連 絡 先：
創　　　業：
設　　 立：
役　　　員：

職 員 数：
診 療 内 容：
グ ル ー プ：

医療法人六人会
沖縄県浦添市牧港 2-46-12　202
098-878-6910（代表）
2000 年（平成 12 年）12 月
2001 年（平成 13 年）3 月
理事長　　上里　智美
副理事長　渡邉　丞
理事　　　嘉手川　啓
理事　　　宮里　剛行
理事　　　奥間　孝
理事　　　林　宗幸
理事　　　友寄　英二
理事　　　富原　匠
理事　　　津嘉山　朝豊
347 人（パート含む）
整形外科、リハビリテーション科
ロクト整形外科クリニック
ロクト整形 J2
ロクト整形 AZ
Az クリニック（医療法人銀河）

全身用骨密度測定装置

予防医学についての講演会開催
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An Entrepreneur

起業への道のり
　大学卒業後は貿易会社を、その後は飲食店

を経営していました。当時から、沖縄で何か

産業を自分の手で興してみたいと考えていま

した。

　そんな矢先、知人から、中国に「痔」に良

く効く「消痔霊」という薬を教えられました。

痔疾患の半数以上は内痔核で、手術しか手立

てのない病気でした。しかし、聞くとこの薬

は注射剤だと云うのです。これが本当なら手

術せずに注射で、あの痛い痔を治すことが出

来るのでは？この薬を日本で、沖縄から売り

出そうと決心したのです。直ちに中国に渡り

その薬の発明者に会い、中国以外の国々で開

発・販売する権利をもらいました。当時の私

は中国で薬として使用されているものなので、

日本でもすぐに販売できるものと思い込んで

おりました。

○痔の治療薬「ジオン注」誕生

　医薬品の開発がどんなものか本当の意味で

の大変さも知らないままに、ただ沖縄に経済

自立を図れる産業を興したいとの思いだけで

走っておりました。1991 年に医薬品開発を目

的に会社を設立しました。いざ開発に取り組

んでみますと、たちまち大きな壁が立ちはだ

かってまいりました。中国から持ち込んだ消

痔霊は変色し沈殿物が発生しました。原因究

明の実験を繰り返し、改善できましたが、そ

の後も続く動物実験も費用との戦いでした。

ご案内のとおり新薬開発には長い年月と技術

力、莫大な費用が必要とされます。

　1995 年、ついに自社単独での開発に限界を

感じ、本土の中堅製薬メーカーとの共同開発

に踏み切りました。その後 2004 年 7 月に厚

生労働省より新薬製造の承認を得ることがで

きたのです。内痔核を注射で治療する治療薬

「ジオン注」の誕生です。研究開発に 16 年余

り費やしました。おかげ様で「ジャパン・ベ

ンチャー・アワード 2004」で最高賞の経済産

業大臣賞も受賞出来ました。現在、ジオン注

は日本全国 2400 カ所の病院で治療薬として

使われています。

○「ジオン注」に続く製品開発

　健康の話題によく挙がる“医食同源”は沖

縄では古くから実践されています。琉球王朝

時代、沖縄の二大輸出品（江戸幕府等への献

上品）は「ウコン」と「黒砂糖」であったと

云われています。

　先の「ジオン注」に続く製品を考えたとき、

沖縄由来の原料を使うことを思い付きました。

　古来より身体に良いというだけではなく、

その有効性を科学的に証明する必要がありま

す。数ある作物の中からウコンの有効成分「ク

ルクミン」に着目し、様々な実験を行いました。

今回は栄養補助食品、いわゆるサプリメント

です。

起業家訪問

レキオファーマ株式会社

Vol. 115

沖縄初の創薬ベンチャー。痔の治療薬
をはじめ「ウコン」を利用した認知症
予防の健康食品を開発する。

事業概要

○代 表 者　奥
おく

　キヌ子
○創　　業　1991 年 2 月 28 日
○事業内容　医薬品開発、健康食品の研究開発、製造販売
○店 舗 兼
　事 務 所　沖縄県那覇市松山 2-1-12

○Ｔ Ｅ Ｌ　098-867-9114
◯役　　員　8 人
○社　　員　6 人

奥
おく

　キヌ子 社長
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　クルクミンの弱点である吸収率の悪さを、

鮫肝油スクワレンと黒胡椒成分ピペリンを配

合することで改善し、特許を取得しました。「レ

キオのウコン GOLD」「武者酒行」は肝機能改

善と二日酔い予防に効くと好評を得ています。

○認知症予防

　ウコンの有効成分クルクミンの製品開発中

に、「カレーを日常的に食べているインド人に

は認知症が少ない」という研究を知り、認知

症予防の可能性を感じ、それに特化した開発

を進めました。当時 順天堂大学大学院の白澤

卓二教授（アンチエイジングの生みの親）か

ら当社のクルクミン製品を使用したヒト実験

で脳の血流がアップした , という素晴らしい

データを頂きました。

○「メモリン」開発

　それで、クルクミンを使った認知症予防の

サプリメントに自信を深めました。レキオの

ウコン GOLD の臨床データで「肝機能の改

善、二日酔い予防に効く」ということは判っ

ていましたが、順天堂大学大学院 田平武教授

による岐阜の河村病院での臨床試験結果から

次のデータを得ることが出来ました。まず、「軽

度認知障害の方々の認知機能が改善され、進

行を抑制する効果」と「血中のホモシステイ

ン値（動脈硬化・心筋梗塞に悪影響を及ぼす）

を下げる効果」が確認されたのです。

　クルクミンに葉酸、高濃度の各種ビタミン

を配合したことにより優れた臨床結果が得ら

れ、認知症予防に効果が認められました。栄

養補助食品「メモリン」です。

今後の取り組み
　日本は高齢化が進み、同時に高齢者の認知

症が社会問題となっています。現在、65 才以

上の認知症患者は 460 万人、予備軍は 400 万

人といわれ、2025 年には患者および予備軍

の数は 1300 万人に増えると予想されていま

す。この病気は本人、家族も苦しめるもので

す。長寿社会となったことで、他人事ではなく、

皆が当事者といえる状況なのです。現在認知

症を治す薬はありませんが、予防は可能です。

少しでも予防に寄与できる製品開発を続けた

いと考えています。「認知症の早期発見、予防・

治療研究会」にも参加しており、長寿が喜ばれ、

長命で楽しい人生を過ごせるよう啓蒙活動も

行なっていきます。

　脳は案外、“だまされ易い臓器”といわれて

います。" 楽しいと思えば、楽しくなり”その

逆にもなるのが脳なのです。また、脳の活性

化には「デュアルタスク」が良いと云われて

います。“一度に二つのことをする”のです。

また、カラオケ、ダンス、有酸素運動、特に

“歩く”ことが脳の活性化に良いと伝われてい

ます。更に、年をとっても旺盛な知的好奇心

とチャレンジ精神を失わず、積極的な社会参

加をするのも良いとされています。「見た目が

脳年齢を表す」というデータもあるようです。

若々しい見た目で、いくつになってもおしゃ

れを楽しみ、多少でも仕事をつづけるのが、

若く、長生きをする秘訣のようです。もちろ

ん「メモリン」も忘れず飲んで頂ければ幸い

です。

（レポート　大谷　豊）

レキオのウコン GOLD

ジオン注 武者酒行 メモリン

授賞式 研究室
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 長年にわたり光線力学療法において効果的

な光感受性物質を作製しようと研究者たちは 

様々な化学的組成を探求してきましたが、最

善の結果をもたらす手法は未だ存在しませ

ん。OISTの研究チームによるタウリンを用

いた光感受性物質の作製が、今後の最適化に

向けた開発を後押しし、更なる改良を重ねる

ことで、光線力学療法を使用した脳腫瘍療法

におけるより高い治療効果が期待されます。

  タウリンは中枢神経系内に最も豊富に見ら

れるアミノ酸の一つで、脳内の情報伝達など

の重要な機能に関与することが知られていま

す。このように脳との重要な関わりがあり、

かつ生体親和性に優れ、水に溶けやすいこと

から、本研究論文の筆頭著者であるアンミ

ン・ドゥ博士を含むOISTの研究チームは、

タウリンを使ってルテニウム錯体を修飾しま

した。今回の実験では、光感受性物質が集積

するリソソーム内の環境を再現している低い

pHのクエン酸ナトリウム緩衝液、またはリ

ソソーム以外の細胞のpHと等しい中性のリ

ン酸緩衝生理食塩水を用いることで、細胞内

の条件を細胞培養用フラスコ内で再現する形

で研究を行いました。

 「タウリンの修飾はとてもシンプルです」

と語るのは、OIST生体模倣ソフトマターユ

ニットのイェ・ジャン准教授です。タウリン

のルテニウム錯体への結合はいたってシンプ

ルで、基本的な化学反応で新たな光感受性物

質を作製することが可能です。

 ガン細胞を使って新たに作製した光感受性

物質の効果を調べた結果、タウリン修飾型ル

テニウム錯体は、従来の機能を維持したま

ま、細胞内に効率よく取り込まれ、光を照射

した際に大量の活性酸素を産出することが分

かりました。更に今回開発された新物質は、

ガン細胞の中でも特に脳腫瘍に有効であるこ

とが明らかになりました。

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

より効果的な脳腫瘍の治療に特殊なアミノ酸を導入

※沖縄科学技術大学院大学のHPから
　許可を得て転載した記事です。

光線力学療法は、その特異的な作用機序から脳腫瘍の治療にしばしば用いられています。光線

力学療法はガン細胞を含む領域に対して局所的に作用でき、周囲の正常な細胞を傷つけませ

ん。光線力学療法は、血中に光感受性物質と呼ばれる薬剤を注射することで、細胞内に薬剤が

取り込まれます。その後、薬剤が集積した細胞に光を照射します。薬剤に含まれる光感受性物

質は光が照射されると活性酸素として知られる物質を放出し、細胞を死滅させます。この手法

は、光感受性物質が正常細胞と比べてがん細胞に集積しやすいため、正常な細胞にダメージを

与えずにすむ精密な標的療法です。

  しかし、この手法も決して完璧ではありません。ルテニウム・ポリピリジル錯体のように、光

感受性物質を構成する化学成分は、安定性および生体適合性が高く、ガン細胞を死滅させる活

性酸素の産生能が高い一方で、活性酸素の産生量を増やすために加えた化学成分が水への溶解

度を下げてしまいます。このため、このような化合物は、体内に薬剤を送り込む薬物送達にお

いて有益な効果を発揮することができません。なぜなら、化合物中の分子が均一に拡散せず凝

集した状態になり、90%以上が水分でできている血液の中をスムーズに移動することができな

いためです。そこで、沖縄科学技術大学院大学（OIST）の研究チームは光線力学療法に改善の

余地があると考え、天然アミノ酸であるタウリンをルテニウム錯体の化学構造に加えた、新光

感受性物質の作製法の仮説を提唱しました。この研究成果は、イギリスの王立化学会が出版す

る学術誌Chemical Communicationsに掲載されました。

体内に取り込まれたルテニウム錯体は、腫瘍細胞リソソームに集積する。リソソームはすべての細胞内にある袋状の器官であ

る。レーザー光線などの光源によりで錯体を活性化し、活性酸素を発生させる。この活性酸素が腫瘍細胞をネクローシス、あ

るいはアポトーシスにより死滅させる。

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
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から、本研究論文の筆頭著者であるアンミ

ン・ドゥ博士を含むOISTの研究チームは、

タウリンを使ってルテニウム錯体を修飾しま

した。今回の実験では、光感受性物質が集積

するリソソーム内の環境を再現している低い

pHのクエン酸ナトリウム緩衝液、またはリ

ソソーム以外の細胞のpHと等しい中性のリ

ン酸緩衝生理食塩水を用いることで、細胞内

の条件を細胞培養用フラスコ内で再現する形

で研究を行いました。

 「タウリンの修飾はとてもシンプルです」

と語るのは、OIST生体模倣ソフトマターユ

ニットのイェ・ジャン准教授です。タウリン

のルテニウム錯体への結合はいたってシンプ

ルで、基本的な化学反応で新たな光感受性物

質を作製することが可能です。

 ガン細胞を使って新たに作製した光感受性

物質の効果を調べた結果、タウリン修飾型ル

テニウム錯体は、従来の機能を維持したま

ま、細胞内に効率よく取り込まれ、光を照射

した際に大量の活性酸素を産出することが分

かりました。更に今回開発された新物質は、

ガン細胞の中でも特に脳腫瘍に有効であるこ

とが明らかになりました。

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

より効果的な脳腫瘍の治療に特殊なアミノ酸を導入

※沖縄科学技術大学院大学のHPから
　許可を得て転載した記事です。

光線力学療法は、その特異的な作用機序から脳腫瘍の治療にしばしば用いられています。光線

力学療法はガン細胞を含む領域に対して局所的に作用でき、周囲の正常な細胞を傷つけませ

ん。光線力学療法は、血中に光感受性物質と呼ばれる薬剤を注射することで、細胞内に薬剤が

取り込まれます。その後、薬剤が集積した細胞に光を照射します。薬剤に含まれる光感受性物

質は光が照射されると活性酸素として知られる物質を放出し、細胞を死滅させます。この手法

は、光感受性物質が正常細胞と比べてがん細胞に集積しやすいため、正常な細胞にダメージを

与えずにすむ精密な標的療法です。

  しかし、この手法も決して完璧ではありません。ルテニウム・ポリピリジル錯体のように、光

感受性物質を構成する化学成分は、安定性および生体適合性が高く、ガン細胞を死滅させる活

性酸素の産生能が高い一方で、活性酸素の産生量を増やすために加えた化学成分が水への溶解

度を下げてしまいます。このため、このような化合物は、体内に薬剤を送り込む薬物送達にお

いて有益な効果を発揮することができません。なぜなら、化合物中の分子が均一に拡散せず凝

集した状態になり、90%以上が水分でできている血液の中をスムーズに移動することができな

いためです。そこで、沖縄科学技術大学院大学（OIST）の研究チームは光線力学療法に改善の

余地があると考え、天然アミノ酸であるタウリンをルテニウム錯体の化学構造に加えた、新光

感受性物質の作製法の仮説を提唱しました。この研究成果は、イギリスの王立化学会が出版す

る学術誌Chemical Communicationsに掲載されました。

体内に取り込まれたルテニウム錯体は、腫瘍細胞リソソームに集積する。リソソームはすべての細胞内にある袋状の器官であ

る。レーザー光線などの光源によりで錯体を活性化し、活性酸素を発生させる。この活性酸素が腫瘍細胞をネクローシス、あ

るいはアポトーシスにより死滅させる。

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
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 長年にわたり光線力学療法において効果的

な光感受性物質を作製しようと研究者たちは 

様々な化学的組成を探求してきましたが、最

善の結果をもたらす手法は未だ存在しませ

ん。OISTの研究チームによるタウリンを用

いた光感受性物質の作製が、今後の最適化に

向けた開発を後押しし、更なる改良を重ねる

ことで、光線力学療法を使用した脳腫瘍療法

におけるより高い治療効果が期待されます。

  タウリンは中枢神経系内に最も豊富に見ら

れるアミノ酸の一つで、脳内の情報伝達など

の重要な機能に関与することが知られていま

す。このように脳との重要な関わりがあり、

かつ生体親和性に優れ、水に溶けやすいこと

から、本研究論文の筆頭著者であるアンミ

ン・ドゥ博士を含むOISTの研究チームは、

タウリンを使ってルテニウム錯体を修飾しま

した。今回の実験では、光感受性物質が集積

するリソソーム内の環境を再現している低い

pHのクエン酸ナトリウム緩衝液、またはリ

ソソーム以外の細胞のpHと等しい中性のリ

ン酸緩衝生理食塩水を用いることで、細胞内

の条件を細胞培養用フラスコ内で再現する形

で研究を行いました。

 「タウリンの修飾はとてもシンプルです」

と語るのは、OIST生体模倣ソフトマターユ

ニットのイェ・ジャン准教授です。タウリン

のルテニウム錯体への結合はいたってシンプ

ルで、基本的な化学反応で新たな光感受性物

質を作製することが可能です。

 ガン細胞を使って新たに作製した光感受性

物質の効果を調べた結果、タウリン修飾型ル

テニウム錯体は、従来の機能を維持したま

ま、細胞内に効率よく取り込まれ、光を照射

した際に大量の活性酸素を産出することが分

かりました。更に今回開発された新物質は、

ガン細胞の中でも特に脳腫瘍に有効であるこ

とが明らかになりました。

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。

F98は脳腫瘍細胞、A375、HeLaおよびA549はそれぞれ皮膚がん、子宮頸がん、肺がん細胞を示している。実線はタウリン

修飾型ルテニウム錯体で細胞を処理した結果を示している。10分間の光線照射の後、すべてのがんに対するタウリン修飾型

ルテニウム錯体を処理し10分間光照射を行うと、細胞の生存率が大きく下がり、その効果は脳腫瘍細胞において最も顕著で

あった。点線はタウリン修飾型ルテニウム錯体で処理していない結果を示しているが、10分間光照射を行っても細胞の生存

率に変化は見られない。

光線力学療法により脳腫瘍細胞を死滅させる。

寄　　稿 沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて
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1. 観光の日・観光月間とは

　沖縄県では、県民が観光について認識を新た

にするとともに本県の観光を広く紹介する日と

して８月１日を観光の日と定めています。これ

は沖縄県観光振興条例第 27 条に定めるもので

1979 年（昭和 54 年）12 月 25 日に制定され

ました。

　沖縄県観光振興条例は次のとおり定められて

おり、全文については沖縄県のホームページか

ら閲覧することができます。ここでは前文と第

27 条について紹介します。

　沖縄県と OCVB では、観光の日から始まる

一週間を「観光道徳の高揚と観光資源の保護」

を目的とする観光週間として定め、具体的には

「観光の意義や重要性の啓発と普及」、「観光資

源の保護」、「観光地の美化」及び「地域の魅力

に対する自信と誇り」を実施目標に、積極的に

推進をしてきました。

　また、2010 年からは訪日外国人観光客の急

増に伴い、新たに 8 月を「観光月間」として

制定しています。「世界水準の観光リゾート地」

の形成に向けて、文化や習慣の違いを乗り越え、

急増する訪日外国人観光客を温かく迎え入れる

べく、県民が「ウェルカムんちゅ（※日本国内

はもちろん海外から来られる観光客を「うとぅ

いむち ( おもてなし )」の心で温かく迎え入れ

る沖縄県民のこと）」として、主体的に取り組

んでいくよう気運を高めることを目的とし、期

間中様々な取り組みを展開しています。

　ここでは、沖縄県と OCVB が県民の観光産

業に対する理解及び関心を深め、観光客を温か

く迎え入れる気運を高めるために行っている

様々な取り組みをご紹介します。

2. 平成 29 年度の観光月間キャッチコピー決定！

　観光月間をより身近なものに感じてもらお

うと、観光月間を推進するためのキャッチコ

ピーを募集しました。総数 578 通の中から次

のキャッチコピーに決定しました。

「はいさい！！はいたい！！いちゃりばちょー

でー　おーきなわ！！」

製作意図：「いちゃりばちょーでーは 1 度会っ

８月は観光月間 ／「８月１日」は観光の日

ウェルカムんちゅになろう

沖縄県観光振興条例
（昭和 54 年 12 月 25 日条例第 39 号）
改正：平成 4 年 3 月 31 日条例第 27 号
　観光は、文化の交流を促進し、国内及び国際社会
の相互理解を増進するとともに、経済の発展と生活
の安定向上に寄与するものであり、平和と豊かさを
象徴するものである。
　したがつて、観光の発達は、美しい豊かな郷土を
創出し、恒久の平和と文化的な生活を享受しようと
する我々が絶えず希求してやまないところである。
　幸いにして、本県は、我が国唯一の亜熱帯地域と
して特有の自然景観に恵まれ、また、近隣諸国との
長い交流の歴史によって育まれた独特の文化を有
している。これらの優れた資源を活用し、広く国民
的更には国際的な観光及び保養の場を整備すること
は、すなわち本県の特性を生かすみちである。
　しかしながら、現状は、本県の観光がその特性を
生かすための基盤の整備及び環境の形成は必ずしも
十分とは言えない。我々は、長期的かつ総合的な視
点に立って本県の観光の進むべき方向と目標を明ら
かにし、その実現に努めなければならない。
　ここに、我々は、観光の意義と本県の特性を深く
認識し、観光の振興によって真に美しい豊かな郷土
の創出に最善の努力を払うことを誓い、この条例を
制定する。

（観光の日）
第 27 条　県は、県民が観光についての認識を新た
にするとともに本県の観光を広く紹介する日とし
て、観光の日を定める。
２　観光の日は、8 月 1 日とする。
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たら皆な兄弟という意味なので、みんな兄弟で

大きな輪！！」

3. 観光の日・観光月間関連イベント情報

　県内各地のイベントや施設とタイアップし、

沖縄観光の重要性について、発信していきます。

　ミス沖縄やゆるキャラからの観光 PR や「平

成 29 年度観光月間ナビゲーター」の琉球ゴー

ルデンキングスの皆さんも団結式に参加します

ので、ぜひ足をお運びください。

■ 8 月 1 日（火）

10:30 ～ 11:30　表彰式

（沖縄県観光功労者表彰、めんそーれ沖縄クリー

ンアップキャンペーン表彰、ウェルカムんちゅ

リーダー任命式）

場所：ANA クラウンプラザホテル沖縄ハー

バービュー　2F　彩海の間

11:50 ～ 16:00　「観光の日・観光月間」オー

プニングセレモニー

場所：パレットくもじ 1F イベント広場

■ 8 月 6 日（日）

「一万人のエイサー踊り隊」タイアップイベント

場所：国際通りてんぶす那覇前

■ 8 月 12 日（土）～ 13 日（日）

2017 久米島まつりタイアップイベント

場所：久米島町ふれあい公園

■ 8 月 19 日（土）～ 20 日（日）

国頭村まつり

場所：国頭村立国頭中学校総合グラウンド

■ 8 月 19 日（土）～ 20 日（日）

与那原大綱曳まつり

場所：与那原町御殿山青年広場

※イベント情報については「ウェルカムんちゅ

になろう」のホームページからご確認下さい。

http://inbound.ocvb.or.jp/welcome/

4. 「めんそーれ沖縄」県民宣言

　平成 26 年度には、県民一丸となって沖縄観

光を盛り上げていくため、「めんそーれ沖縄」

県民宣言を掲げ、更なる気運醸成に努めました。

その内容を下記にてご紹介します。

＜めんそーれ沖縄県民宣言＞

　私たちはこれまで、沖縄ならではの魅力的な

観光資源を活かし、様々な取り組みを官民一体

となって積極的に展開してきました。

　このような中、空港機能の強化に伴う航空路
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線の拡充や、クルーズ船寄港数の増加などによ

り、沖縄を訪れる観光客は年々着実に増加して

います。特に、訪日外国人観光客の伸びは目覚

ましく、沖縄観光は、世界水準の観光地となる

べく、今まさに新たなステージを迎えています。

　観光産業は、私たちの雇用や観光収入を生み

出すだけでなく、他産業への経済波及や人材育

成、国際交流の促進や情報集積など、幅広い分

野に様々な恩恵をもたらしています。沖縄経済

を支えるリーディング産業として沖縄観光が持

続的に発展し、「住んでよし、訪れてよし」の

世界に誇れる我した島うちなーを創っていくた

めには、受入体制強化に向けた取り組みを更に

加速させ、県民一丸となって沖縄観光を盛り上

げていく必要があります。

　先人から代々受け継いできた万国津梁の精神

と豊かな地域資源、沖縄のちむぐくるを誇りに、

ここに「めんそーれ沖縄」県民宣言を高らかに

掲げ、うとぅいむちの心で世界中から友人をお

迎えします。

１　私たちは、国際感覚、ホスピタリティの向

上に努め、国内外の観光客が満足する質の

高いサービスを提供します。

２　私たちは、豊かな自然環境や風景・まちな

みを保存し、訪れる人々に感動を与える魅

力的な観光地づくりに努めます。

３　私たちは、沖縄の魅力を世界に発信し、観

光に携わるあらゆる関係者の連携を強め、

その活動をサポートします。

４　私たちは、沖縄の宝を今一度見つめ直すと

ともに、国内外からの観光客を心からの笑

顔でお迎えし、いちゃりばちょーでーの輪

を世界に広げます。

５　私たちは力を合わせて、「世界水準の観光

リゾート地」を実現し、県民一人ひとりが、

夢と希望と活力にあふれる豊かな沖縄を築

きます。

5. クリーンアップ活動への取り組み

（１）ALL OKINAWA クリーンアップイベント

2017

　沖縄を訪れる観光客を美しい環境で温かく迎

えるための取り組みとして、地域と連携したボ

ランティア清掃を 8 月 27 日（日）に北谷町・

北谷公園陸上競技場周辺一帯で実施します。今

年は「第 52 回沖縄青年ふるさとエイサー祭り」

とタイアップして行います。清掃活動後は、若

さあふれるエイサーをお楽しみください。年に

１度のクリーンアップイベントですので、友人、

ご家族などお誘い合わせの上、ぜひご参加下さ

い。

日時：8 月 27 日（日）9:30 ～ 12:00

集合場所：北谷公園陸上競技場内（受付 9:00

～ 9:30）

参加申込、詳細については、下記ホームページ

からご確認ください。

http://all-okinawa-cleanup.com/

参加申込締切：8 月 23 日（水）まで

（２）クリーンアップ活動物的支援事業

　沖縄県並びに OCVB では、毎月 22 日をめ

んそーれクリーンアップの日と定め、平成 16

年度より規模の大小に係わらず、美化浄化活動

を企画・開催する主催者に対し、軍手やゴミ袋

などの清掃用具を提供し、本県の美化浄化活動

ALL OKINAWA クリーンアップイベント 2016（平
成 28 年度）
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を推進・促進しています。　

　豊かな自然環境や風景・まちなみを保存し、

訪れる人々に感動を与える魅力的な観光地づく

りにご協力ください。多くの皆さまの活用をお

待ちしております。

※ OCVB のホームページから申請書などをダ

ウンロードできます。

http://www.ocvb.or.jp/support/1696

6. おわりに

　沖縄経済のリーディング産業として年々好調

に推移する沖縄観光。

　これまで官民一体となった積極的な誘客戦

略の展開により、平成 28 年度は入域観光客数

877 万人、そして本格的な国際化時代が到来

しています。

　OCVB では、今後も県民の観光産業に対す

る理解及び関心を深めることで、日本国内はも

ちろん海外から来られる観光客を「うとぅいむ

ち（おもてなし）」の心で温かく迎え入れる「ウェ

ルカムんちゅ」の気運を高め、満足度の高い安

全・安心・快適な観光地としての受入体制の充

実を図り「世界水準の観光リゾート地」を目指

していきます。

【お問い合わせ先】
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー　受入事業部受入推進課

〒 901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831 番地 1（沖縄産業支援センター 2 階）
TEL：098-859-6129

広報チーム　mai l：pub@ocvb.or . jp

沖縄国際映画祭なは応援団の美化浄化活動
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レポーター
上原　和久（琉球銀行）

沖縄県香港事務所に出向中
（副所長）

vol.110

香港の歴史、イベントについて
はじめに 

　皆様こんにちは。沖縄県香港事務所の上原で

す。突然ですが、7 月 1 日が何の日かご存知で

しょうか？この日は香港がイギリスから中国に

返還された返還記念日で、香港では祝日となっ

ております。1997 年の返還から 20 年の節目を

迎えた今年は、中国の習近平国家主席が就任後

初めて香港を訪れた事でも話題となり、日本で

もニュース等で取上げられたのではないでしょ

うか。日中の街中では一国二制度に異を唱える

民主派のデモ団体と親中派が衝突する騒動があ

る一方で、夜には約 4 万発の花火が夜空を彩る

等、香港の人々にとって特別な一日なのだと強

く感じました。デモの様子を少し見ることがで

きたのですが、多くの若い人が先頭に立って大

きく声を上げている姿が印象的でした。最近は

「あなたは何人ですか？」との質問に「私は香

港人です」と答える若者が増えているそうです

（30 代より 20 代の方がその割合が多いのだそう

です）。学生を中心に香港政府に抗議を行ったデ

モ活動、雨傘革命も記憶に新しいところですが、

若い世代の政治意識の高さ、民主化への取組み

を凄く感じることが出来ました。さて、香港が

かつてイギリスの統治下にあったことは皆様ご

存知かと思いますが、過去に日本が香港を占領

した歴史があることはご存知でしょうか？今回

はその歴史について及び、当所が携わったイベ

ントについて紹介致します。

１．日本の統治下にあった香港

　真珠湾攻撃と同日の 1941 年 12 月 8 日、日

本軍は香港侵略を始めました。日本軍は中国深

圳から国境を渡り、旧空港、九龍市街地の占拠、

海上封鎖と進み、香港島へと迫りました。イギ

リス軍は香港島に立てこもりましたが、激戦の

末、同月 25 日に降伏しました。それから日本

軍無条件降伏までの 3 年 8 カ月、香港は日本

軍の南方基地として占領下におかれました。日

本軍はペニンシュラホテルを接収して軍政庁と

し、クイーンズロードを「明治通り」、ネイザ

ンロードを「香取通り」といった調子で道路名

などを日本語に改名しました。日本軍の軍票の

乱発で香港経済はインフレとなり、また戦局の

悪化に伴い極端な食糧不足が続いたことで、餓

死者が続出、100 万人以上が香港を逃げ出し

ました。1945 年 8 月 15 日の日本軍降伏後、

すかさずイギリス軍がやって来ましたが、この

日を記念し、8 月最後の月曜日は「香港解放記

念日」とされているそうです。
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　日系商品が所狭しと並ぶ光景が見られる他、

日本が好きで海外旅行の人気先として多くの香

港人が日本を訪れ、日本語を話すことができる

香港人も多数いる今般ですが、このような歴史

があることもまた事実であり、中には今でも反

日感情を抱いている人もいることでしょう。ま

た、この歴史は日本ではあまり知られていない

かもしれませんが、香港では小学校の授業で教

わるため、一般常識として広く知られているそ

うです。私より年下の香港人が当たり前の様に

この歴史について話す姿を見て、我々も日本人

としてこのような歴史があったことをしっかり

認識する必要があるものと強く感じました。尖

沙咀（香港随一の観光地、繁華街）にあります

香港歴史博物館では日本占領時代のコーナーも

常設され、当時の映像や資料等も多数展示され

ております。ここは古代に遡る地形の様子や、

香港の自然、歴史、民俗、発展の過程等につい

て、非常に充実した内容が広大なスペースで展

示されているため、香港の知識と理解を深める

ことができる最適の場所です。しかもその充実

した内容にも関わらず、入館料がなんと無料

（H29.7.8 現在）となっております。

2. 各種イベントについて

【香港国際旅行展示会（ITE）　6 月 15 日～ 6

月 18 日】

 香港で行われます最も大きな観光イベントの

一つがこの ITE です。アジア、欧米、中東、

南米と世界各国 56 の国と地域から 604 もの

ブースが出展されました。日本からも各都道府

県の他、旅行会社等の企業が出展されていまし

た。来場者は企業向けとなる初日、2 日目が合

わせて 12,312 人、一般向けとなる 3 日目、4

日目が 89,750 人と、4 日間トータルで 10 万

人以上の来場者を集めたこととなります。これ

は昨年度から約 2.2％の増加で、イベントの注

目の高さ、香港人、中国人の旅行熱の高さを感

じます。

　そんな中、我々の沖縄県ブースは日本からの

出展者の中では、東京都等と並んで最大のブー

スを確保し、各離島（宮古、八重山、久米島）

の観光協会、ホテル業者、料理教室、ダイビン

グ業者、読谷村等と参加者一体となって沖縄県

の観光を大きく PR 致しました。また、各種パ

ンフレットの配布以外にも、泡盛の試飲やワー

クショップの実施、沖縄が誇る愛すべきゆる

キャラ「マハエちゃん」の登場等、他の出展ブー

スとは違った催し物も実施され盛大に賑わいま

した。　

　沖縄ブースを訪れた方には既に本島を訪れた

ことのあるリピーターも多く、また昨年度に香

港―石垣間の直行便が就航された影響もあり、

離島の情報を求める声が凄く多い印象を受けま

した。沖縄に対する地名度や興味の高さを強く

感じる一方で、求める情報の質も高く、観光を

PR する立場としては、もっとたくさんの幅広

い情報の提供や、パンフレットの質や見せ方等、

発信力向上の必要性も感じました。香港人は個

人での旅行者が多く、自らリサーチし旅行をす

ることが好きなため、定番の観光情報だけでな

く、細かな情報を欲しています。自分だけの特

別な旅行を提供できるよう、色々な情報を発信

していく必要性があります。

　また、ITE と同時期の 16 日～ 18 日の 3 日

間では、citywalk というショッピングモール

にて、出版会社主催による沖縄観光本の最新版

発刊記念イベントも開催されました。地元芸能

人によるトークショーやワークショップの実施

等もあり、こちらも多くの来場者で賑わいを見

せたようです。両イベントを通じて、一人でも

多くの方が沖縄を訪れ、またその観光客の皆様

が充実した時間を過ごせてもらえたら嬉しいで

すね。

　ちなみに国連世界観光機関（UNWTO）に

よると、2016 年の香港の一人当たり海外旅行
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支出は 3,280 米ドルとなり、2 位のオーストラ

リアの 1,039 米ドルに大きな差をつけて世界

一だそうです。旅行好きな国民性がこの数字か

らもうかがえますし、アジアを代表するハブ空

港として機能している証とも言えます。

最後に

　7 月、8 月も各種イベントが開催予定となっ

ております。イベントの様子につきましては随

時こちらでお伝えして参りますので引き続きよ

ろしくお願い致します。

　それでは最後に今月の広東語です。今回は、

ショッピングの際に使う会話を中心にご紹介致

します。ローカルのお店だと英語が通じない場

合も多々あり、前回ご紹介した数字とともに、

生活の中では簡単な広東語が必要だと実感する

日々です。

　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。

　香港に関することにつきましてぜひ是非お気

軽にお問い合わせください。再見！

イベントの様子（筆者撮影）

沖縄県香港事務所

Tel：（852）2968-1006

Fax：（852）2968-1003

E-mail :okinawaopg@bizetvigator.com
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りゅうぎんビジネスクラブ主催セミナー
訪日観光客の心をつかむ！インバウンドビジネス成功戦略

講演会のご案内

「りゅうぎんビジネスクラブ事務局」（琉球銀行法人事業部内）

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

お問い
合わせ

RYUGIN BUSINESS CLUB りゅうぎんビジネスクラブ

入会のご案内
　琉球銀行の経営理念である「地域から親しまれ、信頼され、地域社会の発展に寄与する銀行」を実践

するべく、お取引先企業への情報支援サービスの提供を目的に会員制組織「りゅうぎんビジネスクラ

ブ」を設立し、各種セミナーの開催や情報のご提供、県外での商談会など様々なサービスを実施してお

ります。

サービスの
ご　案　内

その他の
サービス

ビジネスクラブ会員企業トップと弊行
役員との親睦の場を兼ねたトップセミ
ナーや実務セミナーに無料で参加いた
だけます。

【最近の実績】
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」
H28.７.６　「チームで結果を生み出す
　　　　　ファシリテーション」
H28.11.９　「老舗企業の経営革新」
H29.２.22　トップセミナー「経営戦略とし
　　　　　てのワークライフバランス」

■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
・第6期　橋本 真由美 ブックオフコーポレーション㈱取締役相談役

■「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

“傾向と対策”でインバウンド市場を攻略しよう！

　沖縄県への入域観光客数は今年の5月までに各月の過去最高を43ヵ月連続で更新しています。イ

ンバウンド需要を確実に取り込むために必須となる市場分析、戦略、経営者としての心構え等をイ

ンバウンドビジネスの専門家 村山 慶輔氏が豊富な知識を交えながら講義いたします！

日　　時：平成29年8月17日(木)午後1:30～4:30
午後1：30より30分間、琉球大学より産学連携についての
ご案内がございます。

会　　場：沖縄県立博物館・美術館 1階「博物館講座室」

         　 住所：那覇市おもろまち3丁目1-1

講　　師：株式会社やまとごころ

         　 代表取締役 兼 インバウンド戦略アドバイザー

         　 村山 慶輔（むらやま けいすけ）氏

         　 主な著書：「インバウンドビジネス集客講座」（翔泳社）等

定　　員：先着60名様 （原則1社1名様）

         　 ※定員に達し次第締切りますのでいますぐお申し込みを！

受 講 料：無料※ビジネスクラブ会員企業の方限定※

         　 非会員：8,000円（詳しくはお問い合わせください）

申込方法：申込欄をご記入の上ＦＡＸもしくはＥメールで

         　 お申し込みください。

申込期限：平成29年 8月15日（火）

兵庫県神戸市生まれ。ウィスコ
ンシン大学マディソン校卒。 
在学中、異文化交流に強い関心
を持ち、20ヵ国以上を旅行。 
2000～06年、アクセンチュア
勤務。 2007年インバウンド観
光に特化したB to Bサイト「や
まとごころ.jp」を立ち上げ、 企
業・自治体向けに情報発信、教
育・研修、コンサルティングな
どを提供中。 インバウンドビ
ジネスの専門家として国内外
各種メディアへ出演の他、 イ
ンバウンド関連諸団体の理事
を多数兼任。 
6月には3冊目となる著書「イ
ンバウンドビジネス集客講座

（翔泳社）」を出版。

入会のご案内 講演会のご案内

御社名

参加者
ご職位

お電話番号

お申込み
お問合せ

参加者名

琉球銀行 法人事業部 （りゅうぎんビジネスクラブ事務局　照屋・真栄城）

FAX．（098）－862－0704 E-mail：fs4@ryugin.co.jp
TEL．（098）－860－3817

村山 慶輔氏

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆　セミナー参加申込書　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆□
※本セミナーの申込によってお知らせいただいた個人情報は、本セミナーの運営・各種案内送付・各種サービ

スのご提案のためにのみ利用させていただきます。

開催概要

24 25
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講演会のご案内

「りゅうぎんビジネスクラブ事務局」（琉球銀行法人事業部内）

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

お問い
合わせ

RYUGIN BUSINESS CLUB りゅうぎんビジネスクラブ

入会のご案内
　琉球銀行の経営理念である「地域から親しまれ、信頼され、地域社会の発展に寄与する銀行」を実践

するべく、お取引先企業への情報支援サービスの提供を目的に会員制組織「りゅうぎんビジネスクラ

ブ」を設立し、各種セミナーの開催や情報のご提供、県外での商談会など様々なサービスを実施してお

ります。

サービスの
ご　案　内

その他の
サービス

ビジネスクラブ会員企業トップと弊行
役員との親睦の場を兼ねたトップセミ
ナーや実務セミナーに無料で参加いた
だけます。

【最近の実績】
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」
H28.７.６　「チームで結果を生み出す
　　　　　ファシリテーション」
H28.11.９　「老舗企業の経営革新」
H29.２.22　トップセミナー「経営戦略とし
　　　　　てのワークライフバランス」

■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
・第6期　橋本 真由美 ブックオフコーポレーション㈱取締役相談役

■「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

“傾向と対策”でインバウンド市場を攻略しよう！

　沖縄県への入域観光客数は今年の5月までに各月の過去最高を43ヵ月連続で更新しています。イ

ンバウンド需要を確実に取り込むために必須となる市場分析、戦略、経営者としての心構え等をイ

ンバウンドビジネスの専門家 村山 慶輔氏が豊富な知識を交えながら講義いたします！

日　　時：平成29年8月17日(木)午後1:30～4:30
午後1：30より30分間、琉球大学より産学連携についての
ご案内がございます。

会　　場：沖縄県立博物館・美術館 1階「博物館講座室」

         　 住所：那覇市おもろまち3丁目1-1

講　　師：株式会社やまとごころ

         　 代表取締役 兼 インバウンド戦略アドバイザー

         　 村山 慶輔（むらやま けいすけ）氏

         　 主な著書：「インバウンドビジネス集客講座」（翔泳社）等

定　　員：先着60名様 （原則1社1名様）

         　 ※定員に達し次第締切りますのでいますぐお申し込みを！

受 講 料：無料※ビジネスクラブ会員企業の方限定※

         　 非会員：8,000円（詳しくはお問い合わせください）

申込方法：申込欄をご記入の上ＦＡＸもしくはＥメールで

         　 お申し込みください。

申込期限：平成29年 8月15日（火）

兵庫県神戸市生まれ。ウィスコ
ンシン大学マディソン校卒。 
在学中、異文化交流に強い関心
を持ち、20ヵ国以上を旅行。 
2000～06年、アクセンチュア
勤務。 2007年インバウンド観
光に特化したB to Bサイト「や
まとごころ.jp」を立ち上げ、 企
業・自治体向けに情報発信、教
育・研修、コンサルティングな
どを提供中。 インバウンドビ
ジネスの専門家として国内外
各種メディアへ出演の他、 イ
ンバウンド関連諸団体の理事
を多数兼任。 
6月には3冊目となる著書「イ
ンバウンドビジネス集客講座

（翔泳社）」を出版。

入会のご案内 講演会のご案内

御社名

参加者
ご職位

お電話番号

お申込み
お問合せ

参加者名

琉球銀行 法人事業部 （りゅうぎんビジネスクラブ事務局　照屋・真栄城）

FAX．（098）－862－0704 E-mail：fs4@ryugin.co.jp
TEL．（098）－860－3817

村山 慶輔氏

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆　セミナー参加申込書　◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆□
※本セミナーの申込によってお知らせいただいた個人情報は、本セミナーの運営・各種案内送付・各種サービ

スのご提案のためにのみ利用させていただきます。

開催概要
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vol.93

　人手不足や設備の老朽化といった課題を抱え

る中小企業にとって、生産性の向上は重要な取

組です。こうした中、平成２８年７月よりスター

トした「中小企業等経営強化法」に基づく「経

営力向上計画」の認定を取得し、生産性向上に

取り組む沖縄県内中小企業は、平成２９年５月

末時点で９５社　に達しました（全国では約

２万１千社）。製造業、建設業、サービス業な

ど幅広い業種の中小企業の皆様が、生産性向上

に取り組んでいます。

経営力向上計画とは

　経営力向上計画と

は、人材育成による

マネジメントの向上

や設備投資により、

事業者が既存事業に

おいて生産性を向上

させるための計画で

す。申請書様式は２

枚 で す。 自 社 の 強

み・弱みや経営状況、

労働生産性などの目

標、それに向けた取組などを、事業分野別指針

に沿って記載します。

　計画申請にあたり、経営革新等支援機関（商

工会議所・商工会・中央会、地域金融機関、士

業等）のサポートを受けることができます。

　

経営力向上計画認定によるメリット

①税制優遇

　中小企業者が認定を受けた経営力向上計画に

基づき、平成３１年３月末までに新たに取

得した一定の設備について、税制面での支

援措置を受けることができます。

・固定資産税の特例

　固定資産税が３年間にわたって１／２に軽減

されます。赤字企業にも減税効果が期待で

きます。機械装置のほか、平成２９年４月

から器具備品や建物付属設備も対象になり、

サービス業も含めて幅広く使える措置へと

拡充されました。

・中小企業経営強化税制

　法人税・所得税について、即時償却又は最

大で１０％の税額控除が可能です。例えば、

セルフレジ（約 1,500 万円）を取得した場合、

取得価格 1,500 万円全額を損金算入、また

は約 150 万円を法人税から控除できます。

②金融支援

・沖縄振興開発金融公庫や商工中金の低利融資

・民間金融機関の融資に対する信用保証のう

ち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証

枠の拡大

③経営力向上計画認定企業に対する補助金にお

ける優先採択（ものづくり ･ 商業 ･ サービ

ス補助金等）

申請方法

経営力向上計画の様式等は、沖縄総合事務局経

済産業部のＨＰからダウンロードすることがで

きます。事業分野によって申請先が異なります

ので、事業分野や申請方法についてご不明な点

は、経済産業部中小企業課までお問い合わせく

ださい

沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について
「経営力向上計画」で「稼ぐ力」
を後押しします！
～中小企業の設備投資による
　　　　　生産性向上をサポート～

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中小企業課

TEL：098-866-1755（担当：鶴見、宮里）内閣府沖縄総合事務局
経済産業部





南城市

事業主体

関係地域

事業目的

施設概要

事業期間

主体名：南城市
所在地：沖縄県南城市玉城字富里143番地
電　話：098-918-0014（土木建築部施設整備課）

平成28年12月～平成30年3月（予定工事期間）

延床面積　15,945㎡の市役所庁舎

南城市庁舎等複合施設新築工事事業名 ： 

南城市は、平成18年1月の市町村合併以降、旧町村の庁舎を活用し、分庁方式で、市民サービスを行って
来たが、中心的な役割を果たしている玉城庁舎と大里庁舎間は距離があり市民サービスや職員間の連
携等に支障をきたしている状況がある。
また、新庁舎建設については、町村合併時に交わされた協定項目の中で「４町村住民の利便性を考慮し
て４町村の地理的中心地域に建設する。なお、建設にあたっては庁舎建設検討委員会等を設置し、合併
特例期間内に行なうものとする。」と明記されており、10年間の行政改革の成果による庁舎建設基金の
積立が完了したことや合併特例期限が迫っていることを鑑み、さらなる市民サービスの向上を目的に
新庁舎を整備する。

所 在 地：南城市佐敷字新里1870番地
規　　模：地上４階
敷地面積：22,796.59㎡
高　　さ：23.88m
建築面積：6,567.08㎡
延床面積：15,945.67㎡
構　　造：鉄筋コンクリート造、免震構造（基礎免震）
■配置図

事業規模

事 業 費 約50億円（建築工事費）

県内大型プロジェクトの動向　vol.91

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

新庁舎外観イメージ 公共駐車場イメージ

・新庁舎建築工事が進捗中で、今後、外構工事等を発注する予定となっている。

■庁舎建設の基本理念

平成26年に策定された南城市庁舎建設基本構想において、市民の利便性に考慮し、市民サービスの向

上を図り、効率的で効果的な行政運営を行い、市民との協働によるまちづくりの拠点、防災の拠点とな

るように「市民に親しまれ、環境に配慮した機能的な庁舎」と基本理念が定められた。

また、庁舎建設の基本理念を実現し設計を進めていくため、庁舎設計の基本的な考えを以下のように整

理した。

（１）市民にやさしい便利な庁舎づくり

（２）三世代が集まる、地域に根ざした庁舎づくり

（３）防災の拠点となる安全・安心な庁舎づくり

（４）環境に配慮した庁舎づくり

設計趣旨

熟 度 □ 構想段階　□ 計画段階　□ 工事段階　□ 開業・供用段階

進捗状況

・平成18年1月に４町村（佐敷町、知念村、玉城村、大里村）が合併し、南城市が誕生し、合併協定項目にお

いて、「新庁舎を合併特例期間内に合併特例債を活用して、新市の地理的中心地に建設する」と明記し

ている。

・合併当初は旧町村で使用されていた４庁舎を活用し行政機能を分散して事務を執行してきたが、平

成19年度には築40年以上経過している知念、佐敷の両庁舎を老朽化に伴い閉庁し、現在は出張所で窓

口業務の一部を行っている。また、窓口業務以外の機能は現在、玉城庁舎（平成7年竣工）と大里庁舎

（平成12年竣工）に集約して執行しているが、両庁舎間は約6kmの距離があり、市民が各種申請、届出、

許認可等の手続きを行う際、両庁舎間を往来しなければならないこともあり市民サービスに支障を

きたしている。

・新庁舎の整備地域については、平成22年に策定された「都市計画マスタープラン」において、ユインチ

ホテル南城を中心に、地域サービス拠点と位置づけられ、沖縄県が整備を行っている南部東道路のイ

ンターチェンジも整備される予定となっていることから、平成25年に策定された「南城市ちゃー

GANJU CITY構想」において、重点投資のモデル地区と位置づけられ、平成27年に改定した「都市計画

マスタープラン」において、先導的都市拠点地域と位置づけられており、新庁舎と隣接した形で、沖縄

振興特別推進交付金を活用した公共駐車場等の整備を行っている。

・平成30年3月竣工予定

・平成30年4月供用開始予定

・平成26年3月　南城市庁舎建設基本構想策定

・平成26年9月～平成28年12月　基本設計・実施設計

・平成28年12月　庁舎建設工事着手

現況及び

見 通 し

経 　 緯

新庁舎建設位置

県内大型プロジェクトの動向   vo l .91

南城市土木建築部施設整備課提供
（南城市土木建築部施設整備課提供）
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南城市

事業主体

関係地域

事業目的

施設概要

事業期間

主体名：南城市
所在地：沖縄県南城市玉城字富里143番地
電　話：098-918-0014（土木建築部施設整備課）

平成28年12月～平成30年3月（予定工事期間）

延床面積　15,945㎡の市役所庁舎

南城市庁舎等複合施設新築工事事業名 ： 

南城市は、平成18年1月の市町村合併以降、旧町村の庁舎を活用し、分庁方式で、市民サービスを行って
来たが、中心的な役割を果たしている玉城庁舎と大里庁舎間は距離があり市民サービスや職員間の連
携等に支障をきたしている状況がある。
また、新庁舎建設については、町村合併時に交わされた協定項目の中で「４町村住民の利便性を考慮し
て４町村の地理的中心地域に建設する。なお、建設にあたっては庁舎建設検討委員会等を設置し、合併
特例期間内に行なうものとする。」と明記されており、10年間の行政改革の成果による庁舎建設基金の
積立が完了したことや合併特例期限が迫っていることを鑑み、さらなる市民サービスの向上を目的に
新庁舎を整備する。

所 在 地：南城市佐敷字新里1870番地
規　　模：地上４階
敷地面積：22,796.59㎡
高　　さ：23.88m
建築面積：6,567.08㎡
延床面積：15,945.67㎡
構　　造：鉄筋コンクリート造、免震構造（基礎免震）
■配置図

事業規模

事 業 費 約50億円（建築工事費）

県内大型プロジェクトの動向　vol.91

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

新庁舎外観イメージ 公共駐車場イメージ

・新庁舎建築工事が進捗中で、今後、外構工事等を発注する予定となっている。

■庁舎建設の基本理念

平成26年に策定された南城市庁舎建設基本構想において、市民の利便性に考慮し、市民サービスの向

上を図り、効率的で効果的な行政運営を行い、市民との協働によるまちづくりの拠点、防災の拠点とな

るように「市民に親しまれ、環境に配慮した機能的な庁舎」と基本理念が定められた。

また、庁舎建設の基本理念を実現し設計を進めていくため、庁舎設計の基本的な考えを以下のように整

理した。

（１）市民にやさしい便利な庁舎づくり

（２）三世代が集まる、地域に根ざした庁舎づくり

（３）防災の拠点となる安全・安心な庁舎づくり

（４）環境に配慮した庁舎づくり

設計趣旨

熟 度 □ 構想段階　□ 計画段階　□ 工事段階　□ 開業・供用段階

進捗状況

・平成18年1月に４町村（佐敷町、知念村、玉城村、大里村）が合併し、南城市が誕生し、合併協定項目にお

いて、「新庁舎を合併特例期間内に合併特例債を活用して、新市の地理的中心地に建設する」と明記し

ている。

・合併当初は旧町村で使用されていた４庁舎を活用し行政機能を分散して事務を執行してきたが、平

成19年度には築40年以上経過している知念、佐敷の両庁舎を老朽化に伴い閉庁し、現在は出張所で窓

口業務の一部を行っている。また、窓口業務以外の機能は現在、玉城庁舎（平成7年竣工）と大里庁舎

（平成12年竣工）に集約して執行しているが、両庁舎間は約6kmの距離があり、市民が各種申請、届出、
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経 　 緯

新庁舎建設位置

県内大型プロジェクトの動向   vo l .91

南城市土木建築部施設整備課提供
（南城市土木建築部施設整備課提供）
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約19億7,800万円経済効果は経済効果は

第32回ＮＡＨＡマラソンの
経済効果について

要　　旨

特 集

・2016年で第32回を迎えたNAHAマラソンは、

国内を代表する一大スポーツイベントとな

り、全国でも最大規模の市民マラソンへと

成長した。

・第32回大会の参加者は約26,600人、うち県

外からの参加者は約11,200人で、同大会は

冬の観光閑散期における誘客に大きく貢献

している。

・第32回NAHAマラソンの経済波及効果を

2011年の沖縄県産業連関表を用いて試算

した結果、経済波及効果は約19億7,800万

円となった。

・経済効果約19億7,800万円を産業別にみる

と、宿泊業が約３億400万円と最も大きく、

次いで商業の２億9,900万円、運輸業の2億

800万円などとなっており、県外からの参

加者の消費が全体を押し上げた。

・今後も運営面の改善や、観光地・特産品の

PR、地域交流イベントの開催などの取組み

に力を入れることで、経済波及効果の拡大

や年間を通し安定した入域観光客の誘客、

地域活性化につなげることも大切である。

１. はじめに

　「NAHAマラソン」は、1985年に那覇市

とハワイ州ホノルル市の姉妹都市締結25年

を記念し「太陽と海とジョガーの祭典」とし

てスタートした。2016年は32回目の開催と

なり、いまや国内を代表する一大スポーツイ

ベントとなっている。

　同イベントは毎年12月に開催され、県内

だけでなく県外からも多くのジョガーが参加

する。冬の観光閑散期における入域観光客の

誘客に大きく貢献していることから、その経

済効果について試算してみた。

２. 大会概要　

　図表１はNAHA

マラソンの参加者

数の推移である。

第１回大会（1985

年）の参加者数は

約4,500人（申込者

数は約5,100人）だ

ったが、その後認

知度が高まってい

き、第 2 5回大会

（2009年）には約

30,000人と過去最

多の参加者数（申

込者数：約33,900

人）となった。今回の第32回大会（2016

年）の参加者数は約26,600人（申込者数：

約30,000人）だった。

　また、県外からの参加者数は第２回大会で

は約400人だったが、第24回大会（2008

年）には約10,000人と初めて１万人の大台

に乗り、以後１万人を越えて推移している。

開催当初数十人しかいなかった海外からの参

加者も近年増加傾向にある。

　今回の参加者数の内訳（図表２）をみると、

県内の参加者数が約15,400人（うち離島か

らの参加者数は約1,200人）、県外からの参

加者数約11,200人のうち、国内からの参加

者数が約10,000人、海外からの参加者数が

約1,200人（ただし県内在住の外国籍の参加

者も含む）だった。さらに、県外からの参加

者については多くの同伴者の来県もあった。

３. 直接支出額について

　まず、経済効果を試算するにあたって、県

内及び県外からの参加者や同伴者などによる

宿泊費や飲食費、交通費、マラソンに参加す

る準備に要した費用などの消費額について推

計する。次に、第32回大会開催のために要

した会場設営費や広告、参加者用のＴシャツ、

メダル製作費などの支出について推計する。

（１） 参加者などによる消費額

　参加者などによる消費額は、県内（本

島）の参加者等は宿泊しないものとし、県（写真提供）NAHAマラソン協会事務局

図表1　NAHAマラソン参加者数の推移

出所：NAHAマラソン協会事務局

※1985年と89年の県外海外からの参加者数はデータなし

図表2「第32回NAH Aマラソン」参加者数の内訳
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第32回ＮＡＨＡマラソンの経済効果について

図表5　「第32回NAHAマラソン」経済効果試算結果

特集

内離島および県外からの参加者などには宿

泊費を計上した。支出額については、沖縄

県が発表している、平成27年版観光要覧や

平成27年度観光統計実態調査、平成27年度

外国人観光客実態調査報告書などから、ホ

テル客室単価や県外客消費単価、１人あた

り観光消費額（国籍別）などを参考に推計

した。

　その結果、県内外からの参加者などによ

る消費額の合計は、12億1,200万円となっ

た（図表３）。

（２） 直接支出額

　第32回大会の運営費から、産業連関表の

産業に分類されない租税公課や人件費などを

控除した支出額は、２億2,200万円となった。

　これを（１）の参加者などによる消費額と

合計すると14億3,400万円となり、これが直

接支出額となる（図表４）。

４.「第32回NAHAマラソン」の経済効果試算

　ここで、さきほど求めた直接支出額14億

3,400万円をそれぞれ該当する産業別需要項

目に分類し、2011年の沖縄県産業連関表を

用いて県内各産業への波及効果も含めた経済

効果を算出する（図表５）。

 まず、県内の産業全体の自給率は100％で

はないため、直接支出額に県内での自給率を

掛けて算出した額は11億2,800万円となり、

これが直接効果となる。

　次に直接効果である宿泊費、飲食費、交通

費、会場設営費などが県内で支出されると当

該産業だけでなく、こうした産業に原材料、

サービス等を提供している産業への売上増加

へと波及していく。これを１次間接波及効果

といい、これが４億8,900万円となる。

　さらに直接効果、１次間接波及効果のよう

に各産業へ波及した効果は雇用者の所得へと

結びつき、これらの雇用者の所得が消費へと

繋がり、消費を通して各産業の生産を増加さ

せていく。これを２次間接波及効果といい、

これが３億6,100万円となる。

　これらの直接効果と１次間接波及効果、２

次間接波及効果であるそれぞれの生産誘発額

を合計したものが、19億7,800万円となり、

これが第32回NAHAマラソンの経済波及効

果となる。また、これらの効果のうち、原材

料やサービス等の仕入れを除いた分が粗付加

価値誘発額（10億7,600万円）となり、この

中で雇用者へ支払った賃金等が雇用者所得

（５億8,000万円）となる。さらに、これら

の生産活動を通して雇用が発生し、その雇用

効果は217人となった。

　以上、第32回NAHAマラソン開催による

県全体への経済波及効果は19億7,800万円と

なり、直接支出額の14億3.400万円に対して

約1.4倍の経済波及効果をもたらすと試算した。

５. 産業別の経済波及効果

　第32回NAHAマラソンの経済波及効果19

億7,800万円を産業別にみると、宿泊業が３

億400万円と最も大きく、次いで商業の２億

9,900万円、運輸業の２億800万円、製造業

の２億500万円などとなった（図表６）。

　県内離島や県外からの参加者などによる消

費や、土産品、食料品、Tシャツなどの製造、

材料や商品の流通段階で発生するマージンな

どの計上が上記産業への波及に寄与している。

図表3　参加者などによる消費額

図表4　「第32回NAHAマラソン」直接支出額の内訳

【単位：百万円】

雇用者所得

誘発額

直 接 効 果 1,128 594 317 ―

1 次 間 接 波 及 効 果 489 257 130 ―

2 次 間 接 波 及 効 果 361 225 132 ―

合 計 （ 総 合 効 果 ） 1,978 1,076 580 217

直 接 支 出 額 1,434

（ 波 及 効 果 ） ( 1.4 倍 ) ＝ 総合効果/直接支出額

経済効果

（生産誘発額）
粗付加価値

誘発額

就業者誘発数

（人）

（注） １．直接効果は、直接の支出による効果のことで、直接支出額に沖縄県内での自給率を掛けて求める。

２．１次間接波及効果は、原材料を他の産業から購入することによって起こる波及効果。

３．２次間接波及効果は、直接効果、１次間接波及効果によって生み出された雇用者所得の増加が個人消費の拡大を通し

て再び生産を誘発する効果。

４．生産誘発額は、直接支出の増加により誘発された各部門の生産額の合計。

５．付加価値は、誘発された生産額の中に占める粗付加価値（雇用者所得と営業余剰）。

６．端数処理により合計は合わなくなることがある。
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費や、土産品、食料品、Tシャツなどの製造、

材料や商品の流通段階で発生するマージンな

どの計上が上記産業への波及に寄与している。

図表3　参加者などによる消費額

図表4　「第32回NAHAマラソン」直接支出額の内訳

【単位：百万円】

雇用者所得

誘発額

直 接 効 果 1,128 594 317 ―

1 次 間 接 波 及 効 果 489 257 130 ―

2 次 間 接 波 及 効 果 361 225 132 ―

合 計 （ 総 合 効 果 ） 1,978 1,076 580 217

直 接 支 出 額 1,434

（ 波 及 効 果 ） ( 1.4 倍 ) ＝ 総合効果/直接支出額

経済効果

（生産誘発額）
粗付加価値

誘発額

就業者誘発数

（人）

（注） １．直接効果は、直接の支出による効果のことで、直接支出額に沖縄県内での自給率を掛けて求める。

２．１次間接波及効果は、原材料を他の産業から購入することによって起こる波及効果。

３．２次間接波及効果は、直接効果、１次間接波及効果によって生み出された雇用者所得の増加が個人消費の拡大を通し

て再び生産を誘発する効果。

４．生産誘発額は、直接支出の増加により誘発された各部門の生産額の合計。

５．付加価値は、誘発された生産額の中に占める粗付加価値（雇用者所得と営業余剰）。

６．端数処理により合計は合わなくなることがある。
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特集

用語の説明及び注意事項

・産業連関表とは、ある特定期間における、一

定の地域において行われた、財・サービスの

流れ（経済循環）を産業相互間の取引関係を

表で表したもの。各産業間の取引を基にした

数表（産業連関表）を用いて経済効果を試算

する。

・直接支出額とは、参加者や同伴者などによる

県内での宿泊費や飲食費、交通費、娯楽・入

場費、土産・買物費などの消費額、会場設営

費や記録計測業務費、メダルやTシャツ・ナ

ンバーカード製作費など、NAHA マラソン

の開催に要した費用（支出額）のこと。

・直接効果とは、直接支出（消費）されたものは

すべて県内で生産されたものではないので、そ

れぞれの支出ごとに当該産業の沖縄県内での自

給率を掛けて求めたもののこと。

・１次間接波及効果とは、直接効果で支出され

たものは、当該産業だけでなくこうした産業

に原材料、サービス等を提供している他の産

業の売上増加へと波及していく効果のこと。

・２次間接波及効果とは、直接効果、１次間接

波及効果において各産業に波及した効果は雇

用者の所得へと結びつき、これらの所得が雇

用者の消費へと繋がり、消費を通して各産業

の生産（売上）を増加させていく効果のこと。

・上記の直接効果と１次間接波及効果、２次間

接波及効果の合計が経済効果（生産誘発額）

となる。

・粗付加価値誘発額とは、いわゆる県内総生産

ベース（企業の営業余剰や雇用者の所得な

ど）のこと。

　

【補注】：本調査で使用した産業連関表について

　本件調査では、沖縄県の2011年産業連関表

を用いた。産業部門数で表示する部門表は産業

分類35部門表をベースにしたが、35部門表に

は主な支出項目である「宿泊業」や「飲食サー

ビス業」等の部門が明示されていないため、こ

れらの産業部門については、県が公表した基本

分類表（404行×350列）から該当する業種を

抽出した。さらに、今回の分析において統合し

ても不都合がないいくつかの部門を統合し、本

件調査の分析用に組み替えた。

　また、消費されたものはそのすべてが県内で

生産されたものではないため、産業連関表にお

ける各産業部門の県内自給率は100％ではない。

しかし、NAHAマラソンの参加・運営にあた

っては、県内宿泊施設に宿泊し、道路輸送や離

島間の航空輸送運輸関係会社などは県内企業を

利用し、飲食などは県内で消費（支出）された

ものとすることから、宿泊業および運輸業、飲

食業などの県内自給率は100％とみなし、経済

効果試算の際はこれら産業の県内自給率を100

％に設定し直して算出した。

６. おわりに

　前述したように、第32回NAHAマラソン

には県内だけではなく県外からも多くのジョ

ガーが参加した。同大会は認知度の高まりや

運営の改善などにより、国内を代表する一大

スポーツイベントに成長し、冬場の観光閑散

期の入域観光客の誘客に大いに貢献している。

　前回調査（第25回大会）と比較すると、

参加者数は約3,400人減少（前回調査：約

30,000人）したものの、経済波及効果は約

２億9,500万円の増額（同：16億8,300万

円）となった。要因には、会場設営費など運

営費の増額、海外からの参加者数の大幅増加、

参加者による消費額の増額などが挙げられる。

参加者による消費額が増えた背景には、入域

観光客数の増加と観光需要の高まりによりホ

テルの客室単価が上昇傾向にあることや、海

外からの参加者の約８割を占める台湾・香

港・中国などアジア諸国の経済成長による消

費額の増額などがあると考えられる。

　引き続き増加が予想される県外・海外から

の参加者に対して、空港や宿泊施設から大会

会場までのアクセス方法や公共交通機関の利

用方法といった情報のわかりやすい提供、外

国語を話せるスタッフの確保などもますます

求められるだろう。

　また、今大会当日の気温は28℃と高かった

ため、完走率が53.2％と低く多くのリタイア者

がでた。リタイア者を輸送するバスの充実や迅

速な対応、誘導など運営面の改善も課題である。

　今後、同大会開催による経済波及効果をさ

らに高めるため、会場周辺の店舗や県内の観

光地、特産品などの情

報提供、地域交流イベ

ントの開催など、沖縄

県をPRする取組みに

も力を入れることで、

年間を通し安定した入

域観光客の誘客や地域

活性化につなげること

も大切である。

以上

（写真提供）NAHAマラソン協会事務局
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（写真提供）NAHAマラソン協会事務局

29



消費関連
　百貨店売上高は、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３カ月ぶりに前年を上
回った。スーパー売上高は、食料品は改装効果や精肉、酒類の売上が伸長したことなどから増加したが、
衣料品や住居関連は前年より遅い梅雨明けとなった影響で季節商品の動きが鈍かったことなどから減
少し、全店ベースは４カ月ぶりに前年を下回った。新車販売台数は、普通自動車と軽自動車の需要が増
加したことなどから２カ月連続で前年を上回った。電気製品卸売販売額は、エアコン販売額の減少や太
陽光発電システムの需要減少などから３カ月連続で前年を下回った。
　先行きは、高い消費マインドや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。

　公共工事請負金額は、国、市町村、独立行政法人等・その他発注工事が増加したことから、４カ月連続
で前年を上回った。建築着工床面積（５月）は、非居住用は増加したが、居住用は減少したことから２カ
月連続で前年を下回った。新設住宅着工戸数（５月）は、持家、貸家、給与は増加したが、分譲は減少した
ことから４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、民間工事は増加したが、公共工
事は減少したことから、２カ月連続で前年を下回った。建設資材関連では、セメントは前年を上回り、生
コンは公共工事向け出荷の増加などにより前年を上回った。鋼材は受注工事の進捗に動きがみられる
ことなどから前年を上回り、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。

建設関連

　入域観光客数は、57カ月連続で前年を上回った。国内客は15カ月連続で前年を上回り、外国客は４カ
月連続で前年を上回った。外国客は、空路利用客、海路利用客ともに増加した。方面別に寄与度でみると
台湾、韓国、香港は増加したが、中国本土は減少した。
　県内主要ホテルは、稼働率は前年を下回り、売上高、宿泊収入は前年を上回った。主要観光施設入場者
数は４カ月連続で前年を上回った。ゴルフ場は、入場者数、売上高ともに２カ月ぶりに前年を上回った。
　先行きは、アジア方面からの外国客の旅行需要は根強いことや、航空路線の拡充などから、好調に推
移するものとみられる。

観光関連

　新規求人数は、前年同月比2.6％増となり８カ月連続で前年を上回った。産業別にみると、情報通信業、
医療・福祉業などで増加し、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1.18倍と、
前月より0.05ポイント上昇した。完全失業率（季調値）は4.6％と前月より1.3％ポイント悪化した。
　消費者物価指数（総合）は、光熱・水道や食料などの上昇により、前年同月比0.6％増と９カ月連続で前
年を上回った。
　企業倒産は、件数が２件で前年同月を２件下回った。負債総額は7,000万円となり、前年同月比36.4％
の減少だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

　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外国人観光客による消

費が好調だったことから前年を上回り、スーパーは衣料品や住居関連は前年より遅い

梅雨明けとなった影響で季節商品の動きが鈍かったことなどから前年を下回った。耐

久消費財では、新車販売は普通自動車と軽自動車の需要が増加したことなどから前年

を上回り、電気製品卸売はエアコン販売額の減少や太陽光発電システムの需要減少な

どから前年を下回った。

　建設関連では、公共工事は国、市町村、独立行政法人等・その他が増加したことから前

年を上回った。建築着工床面積（５月）は居住用が減少したことから前年を下回り、新設

住宅着工戸数（５月）は分譲が減少したことから前年を下回った。建設受注額は、公共工

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57カ月連続で前年を上回った。国内客、外国客ともに

前年を上回った。主要ホテルは、稼働率は前年を下回ったが、売上高、宿泊収入は前年を

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ており、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

観光関連では、入域観光客が前年を上回る

建設関連では、セメント・生コンが前年を上回る
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　公共工事請負金額は、国、市町村、独立行政法人等・その他発注工事が増加したことから、４カ月連続
で前年を上回った。建築着工床面積（５月）は、非居住用は増加したが、居住用は減少したことから２カ
月連続で前年を下回った。新設住宅着工戸数（５月）は、持家、貸家、給与は増加したが、分譲は減少した
ことから４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、民間工事は増加したが、公共工
事は減少したことから、２カ月連続で前年を下回った。建設資材関連では、セメントは前年を上回り、生
コンは公共工事向け出荷の増加などにより前年を上回った。鋼材は受注工事の進捗に動きがみられる
ことなどから前年を上回り、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。

建設関連

　入域観光客数は、57カ月連続で前年を上回った。国内客は15カ月連続で前年を上回り、外国客は４カ
月連続で前年を上回った。外国客は、空路利用客、海路利用客ともに増加した。方面別に寄与度でみると
台湾、韓国、香港は増加したが、中国本土は減少した。
　県内主要ホテルは、稼働率は前年を下回り、売上高、宿泊収入は前年を上回った。主要観光施設入場者
数は４カ月連続で前年を上回った。ゴルフ場は、入場者数、売上高ともに２カ月ぶりに前年を上回った。
　先行きは、アジア方面からの外国客の旅行需要は根強いことや、航空路線の拡充などから、好調に推
移するものとみられる。

観光関連

　新規求人数は、前年同月比2.6％増となり８カ月連続で前年を上回った。産業別にみると、情報通信業、
医療・福祉業などで増加し、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1.18倍と、
前月より0.05ポイント上昇した。完全失業率（季調値）は4.6％と前月より1.3％ポイント悪化した。
　消費者物価指数（総合）は、光熱・水道や食料などの上昇により、前年同月比0.6％増と９カ月連続で前
年を上回った。
　企業倒産は、件数が２件で前年同月を２件下回った。負債総額は7,000万円となり、前年同月比36.4％
の減少だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

　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外国人観光客による消

費が好調だったことから前年を上回り、スーパーは衣料品や住居関連は前年より遅い

梅雨明けとなった影響で季節商品の動きが鈍かったことなどから前年を下回った。耐

久消費財では、新車販売は普通自動車と軽自動車の需要が増加したことなどから前年

を上回り、電気製品卸売はエアコン販売額の減少や太陽光発電システムの需要減少な

どから前年を下回った。

　建設関連では、公共工事は国、市町村、独立行政法人等・その他が増加したことから前

年を上回った。建築着工床面積（５月）は居住用が減少したことから前年を下回り、新設

住宅着工戸数（５月）は分譲が減少したことから前年を下回った。建設受注額は、公共工

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57カ月連続で前年を上回った。国内客、外国客ともに

前年を上回った。主要ホテルは、稼働率は前年を下回ったが、売上高、宿泊収入は前年を

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ており、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

観光関連では、入域観光客が前年を上回る

建設関連では、セメント・生コンが前年を上回る

県 内 の

景気
動向

概況 2017年６月
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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、2016年7月より調査先を26ホテルから25ホテルとした。

（注5） 2016年７月より企業倒産件数の前年同期差は、３カ月の累計件数の差とする。

2017.6 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2017.6

項目別グラフ　3カ月 2017.4～2017.6

2017.4－2017.6

（注） 広告収入は17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。Pは速報値。

（注） 広告収入は17年3月～17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３カ月の累計件数の前年差。Pは速報値。
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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、2016年7月より調査先を26ホテルから25ホテルとした。

（注5） 2016年７月より企業倒産件数の前年同期差は、３カ月の累計件数の差とする。

2017.6 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2017.6

項目別グラフ　3カ月 2017.4～2017.6

2017.4－2017.6

（注） 広告収入は17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。Pは速報値。

（注） 広告収入は17年3月～17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３カ月の累計件数の前年差。Pは速報値。
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３カ月ぶりに増加
・百貨店売上高は、前年同月比4.5％増と３
カ月ぶりに前年を上回った。食料品は催
事売上の伸長などから増加し、家庭用品・
その他は催事売上や外国人観光客による
化粧品の消費が好調だったことなどから
増加した。衣料品は前年より遅い梅雨明
けとなった影響から婦人服などの動きが
鈍く、身の回り品は婦人靴やバッグの売
上が苦戦したことなどから減少した。
・品目別にみると、食料品（同13.4％増）、家
庭用品・その他（同8.6％増）は増加したが、
身の回り品（同3.5％減）、衣料品（同2.5％
減）は減少した。

（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４カ月ぶりに減少 
・スーパー売上高は、既存店ベースでは前
年同月比0.1％増と４カ月連続で前年を上
回った。
・食料品は、改装効果や精肉や水産、酒類な
どの売上が伸長し同1.3％増となった。衣
料品は、前年より遅い梅雨明けとなった
影響で婦人服の動きが鈍かったことなど
から同3.6％減となった。住居関連は、エア
コンなどの家電や季節商品が苦戦したこ
となどから同2.9％減となった。
・全店ベースでは0.1％減と４カ月ぶりに前
年同月を下回った。

２カ月連続で増加
・新車販売台数は6,315台となり、前年同月

比14.1％増と２カ月連続で前年を上回っ

た。普通自動車は、普通乗用車が引き続き

好調を維持し、小型乗用車がレンタカー

需要の伸長などで増加したことなどから

前年を上回った。軽乗用車は、自家用車需

要の増加などから前年を上回った。

・普通自動車（登録車）は3,920台（同13.9％

増）で、うち普通乗用車は1,161台（同

22 .7％増）、小型乗用車は2,544台（同

13.3％増）であった。軽自動車（届出車）は

2,395台（同14.4％増）で、うち軽乗用車

1,975台（同16.9％増）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

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　

4 中古自動車販売台数【登録ベース】

３カ月連続で増加
・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は１万9,265

台で前年同月比3.0％増と３カ月連続で

前年を上回った。

・内訳では、普通自動車は7,910台（同6.3％

増）、軽自動車は1万1,355台（同0.9％増）

となった。

３カ月連続で減少
・電気製品卸売販売額は、前年より梅雨明け

が遅かった影響などによるエアコン販売

額の減少や、太陽光発電システム需要の減

少などから、前年同月比0.5％減と３カ月

連続で前年を下回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではＤＶＤレ

コーダーが同76.7％増、テレビが同51.6％

増、白物では洗濯機が同11.9％増、冷蔵庫

が同4.2％増、エアコンが同12.6％減、太陽

光発電システムを含むその他は同4.5％減

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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３カ月ぶりに増加
・百貨店売上高は、前年同月比4.5％増と３
カ月ぶりに前年を上回った。食料品は催
事売上の伸長などから増加し、家庭用品・
その他は催事売上や外国人観光客による
化粧品の消費が好調だったことなどから
増加した。衣料品は前年より遅い梅雨明
けとなった影響から婦人服などの動きが
鈍く、身の回り品は婦人靴やバッグの売
上が苦戦したことなどから減少した。
・品目別にみると、食料品（同13.4％増）、家
庭用品・その他（同8.6％増）は増加したが、
身の回り品（同3.5％減）、衣料品（同2.5％
減）は減少した。

（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４カ月ぶりに減少 
・スーパー売上高は、既存店ベースでは前
年同月比0.1％増と４カ月連続で前年を上
回った。
・食料品は、改装効果や精肉や水産、酒類な
どの売上が伸長し同1.3％増となった。衣
料品は、前年より遅い梅雨明けとなった
影響で婦人服の動きが鈍かったことなど
から同3.6％減となった。住居関連は、エア
コンなどの家電や季節商品が苦戦したこ
となどから同2.9％減となった。
・全店ベースでは0.1％減と４カ月ぶりに前
年同月を下回った。

２カ月連続で増加
・新車販売台数は6,315台となり、前年同月

比14.1％増と２カ月連続で前年を上回っ

た。普通自動車は、普通乗用車が引き続き

好調を維持し、小型乗用車がレンタカー

需要の伸長などで増加したことなどから

前年を上回った。軽乗用車は、自家用車需

要の増加などから前年を上回った。

・普通自動車（登録車）は3,920台（同13.9％

増）で、うち普通乗用車は1,161台（同

22 .7％増）、小型乗用車は2,544台（同

13.3％増）であった。軽自動車（届出車）は

2,395台（同14.4％増）で、うち軽乗用車

1,975台（同16.9％増）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

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　

4 中古自動車販売台数【登録ベース】

３カ月連続で増加
・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は１万9,265

台で前年同月比3.0％増と３カ月連続で

前年を上回った。

・内訳では、普通自動車は7,910台（同6.3％

増）、軽自動車は1万1,355台（同0.9％増）

となった。

３カ月連続で減少
・電気製品卸売販売額は、前年より梅雨明け

が遅かった影響などによるエアコン販売

額の減少や、太陽光発電システム需要の減

少などから、前年同月比0.5％減と３カ月

連続で前年を下回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではＤＶＤレ

コーダーが同76.7％増、テレビが同51.6％

増、白物では洗濯機が同11.9％増、冷蔵庫

が同4.2％増、エアコンが同12.6％減、太陽

光発電システムを含むその他は同4.5％減

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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４カ月連続で増加
・公共工事請負金額は、337億300万円で、

国、市町村、独立行政法人等・その他発注

工事が増加したことから、前年同月比

43.9％増となり４カ月連続で前年を上

回った。

・発注者別では、国（同98.1％増）、市町村

（同7.6％増）、独立行政法人等・その他（同

528.7％増）は増加し、県（同34.9％減）は

減少した。

・大型工事としては、（仮称）那覇港総合物

流センター新築工事（物流棟・本体）、那

覇空港滑走路増設５工区築造工事など

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 ※給与は、社宅や宿舎などのこと。

1 公共工事請負金額（前年同月比）

2 建築着工床面積（前年同月比）

２カ月連続で減少
・建築着工床面積（５月）は10万2,821㎡と

なり、非居住用は増加したが、居住用は

減少したことから、前年同月比13.6％減

と２カ月連続で前年を下回った。用途別

では、居住用は同21.6％減、非居住用は同

4.2％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、居住専用などが減少

した。非居住用では、電気・ガス・熱供給・

水道業用などが増加し、卸売・小売業用

などが減少した。
出所：国土交通省

４カ月ぶりに減少
・新設住宅着工戸数（５月）は1,048戸とな

り、持家、貸家、給与は増加したが、分譲

は減少したことから、前年同月比3.4％減

と４カ月ぶりに前年を下回った。

・利用関係別では、持家（221戸）が同3.3％

増、貸家（778戸）が同14.1％増、給与（７

戸）が同600.0％増と増加し、分譲（42戸）

が同77.7％減と減少した。

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

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カ月連続で減少
・建設受注額（調査先建設会社：20社）は、

民間工事は増加したが、公共工事は減

少したことから、前年同月比11.3％減と

２カ月連続で前年を下回った。

・発注者別では、公共工事（同73.6％減）は

４カ月ぶりに減少し、民間工事（同

51.3％増）は２カ月ぶりに増加した。

セメントは７カ月連続で増加、
生コンは４カ月連続で増加
・セメント出荷量は７万6,767トンとなり、
前年同月比5.2％増と７カ月連続で前年
を上回った。
・生コン出荷量は13万6,550㎥で同6.6％増
となり、公共工事向け出荷の増加などか
ら４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、公共施設や空港関連工事向け
出荷などが増加し、学校関連工事向け出
荷などが減少した。民間工事では、社屋
関連工事向け出荷などが増加し、分譲マ
ンション工事向け出荷などが減少した。

鋼材は６カ月連続で増加、
木材は５カ月連続で減少
・鋼材売上高は、受注工事の進捗に動きが

みられることから前年同月比38.2％増と

６カ月連続で前年を上回った。

・木材売上高は、住宅関連工事向け出荷の

減少などから同4.7％減と５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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４カ月連続で増加
・公共工事請負金額は、337億300万円で、

国、市町村、独立行政法人等・その他発注

工事が増加したことから、前年同月比

43.9％増となり４カ月連続で前年を上

回った。

・発注者別では、国（同98.1％増）、市町村

（同7.6％増）、独立行政法人等・その他（同

528.7％増）は増加し、県（同34.9％減）は

減少した。

・大型工事としては、（仮称）那覇港総合物

流センター新築工事（物流棟・本体）、那

覇空港滑走路増設５工区築造工事など

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 ※給与は、社宅や宿舎などのこと。

1 公共工事請負金額（前年同月比）

2 建築着工床面積（前年同月比）

２カ月連続で減少
・建築着工床面積（５月）は10万2,821㎡と

なり、非居住用は増加したが、居住用は

減少したことから、前年同月比13.6％減

と２カ月連続で前年を下回った。用途別

では、居住用は同21.6％減、非居住用は同

4.2％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、居住専用などが減少

した。非居住用では、電気・ガス・熱供給・

水道業用などが増加し、卸売・小売業用

などが減少した。
出所：国土交通省

４カ月ぶりに減少
・新設住宅着工戸数（５月）は1,048戸とな

り、持家、貸家、給与は増加したが、分譲

は減少したことから、前年同月比3.4％減

と４カ月ぶりに前年を下回った。

・利用関係別では、持家（221戸）が同3.3％

増、貸家（778戸）が同14.1％増、給与（７

戸）が同600.0％増と増加し、分譲（42戸）

が同77.7％減と減少した。

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

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カ月連続で減少
・建設受注額（調査先建設会社：20社）は、

民間工事は増加したが、公共工事は減

少したことから、前年同月比11.3％減と

２カ月連続で前年を下回った。

・発注者別では、公共工事（同73.6％減）は

４カ月ぶりに減少し、民間工事（同

51.3％増）は２カ月ぶりに増加した。

セメントは７カ月連続で増加、
生コンは４カ月連続で増加
・セメント出荷量は７万6,767トンとなり、
前年同月比5.2％増と７カ月連続で前年
を上回った。
・生コン出荷量は13万6,550㎥で同6.6％増
となり、公共工事向け出荷の増加などか
ら４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、公共施設や空港関連工事向け
出荷などが増加し、学校関連工事向け出
荷などが減少した。民間工事では、社屋
関連工事向け出荷などが増加し、分譲マ
ンション工事向け出荷などが減少した。

鋼材は６カ月連続で増加、
木材は５カ月連続で減少
・鋼材売上高は、受注工事の進捗に動きが

みられることから前年同月比38.2％増と

６カ月連続で前年を上回った。

・木材売上高は、住宅関連工事向け出荷の

減少などから同4.7％減と５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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６月の過去最高を更新、
各月の過去最高を44カ月連続更新
・入域観光客数は、前年同月比11.8％増の79

万8,800人と、57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7.8％増の53万7,300人となり15カ月
連続で前年を上回った。

・路線別では、空路は68万3,300人（同9.1％
増）と57カ月連続で前年を上回った。海路
はクルーズ船の寄港回数増加により11万
5,500人（同31.0％増）と２カ月ぶりに前年
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）

４カ月連続で増加
・入域観光客数（外国客）は、前年同月比

21.1％増の26万1,500人となり、４カ月連

続で前年を上回った。空路利用客は航空

路線の拡充で前年を上回り、海路利用客

はクルーズ船の寄港回数増加により２カ

月ぶりに前年を上回った。

・国籍別では、台湾９万4,400人（同41.1％

増）、韓国４万2,900人（同26.9％増）、中国

本土４万2,500人（14.1％減）、香港２万

5,600人(同4.9％増) 、アメリカ・その他５

万6,100人(同35.8％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２カ月連続で低下、
売上高は４カ月連続で増加
・主要ホテル（速報値）は、客室稼働率は

77.7％となり、前年同月比2.1％ポイント低

下し２カ月連続で前年を下回った。売上高

は同2.8％増と４カ月連続で前年を上回っ

た。

・那覇市内ホテル（速報値）は、客室稼働率は

80.6％と同1.7％ポイント上昇し２カ月連

続で前年を上回り、売上高は同3.8％増と

２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76.6％と同3.6％ポ

イント低下して２カ月連続で前年を下回

り、売上高は同2.5％増と４カ月連続で前

年を上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

４カ月連続で増加
・主要ホテル売上高のうち宿泊収入（速報

値）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、前年同月

比4.7％増と４カ月連続で前年を上回っ

た。

・那覇市内ホテル（速報値）は、販売客室数、

宿泊客室単価ともに上昇となり、同4.4％

増と２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

室単価ともに上昇となり、同4.8％増と４

カ月連続で前年を上回った。

4 主要ホテル宿泊収入 （前年同月比） ※棒グラフは客室数・単価別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所　（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。

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

４カ月連続で増加
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比4.5％増となり、４カ月連続で前年を

上回った。

入場者数、売上高ともに
２カ月ぶりに増加
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月比

1.1％増と２カ月ぶりに前年を上回った。

県内客は２カ月連続で前年を下回り、県

外客は４カ月連続で前年を上回った。

・売上高は同4.5％増と２カ月ぶりに前年

を上回った。

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）

38



観光関連

県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　

６月の過去最高を更新、
各月の過去最高を44カ月連続更新
・入域観光客数は、前年同月比11.8％増の79

万8,800人と、57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7.8％増の53万7,300人となり15カ月
連続で前年を上回った。

・路線別では、空路は68万3,300人（同9.1％
増）と57カ月連続で前年を上回った。海路
はクルーズ船の寄港回数増加により11万
5,500人（同31.0％増）と２カ月ぶりに前年
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）

４カ月連続で増加
・入域観光客数（外国客）は、前年同月比

21.1％増の26万1,500人となり、４カ月連

続で前年を上回った。空路利用客は航空

路線の拡充で前年を上回り、海路利用客

はクルーズ船の寄港回数増加により２カ

月ぶりに前年を上回った。

・国籍別では、台湾９万4,400人（同41.1％

増）、韓国４万2,900人（同26.9％増）、中国

本土４万2,500人（14.1％減）、香港２万

5,600人(同4.9％増) 、アメリカ・その他５

万6,100人(同35.8％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２カ月連続で低下、
売上高は４カ月連続で増加
・主要ホテル（速報値）は、客室稼働率は

77.7％となり、前年同月比2.1％ポイント低

下し２カ月連続で前年を下回った。売上高

は同2.8％増と４カ月連続で前年を上回っ

た。

・那覇市内ホテル（速報値）は、客室稼働率は

80.6％と同1.7％ポイント上昇し２カ月連

続で前年を上回り、売上高は同3.8％増と

２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76.6％と同3.6％ポ

イント低下して２カ月連続で前年を下回

り、売上高は同2.5％増と４カ月連続で前

年を上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

４カ月連続で増加
・主要ホテル売上高のうち宿泊収入（速報

値）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、前年同月

比4.7％増と４カ月連続で前年を上回っ

た。

・那覇市内ホテル（速報値）は、販売客室数、

宿泊客室単価ともに上昇となり、同4.4％

増と２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

室単価ともに上昇となり、同4.8％増と４

カ月連続で前年を上回った。

4 主要ホテル宿泊収入 （前年同月比） ※棒グラフは客室数・単価別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所　（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。

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

４カ月連続で増加
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比4.5％増となり、４カ月連続で前年を

上回った。

入場者数、売上高ともに
２カ月ぶりに増加
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月比

1.1％増と２カ月ぶりに前年を上回った。

県内客は２カ月連続で前年を下回り、県

外客は４カ月連続で前年を上回った。

・売上高は同4.5％増と２カ月ぶりに前年

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
新規求人数は増加、
有効求人倍率（季調値）は上昇
・新規求人数は、前年同月比2.6％増となり８

カ月連続で前年を上回った。産業別にみる

と、情報通信業、医療・福祉業などで増加し、

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1.18倍と、前月より

0.05ポイント上昇した。

・労働力人口は、72万6,000人で同1.8％増と

なり、就業者数は、69万2,000人で同1.9％増

となった。完全失業者数は３万3,000人で前

年同月と同水準となり、完全失業率（季調

値）は4.6％と前月より1.3％ポイント悪化し

た。

出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2016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）

９カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比0.6％増と９

カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を除

く総合も同0.6％増と前年を上回った。

・品目別の動きをみると、光熱・水道や食料な

どは上昇し、住居等は下落した。

件数、負債総額ともに減少
・倒産件数は、２件で前年同月を２件下回っ

た。業種別では、サービス業２件（同１件

増）であった。

・負債総額は、7,000万円となり、前年同月比

36.4％の減少だった。

3 企業倒産

※棒グラフは品目別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

4 広告収入【マスコミ】（前年同月比）

２カ月連続で減少
・広告収入（マスコミ：５月）は、前年同月比

3.0％減となり、２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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・平均気温は26.6℃となり、平年（26.8℃) 並

みで前年同月（28.4℃）より低かった。降水

量は444.5ｍｍと前年同月（319.5ｍｍ）よ

り多かった。

・沖縄地方は、６月中旬までは梅雨前線など

の影響で曇りや雨の日が多く、下旬は太平

洋高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

梅雨明けは６月22日ごろとみられ、平年

より１日遅く、前年より６日遅い梅雨明け

となった。平年より降水量はかなり多く、

日照時間はかなり少なかった。

気象：平均気温・降水量【那覇】参 考

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）2016年7月より2015年=100に改定された。

（注）負債総額1,000万円以上
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雇用関連・その他
新規求人数は増加、
有効求人倍率（季調値）は上昇
・新規求人数は、前年同月比2.6％増となり８

カ月連続で前年を上回った。産業別にみる

と、情報通信業、医療・福祉業などで増加し、

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1.18倍と、前月より

0.05ポイント上昇した。

・労働力人口は、72万6,000人で同1.8％増と

なり、就業者数は、69万2,000人で同1.9％増

となった。完全失業者数は３万3,000人で前

年同月と同水準となり、完全失業率（季調

値）は4.6％と前月より1.3％ポイント悪化し

た。

出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2016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）

９カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比0.6％増と９

カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を除

く総合も同0.6％増と前年を上回った。

・品目別の動きをみると、光熱・水道や食料な

どは上昇し、住居等は下落した。

件数、負債総額ともに減少
・倒産件数は、２件で前年同月を２件下回っ

た。業種別では、サービス業２件（同１件

増）であった。

・負債総額は、7,000万円となり、前年同月比

36.4％の減少だった。

3 企業倒産

※棒グラフは品目別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

4 広告収入【マスコミ】（前年同月比）

２カ月連続で減少
・広告収入（マスコミ：５月）は、前年同月比

3.0％減となり、２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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の影響で曇りや雨の日が多く、下旬は太平

洋高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

梅雨明けは６月22日ごろとみられ、平年

より１日遅く、前年より６日遅い梅雨明け

となった。平年より降水量はかなり多く、

日照時間はかなり少なかった。

気象：平均気温・降水量【那覇】参 考

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。
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（注）負債総額1,000万円以上
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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。  ]

出所：全国銀行協会

学びバンク

りゅうぎん調査　学びバンク

36 3742

　「一万人のエイサー踊り隊」は、毎年8月の第１日
曜日に那覇市国際通りで行われる県内最大級のエイ
サーのイベントです。ことしで23回目を迎え、毎
回約4千人が参加します。地域の青年会エイサー団
体、創作エイサー団体、一般参加の３パターンがあり、
国際通りの約1.6キロメートルをステ－ジに演舞を
披露しながら歩きます。
　1995年から始まったこのイベントは、今や沖縄
の夏の風物詩となり、期間中約10万人の観客が集
まる規模に発展しました。金曜日が前々夜祭、土曜
日が前夜祭、日曜日がパレ－ドと3日間楽しめるイ
ベントとなっています。　
　90年代、客が国際通りから郊外型の商業施設に流
れる状況に危機感を持った商店街の経営者や通り会
の青年部が立ち上がって、活性化策として取り組ん
だのが「一万人のエイサー踊り隊」の始まりといい
ます。ちょうど、この頃からエンタ－テイメント性
の高い創作エイサーが広がり始め、その披露の場と
してのニーズを捉えたようです。
　愛好会などのチームによる創作エイサーや、各地
域の青年部で継承される伝統エイサーは、いつ見て
も感動を与えてくれます。また、一般参加の老若男
女が通りを埋め尽くして一斉に踊るエイサーは、ま
さに圧巻です。
　ことしの「一万人のエイサー踊り隊」は、８月６
日に開催されます。飛び入り参加の企画も準備され
ていますので、一緒に熱い感動を体験してみてはい
かがでしょうか。

　1971年6月5日、沖縄本島屋慶名と平安座島が
海中道路で結ばれました。それは平安座の人々にとっ
てまさに悲願でした。
　平安座と屋慶名の約４キロの海域は浅瀬が広がり、
干潮時には広大な干潟が浮かび上がる珍しい地域で
す。そこを徒歩やトラックで行き来していた時期が
あったことはよく知られています。
　61年から地元の人々によって道路建設が進められ
ましたが、２度の台風襲来によって積み上げた道路が
流されるなど困難が続きました。海中道路建設に転機
が訪れたのは、68年６月、ガルフ社の原油タ－ミナ
ルの誘致決定でした。これによりガルフ社負担で長さ
4,750メ－トル、幅員8メ－トルの海中道路が建設
され、平安座島は離島苦から解消されました。
　今や海中道路は、多くの車が行き交い、人々の生活、
文化、経済、観光に大きな影響を与えています。
　海中道路を望む勝連半島は、本年度から世界遺産
「勝連城跡」の周辺整備事業が本格的に進められてい
ます。「勝連城跡周辺文化観光拠点整備基本計画」では、
「肝高の歴史浪漫を感じる交流空間の創出」を将来像
として、史跡内の整備以外にも海中道路、伊計島な
どの観光拠点と連動した観光ル－ト作りが検討され
ています。
　勝連半島には、海中道路建設に尽力した平安座の
人々の思いをはじめ、四つの島々の団結力という大き
な財産があります。整備事業の進展によって独自の魅
力ある発展が期待されています。

勝連半島整備 一万人のエイサー踊り隊

琉球銀行　屋慶名支店長
喜友名　朝夫

琉球銀行　壷屋支店長
大城　博二

勝連城跡の頂上より「勝連城跡周辺文化観光拠点エリ
ア」を望む 「一万人のエイサー踊り隊」参加団体数

一般参加団体

創作団体

青年会

計

2013 年

46

16

10

72

2014 年

32

18

10

60

2015 年

30

19

10

59

2016 年

34

22

10

66

2017 年

32

20

10

62

（うるま市提供） 資料：夏祭り in 那覇実行委員会事務局

※ 2017 年は目標値

独自の魅力 発展に期待 10 万人集う夏の風物詩
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出所：全国銀行協会
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　入域観光客数が前年同月の実績を56カ月連続して
上回り、これを受けてホテルの稼働率が好調に推移し
ています。
　グラフのとおり県内主要ホテルの稼働率は年を追う
ごとに上昇し、ことしに入っても80%前後の高い水
準を維持しています。客室単価も上昇傾向にあるよう
です。ホテル業界は、入域観光客数が落ち込んだリー
マンショックや東日本大震災後の時期と比較すると、
かなり環境が良くなってきています。
　政府は、経済政策として外国人観光客の増加に力を
入れており、その中で沖縄観光は順調に伸びています。
ホテル業界の先行きに明るさが広がっていることか
ら、新たなホテル建設の計画が数多く報道されていま
す。世界的なブランド力のあるホテルや、魅力的な施
設を有するホテルが増えることで供給体制が充実する
一方、人材の確保が難しくなってきたという課題も出
てきています。
　すでに多くのホテルで人手不足による業務への支障
がみられるようです。「宴会の受注があったが、人手が
足りないため仕方なくお断りした」という機会損失が
生じている例。客室清掃を請け負う会社でも人手不足
が生じ、新規ホテルの業務受託に対応できないといっ
た事例も聞きます。
　人手不足の解消に向けて、業務の機械化や効率化を
進めるとともに、人材確保に向けた職場環境の整備が
一層重要になっているようです。沖縄観光の発展のた
めに現在、官民挙げての工夫が求められています。

　ITを活用した金融サービス「フィンテック」の本丸
といわれる「オープンAPI」が注目を集めています。こ
とし5月26日、オープンAPIの促進を盛り込んだ改
正銀行法が成立しました。法整備によって金融機関が
オープンAPIに取り組む舞台が整いつつあります。
　オープンAPIとは、金融機関がオープンネットワー
ク上で他の事業者と安全な環境を保ちながら、デー
タ連携を可能にする技術です。具体的には、金融機
関がシステムの接続仕様をフィンテック企業に公開
することを指します。
　これにより金融機関のシステムとフィンテック企
業がつながり、フィンテック企業が開発・提供する
アプリ上で安全かつ利便性の高い金融サービスをお
客さまに提供できるようになります。
例　えば、フィンテック企業が開発した貯蓄アプリ
と銀行口座の連携が可能になるため、お客さまは自
身の銀行口座の預金と連動した貯蓄アプリが利用で
きるようになります（もちろんお客さまの事前承諾
が前提です）。
　これまでの金融機関のサービスは“自前主義”と
やゆされるように、金融機関と外部サービスの組み
合わせはほとんど存在していませんでした。今後は
オープンAPIが促進されることにより、新たに無数
のサービスの組み合わせが作り出され、新しいサー
ビスの誕生と顧客利便性の向上が進むでしょう。既
存の金融インフラとフィンテック企業の技術が融合
するオープン・イノベーションの加速が期待されて
います。

オープンAPI ホテルの人不足

琉球銀行総合企画部　調査役
多和田　真丈

琉球銀行法人営業部　調査役
長嶺　伸

オープンAPIのイメージ図 主要ホテルの稼働率

資料：りゅうぎん総合研究所調べ

新しい金融サービスへ 効率化と環境整備必要
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　県魚といえばグルクン（和名・タカサゴ）です。で
は、那覇市の市魚をご存じでしょうか。答えは「マグロ」
です。2010年8月、市魚に指定されました。
　沖縄の近海はマグロの漁場が多く、水揚げ量は全国
で7位と有数なマグロの産地となっています。その
約5割が那覇市で水揚されており、那覇市はまさにマ
グロの供給基地といえます。グラフは那覇市のマグロ
類（クロマグロ・ビンナガ・メバチ・キハダ）の漁獲
量の推移ですが、増加傾向にあることが分かります。
生産額は12年が33億6800万円、13年が36億
9500万円、14年が約36億6100万円となって
います。
　漁獲したマグロは、漁船内で高鮮度に保存された状
態で水揚げされます。このうち泊市場の仲買人の目利
きにかなったマグロが「美ら海まぐろ」として選定され、
県内外に広く流通しブランド化が図られています。
　一方、マグロを取り巻く環境は年々変化しており、
さまざまな課題も抱えています。食生活の多様化によ
る水産物消費の低下、漁業従事者の後継者不足、漁港
設備の老朽化などです。
　これらの課題に対して那覇市では、消費拡大に向け
た牧志公設市場や「泊いゆまち」の活用、漁業従事者
の所得向上を目的とした設備近代化資金への補助金交
付など諸施策を講じています。最近ではこうした施策
の実施とインバウンドを含めた観光客の増加が、マグ
ロの消費量の増加につながってきているそうです。

那覇市魚のマグロ

琉球銀行　那覇市役所内出張所長
西平　弘

観光客増で消費も拡大

那覇市のマグロ類の漁獲量

出所：那覇市統計書
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「法人寄附金」と「企業版ふるさと納税」の関係
＜寄附金税制＞ 
寄附金とは法人が行った金銭その他の資産の贈与または経済的な利益の無償の供与をいい、次の寄附
金区分ごとに損金算入限度額が設けられています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、贈与または無償の供与であっても「事業経費（広告宣伝費、交際費、福利厚生費等）と認めら
れるもの」および「子会社等の整理をする場合の損失負担」、「役員が個人として負担すべき費用」等
の一定の費用は寄附金から除かれます。 
 

＜企業版のふるさと納税＞ 
平成 28年 4月 20日（改正地域再生法施行日）寄附分から企業版ふるさと納税（※1）が導入されまし

た。これは法人が国の認定を受けた地方公共団体の地方創生事業（※2）に対し寄附（特定寄附金）を
行った際に、上記の損金算入措置（国、地方公共団体に対する寄附金）に加えて、新たに寄附額の 3割
相当分が税額控除（※3）される税制上の優遇措置です。最大で寄附額の約 6割相当の税負担が軽減さ
れます。 
 
※1平成 28年 4月 20日から平成 32年 3月 31日までの間に支出する特定寄附金が対象です。 
※2対象事業は、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトで確認ができます。 
※3税額控除額は下記通りです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

お見逃しなく！ 
自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、企業版ふるさと納税の対象となりません。

この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。 

区分 損金算入限度額※

国、地方公共団体に対する寄附金

財務大臣の指定した寄附金(例　国立大学法人、公立大学法人等）

特定公益増進法人及び認定特定非営利活動法人等に対する寄附金
（所得基準額①＋資本基準額②）×1/2
①所得の金額×6.25/100
②資本金等の額×3.75/1000

一般の寄附金
（所得基準額①＋資本基準額②）×1/4
①所得の金額×2.5/100
②資本金等の額×2.5/1000

国外関連者に対する寄附金 全額損金不算入
※：資本を有する普通法人を前提としています。

全額損金算入

事業税 地方税 法人税

税額控除額 寄附金額×10％ 寄附金額×20％

次のいずれか少ない金額
・地方税（事業税は含まない）で
　控除しきれなかった金額
・寄附金額×10％

（上記限度額）
（事業税額×15％(平成31
年9月30日までの支出分：
事業税額×20%）)

（法人税割額×20％） （法人税額×5％）
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株式会社前田産業（前田産業ホテルズ）

は、新ホテル「アラマハイナ コンドホテ

ル」と商業エリア「オキナワ ハナサキマ

ルシェ」を併設した、リゾートエリア「マ

ハイナ オキナワン ヴィレッジ」を18年

12月に開業することを発表した。

東京商工リサーチ沖縄支店によると、17

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１件増の

28件、負債総額は同7.8％減の32億5,800

万円となった。倒産件数は建設業が小康

状態で２年連続20件台、負債総額は過去

２番目に少ない記録となった。

株式会社リウボウストアは、古島団地跡

地に建設された複合商業施設「アクロス

プラザ古島駅前」内に、「リウボウフード

マーケット古島マルシェ」をオープンし

た。スーパーマーケット「りうぼう」の14

番目となる店舗で、デパートリウボウの

銘店ギフトショップや「だいこんの花」

の惣菜売場も出店した。

沖縄地区税関が発表した管内貿易概況

（速報）によると、17年上半期（１－６月）

の輸出額は、前年同期比18.0％減の135

億800万円と５期連続で減少し、輸入額

は同14.8％減の930億8,200万円と６期

連続で減少した。差引額は795億7,400万

円の入超となった。

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、16年の１年間に修学旅行で沖縄県

に訪れた学校数は前年比1.7％増の2,514

校、人数は同0.7％増の44万2,113人とな

り、過去３番目の入込数となった。

県文化観光スポーツ部観光政策課は17

年度「ビジットおきなわ計画」を発表し、

17年度は入域観光客数950万人（前年度

比8.3％増）、うち外国人観光客数265万

人（同24.4％増）、観光収入7,504億円（同

13.6％増）を目標とした。

総務省が発表した、ふるさと納税に関す

る現況調査結果によると、16年度のふる

さと納税の受入額は約2,844億円（前年度

比72.1％増）、受入件数は約1,271万件（同

75.1％増）となった。受入金額が１位だっ

た自治体は宮崎県都城市（約73億円）

だった。

日本とEU（欧州連合）は、日EU経済連携協

定（EPA）および戦略的パートナーシップ

協定（SPA）について大枠合意に達した。

EPAには、日本からEUへの輸出では、現行

税率10％の乗用車の関税を８年目に撤

廃、EUから日本への輸入では、ワインの

関税即時撤廃などの内容が盛り込まれた。

株式会社帝国データバンクの発表による

と、13年１月から17年６月末までの４年

半で発生した「人手不足倒産」の累計件数

は290件だった。半期別でみると、17年上

半期は49件（前年同期比44.1％増）と、２

年連続で前年同期を上回り、13年上半期

の2.9倍に増加した。

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月期の訪日外個

人旅行消費額は前年同期比13.0％増の１

兆776億円だった。また、訪日外国人１人

当たりの旅行支出は同6.7％減の14万

9,248円となった。

中央最低賃金審議会の小委員会は、17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25円（昨年度は24円）を

目安とすることを決めた。沖縄県の引上

げ額の目安は22円となる。

財務省は、17年４－６月における冷凍牛

肉の輸入数量が関税の緊急措置に係る輸

入基準数量を超えたため、17年８月１日

から18年３月31日までの間、EPA税率の

適用を受けない冷凍牛肉について関税の

緊急措置を発動することを発表した。こ

れにより関税率は38.5％から50.0％に引

き上げられる。

沖　　縄 全国・海外
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沖縄県内の主要経済指標   vo l .2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

40 41

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) ホテルは、2016年7月より調査先が26ホテルから25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、2016年7月より2015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

42

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（総預金から小切手・手形を差し引いたもの）の集計値で、年度の残高は年度中の平残。
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2017

経営トップに聞く
医療法人六人会
～いま目の前で困っている人のために　いま持っている最善の臨床技術を提供する～

理事長　上里　智美

起業家訪問　An Entrepreneur
レキオファーマ株式会社
～沖縄初の創薬ベンチャー　痔の治療薬や認知症予防の健康食品を開発～

代表取締役社長　奥　キヌ子

新時代の教育研究を切り拓く
～より効果的な脳腫瘍の治療に特殊なアミノ酸を導入～
沖縄科学技術大学院大学コミュニケーション・広報ディビジョン メディアセクション

（同大学のHP記事より許可を得て転載）

OCVBの取り組みについて
～8月は観光月間/「8月1日」は観光の日～
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

アジア便り 香港
～香港の歴史、イベントについて～

レポーター：上原　和久（琉球銀行）
沖縄県香港事務所に出向中（副所長）

りゅうぎんビジネスクラブ
～「りゅうぎんビジネスクラブ」入会のご案内～

行政情報93
沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について
内閣府沖縄総合事務局経済産業部

県内大型プロジェクトの動向91

特集 第32回NAHAマラソンの経済波及効果

沖縄県の景気動向（2017年6月）
～観光関連の入域観光客数や建設関連のセメント・生コンが前年を上回り、消費関連も
引続き好調に推移するとみられ、県内景気拡大の動きは34カ月連続で強まっている～

学びバンク
・勝連半島整備　～独自の魅力　発展に期待～
  琉球銀行屋慶名支店長　喜友名　朝夫（きゆな　ともお）

・一万人のエーサー大会　～10万人集う夏の風物詩～
  琉球銀行壷屋支店長　大城　博二（おおしろ　ひろじ）

・オープンAPI　～新しい金融サービス～
  琉球銀行総合企画部調査役　多和田　真丈（たわた　まさとも）

・ホテルの人不足　～効率化と環境整備必要～
  琉球銀行法人営業部調査役　長嶺　伸（ながみね　しん）

・那覇市魚のマグロ　～観光客増で消費も拡大～
  琉球銀行那覇市役所内出張所長　西平　弘（にしひら　ひろし）

経営情報 「法人寄付金」と「企業版ふるさと納税」の関係
～寄付金ごとの損金算入限度額および、H28年4月20日
　　　　　　　　　寄付分から導入された企業版ふるさと納税～
　　　　　　　　　　 提供　太陽グラントソントン税理士法人

経済日誌 2017年７月
県内の主要経済指標
県内の金融統計

うえざと とも　み

おく

うえはら かずひさ

■平成27年

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.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.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.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.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

８月（No.562）　経営トップに聞く　株式会社プレンティーホールディングス
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社バイオジェット

９月（No.563）　経営トップに聞く　株式会社森山写真商会
　　　　　　　An Entrepreneur　琉球インタラクティブ株式会社

10月（No.564）　経営トップに聞く　株式会社丸大
　　　　　　　An Entrepreneur　みかん・おれんじグループ

11月（No.565）　経営トップに聞く　デルタ電気工業株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社ABCメディカルサポート
　　　　　　　特集　宮古ロックフェスティバル2016の経済効果

12月（No.566）　経営トップに聞く　フォーモストブルーシール株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　真幸組株式会社

■平成29年

１月（No.567）　経営トップに聞く　株式会社かりゆし
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社コムテック創研
　　　　　　　特集1　県内企業の人手不足の対応と課題
　　　　　　　特集2　沖縄県経済2016年の回顧と2017年の展望

２月（No.568）　経営トップに聞く　株式会社アレックス
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社浦西開発

３月（No.569）　経営トップに聞く　株式会社富士葬祭
　　　　　　　An Entrepreneur　yu-i  FACTORY
　　　　　　　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（2016年）

４月（No.570）　経営トップに聞く　有限会社沖縄長生薬草本社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社琉球ファクトリー

５月（No.571）　経営トップに聞く　株式会社ナンポー
　　　　　　　An Entrepreneur　農業生産法人安座間珈琲農園合同会社
　　　　　　　特集1　沖縄県の主要経済指標
　　　　　　　特集2　2016年度の沖縄県経済の動向

６月（No.572）　経営トップに聞く　株式会社次郎工業
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社EGL OKINAWA

７月（No.573）　経営トップに聞く　生活協同組合コープおきなわ
　　　　　　　An Entrepreneur　イーストホームタウン沖縄株式会社
　　　　　　　特集　沖縄県内における2017年プロ野球
　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果

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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