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すべるリウコムくん
役員の前で

ピタッととまる

#1
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#4
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「飛び出せリウコムくん」篇   TVCM15"
とある大きな会議室

10名ほどの役員メンバーが
集まり頭を悩ませる

40代から 60代役員たち：う～ん・・・困ったなあ・・・

リウコムくん登場

リウコム！

リウコム！

この経営課題どうすべき・・・？

びっくり！

バサバサバサ！！

そこはリウコムの ITでラクラク解決～♪

 ITで はたらくをらくにする。

BGM♪

あえてアナログな仕掛けの手作り感たっぷりの
フリップでリウコムの ITを説明するリウコムくん
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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！

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、
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※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。
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（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！
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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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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
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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

８月（No.574） 経営トップに聞く　医療法人六人会
An Entrepreneur　レキオファーマ株式会社
特集　第32回NAHAマラソンの経済波及効果

９月（No.575） 経営トップに聞く　株式会社学友館
An Entrepreneur　ブーランジェリーパティスリー　いまいパン

10月（No.576） 経営トップに聞く　興南施設管理株式会社
An Entrepreneur　株式会社フルステム

11月（No.577） 経営トップに聞く　株式会社大和工業
An Entrepreneur　合同会社暮らしかたらぼ

12月（No.578） 経営トップに聞く　オム・ファム株式会社
An Entrepreneur　株式会社クロックワーク

■平成30年
１月（No.579） 経営トップに聞く　サイアスホーム株式会社
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特集　沖縄県経済2017年の回顧と2018年の展望

２月（No.580） 経営トップに聞く　北谷長老酒造工場株式会社

３月（No.581） 経営トップに聞く　株式会社沖縄浄管センター
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４月（No.582） 経営トップに聞く　株式会社ナノシステムソリューションズ
An Entrepreneur　株式会社アクティブホビープロダクツ

５月（No.583） 特集　2017年度の沖縄県経済の動向

６月（No.584） 経営トップに聞く　株式会社沖縄ヤマハ
特別寄稿　沖縄県におけるインバウンド消費を取

　　　　　　　　　　　　り巻く動向について
特集　沖縄県の主要経済指標

７月（No.585） 経営トップに聞く　株式会社琉球住樂
An Entrepreneur　株式会社イメイド

８月（No.586） 経営トップに聞く　株式会社沖縄ソフトウェアセンター
特集1 リーマンショック後の県内ホテル稼働状況
特集2 沖縄県内における2018年プロ野球

　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果
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御社の設立の経緯やこれまでの歩みについて聞か

せてください。

　沖縄の復帰前の混乱時期に青春時代だった私

は卒業後、沖縄にはまだ脆弱な企業しかなくい

ろいろな仕事に就きました。そんななか職場と

言えば安定・比較的厚遇だった米軍基地にも勤

めました。そして沖縄の復帰が決定すると米軍

はその基地雇用員の大量解雇を実施、私もその

解雇通告を受けた一人でした。

　その時、建設会社を興していた知人から誘い

を受け、当業界に勤めることになりましたが、

全くの畑違いでした。技術や経験がなく私は営

業を担当しておりました。暫くは好調な時があ

りましたが、知人の放漫経営から、業績は不振

となりました。そこで周囲から独立を勧められ、

同社の業務を引き継ぐ形で1984年 7月に株式会

社ヤマシロ塗装工業を設立しました。取引先か

ら「宮里が代表になるなら、しっかり応援するよ」

との声で決断したのです。1985年（昭和60年）

8月には社名も平安塗装工業に変更、業容拡大を

目指しました。

　しかし、前の建設会社で営業を担当してはい

たものの建設業や会社経営のことを良く判らな

い私はまた、苦しい時を迎えることになりまし

得
意
の
塗
装
技
術
を
活

か
し
、
お
客
様
の
財
産
を

護
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業
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 会長
平安株式会社は、1984年7月創業した株式会社ヤマシロ塗装工業が前身。沖縄の本土復帰を機に設
置された石油備蓄基地のある平安座島近隣で創業した経緯から、当初より石油貯蔵タンク等の大型で
特殊施設の塗装ノウハウを確立、一般の民間住宅までの塗装技術、施工例は評判が高い。近年では住
宅のリフォームや建築も手掛けるようになっている。うるま市与那城平安座にある事業本部をお訪ね
し、宮里和男会長に同社のこれまでの歩み、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
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た。会社の内部管理に疎かった私は会社の経理

や工事管理を担当社員に任せっ放しでした。折

からのバブル崩壊により一転、不況の波が押し

寄せ、取引先との支払条件の交渉が続く日々と

なったのです。内部管理の大切さを思い知らさ

れ、一念発起し原価計算やコンピューターの使

い方を一から社員に習いました。「聞くは一時の

恥、聞かぬは一生の恥」です。社員に勝手な事

をさせないため根掘り葉掘り聞き習いました。

当然、経費削減等の自助努力、リストラも実施

しました。

　しかし、それで終わりではなくその後も国の

政策で金融機関の不良債権処理促進が進み、零

細で、決して優良ではなかった当社もその煽り

を受けました。当時、取引銀行の中には取引内

容の見直し等厳しい対応する銀行もありました。

他方、優しく親身に手を差し伸べて頂いた銀行

もあり、今でも親しく取引、お付き合いさせて

頂いています。

　お陰様で苦しかった経費削減等が奏功し持ち直

すことができ、2015年（平成27年）8月に現在

の社名である平安株式会社に変更、私は当社の将

来のことも踏まえて会長職に就き現在に至ってお

ります。社名の「平安」は地元である平安座の“平

安”と会社がいつまでも社員や地域にとって平和

で安全な場所であるように、永続する企業となる

ことを祈念して命名したものです。

御社の業務内容についてご紹介いただけますか。

　当社の業務は塗装工事、防水工事、リフォー

ム工事とそれに関連する業務となります。メイ

ンは塗装業務で、大半が民間工事です。公共工

事は規模は大きくなりますが入札であり、大手

の友好会社からスポット的に下請けを受けてい

ます。当社の規模でも主体的に出来る民間工事

の方を積極的に取り組んでおります。

○塗装業務：当社のメイン業務となります。当

社の規模で石油貯蔵タンクや海上に浮かぶ石

油や天然ガスをタンカーから採りこむシー

バース等、大型で特殊な施設を塗装する各種

装置を取り揃えている会社は数少ないと思い

ます。当然、その技術も他社に引けを取らな

いものと自負しております。

　　平安座島の石油基地や南西石油の石油タン

ク等の塗装、補修業務を受注、実績を挙げて

おります。

○防水工事：県内は鉄筋コンクリート建てが大

半ですが、コンクリートも絶対に堅牢という

訳ではありません。適度な保守が必要です。

　　昔はセメントに混ぜる砂を海砂を使用して

ゴンドラ作業

シーバースへ硅砂運搬
シーバース全景

グリットブラスト機
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いたこともあったようで、その場合、時間の

経過とともに、中の鉄筋を腐食させるという

ことがありました。近年では山砂利用が大半

ですが、セメント自体の経年劣化や振動によ

るヒビ割れから雨水が染み込み、腐食につな

がるケースが目立っています。鉄筋コンクリー

トといえども壁面の塗装メンテナンス等保守

が必要なのです。細い筋のヒビでも放置して

おくと大規模な補修が必要になる場合もあり

ます。小さなヒビでも数が多かったり、壁が

浮き上がったようになっていたり、シミが目

立つ壁は、手遅れにならない内に一度当社の

ような業者に問い合わせしてみて下さい。

○リフォーム工事：先の塗装、防水工事も大き

な意味ではリフォームの一つと言えますが、

それらとは違う間取り変更や室内設備の取り

換え等も近年取扱いを始めました。

　以上の業務につき当社では、押し売りの様な

営業は禁じています。あくまでお客様からの相

談、要望に応じた見積もりを提示します。その際、

当社側から気になる箇所があれば追加工事の提

案をしますが、納得・了承頂ける場合にのみ追

加し、見積もりのかさ上げにつながるような営

業は一切行ないません。お客様の大切な住宅等

を大切に取扱い、当社にお願いして良かったと

喜んでもらえる仕事をしています。喜んでもら

えた実績こそが一番の広告であり、営業だと捉

えています。

御社の経営理念についてお聞かせください。

　当社の経営理念は、私が信念として常々考え

ている次の言葉です。

“人を愛し、世を愛し、そして我が身を愛せよ。”

　この三つの愛を大事にする生き方です。

　これは、私が事ある毎に社員に伝え共有でき

るように心掛けています。

　まず、後半部分の「我が身を愛せよ」は、も

ちろん自分勝手に好きなことをしなさい、とい

うことではなく、愛せよとは自分の身も心も大

事にし、今より高いところへ上達、鍛練を怠る

なという意味です。ですから、具体的な行動と

しては、我が身を愛するのが先になります。自

分の力量に合ったことしか、人は成す事はでき

ないと考えています。自分を大きく成長させる

ことが出来れば、他人に与える、エネルギーも

大きくなります。自分を高めることが出来ては

じめて他者への愛情が育まれ、優しく接するこ

とが出来るのではないでしょうか。そして、そ

れは周りの人や物に対しても同じで、地域を愛

下地調整

塗装工事工程 防水工事工程

高圧洗浄

シーラー塗布 防水

ひび補修 ひび補修

仕上塗装 仕上塗装

リザンシーパークホテルドーム改修（元請工事）

石油基地関連タンク及び配管塗装
（随時維持管理塗装）
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し、地域のための行動を興すことにつながると

いう考えです。

　社是としては、より具体的に次の様に定めて

業務を遂行しております。

○顧客を増やす事

・私共の職業はお客様の財産を護る仕事である。

・私共はお客様の大事な財産を護る為適正価格に

て技術を提供する。

・私共は仕事を通して社会に貢献し職業奉仕を行

う事とする。

・私共がお客様から受けた利益は報酬として頂き

ます。

・私共は常にお客様のニーズに対応し、客先の喜

びを我が喜びとする。

・私共は常に美しさと住み良い環境創りで明るい

生活を提供する。

　このように、自分や会社、周囲に正直でうそ

偽りなく正々堂々と仕事に取り組み、会社内で

も透明性のある経営を心掛けています。

　決して、背伸びしない無理のない経営を心掛

けています。原価管理の大切さを思い知ってお

りますので、大きく伸ばすことに固執せず着実

に前年より少しでも伸ばせれば良しとし、売り

上げを伸ばすより原価や諸経費を削減する努力

を考えるべきと捉えています。

　また、経営者の考えを如何に上手く社員に伝

えられるかが肝要だと捉えています。いくら社

長が立派な考えを持ち、素晴らしいアイデアを

思い付いたとしても、社員に伝わらなければ、

何にもなりません。当たり前ですが、社長一人

で仕事は出来ないし、社員に無理やり命じても

表面上は云われた事は実行するでしょうが、そ

の仕上がりの質は果たしてどうでしょう、命令

ではなく共有できるよう会社内の意思疎通、風

通しの良い組織を目指しています。

　現場主体の職場ですので、全社員が揃うのは

難しいのですが、年2回は全体会議を開き会社

の方針、業績の確認等を行なっています。また、

半年毎の収益の状況に応じ、職員全員で利益を

分配する形でこの全体会議に合わせて賞与を支

給しています。

社会貢献活動についてお聞かせください。

　企業は地域と共にあると考えており、積極的

に地域活動に参加しております。当平安座地区

は伝統芸能が豊富な地域で、地区を挙げての伝

統行事も大小様々あります。それらの行事の準

備や後片付け等ボランティア活動にも社員の動

員を仰ぎ参加しています。

　伝統行事ではありませんが、当地区内の建設

施工例：アパート外壁塗替え工事（塗装前） 施工例：アパート外壁塗替え工事（塗装後）

施工例：外壁コンクリート打放し（塗装前） 施工例：外壁吹付タイル（上塗シリコン塗装後）
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業をはじめとした法人組織が主催している“旧

歴の17日祭り”というのがあります。日頃お世

話になっている地域の皆様への感謝の気持を表

す納涼祭です。旧盆の翌々日17日に輪番制で開

催するものです。同業者はもとより近所の個人

の方も招待する細やかですが地域への感謝の気

持を込めた夕べとなっております。これも地域

の活性化につながるものになればと、祭りの当

日は平日、休日に関係なく、会社の業務はお休

みさせて頂き実施しております。

御社の人材育成についてもお話しいただけますか。

　経営理念で表している“我が身を愛せよ”は

人材育成に於いては“自己研鑚”と捉え積極的

に人材育成に取り組んでいます。

　どの会社でもそうだと思いますが、社員教育

の良し悪し、保有資格の数が会社運営を左右す

ると考えています。当社の様な建築業は特に技

術主体の業務運営であり、各種技術の資格取得

は経営上の重要事項です。個人的にも当社創業

後間もなくの頃に、様々な知識や情報の必要性

は身に染みて思い知っており、私も率先垂範で

資格取得をし、「建築塗装基幹技能者」「塗装技

能士一級」の資格を取得することができました。

お陰様で国家資格である塗装技能士一級の資格

保持者が当社では現在14名おります。

　資格取得のための費用は会社負担で、取得資

格によっては手当支給もあり、会社を挙げて資

格取得するよう指導しています。何事にも果敢

にチャレンジする精神を大事にし、平安に勤め

て良かったと思ってもらえる社員をたくさん育

てていきたいと考えております。

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。

　繰り返しになりますが、当社は石油貯蔵タン

ク等の特殊施設の塗装業務についてはお客様よ

り信頼を得る実績を積んでいると自負しており

ます。この本業を着実に実行していけば、百年

いや千年企業も夢ではないと考え会長職に就き

ました。社員や特に、後継者となる幹部には、

「レールは敷いた、どんなスピードで走るかは、

任せるが決して脱線しないようスピード管理に

は慎重すぎる位注意しなさい」と諭しておりま

す。

　お陰様で、近年ではリフォーム関連業務が順

調に推移しており、本格的なトータルリフォー

ム業にも取り掛かりたいと考えています。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

企業概要

商　　 　号：
本社所在地：
事 業 本 部：
連 絡 先：

設　　　立：
役　　　員：

従 業 員 数：
事 業 内 容：

平安株式会社
沖縄県沖縄市越来 2-22-17
うるま市与那城平安座 8321 番地
098-938-3001（本社代表）
098-977-8001（事業本部）
1984 年 7 月（昭和 59 年）
代表取締役会長　　宮里　和男
代表取締役社長　　與那嶺真栄
専務取締役　　　　當山　一徳
常務取締役　　　　宮里　勲
取締相談役　　　　奥浜　龍男
17 人
塗装工事、防水工事、
リフォーム工事

美里工業高校改修（沖縄県発注元請工事）

久保田市営改修（沖縄市発注元請工事）
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研究内容
　分裂酵母は培地中の窒素源を除去するこ

とによりG0期に進入（注2） し、再添加により増

殖期に戻ります。この性質を利用して、人為

的にある特定の遺伝子を取り除いた（ 注 3 ） 

3800株を超える分裂酵母を用意し、G0期に

進入した後、増殖期に戻れない85株を選び

出しました。それら85個の取り除かれてい

た遺伝子は、G0期の増殖能維持に特異的に

必要であったため、「G0エッセンシャル 

（GZE）遺伝子群」と名付けました。 

　これらのGZE遺伝子群の中で、特にタン

パク質の脱リン酸化（注4） に関わる酵素とオー

トファジー（自食）に関わる遺伝子の数が多

く、中でも最も著しい増殖能低下を示したの

は「Nem1脱リン酸化酵素」のない分裂酵母

株でした。観察すると、この株は窒素源除去

後、顕著な核の変形を起こしていました。さ

らに研究を進めると、核の変形は、オート

ファジー経路を阻害すると改善され、増殖能

も回復することがわかりました。 

　さらに、Nem1酵素がリン酸化を行う標的

タンパク質として「Ned1/lipin遺伝子」があ

りますが、この遺伝子は、以前の実験によっ

てスーパーハウスキーピング（SHK）遺伝子

として同定されていました。そこでNem1と

Ned1/lipinのG0期での関係を調べたとこ

ろ、「Ned1/lipin」は窒素源除去後にNem1

によって脱リン酸化されることがわかりま

した。また、人工的に変異を誘発させた

Ned1/lipinの変異株は Nem1のない株と同

様の増殖能低下と核異常を示すことがわか

り、さらに、これらの異常もオートファジー

経路を阻害することで改善することがわか

りました（上図）。 

　これらの結果は、Nem1-Ned1/lipin経路

が正常に働き、オートファジーの過度な自食

から核を保護することがG0期での増殖能維

持に必須であることを示唆しています。ま

た、ここでは、Nem1（GZE遺伝子）がスイッ

チとなり、Ned1/lipin（SHK遺伝子）を制御

するという関係性も見えました。このこと

は、GZE遺伝子群とSHK遺伝子群がそれぞ

れG0期に特化したスイッチとそのスイッチ

に制御される基本的細胞機能を担う集団で

ある可能性を示唆しており、増殖能を維持す

る遺伝子ネットワークの構造が垣間見える

結果となりました。 

今回の研究成果のインパクト・今後の
展開
　私たちの体のほとんどの細胞は成長も分

裂もしない休止の状態であるG0期にありま

す。そのG0期で増殖能がどのように維持さ

れているのかという問題を理解することは、

私たちの生命活動にも深く関わり、今回の研

究成果はその仕組みの全体像を提示してい

ます。先に同定されたSHK遺伝子群と今回

同定したGZE遺伝子群は、増殖能を維持す

る仕組みのフレームワークとなり得るもの

です。Nem1-Ned1/lipin経路とオートファ

ジーの関係は核とリサイクルシステムの関

係を示したものですが、同定された遺伝子群

の中にはこの関係をさらに興味深くするも

のも含まれています。今後、これら遺伝子群

の解析により仕組みがさらに明らかになる

ことが期待されます。 

　また、G0期での増殖能を維持する仕組み

は、近年報告されているG0期に留まる癌幹

細胞を標的とした新たな癌治療につながる

可能性もあります。実際、GZE遺伝子群の

40％以上で癌との関連性が報告されていま

す。「基礎研究の結果はなかなか特効薬には

なり得ませんが、対処療法とは違った根本的

な解決につながるものだと考えています」

と、佐二木博士は期待を持って語ります。 

用語説明　 

注1 オートファジー：細胞内の自食作用。不要な
物質を分解して廃棄したり、リサイクルした
りする。栄養豊富な状態では、オートファ
ジーは抑制されているが、細胞が飢餓状態に
陥ると、オートファジーが誘導される。 

注2 G0期：分裂酵母は、窒素源を枯渇させた培養
条件下ではG0期に誘導され、成長も分裂も
せずに少なくとも二ヶ月以上の長期にわ
たって生存を維持する。再び、窒素源を添加
すると増殖期に戻る。 

注3 遺伝子破壊株：人工的に組換えを起こし、あ
る遺伝子を取り除いた株を遺伝子破壊株と
いう。増殖期に必須な遺伝子は取り除けない
ため、作れるのは必然的に増殖期に不要な遺
伝子の株のみとなる。 

注4 脱リン酸化：細胞は、その機能を維持するた
めに情報伝達を行っている。細胞内の情報伝
達は、シグナルタンパク質がリン酸基を付け
たり外したりして行う場合が多く、脱リン酸
化はリン酸基を外すことを指す。リン酸基を
外すのは、付ける場合に比べエネルギーが少
なく済み、栄養源除去下でのG0期に特化し
たシグナル伝達（注5） がリン酸基を外すこと
で行われることは理にかなっている。 

注5 シグナル伝達系：細胞内で情報を伝達する経
路。シグナル伝達を担うタンパク質のリン酸
基のやり取りで行われる例が多く報告され
ている。

研究の背景と経緯
　生物の基本単位である細胞は、栄養状況が

悪化するなど環境が増殖（成長）に適さなくな

ると、増殖能力は保ちつつも細胞分裂を停止す

る期間「G0（ジーゼロ）期」に入ります。この時、

再び環境が良くなり活動を再開した際に、また

増殖する能力「増殖能」を維持することは、生物

にとって生死にも匹敵する重要な問題です。単

細胞生物の場合、増殖能を失えば子孫を残せま

せんし、多数の細胞からなる高等生物にとって

も代謝や発達に重大な影響を及ぼすからです。

また、G0期での増殖能の維持は、癌治療の側面

からも注目されています。近年、癌腫瘍の中に

は様々な種類の細胞が存在することが報告さ

れていますが、中でも癌幹細胞と呼ばれる細胞

はG0期に留まり、増殖細胞を標的とした現行

の治療を逃れ、完治を困難にしています。 

　研究チームはこれまで、G0期で細胞が増殖

能を維持する仕組みの解明を目指して研究

を続けてきました。先行研究では、分裂酵母

を用いた実験から、G0期での増殖能維持に必

須な遺伝子81個を同定しました。これらの遺

伝子群はG0期のみならず増殖期でも必須

だったため、「スーパーハウスキーピング

（SHK）遺伝子」と名付けました。今回、チーム

はG0期に特異的に必要な遺伝子群85個を新

たに同定し、「G0エッセンシャル（GZE）遺伝

子」と名付けました。さらに、SHK遺伝子群と

GZE遺伝子群の関係性を象徴するような研

究結果も確認できたことから、G0期で増殖能

を維持する遺伝子ネットワーク全体の構造

が明らかになってきました。 

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

休止期の細胞が増殖能力を維持するための遺伝子を発見
－新たな癌治療に向けて－

※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。

　細胞は決まった周期で分裂と増殖を繰り返していますが、その周期から外れて休止している

状態をG0（ジーゼロ）期といいます。筋肉、心臓、神経など、ヒト体細胞の90％以上はこれに

あたります。沖縄科学技術大学院大学（OIST）G0細胞ユニット（代表：柳田充弘教授）の佐

二木健一研究員らは、細胞が休止している期間においても再び増殖できる能力を維持するため

に必要な遺伝子群を発見し、その仕組みの一部を解明しました。この遺伝子群は3800以上の遺

伝子の中のわずか85個に絞られ、その中には休止期の細胞内で活性化されるリサイクルシステ

ム（「オートファジー」（注1） を含むシステム）から核を保護する機能が含まれていることがわか

りました。 

　この研究成果は、生物にとって重要な仕組みの解明に道筋をつける他、再増殖能力を維持し

たまま休止期に留まることによって現行の治療に耐性を持つ癌幹細胞を標的とした新たな癌治

療の開発にもつながる可能性があります。本研究成果は、米国の科学誌Scienceの姉妹版電子

ジャーナル Science Advances に掲載されました。

G0期に特異的に必要な85個の遺伝子群「G0エッセンシャル（GZE）遺伝子」とG0期での増殖能維持に必須な81個の遺伝子群
「スーパーハウスキーピング（SHK）遺伝子」を比較すると、GZEの中で最も増殖能低下を示した「Nem1脱リン酸化酵素」が欠如
した分裂酵母株では核の変形が起きており、オートファジー（Autophagy）経路を阻害すると核の変形が改善され、増殖能も回復
することがわかった。SHKの内、Nem1酵素がリン酸化を行う標的タンパク質として「Ned1/lipin遺伝子」があるが、窒素源除去
後にNem1によって脱リン酸化されることが明らかになった。さらに、人工的に変異を誘発させたNed1/lipinの変異株は Nem1
のない株と同様の増殖能低下と核異常を示すことがわかり、これらの異常もオートファジー経路を阻害することで改善すること
がわかった。Nucleophagy: 核に対する自食作用。Nem1のない株では核の変形を引き起こす。

提供:G0 Cell Unit, OIST

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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持に必須であることを示唆しています。ま
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る仕組みのフレームワークとなり得るもの

です。Nem1-Ned1/lipin経路とオートファ

ジーの関係は核とリサイクルシステムの関

係を示したものですが、同定された遺伝子群

の中にはこの関係をさらに興味深くするも

のも含まれています。今後、これら遺伝子群

の解析により仕組みがさらに明らかになる

ことが期待されます。 

　また、G0期での増殖能を維持する仕組み

は、近年報告されているG0期に留まる癌幹

細胞を標的とした新たな癌治療につながる

可能性もあります。実際、GZE遺伝子群の

40％以上で癌との関連性が報告されていま

す。「基礎研究の結果はなかなか特効薬には

なり得ませんが、対処療法とは違った根本的

な解決につながるものだと考えています」

と、佐二木博士は期待を持って語ります。 

用語説明　 

注1 オートファジー：細胞内の自食作用。不要な
物質を分解して廃棄したり、リサイクルした
りする。栄養豊富な状態では、オートファ
ジーは抑制されているが、細胞が飢餓状態に
陥ると、オートファジーが誘導される。 

注2 G0期：分裂酵母は、窒素源を枯渇させた培養
条件下ではG0期に誘導され、成長も分裂も
せずに少なくとも二ヶ月以上の長期にわ
たって生存を維持する。再び、窒素源を添加
すると増殖期に戻る。 

注3 遺伝子破壊株：人工的に組換えを起こし、あ
る遺伝子を取り除いた株を遺伝子破壊株と
いう。増殖期に必須な遺伝子は取り除けない
ため、作れるのは必然的に増殖期に不要な遺
伝子の株のみとなる。 

注4 脱リン酸化：細胞は、その機能を維持するた
めに情報伝達を行っている。細胞内の情報伝
達は、シグナルタンパク質がリン酸基を付け
たり外したりして行う場合が多く、脱リン酸
化はリン酸基を外すことを指す。リン酸基を
外すのは、付ける場合に比べエネルギーが少
なく済み、栄養源除去下でのG0期に特化し
たシグナル伝達（注5） がリン酸基を外すこと
で行われることは理にかなっている。 

注5 シグナル伝達系：細胞内で情報を伝達する経
路。シグナル伝達を担うタンパク質のリン酸
基のやり取りで行われる例が多く報告され
ている。

研究の背景と経緯
　生物の基本単位である細胞は、栄養状況が

悪化するなど環境が増殖（成長）に適さなくな

ると、増殖能力は保ちつつも細胞分裂を停止す

る期間「G0（ジーゼロ）期」に入ります。この時、

再び環境が良くなり活動を再開した際に、また

増殖する能力「増殖能」を維持することは、生物

にとって生死にも匹敵する重要な問題です。単

細胞生物の場合、増殖能を失えば子孫を残せま

せんし、多数の細胞からなる高等生物にとって

も代謝や発達に重大な影響を及ぼすからです。

また、G0期での増殖能の維持は、癌治療の側面

からも注目されています。近年、癌腫瘍の中に

は様々な種類の細胞が存在することが報告さ

れていますが、中でも癌幹細胞と呼ばれる細胞

はG0期に留まり、増殖細胞を標的とした現行

の治療を逃れ、完治を困難にしています。 

　研究チームはこれまで、G0期で細胞が増殖

能を維持する仕組みの解明を目指して研究

を続けてきました。先行研究では、分裂酵母

を用いた実験から、G0期での増殖能維持に必

須な遺伝子81個を同定しました。これらの遺

伝子群はG0期のみならず増殖期でも必須

だったため、「スーパーハウスキーピング

（SHK）遺伝子」と名付けました。今回、チーム

はG0期に特異的に必要な遺伝子群85個を新

たに同定し、「G0エッセンシャル（GZE）遺伝

子」と名付けました。さらに、SHK遺伝子群と

GZE遺伝子群の関係性を象徴するような研

究結果も確認できたことから、G0期で増殖能

を維持する遺伝子ネットワーク全体の構造

が明らかになってきました。 

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

休止期の細胞が増殖能力を維持するための遺伝子を発見
－新たな癌治療に向けて－

※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。

　細胞は決まった周期で分裂と増殖を繰り返していますが、その周期から外れて休止している

状態をG0（ジーゼロ）期といいます。筋肉、心臓、神経など、ヒト体細胞の90％以上はこれに

あたります。沖縄科学技術大学院大学（OIST）G0細胞ユニット（代表：柳田充弘教授）の佐

二木健一研究員らは、細胞が休止している期間においても再び増殖できる能力を維持するため

に必要な遺伝子群を発見し、その仕組みの一部を解明しました。この遺伝子群は3800以上の遺

伝子の中のわずか85個に絞られ、その中には休止期の細胞内で活性化されるリサイクルシステ

ム（「オートファジー」（注1） を含むシステム）から核を保護する機能が含まれていることがわか

りました。 

　この研究成果は、生物にとって重要な仕組みの解明に道筋をつける他、再増殖能力を維持し

たまま休止期に留まることによって現行の治療に耐性を持つ癌幹細胞を標的とした新たな癌治

療の開発にもつながる可能性があります。本研究成果は、米国の科学誌Scienceの姉妹版電子

ジャーナル Science Advances に掲載されました。

G0期に特異的に必要な85個の遺伝子群「G0エッセンシャル（GZE）遺伝子」とG0期での増殖能維持に必須な81個の遺伝子群
「スーパーハウスキーピング（SHK）遺伝子」を比較すると、GZEの中で最も増殖能低下を示した「Nem1脱リン酸化酵素」が欠如
した分裂酵母株では核の変形が起きており、オートファジー（Autophagy）経路を阻害すると核の変形が改善され、増殖能も回復
することがわかった。SHKの内、Nem1酵素がリン酸化を行う標的タンパク質として「Ned1/lipin遺伝子」があるが、窒素源除去
後にNem1によって脱リン酸化されることが明らかになった。さらに、人工的に変異を誘発させたNed1/lipinの変異株は Nem1
のない株と同様の増殖能低下と核異常を示すことがわかり、これらの異常もオートファジー経路を阻害することで改善すること
がわかった。Nucleophagy: 核に対する自食作用。Nem1のない株では核の変形を引き起こす。

提供:G0 Cell Unit, OIST

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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研究内容
　分裂酵母は培地中の窒素源を除去するこ

とによりG0期に進入（注2） し、再添加により増

殖期に戻ります。この性質を利用して、人為

的にある特定の遺伝子を取り除いた（ 注 3 ） 

3800株を超える分裂酵母を用意し、G0期に

進入した後、増殖期に戻れない85株を選び

出しました。それら85個の取り除かれてい

た遺伝子は、G0期の増殖能維持に特異的に

必要であったため、「G0エッセンシャル 

（GZE）遺伝子群」と名付けました。 

　これらのGZE遺伝子群の中で、特にタン

パク質の脱リン酸化（注4） に関わる酵素とオー

トファジー（自食）に関わる遺伝子の数が多

く、中でも最も著しい増殖能低下を示したの

は「Nem1脱リン酸化酵素」のない分裂酵母

株でした。観察すると、この株は窒素源除去

後、顕著な核の変形を起こしていました。さ

らに研究を進めると、核の変形は、オート

ファジー経路を阻害すると改善され、増殖能

も回復することがわかりました。 

　さらに、Nem1酵素がリン酸化を行う標的

タンパク質として「Ned1/lipin遺伝子」があ

りますが、この遺伝子は、以前の実験によっ

てスーパーハウスキーピング（SHK）遺伝子

として同定されていました。そこでNem1と

Ned1/lipinのG0期での関係を調べたとこ

ろ、「Ned1/lipin」は窒素源除去後にNem1

によって脱リン酸化されることがわかりま

した。また、人工的に変異を誘発させた

Ned1/lipinの変異株は Nem1のない株と同

様の増殖能低下と核異常を示すことがわか

り、さらに、これらの異常もオートファジー

経路を阻害することで改善することがわか

りました（上図）。 

　これらの結果は、Nem1-Ned1/lipin経路

が正常に働き、オートファジーの過度な自食

から核を保護することがG0期での増殖能維

持に必須であることを示唆しています。ま

た、ここでは、Nem1（GZE遺伝子）がスイッ

チとなり、Ned1/lipin（SHK遺伝子）を制御

するという関係性も見えました。このこと

は、GZE遺伝子群とSHK遺伝子群がそれぞ

れG0期に特化したスイッチとそのスイッチ

に制御される基本的細胞機能を担う集団で

ある可能性を示唆しており、増殖能を維持す

る遺伝子ネットワークの構造が垣間見える

結果となりました。 

今回の研究成果のインパクト・今後の
展開
　私たちの体のほとんどの細胞は成長も分

裂もしない休止の状態であるG0期にありま

す。そのG0期で増殖能がどのように維持さ

れているのかという問題を理解することは、

私たちの生命活動にも深く関わり、今回の研

究成果はその仕組みの全体像を提示してい

ます。先に同定されたSHK遺伝子群と今回

同定したGZE遺伝子群は、増殖能を維持す

る仕組みのフレームワークとなり得るもの

です。Nem1-Ned1/lipin経路とオートファ

ジーの関係は核とリサイクルシステムの関

係を示したものですが、同定された遺伝子群

の中にはこの関係をさらに興味深くするも

のも含まれています。今後、これら遺伝子群

の解析により仕組みがさらに明らかになる

ことが期待されます。 

　また、G0期での増殖能を維持する仕組み

は、近年報告されているG0期に留まる癌幹

細胞を標的とした新たな癌治療につながる

可能性もあります。実際、GZE遺伝子群の

40％以上で癌との関連性が報告されていま

す。「基礎研究の結果はなかなか特効薬には

なり得ませんが、対処療法とは違った根本的

な解決につながるものだと考えています」

と、佐二木博士は期待を持って語ります。 

用語説明　 

注1 オートファジー：細胞内の自食作用。不要な
物質を分解して廃棄したり、リサイクルした
りする。栄養豊富な状態では、オートファ
ジーは抑制されているが、細胞が飢餓状態に
陥ると、オートファジーが誘導される。 

注2 G0期：分裂酵母は、窒素源を枯渇させた培養
条件下ではG0期に誘導され、成長も分裂も
せずに少なくとも二ヶ月以上の長期にわ
たって生存を維持する。再び、窒素源を添加
すると増殖期に戻る。 

注3 遺伝子破壊株：人工的に組換えを起こし、あ
る遺伝子を取り除いた株を遺伝子破壊株と
いう。増殖期に必須な遺伝子は取り除けない
ため、作れるのは必然的に増殖期に不要な遺
伝子の株のみとなる。 

注4 脱リン酸化：細胞は、その機能を維持するた
めに情報伝達を行っている。細胞内の情報伝
達は、シグナルタンパク質がリン酸基を付け
たり外したりして行う場合が多く、脱リン酸
化はリン酸基を外すことを指す。リン酸基を
外すのは、付ける場合に比べエネルギーが少
なく済み、栄養源除去下でのG0期に特化し
たシグナル伝達（注5） がリン酸基を外すこと
で行われることは理にかなっている。 

注5 シグナル伝達系：細胞内で情報を伝達する経
路。シグナル伝達を担うタンパク質のリン酸
基のやり取りで行われる例が多く報告され
ている。

研究の背景と経緯
　生物の基本単位である細胞は、栄養状況が

悪化するなど環境が増殖（成長）に適さなくな

ると、増殖能力は保ちつつも細胞分裂を停止す

る期間「G0（ジーゼロ）期」に入ります。この時、

再び環境が良くなり活動を再開した際に、また

増殖する能力「増殖能」を維持することは、生物

にとって生死にも匹敵する重要な問題です。単

細胞生物の場合、増殖能を失えば子孫を残せま

せんし、多数の細胞からなる高等生物にとって

も代謝や発達に重大な影響を及ぼすからです。

また、G0期での増殖能の維持は、癌治療の側面

からも注目されています。近年、癌腫瘍の中に

は様々な種類の細胞が存在することが報告さ

れていますが、中でも癌幹細胞と呼ばれる細胞

はG0期に留まり、増殖細胞を標的とした現行

の治療を逃れ、完治を困難にしています。 

　研究チームはこれまで、G0期で細胞が増殖

能を維持する仕組みの解明を目指して研究

を続けてきました。先行研究では、分裂酵母

を用いた実験から、G0期での増殖能維持に必

須な遺伝子81個を同定しました。これらの遺

伝子群はG0期のみならず増殖期でも必須

だったため、「スーパーハウスキーピング

（SHK）遺伝子」と名付けました。今回、チーム

はG0期に特異的に必要な遺伝子群85個を新

たに同定し、「G0エッセンシャル（GZE）遺伝

子」と名付けました。さらに、SHK遺伝子群と

GZE遺伝子群の関係性を象徴するような研

究結果も確認できたことから、G0期で増殖能

を維持する遺伝子ネットワーク全体の構造

が明らかになってきました。 

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。

本研究チーム。左から：田原由莉亜技術員、上原理沙技術員、

佐二木健一研究員、柳田充弘教授、佐々木敏雄技術員

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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　沖縄県ではこれまで、一般財団法人沖縄観光コ

ンベンションビューロー（会長：平良朝敬、以下

OCVB）と観光関連事業者が連携し、沖縄のリゾー

ト資源を生かした MICE の誘致に取り組んできま

した。その結果、企業ミーティングやインセンティ

ブ旅行、国際的なコンベンション等の開催が増え、

近年では、平成 22 年に創設された沖縄科学技術

大学院大学が行う最先端研究の成果を発表する機

会として、国際学会や国際ワークショップ等の学

術イベントも増加傾向にあります。

　下記のグラフは、沖縄県内における MICE の開

催状況を示しています。沖縄県内では、年間 1,209

件（平成 29 年）の MICE が開催されており、リゾー

ト型の MICE 都市として、国内で一定の評価を得

ています。一方で、大型施設がないことから、大

規模のコンベンションおよび展示会・イベントの

開催件数が相対的に少ないのが現状です。

～「チーム沖縄」が一体となった MICE セールス体制の構築にむけて～

■ MICE 開催実績の推移

■参加分野別及び規模別開催実績（件数）の内訳
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　今後は、強みであるリゾート資源を生かした

企業ミーティング・インセンティブ旅行に加え、

MICE が有する経済的・社会的効果を高めるため

にも、国際的なコンベンションやアジアの活力を

取り込む展示会・商談会の誘致・開催が課題です。

　世界の MICE 市場では、アジア・太平洋地域の

経済発展に連動する形で、MICE 需要が増大して

います。そのため、わが国でも「2030 年には、

アジア NO.1 の国際会議開催国としての不動の地

位を築く」という目標を掲げ、政府全体で MICE

誘致の支援体制を強化する取り組みが進められて

います。

　沖縄県内でも、経済界を中心として大規模な展

示会等のニーズが高まっており、アジアをはじめ

とする国内外の様々な MICE 需要を積極的に取り

込むため、3 万㎡の展示場を備えた新たな MICE

施設の建設に向けた取組を進めています。

　そして昨年７月、沖縄県は MICE を経済成長の

プラットフォームとして新たに位置づけ、MICE

による産業振興と都市ブランド力の向上を図るた

め、今後 10 年間の MICE 振興の基本方向や中長

期目標、具体的施策をまとめた「沖縄 MICE 振興

戦略」を策定しました。

　また、同じ７月、MICE を盛り上げる新たな組

織「沖縄 MICE ネットワーク」も設立しています。

OCVB 等が事務局を務めるこの組織は、経済界、

大学、行政機関など産学官で構成され、MICE に

関する総合的な支援体制づくりや産業横断的な受

入体制の構築、沖縄 MICE のプロモーション等に

ついて、チーム沖縄として取り組むこととしてい

ます。すでに 180 を超える企業、団体が本ネット

ワークに加入しています。（※沖縄 MICE ネット

ワークの詳細については、りゅうぎん調査　平成

29 年 7 月号にて既出）

　さらに、今年３月には、国際的な MICE 都市と

しての沖縄のブランドイメージを世界に発信する

ため、沖縄の MICE ブランド・ロゴが誕生しました。

　沖縄 MICE ブランドは、沖縄 MICE ネットワー

ク内に設置されたブランド部会と、外部有識者等

で構成される沖縄 MICE ブランド決定委員会での

5 か月にわたる議論を経て決定されました。

　売る側と買う側の想いのミスマッチを起こさな

いように、独りよがりにならずに「伝えたい想い

（コンセプト）」を表現するには、顧客の心に響く

「卓越したストーリー」が必要です。そのため沖縄

MICE ネットワーク・ブランド部会では、キック

オフセミナーと４回の部会を通じて、「沖縄 MICE

が持つ魅力とは何か」「その中から特出して訴える

べき価値とは何か」を徹底的に討論しました。

　まず、部会メンバー（県内 MICE 関係者）で、

「伝えたい沖縄の魅力」を抽出しました。次に、

MICE 主催者への調査で、「開催地への期待とは何

か」を探りました。そこから生まれたブランドの

核となる沖縄の魅力＝「沖縄ならではの価値」「競

合地との差別化要素」は下記の 3 点に集約されま

した。

（1） 沖縄は寛容ですべての人々を受け入れる

→　万国津梁の精神、オープンマインドな県

民性

（2） 沖縄の自然がもたらす非日常的空間

→　人の心と感性を磨く、新たなアイディア

を創造

【成果目標】
基準年 5年後 10年後

（2016年） （2021年） （2026年）
209億円 413億円 722億円

252億円 506億円 889億円
（間接効果）

0団体 130団体 160団体
85件 134件 231件

指標

MICE開催による直接経済効果
参加者消費額＋主催者支出額＋出展者支出額

MICE開催による経済波及効果

沖縄MICEネットワーク会員数
1,000名以上の催事件数

＜図1.＞

【基本戦略】
戦略１
戦略２
戦略３

沖縄MICE振興戦略（2017年度～2026年度）概要

マーケティングに基づくプロモーションの展開
大型MICE施設を核とした全県的な受入体制の構築
MICEに関わるプレーヤーの育成・確保

＜図2.＞
【MICE誘致方針】
方針１
方針２
方針３

リゾート資源を生かした企業ミーティング。インセンティブ旅行の誘致
大学・産業界との連携による質の高いコンベンションの誘致・開催

アジアの活力を取り込む展示会・商談会等の誘致・開催
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（3） 都市機能、産業基盤、先進的研究の集積・高

度化

→　国際空港、観光施設、アジア経済戦略構想、

亜熱帯島嶼型の研究実績等

　顧客の視点からみて意味のある価値のことを「バ

リュー・プロポジション」と言います。主催者が

MICE 都市に望む「期待」と、沖縄側が伝えたい「沖

縄 MICE の魅力」が一致する価値、それがさら

に他の競合地には提供できない価値であれば、そ

の価値はなおさら高まります。ブランド部会の議

論をもとにまとめられた上記 3 点をさらにストー

リー化したバリュープロポジションが下右記のと

おりです。

　ロゴ、ブランドストーリーができあがれば、ブ

ランド構築が終了するわけではありません。今後、

県・OCVB だけでなく、MICE 誘致に関わる全員

がブランドを正しく理解し、同じ方向性を向いて

沖縄をセールスすることが肝要です。

　MICE ブランドの意義、担うべき役割は、「外部

に対するもの」と「内部に対するもの」の二つが

あります。外部（主催者、旅行会社、PCO ／ PEO 等）

に対しては、MICE 開催地としての沖縄が、MICE

開催の目的達成につながるどのような価値・メ

リットがあるかを伝え、保証するものです。内部

（MICE 関連事業者、県民）に対しては、MICE に

関わる全ての関係者が、沖縄をセールスするため

の統一した指針となるものです。全ての県内事業

者が、沖縄 MICE のブランド価値について同じ認

識を持って行動することで、顧客に対し、同じメッ

セージの矢をはなつことができます。

　MICE 関連事業者を核に、広く県民の皆様に

も沖縄 MICE ブランドを知っていただき、価値

を感じ、活用いただくことで、外部に対して千

本、万本のセールスの矢を放つことができるよう、

OCVB では、沖縄 MICE ネットワークとともに、

沖縄 MICE ブランドの構築、啓発に尽力し、沖縄

MICE の振興に貢献したいと思います。

＜図5.＞

＜図6.＞

青字：沖縄が伝えたい魅力

赤字：主催者に提供できる価値

21世紀のアジア発展の架け橋として進化し続ける沖縄のビジ
ネス環境は、生み出された「価値」を未来へと繋ぎます。

アジアを代表するリゾート環境を備えたビジネス都市・沖縄で
の特別な体験が、明日に向けてのエネルギーをチャージし、
大海のように広がるインスピレーションを湧き起こします。

国を、人を、英知を、そしてビジネス繋ぐ沖縄は、未来を拓
き、変化させる結節点となります。

琉球の時代から今日へ、その繁栄を支えてきた万国津梁の
精神が受け継がれています。

日本にありながら独自の歴史、文化、自然環境を持つ沖縄に
は、全ての人、あらゆる垣根を越えた交流と融合が育まれ、

ブランドストーリー（バリュー・プロポジション）

【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　MICE 推進課内　沖縄 MICE ネットワーク事務局
〒 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 :098-851-3765　　　
E-mai l :  in fo@okinawamicenetwork . jp
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1． はじめに
　来沖する訪日外国人観光客の数は、2017 年

に 254 万人となった。また、2009 年に開設さ

れた沖縄貨物ハブは、来年で 10 年となる。

　本稿においては、来沖する訪日外国人の属性

及びショッピング行動と輸出の関連性を示すこ

とにある。すなわち、来沖した外国人の飲食体

験やサービス体験により日本製品への信頼性が

向上し、帰国したのちも購買意欲を持ちスマホ

等で発注することにより、当該国への日本製品

の輸出が増加するという仮説を現在入手できる

データを使って証明しようという試みである。

これは、ハワイを超える観光客数と沖縄貨物ハ

ブという高度な国際貨物拠点を有する沖縄県で

あるからこそ、価値のある試みである。

2. 外国客 ( 空路 ) の動向と消費
　近年、LCC の那覇空港への就航が相次ぎ、

空路による訪日外国人が増加している。( 表 1)

　沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課は、毎

年那覇空港と石垣空港において訪日外国人観光

客へのアンケート調査を行っている。平成 29

年度においては、那覇空港および石垣空港にお

いて 1,932 名の回答を得ている。１）

　以下の分析は、台湾 (626)、韓国 (566)、香

港 (338)、中国 (290) のデータをもとに行われ

たものである。( 標本数の 94%)

　年代を見てみると、韓国は

20 代と 30 代が拮抗してい

るが、台湾、香港、中国にお

いては、30 代の割合が高く

なっている。( 表 2、図 1)

インバウンド消費と
沖縄貨物ハブよりの輸出について

早稲田大学大学院商学研究科博士課程満期終了退学
琉球大学国際地域創造学部

教授　知念　肇

　
特 別 寄 稿

国・地域

台　　湾

韓　　国

中国本土

香　　港

そ の 他

動　　向
タイガーエアー台湾による高雄－那覇路線の新規
就航などの航空路線の拡充に 加え、クルーズ船の
寄港回数増により、空路・海路客ともに増加し初
の 80 万人台 となった。
ティーウェイ航空による大邱－那覇路線の新規就
航を含む航空路線の拡充によ り、空路客を中心に
増加、過去最高を更新し、初の 50 万人台となった。
中国東方航空による西安－那覇路線の新規就航等
により空路は前年度並みとな ったが、中国発クルー
ズ船の寄港回数増により、海路客が増加し、初の 
50 万人台 となった。
香港エクスプレスによる香港－石垣路線の通年化
や、香港発クルーズ船の寄港により、空路・海路
客ともに増加、過去最高を更新した。
ピーチアビエーションによるバンコク－那覇路線
の通年運航や、ジェットスタ ー・アジア航空によ
るシンガポール－那覇路線の新規就航など東南ア
ジア方面での 航空路線の拡充があった。

表１．国籍別の動向

図 1

出所：沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課

(2018.7.5)『平成 29 年度入域観光客数概況』

沖縄県
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特別寄稿

　同行者を見てみると、家族・親類が多く、

30 代を中心に家族で沖縄観光を楽しむケース

が多いと見られる。( 図 2)

　初めて来沖する観光客は、韓国と中国に多く、

台湾、香港は比較的リピーターが多い。( 図 3)

　所得階層別に見てみると、台湾とその他の国

籍で違いが鮮明に出ている。台湾国籍では、所

得 240 万円以下の来沖客が占める割合が 50%

近いのに対し、他国籍では、所得 240 万円以

上の来沖客の占める割合が高い。( 図 4、図 5)

　台北から LCC を利用し沖縄県を訪れるとす

れば、片道 1 万円を切るケースも珍しくない

事を考えると、台湾国籍の人々にとって沖縄は

気楽に訪れることのできる一番近い日本となっ

ている。

　韓国国籍を除くと、いずれもショッピングを

行う割合が 80% を超えているが、とりわけ台

湾国籍においては、90% 近くに達している。( 表

3、図 6)

　台湾国籍においては、リピーターが多いこと

からしても、定期的に日本製商品を仕入れるビ

ジネスマンも多く存在すると思われるが、国内

のショッピングセンターを楽しむ感覚で来沖す

る所謂「準国内化」が進んでいると見てよい。

3．インバウンド消費関連商品輸出の傾向
　以下の分析は、財務省税関沖縄管区のデータ

をもとに行ったものである。２）インバウンド

消費関連商品とは、来沖した外国人観光客が飲

食体験や化粧品のメイクのようにサービス体験

可能な商品のことである。今回は、「飲料」、「肉

類及び同調整品」、「魚類及び同調整品」、「果実」、

「野菜」、「化粧品」を取り上げた。

(1) 飲料
　ビールは工場見学が好評で、高品質ビール試

飲が出来、来沖外国人観光客の高い信頼を得て

いる。特に台湾では、コンビニで沖縄産ビール

図 2

図 3

図 6

図 4

図 5
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が定番となっているため、安定して輸出が推移

している。また営業所を設け、細かく市場を分

析できることも効果をあげている。( 図 7)

　ビールの売り込みは当初空路から始まる場合

が多いが、沖縄産ビールはヨーロッパをはじめ

様々な地域に輸出されている。( 図 8)

　

　

　アジアでも図 9 で見る通りシンガポールや

オーストラリアでの売れ行きが好調だ。しかし、

ここで注意しなければならないのは、しっかり

とした販路が構築できなければ、図 9 の中国

等のように一過性のブームに終わる危険性が高

いという事である。店に無ければ、入荷を待つ

人はなく他のブランドを購入し、沖縄での飲食

体験を忘れるのである。しかも沖縄産ビールは

地元ビールの 2 倍以上の値段となるのが通常

である。　

(2) 肉類及び同調整品
　肉類の輸出は、ほぼ 100% 沖縄貨物ハブを

使った空路である。2017 年に台湾で和牛肉輸

入が解禁された等の影響でアジアへの輸出が大

幅に伸びている。シンガポールやタイでも高級

和牛は人気商品となっている。( 図 10、図 11)

　SNS 等で評判のステーキ店を巡る来沖客も

多く、産地 - レストラン - 貿易会社の連携が深

まれば、今後とも輸出はさらに伸びる有望な商

品である。

(3) 魚類
　魚類及び同調整品の輸出に関しては、税関に

よると通関手続きを行う場所を沖縄以外に移し

た組織があり、一見減少しているように見える

が、実際の取扱量は減少していないとのこと

である。また、この件については ANA Cargo

の担当者も同意見であった。魚類に関しては、

香港への輸出が圧倒的に多い。( 図 12)

図 7

図 10

図 11

図 8

図 9
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特別寄稿

　図 13 で判る通り、魚類の輸出はシンガポー

ルやタイでも好調に推移しているが、高価にも

係わらず旬の魚を買い求めるケースが多い。鮨

等の飲食体験が好影響を与えていると考えられ

る。

(4) 果実輸出
　果実に関しては、山形の高級サクランボ等

の旬の果実が香港中心に輸出されてきたが、

2017 年では台湾、シンガポールなどの新市場

が開拓され、輸出先はアジア全域に広がってい

る。( 図 14、図 15)

(5) 野菜
　野菜類の輸出先としては、農業が産業として

成立せず、かつ沖縄や日本本土での飲食体験豊

富な香港が主要な輸出先であるが、香港と条件

の似たシンガポールも有望な輸出先と見てよ

い。( 図 16)

(6) 化粧品
　2012 年においては、ほぼ 100％船舶による

輸出であったが、近年航空便での輸出が増加し

ている。商品自体、軽量コンパクトなものが多

いが、売り場担当者からのヒアリングでは新製

品キャンペーンに敏感に反応しており、購入す

る商品への知識も豊富になっているとのことで

あった。スピード感ある供給体制が求められて

いる。

図 12

図 16

図 17

図 13

図 14

図 15



16

　図 18 で見られる通り、化粧品の輸出先とし

ては、台湾と香港が 90％強を占めている。一

方で那覇空港からの化粧品輸出（表 4.）を見

てみると台湾市場は 2017 年前年比 14.4 倍の

大幅増となっており、台湾の日本製化粧品ユー

ザーがよりキャンペーン等に反応するように

なったと考えられる。

4. おわりに
　以上の分析を通して沖縄での飲食体験やサー

ビス体験は、日本製品への信頼性を高いものと

し、帰国後の購買行動に影響していると考えら

れる。それは多少高くなっても早く商品を手に

入れたいという人々の欲求が那覇空港ハブから

の輸出増につながっているとしてよいだろう。

しかし、沖縄を訪れる外国籍観光客の行動は毎

年のように変化し、連続的ではなくなってい

る。また、日本製品や沖縄への知識も年々豊富

になっていることから、沖縄で得た情報は全国

に公開し、日本全体で COOL JAPAN を演出

すべきところまで来たと感じる。

　沖縄貨物ハブがカバーする片道 4 時間圏内

のアジアの都市は準国内市場と考えてよいが、

沖縄県にとっては、とりわけ台湾を重要な準国

内市場とみるべきである。台湾国籍のインバウ

ンド客と国内客の違いはパスポートを持ってい

るかいないかだけとなっている。

　分析を終えて感じることは、やはりデジタル

化されたビックデータの必要性である。沖縄

県文化スポーツ観光部が行ったアンケートは、

254 万人の外国人観光客の 0.076% に過ぎず、

しかも１年ごとの統計結果である。

　沖縄県の限られた面積や資源を考えると、詳

細なビックデータ解析に基づく素早い政策の実

行が求められる。

　

注 )

1)沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課(2018

年 7 月 5 日 )『平成 29 年度外国人観光客実

態調査概要版』沖縄県庁

http://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-

sports/kankoseisaku/kikaku/report/

inbound_survey_report/h28inbound_

survey_gaiyou.html

2) 『財務省貿易統計』

http://www.customs.go.jp/toukei/srch/

index.html

図 18
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はじめに 

　皆様こんにちは、沖縄県香港事務所の上原で

す。6 月、7 月、8 月は月に 1 度のペースで沖

縄に帰る機会がありました。沖縄に帰る際には、

だいたい大きなスーツケース（空っぽの状態）

を持っていき、不足した日用品の買い足しや、

食材等を買って香港に出掛けることにしていま

す。香港に到着して空港を出る際には、日常的

に入国チェックのため警備員に引き止められる

ことがありますが、7 月の入国の際に、幸か不

幸か引き止められてしまいました。何度か行き

来しておりますが、初めての経験でした。顔が

ウチナー焼けしていたので人相悪く？見えたの

かもしれません。入国チェックは大雑把ですが、

スーツケースの中身については全部見られるな

ど、面倒かつ時間を要しました。中にはゴーヤー

や、島豆腐など沖縄独特の食材も入っていたた

め、警備員がゴーヤーを興味深そうに見ていた

ことが印象的でした（県産のゴーヤーは香港の

日系、元日系スーパーでも普通に売っています！

美味しいですよ―！）。結局 30 分ほど足止めを

されましたが、特に何も没収されることなく無

事解放されました。金塊等のスーツケースによ

る密輸犯罪などは厳しく取り締まらないといけ

ないと思いますが、何も悪いことはしていない

のに、あれこれとチェックされるのは余り気分

の良いものではありませんでした。…最近では

那覇空港でもチェックが厳しくなっている印象

があり、これからは双方の空港を出入りする際

には、いつ何時チェックで引き止められるかド

キドキです。

　スーツケースと言えば、香港ではデパート前

などで、スーツケースに大量に商品を押し込ん

でる人々の姿をよく見かけます。大陸から押し

寄せた多くの中国人が香港のデパートや、ドラッ

グストアで大量に商品を買い込んでいるためで

す。特に、大陸にほど近い大型ショッピングモー

ルのある地域では週末になるとモール通路の両

脇に、購入した商品をスーツケースに押し込ん

でいる姿をよく見かけ、騒がしく通路を占領し

ていて迷惑です。しかし、その反面、このよう

な大量需要が香港経済の一端を担うものである

こともまた、実感しております（年間 5,600 万

人を超える香港を訪れる観光客の約 4 分の 3 は

中国人）。

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.123

香港で活躍するウチナーンチュ・
各種イベント　
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　さて、今回のアジア便りでは、香港で活躍す

るウチナーンチュの紹介と各種イベントについ

てお伝え致します。

1. 香港で活躍するウチナーンチュ

　27,429 人（2015 年度）の日本人がいるとさ

れている香港ですが、実はウチナーンチュも結

構な人数がおります。私のように駐在として来

ている人や、現地採用で働いていたり、香港人

（香港で働く人）と結婚して暮らしている人等、

また、年齢、滞在年数、香港に来たきっかけも

様々です。私と同世代の人々も何名かいて、や

はりそこは沖縄らしく共通の知人がいたりしま

す。「やっぱり沖縄狭いねー！」の決まり文句を

香港で聞くとは思いませんでした。（笑）

　今回ご紹介するのは、香港にて居酒屋を経営

する金城雅洋さんです。料理人として大阪で働

いていた金城さんは、香港を訪れた際にその雰

囲気に魅了されておりましたが、知人の紹介も

あったご縁から、14 年前、香港で沖縄居酒屋を

経営するグループに就職し香港生活をスタート

させました。　　

　香港に来た頃から『いつかは自分の店を持ち

たい…』という夢を抱きつつ 1 年ほど沖縄居酒

屋に務めた後、今度は寿司店や串焼き店を経営

する別の飲食店グループへ転職、中でも串焼き

店では料理長を務めるなどして、そのグループ

で 12 年余りを勤めました。そして香港生活 13

年が経過した昨年、夢実現のため独立。2017 年

5 月 24 日に「Kinjo’s Izakaya（居酒屋金城）」

を開店しました。

　沖縄出身の金城さんらしく、メニューには沖

縄そばやごーやーちゃんぷるー、スクガラス、

オリオンビール、泡盛などの沖縄料理はもちろ

ん、串焼き、築地から取り寄せした新鮮な刺身

など、様々な料理を提供しております。　　　

　看板メニューの一つでもある「つくね」は、

鶏もも肉、軟骨、玉ねぎなどを混ぜて 2 時間余

りも「練る」、のではなく「叩いた」手作りの

一品となっております。― せっせと「叩いた」

ことで金城さんの二の腕もおいしく…いえ、た

くましくなっておりましたよ！　オリオンビー

ルは生ビールで提供しており、金城さんの沖縄

で研修を受けた腕前から、その風味は県内で飲

むビールと変わらず大変美味しく頂けました。　

ビールとセットで泡盛を飲む機会は数少ない香

港ですが、同店では水割りやシークワーサー割

りなどで泡盛も楽しんでいる香港人や西洋人を

見ることが出来ました。 またランチタイムも営

業しており、沖縄県産豚肉を使用したロースか

つ定食や週変わりの丼（どんぶり）定食などの

メニューを提供しております。

　　

　店舗はテーブル 14 席、カウンターが 8 席で、

道路側に大きな窓を設け、外から店内の賑やか

な様子が見えることも特徴の一つとなっていま

す。『中が見えやすいことで、お客様がより入り

やすい店舗にしたい』という金城さんの想いか

らこのような店構えとなっています。

　香港では、賃料や物価の上昇、競争の激化から、

飲食店経営は難しいものとされています。実際

に私の住居周辺や、県事務所周辺でも、この 1

年くらいの間で何店舗もの入れ替わりを目にし

ております。金城さんが店を構える中環地区は、
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特に賃料も高く、西洋人なども多く住む地域で

あることから、色々なレストランやバーが軒を

連ねる激戦地区となっております。そんな中、

開店から 1 年以上が経過した今でも、とにかく

人気があり、平日でも予約が取れないこともし

ばしば。ランチタイムも連日行列ができるほど

で、これは金城さんの料理の腕前はもちろん、

人柄の良さ、店舗の雰囲気の良さも人気の秘訣

になっていると思います。また、近隣周辺の日

本人にも好評な店舗となっており、沖縄料理が

味わえる居酒屋としては大人気となっておりま

す。私も良く利用させていただいてますが、ちゃ

んぷるーや沖縄そばを香港でも美味しく味わう

ことができるのは正直ありがたいですね。皆様

も香港を訪れた際には是非、香港で頑張るウチ

ナーンチュのお店「Kinjo’s Izakaya（居酒屋金城）」

に足を運んでみてはいかがですか。

おススメですよ。

【店舗概要】

店　舗　名：Kinjo’s Izakaya（居酒屋金城）

住　　所：G/F, 27, Elgin Street,Soho, Central

　　　　  （最寄駅は中環駅もしくは上環駅）

営業時間：11:30-15:00　18:00-23:00

定　休　日：日曜日

電　　話：（852）2362 9992　

2. 各種イベントについて

【Book fair　7 月 18 日～ 24 日】

　7 月 18 日～ 24 日までの 1 週間にかけて、香

港コンベンションセンターにて Book fair( 書籍

見本市 ) が開催されました。

　沖縄県としては初出展となる本イベントです

が、メイン会場では 1 週間で 100 万人以上の人

が集まる、香港でも最大級のイベントとなって

おります。香港の人口が約 750 万人ですから 7.5

人に 1 人が来場する計算になります。書籍の見本

市ですのでメインは書籍の販売となりますが、サ

ブ会場ではジャパンパビリオンとして各地方自治

体や企業がブースを構え、観光案内を中心に PR

しており、沖縄県もその一環として参加致しまし

た。メイン会場ほどではありませんが、旅行好き

の香港人らしく、ジャパンパビリオンにも多くの

方が来場し賑わいを見せておりました。

　沖縄ブースではパンフレットの配布による観

光 PR の他、４月に新たに沖縄観光本（私も少し

写っている）を発刊した出版会社や、沖縄旅行

を取扱っている旅行代理店にもご参加いただき、

観光本は７日間で 79 冊の販売、旅行商品は、販

売 4 件、相談が 90 件という実績がありました。　

他の観光関連イベントへも出展はしております

が、本イベントは来場者も多く、情報収集に熱

心な方も多かったため非常に良い PR になったと

思います。

【八重山写真展＆トークショー　7 月 21 日（写

真展は～ 8 月 12 日まで）】

　＆ Green という日本人の方が経営するカフェ

にて、SONY 専属カメラマンによる八重山のトー

クショー及び写真展が開催されました。
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SONY ファン、同専属カメラマンのファンや、

八重山ファンが集まった同イベントは開催の告

知から 2 日程で応募が入場定員（70 名）に達す

るなど、注目度の高さを感じました。イベント

当日には、専属カメラマンによるトークショー

の中で、島の風景や食事の写真がエピソードと

ともに紹介されましたが、景勝地の写真への興

味はもちろん、肉好きの香港人らしく、肉料理

の写真が紹介された時には参加者も身を乗り出

して写真を撮るなど大盛況となりました。　　　　

　トークショー終了後には、美崎牛のハンバー

グと石垣産パイナップルの試食が振る舞われ、

八重山の観光だけでなく物産も併せて PR されま

した。興味のあるファン層へ趣向を凝らし、よ

り深く PR できた今回のイベントは、通常の展示

会で不特定多数の来場者に PR するイベントとは

一味違った良さがあり、来場者自身が実際にカ

メラを手に八重山を訪れる機会も増えるのでは

ないかと期待されます。

* きれいな写真が撮れるスポットにグルメを合わ

せたインスタ映えのツアー企画…… *   

イイですよね！

【MUJI 料理教室　7 月 28 日】

　香港の料理スタジオにて、沖縄より講師をお

招きして、沖縄食材を使用した料理教室を開催

しました。

　MUJI（香港の無印）カフェにて 3 月から 9 月

までの期間、沖縄メニューを提供している関係

から本イベントには、MUJI の呼びかけで集まっ

た総勢 15 名が参加しました。参加者は全員香

港人で、普段あまり料理をしない人も多く、ま

た沖縄食材についてあまり知らない人もいらっ

しゃいました。

　調理の前には、沖縄食材の特徴や健康食とし

ての秘訣も説明され、他の県産品や、購入でき

る店舗の紹介も行い、家庭での沖縄食材のさら

なる消費に繋がるようなイベントとなりました。

今回作成したメニューは、①ゴーヤーちゃんぷ

るー、②ミヌダル、③ふーたしゃー、④もずくスー

プ、⑤紅芋ペーストの菓子で、このうち①、②

については実際に参加者も調理、③、④、⑤に

ついては講師のデモの形式で行われました。参

加者は 3 名 1 組で講師の説明やレシピを確認し

ながら調理に奮闘しておりました。初めて扱う

食材に悪戦苦闘しながらも美味しく出来上がっ

た完成品は、みんなで写真を撮ったり、家族へ

のおみやげで持ち帰りにしたりと、思い思いに

楽しんでおられました。

追伸：

　料理が苦手な私も、説明を聞いて調理法を勉

強することができ、後日ゴーヤーちゃんぷるー

を美味しく作ることが出来ましたよ。（嬉）



アジア便り  香港  

H

O
NG  KON

G
 

アジア便り  香港  

21

最後に

　香港のスーパーマーケットです。これまで日

系、元日系の店舗をご紹介してきましたが、今

回からローカルのスーパーマーケットを紹介い

たします。

　ローカルのスーパーマーケットは「Dairy 

farm」と「Watosons」の 2 大グループに分か

れており、それぞれがロウアー層からアッパー

層と顧客の階層別に店舗名を変えて展開してお

ります。階層が上がるほどこれに対する店舗は

装いを変えて、海外産の商品や高価な商品の取

扱いも多くなります。店舗数はロウアー層向け

の店舗が圧倒的な割合を占め、各地に展開し一

般市民の生活に広く根付いております。そんな

ローカルスーパーマーケットから、最も店舗数

の多い「wellcome」をご紹介します。　　

　ちなみに私の住居からも近く、手ごろな値段

で買い物ができるため、一番よく利用する店舗

です。ところで、ディスカウントされた賞味期

限ぎりぎりの豚肉を買ったら、買い損だった…

こともありました。（苦笑）

　

【店舗概要】

店　舗：wellcome（Dairy farm グループ）

店舗数：200 店舗以上

客　層：ロウア―層

県産品：約３品目（塩、ビール、黒糖）

特　徴：２大ローカルスーパーの一つで店舗数

は最も多い。PB（独自）商品も多数あ

り（ウェルカムブランド「No Frills」特

恵牌）。陳列が粗い、棚間隔が狭いなど、

快適な店作りではないが、大衆店である。

地元客中心に利用者は多い。中国産をは

じめとした低価格商品が多い。

　　

※品目数は事務所調べ（H30.3）、時期によって

変動します。

　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！

沖縄県香港事務所

Tel：（852）2968-1006

Fax：（852）2968-1003

E-mail : okinawaopg@biznetvigator.com



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 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】
H28.11.９　「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」
H29.6.20　「業績向上！営業リーダーの条
　　　　　件と役割」
H29.8.17　「インバウンドビジネス成功戦略」

■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
・第7期　小島 英揮 Sti l l  Day One（同）代表社員パラレル
　　　　　　　　　　　　　 マーケター・エバンジェリスト/
　　　　　　　　　　　　　 CMC_Meetup発起人

■「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】

・「仕事が速い人」の時間の使い方

・実践「営業トーク」集

・好かれる人の「気づかい」

・ビジネスモデルをつくった人々

■「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】

・「残業規制時代」に企業ができること

・人事トラブルを防ぐ実務対応Ｑ＆Ａ

・情報を引き出す「質問力」向上のポイント

・次世代の経営リーダーを育てるには

■「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。

■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1。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」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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りゅうぎんビジネスクラブ会員限定
「トップセミナー」開催のご案内

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 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】
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」
H29.6.20　「業績向上！営業リーダーの条
　　　　　件と役割」
H29.8.17　「インバウンドビジネス成功戦略」
H29.11.13　女性限定セミナー（講演＆ヨガ）

■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
・第7期　小島 英揮 Sti l l  Day One（同）代表社員パラレル
　　　　　　　　　　　　　 マーケター・エバンジェリスト/
　　　　　　　　　　　　　 CMC_Meetup発起人

■「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】

・「仕事が速い人」の時間の使い方

・実践「営業トーク」集

・好かれる人の「気づかい」

・ビジネスモデルをつくった人々

■「経営参考小冊子」の定期配送
経営のお役に立つ情報をコンパクトにまとめ
た「りゅうぎんビジネスフラッシュ」を毎週配
信いたします。

【内容例】

・「論理的思考」が身に付く鉄則5選

・管理職の労務管理に関するQ&A

・会議の効率化・改善のヒントを探る

・報酬・謝礼支払いに関わる税務Q&A

■「経営関連情報」の定期配信■

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。

■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1。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」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クラブ
入会申込方法

年会費 20,000円

1

2
3

講演＋会員企業トップの皆さまと弊行役員との親睦会
　りゅうぎんビジネスクラブでは、元マラソン選手の谷口浩美氏を講師にお招きして、「転んでも踏ま
れても立ち上がれ～失敗を怖がらず 糧にして強くなる～」と題し、トップセミナーを開催致します。
　谷口氏は現役時代から指導者となった現在を通じて、合宿やマラソン大会のゲストランナー、講演
会等で沖縄とは深い繋がりを持っていらっしゃいます。講演では、選手時代のエピソードを交えなが
ら、物事に取り組む姿勢や人材育成、また、近年「スポーツアイランド」としても注目を集めている沖縄
のスポーツ振興についてもお話しいただきます。
　講演終了後には弊行役員との懇親会も予定しておりますので、あわせてご参加下さいますようお願
い申し上げます。 ※谷口氏も懇親会に参加いたします！

テ ー マ：『転んでも踏まれても立ち上がれ～失敗を怖がらず糧にして強くなる～』

日　　時：平成30年2月9日(金) 講　演：午後4:30～6:00
　　　　　　　　　　　　　　懇親会：午後6:10～7:30

会　　場：かりゆしアーバンリゾート・ナハ 6階 「ニライカナイ」

募集人員：200名（定員になり次第締め切らせて頂きます）

参 加 料：無料（ビジネスクラブ会員限定、原則1社1名様限り）

申込期限：平成30年2月2日（金）締切

申込方法：所定の申込書に必要事項を記入の上営業店または

　　　　 ビジネスクラブ事務局までご提出ください。

宮崎県出身。元マラソン選手。

日体大卒業後、旭化成へ入社。1988年北京国際マラソンで自己ベスト記録で優勝

を果たし、1991年の世界陸上東京大会では日本陸上界で初となる金メダルを獲

得。1992年バルセロナ五輪で後続選手に押され、シューズを踏まれて転倒（8位入

賞）。ゴール後インタビューでの「こけちゃいました」という人柄の滲み出たコメ

ントは多くの人々を感動させた。

その後、沖電気陸上競技部監督、東京電力長距離・駅伝チーム監督、東京農業大学

陸上競技部助監督を歴任。指導者としての活動の傍ら、全国各地のマラソン大会

等のゲストランナーや講演会等で活躍。宮崎大学 特別教授も務める。

入会のご案内 講演会のご案内

お問合せ 琉球銀行法人事業部内 ビジネスクラブ事務局 照屋・真栄城
TEL．（098）－860－3817 E-mail：fs4@ryugin.co.jp

谷口 浩美氏

講師

非会員の皆様がご参加いただくには「りゅうぎんビジネスクラブ」への入会が必要となります。
クラブのサービス内容や入会手続きに関するお問い合わせは下記連絡先までお気軽にお問合せく
ださい！

開催概要

2/9（金）
開催！

たにぐち ひろ  み
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行政情報
行政情報　

　今後、沖縄経済の発展には、成長著しいアジ

ア市場を取り込むことが必要です。

　このため、内閣府沖縄総合事務局経済産業部

では、産学金官による「沖縄国際ハブクラスター」

を形成し、アジア市場を確実に取り込むため、

沖縄の地域特性を活かしたビジネス環境の整備

や企業の海外展開の支援に取り組んでいます。

　具体的には琉球泡盛海外展開、人材育成、モ

ノづくりや物流事業への補助、大交易会への参

画ですが、この中から、最近の取り組みをご紹

介致します。

(1) 貿易中核人材育成研修が始動！

　一般社団法人沖縄県貿易協会（会長：新垣旬

子（㈱新垣通商社長）以下、貿易協会）では沖

縄型産業中核人材育成事業（平成 30 年度内閣府

委託事業）を活用して、沖縄の商流及び物流機

能を軸とする貿易 ( 中継・加工含む ) に必要な知

識・スキルを習得するための商談型人材育成研

修を 8 月から始めています。

　稼げる貿易を実現するためには、農水産品、

工業製品等の生産者から、陸海空の物流、地域

商社等様々な企業や団体が係わっており、市場

ニーズに柔軟に対応し、生産者から海外消費者

まで一連の流れを全体最適化することが必要で

す。沖縄貿易人材育成研修では 3 段階のレベル

を設けたプログラムになっています。

［レベル１］自社の機能などの理解、相手のニー

ズ・課題の把握、既存商品・サービスを販売で

きる人材

［レベル２］取引相手の顧客やサプライチェーン

上の各プレイヤーのニーズ・課題を把握し、既

存商品・サービスを販売できる人材

［レベル３］サプライチェーン全体を見渡し、新

たな商品・サービスを創出し提案・販売できる

人材

　このような人材を育成することにより、これ

まで取りこぼしていた商機の獲得やお互いの利

害調整など、サプライチェーン上の各業界が協

力し、海外市場獲得に向け、競争力を強化します。

沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について
アジア市場の獲得に向けて
～沖縄国際ハブクラスター事業
の取組～

vol.106
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行政情報
行政情報　

( ２)「いいね！ AWAMORI 展」大交易会併催事業

開催！

　沖縄の貴重な地場産業である泡盛製造業の活

性化を図るため、平成 29 年度より関係団体、地

方公共団体、関係府省などが参加し「琉球泡盛

海外輸出プロジェクト」を立ち上げ、酒造所が

主体となって海外への販路開拓などに向けた取

組を官民一体となり後押しをしています。

　沖縄県酒造組合による海外クルーズ船で琉球

泡盛の提供といったインバウンド向けプロモー

ションや、JETRO 沖縄による今年４月に開催さ

れた島酒フェスタでの輸出相談会等、様々な泡

盛輸出拡大に向けた取組がされています。

　沖縄総合事務局では、これら関係機関と連携

しながら各部で支援を行っています。総務部で

は酒造所等による海外展開の先進的・モデル的

な取組や、同じく沖縄の地域資源である空手と

コラボした取組への支援等を行っています。ま

た、経済産業部では、欧米における泡盛海外展

開 ( ハードリカープロジェクト ) の支援を行って

います。

　平成 30 年度大交易会の併催事業では、沖縄県

酒造組合と共に、来場する海外・国内バイヤー

を対象に泡盛の認知度向上を目的として、「いい

ね！ AWAMORI 展」を開催します。

　琉球泡盛海外輸出プロジェクトの紹介や、海

外市場から見たブランド戦略・商品づくりをテー

マに、欧米等における泡盛の海外展開の取組紹

介を始め、国産長粒米による泡盛づくりの展示

や試飲会を開催します。( 参加無料 )

【日時】

平成 30 年 11 月 29 日（木）・30 日 ( 金 )　

10：00 ～ 17：00

【場所】

沖縄コンベンションセンター会議棟A　会議場A３

【お問合せ】

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課

TEL：０９８－８６６－１７３１

（琉球泡盛海外輸出プロジェクト）

http://www.ogb.go.jp/soumu/017012

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

■本記事に関するお問い合わせについて
　内閣府沖縄総合事務局経済産業部商務通商課

TEL：098-866-1731（担当：安慶田、城間）

内閣府　沖縄総合事務局
経済産業部

vol.106



豊見城市

事業主体

関係地域

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：社会医療法人友愛会　豊見城中央病院（理事長 比嘉國郎）
住　所：沖縄県豊見城市上田25番地　電話：098-850-3811

平成29年8月～平成32年春

病床数 378床

社会医療法人友愛会 豊見城中央病院移転新築工事事業名 ： 

築30年を超え、老朽化・狭隘化や診療諸室の分散した配置構成、また敷地および周辺環境における駐車
場の狭さなどの現施設の抱える問題を新築移転により解決し、医療の質と患者サービスの向上を図る

事業規模

県内大型プロジェクトの動向　vol.104

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

・豊見城中央病院は、これまで急性期医療や24時間の救急医療などの高度医療を担い、災害拠点病院、
地域医療支援病院の取得など地域の中核的医療機関として安心安全な医療に努めてきた。

・現施設は、築30年を超え、老朽化・狭隘化や診療諸室の分散した配置構成、また敷地および周辺環境に
おける駐車場の狭さなどの諸問題に対して改善が求められていた。

・今後の患者への影響、行政の方向性、病院の将来の拡張性などを考慮し、「現地建替」、「近隣土地への
拡張」、「新築移転」などの手法により問題を改善するという方向性を検討した結果、「新築移転」に取
り組むことが決定された。

・新病院は以下のコンセプトで計画中。
 １） 救急機能の拡充
 ２） 災害に強い病院作り （免震構造）
 ３） 専門医療機能強化 （領域別センター制の設置）
 ４） 集学的がん治療体制確立 （放射線治療機器の導入等）
 ５） 新規事業 （エネルギーサービスプロバイダー事業、ニュークックチル導入）

所 在 地：豊見城市字与根50番3　豊見城カントリークラブ跡地
敷地面積：80,349.00㎡（約24,000坪）　
延床面積：48,848.45㎡（約14,500坪）　
階　　数：地上８階（免震棟）、地上３階（耐震等）
構　　造：鉄筋コンクリート造
駐 車 場：約700台
主な配置：外来診療、病棟（378床）、救急、手術、ヘリポートなど

・平成25年３月  土地契約
・平成27年９月  基本設計･実施設計完了　
・平成28年10月  工事開始に伴う近隣住民説明会開催
・平成29年８月  建設工事に着手

現況及び

見 通 し

（図および画像は社会医療法人友愛会豊見城中央病院提供）

完成イメージ図

（図は社会医療法人友愛会豊見城中央病院提供）

（図は社会医療法人友愛会豊見城中央病院提供） 配置計画 現況（免震上部基礎躯体工事、平成30年8月撮影）

・現在は、免震上部基礎躯体工事が進捗中である。

・平成30年8月時点の工事ベースの進捗率は20.1％で、平成32年春の竣工に向けて建築工事をすすめ

ていく。

熟 度 □ 構想段階　□ 計画段階　□ 工事段階　□ 開業・供用段階

進捗状況

経 　 緯

本館

免震棟
（8階建）

耐震棟
（3階建）患者様駐車場

（約700台）

職員駐車場

県内大型プロジェクトの動向   vo l .104
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豊見城市

事業主体

関係地域

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：社会医療法人友愛会　豊見城中央病院（理事長 比嘉國郎）
住　所：沖縄県豊見城市上田25番地　電話：098-850-3811

平成29年8月～平成32年春

病床数 378床

社会医療法人友愛会 豊見城中央病院移転新築工事事業名 ： 

築30年を超え、老朽化・狭隘化や診療諸室の分散した配置構成、また敷地および周辺環境における駐車
場の狭さなどの現施設の抱える問題を新築移転により解決し、医療の質と患者サービスの向上を図る

事業規模

県内大型プロジェクトの動向　vol.104

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

・豊見城中央病院は、これまで急性期医療や24時間の救急医療などの高度医療を担い、災害拠点病院、
地域医療支援病院の取得など地域の中核的医療機関として安心安全な医療に努めてきた。

・現施設は、築30年を超え、老朽化・狭隘化や診療諸室の分散した配置構成、また敷地および周辺環境に
おける駐車場の狭さなどの諸問題に対して改善が求められていた。

・今後の患者への影響、行政の方向性、病院の将来の拡張性などを考慮し、「現地建替」、「近隣土地への
拡張」、「新築移転」などの手法により問題を改善するという方向性を検討した結果、「新築移転」に取
り組むことが決定された。

・新病院は以下のコンセプトで計画中。
 １） 救急機能の拡充
 ２） 災害に強い病院作り （免震構造）
 ３） 専門医療機能強化 （領域別センター制の設置）
 ４） 集学的がん治療体制確立 （放射線治療機器の導入等）
 ５） 新規事業 （エネルギーサービスプロバイダー事業、ニュークックチル導入）

所 在 地：豊見城市字与根50番3　豊見城カントリークラブ跡地
敷地面積：80,349.00㎡（約24,000坪）　
延床面積：48,848.45㎡（約14,500坪）　
階　　数：地上８階（免震棟）、地上３階（耐震等）
構　　造：鉄筋コンクリート造
駐 車 場：約700台
主な配置：外来診療、病棟（378床）、救急、手術、ヘリポートなど

・平成25年３月  土地契約
・平成27年９月  基本設計･実施設計完了　
・平成28年10月  工事開始に伴う近隣住民説明会開催
・平成29年８月  建設工事に着手

現況及び

見 通 し

（図および画像は社会医療法人友愛会豊見城中央病院提供）

完成イメージ図

（図は社会医療法人友愛会豊見城中央病院提供）

（図は社会医療法人友愛会豊見城中央病院提供） 配置計画 現況（免震上部基礎躯体工事、平成30年8月撮影）

・現在は、免震上部基礎躯体工事が進捗中である。

・平成30年8月時点の工事ベースの進捗率は20.1％で、平成32年春の竣工に向けて建築工事をすすめ

ていく。

熟 度 □ 構想段階　□ 計画段階　□ 工事段階　□ 開業・供用段階

進捗状況

経 　 緯

本館

免震棟
（8階建）

耐震棟
（3階建）患者様駐車場

（約700台）
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消費関連
　百貨店売上高は、中元ギフトの早期の販促強化で食料品などが好調だったことなどから４カ月連続
で前年を上回った。スーパー売上高は、台風や前年より気温が低く推移した影響がみられた。既存店
ベースは、食料品や衣料品は夏物商品の動きが鈍かったことなどから減少し、住居関連はエアコンや寝
具の不振などから減少し、２カ月ぶりに前年を下回った。全店ベースは11カ月ぶりに前年を下回った。
新車販売台数は、レンタカー需要の好調などから２カ月ぶりに前年を上回った。電気製品卸売販売額は、
エアコンや太陽光発電システムの減少などから２カ月連続で前年を下回った。
　先行きは、８月も気温が前年より低く推移する影響を受け、夏物商材を中心に消費マインドの弱含み
が見込まれることから、概ね好調となるとみられる。

　公共工事請負金額は、県、独立行政法人等・その他は増加したが、国、市町村は減少したことから、３カ
月連続で前年を下回った。建築着工床面積（６月）は、居住用は増加したが、非居住用は減少したことか
ら２カ月ぶりに前年を下回った。新設住宅着工戸数（６月）は、持家、給与、分譲は減少したが、貸家は増
加したことから２カ月連続で前年を上回った。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３カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セメントは前年を下回
り、生コンは公共工事、民間工事向けともに出荷が減少したことから前年を下回った。鋼材は一部で工
事着工の遅れにより出荷が減少したことから前年を下回り、木材は住宅関連工事向け出荷の増加など
から前年を上回った。
　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、70カ月ぶりに前年を下回った。国内客は３カ月連続で前年を下回り、外国客は17カ
月ぶりに前年を下回った。外国客は、空路利用客は増加したが、海路利用客は減少した。方面別に寄与度
でみると台湾は増加したが、中国本土、韓国、香港は減少した。
　県内主要ホテルは、稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年を下回った。主要観光施設入場者数は４カ月
連続で前年を下回った。ゴルフ場は、入場者数、売上高ともに６カ月ぶりに前年を下回った。
　７月は西日本豪雨の影響や県内外に相次いで接近した台風の影響で弱い動きとなった。
　先行きは、アジア方面からの外国客の旅行需要は依然として根強いことや航空路線の拡充などから、
基調は変わっていないものの、８月も台風の影響があることから、概ね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5.5％増となり３カ月ぶりに前年を上回った。産業別にみると、宿泊業・飲
食サービス業、サービス業などで増加し、建設業、製造業などで減少した。有効求人倍率（季調値）は1.14
倍と、前月より0.01ポイント上昇した。完全失業率（季調値）は2.6％と前月より0.6％ポイント改善した。
　消費者物価指数は、食料や光熱・水道などの上昇により、前年同月比0.9％増と22カ月連続で前年を上
回った。
　企業倒産は、件数が６件で前年同月を１件上回った。負債総額は56億9,700万円で前年同月比
1,605.7％の増加だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

　７月の県内景気をみると、消費関連では、百貨店は中元ギフトの早期の販促強化で食

料品などが好調だったことなどから前年を上回り、スーパーは台風や前年より気温が

低く推移した影響で食料品や衣料品の動きが鈍く前年を下回った。耐久消費財では、新

車販売はレンタカー需要の好調で前年を上回り、電気製品卸売はエアコンや太陽光発

電システムの減少で前年を下回った。

　建設関連では、公共工事は国、市町村は減少したことから前年を下回った。建築着工

床面積（６月）は、非居住用が減少したことから前年を下回った。新設住宅着工戸数（６

月）は、貸家が増加したことから前年を上回った。建設受注額は、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70カ月ぶりに前年を下回った。国内客、外国客ともに

前年を下回った。主要ホテルは、稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年を下回った。

　７月は西日本豪雨の影響や県内外に相次いで接近した台風の影響で弱い動きとなっ

たが、基調は変わっていない。総じてみると、消費関連と観光関連が概ね好調となり、建

設関連は概ね好調なことから、県内景気は拡大の動きに一服感がみられた。

景気は、拡大の動きに一服感がみられる

消費関連では、百貨店が前年を上回る

観光関連では、入域観光客数が前年を下回る
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消費関連
　百貨店売上高は、中元ギフトの早期の販促強化で食料品などが好調だったことなどから４カ月連続
で前年を上回った。スーパー売上高は、台風や前年より気温が低く推移した影響がみられた。既存店
ベースは、食料品や衣料品は夏物商品の動きが鈍かったことなどから減少し、住居関連はエアコンや寝
具の不振などから減少し、２カ月ぶりに前年を下回った。全店ベースは11カ月ぶりに前年を下回った。
新車販売台数は、レンタカー需要の好調などから２カ月ぶりに前年を上回った。電気製品卸売販売額は、
エアコンや太陽光発電システムの減少などから２カ月連続で前年を下回った。
　先行きは、８月も気温が前年より低く推移する影響を受け、夏物商材を中心に消費マインドの弱含み
が見込まれることから、概ね好調となるとみられる。

　公共工事請負金額は、県、独立行政法人等・その他は増加したが、国、市町村は減少したことから、３カ
月連続で前年を下回った。建築着工床面積（６月）は、居住用は増加したが、非居住用は減少したことか
ら２カ月ぶりに前年を下回った。新設住宅着工戸数（６月）は、持家、給与、分譲は減少したが、貸家は増
加したことから２カ月連続で前年を上回った。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３カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セメントは前年を下回
り、生コンは公共工事、民間工事向けともに出荷が減少したことから前年を下回った。鋼材は一部で工
事着工の遅れにより出荷が減少したことから前年を下回り、木材は住宅関連工事向け出荷の増加など
から前年を上回った。
　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、70カ月ぶりに前年を下回った。国内客は３カ月連続で前年を下回り、外国客は17カ
月ぶりに前年を下回った。外国客は、空路利用客は増加したが、海路利用客は減少した。方面別に寄与度
でみると台湾は増加したが、中国本土、韓国、香港は減少した。
　県内主要ホテルは、稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年を下回った。主要観光施設入場者数は４カ月
連続で前年を下回った。ゴルフ場は、入場者数、売上高ともに６カ月ぶりに前年を下回った。
　７月は西日本豪雨の影響や県内外に相次いで接近した台風の影響で弱い動きとなった。
　先行きは、アジア方面からの外国客の旅行需要は依然として根強いことや航空路線の拡充などから、
基調は変わっていないものの、８月も台風の影響があることから、概ね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5.5％増となり３カ月ぶりに前年を上回った。産業別にみると、宿泊業・飲
食サービス業、サービス業などで増加し、建設業、製造業などで減少した。有効求人倍率（季調値）は1.14
倍と、前月より0.01ポイント上昇した。完全失業率（季調値）は2.6％と前月より0.6％ポイント改善した。
　消費者物価指数は、食料や光熱・水道などの上昇により、前年同月比0.9％増と22カ月連続で前年を上
回った。
　企業倒産は、件数が６件で前年同月を１件上回った。負債総額は56億9,700万円で前年同月比
1,605.7％の増加だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

　７月の県内景気をみると、消費関連では、百貨店は中元ギフトの早期の販促強化で食

料品などが好調だったことなどから前年を上回り、スーパーは台風や前年より気温が

低く推移した影響で食料品や衣料品の動きが鈍く前年を下回った。耐久消費財では、新

車販売はレンタカー需要の好調で前年を上回り、電気製品卸売はエアコンや太陽光発

電システムの減少で前年を下回った。

　建設関連では、公共工事は国、市町村は減少したことから前年を下回った。建築着工

床面積（６月）は、非居住用が減少したことから前年を下回った。新設住宅着工戸数（６

月）は、貸家が増加したことから前年を上回った。建設受注額は、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70カ月ぶりに前年を下回った。国内客、外国客ともに

前年を下回った。主要ホテルは、稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年を下回った。

　７月は西日本豪雨の影響や県内外に相次いで接近した台風の影響で弱い動きとなっ

たが、基調は変わっていない。総じてみると、消費関連と観光関連が概ね好調となり、建

設関連は概ね好調なことから、県内景気は拡大の動きに一服感がみられた。

景気は、拡大の動きに一服感がみられる

消費関連では、百貨店が前年を上回る

観光関連では、入域観光客数が前年を下回る
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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。

（注6） 建設受注額は、2018年2月より調査先を19社から18社とした。

2018.7 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2018.7

項目別グラフ　3カ月 2018.5～2018.7

2018.5－2018.7

（注） 広告収入は18年6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18年4月～18年6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。

（注6） 建設受注額は、2018年2月より調査先を19社から18社とした。

2018.7 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2018.7

項目別グラフ　3カ月 2018.5～2018.7

2018.5－2018.7

（注） 広告収入は18年6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18年4月～18年6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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４カ月連続で増加 
・百貨店売上高は、前年同月比0.9％増と４
カ月連続で前年を上回った。台風接近で
集客に影響を受けたものの、食料品は中
元ギフトの早期の販促強化で中元商戦が
好調だったことから増加、家庭用品・その
他は商品券や化粧品の伸長などから増加
した。衣料品はクリアランスセールを６
月に前倒しした反動減もみられ、身の回
り品はバッグが鈍かったことなどから減
少した。
・品目別にみると、食料品（同26.0％増）、家
庭用品・その他（同0.4％増）は増加し、衣料
品（同14.5％減）、身の回り品（同1.6％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11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2.9％減と２カ月ぶりに前年を下
回った。
・台風の接近や気温が前年より低く推移し
た影響がみられ、食料品は飲料などの夏
物商品や青果の動きが鈍かったことなど
から同1.3％減となった。衣料品は、夏物衣
料の需要減少などから同9.9％減となった。
住居関連は、エアコンや寝具の不振など
から同6.0％減となった。
・全店ベースでは同0.1％減と11カ月ぶりに
前年を下回った。

２カ月ぶりに増加
・新車販売台数は6,252台となり、前年同月

比2.8％増と２カ月ぶりに前年を上回った。

普通自動車は、自家用車は減少したもの

の、レンタカー需要が引き続き好調なこ

となどから前年を上回った。軽乗用車は

レンタカー需要が増加したことなどから

前年を上回った。

・普通自動車（登録車）は3,898台（同2.9％

増）で、うち普通乗用車は902台（同13.0％

増）、小型乗用車は2,744台（同0.8％減）で

あった。軽自動車（届出車）は2,354台（同

2.6％増）で、うち軽乗用車1,972台（同

2.6％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】

２カ月連続で減少
・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は１万7,897

台で前年同月比4.0％減と２カ月連続で

前年を下回った。

・内訳では、普通自動車は7,253台（同4.4％

減）、軽自動車は１万644台（同3.8％減）と

なった。

２カ月連続で減少
・電気製品卸売販売額は、台風接近や気温が

低く推移した影響でエアコンが減少した

ことや太陽光発電システムの需要減少な

どから、前年同月比17.0％減と２カ月連続

で前年を下回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではＢＤレコー

ダーが同13.7％減、テレビが同0.8％減、白

物では洗濯機が同3.1％減、冷蔵庫が同

15.9％増、エアコンが同27.8％減、太陽光

発電システムを含むその他は同21.2％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 
・百貨店売上高は、前年同月比0.9％増と４
カ月連続で前年を上回った。台風接近で
集客に影響を受けたものの、食料品は中
元ギフトの早期の販促強化で中元商戦が
好調だったことから増加、家庭用品・その
他は商品券や化粧品の伸長などから増加
した。衣料品はクリアランスセールを６
月に前倒しした反動減もみられ、身の回
り品はバッグが鈍かったことなどから減
少した。
・品目別にみると、食料品（同26.0％増）、家
庭用品・その他（同0.4％増）は増加し、衣料
品（同14.5％減）、身の回り品（同1.6％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11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2.9％減と２カ月ぶりに前年を下
回った。
・台風の接近や気温が前年より低く推移し
た影響がみられ、食料品は飲料などの夏
物商品や青果の動きが鈍かったことなど
から同1.3％減となった。衣料品は、夏物衣
料の需要減少などから同9.9％減となった。
住居関連は、エアコンや寝具の不振など
から同6.0％減となった。
・全店ベースでは同0.1％減と11カ月ぶりに
前年を下回った。

２カ月ぶりに増加
・新車販売台数は6,252台となり、前年同月

比2.8％増と２カ月ぶりに前年を上回った。

普通自動車は、自家用車は減少したもの

の、レンタカー需要が引き続き好調なこ

となどから前年を上回った。軽乗用車は

レンタカー需要が増加したことなどから

前年を上回った。

・普通自動車（登録車）は3,898台（同2.9％

増）で、うち普通乗用車は902台（同13.0％

増）、小型乗用車は2,744台（同0.8％減）で

あった。軽自動車（届出車）は2,354台（同

2.6％増）で、うち軽乗用車1,972台（同

2.6％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】

２カ月連続で減少
・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は１万7,897

台で前年同月比4.0％減と２カ月連続で

前年を下回った。

・内訳では、普通自動車は7,253台（同4.4％

減）、軽自動車は１万644台（同3.8％減）と

なった。

２カ月連続で減少
・電気製品卸売販売額は、台風接近や気温が

低く推移した影響でエアコンが減少した

ことや太陽光発電システムの需要減少な

どから、前年同月比17.0％減と２カ月連続

で前年を下回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではＢＤレコー

ダーが同13.7％減、テレビが同0.8％減、白

物では洗濯機が同3.1％減、冷蔵庫が同

15.9％増、エアコンが同27.8％減、太陽光

発電システムを含むその他は同21.2％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カ月連続で減少
・公共工事請負金額は、267億2,900万円で、

県、独立行政法人等・その他は増加した

が、国、市町村は減少したことから、前年

同月比40.6％減となり、３カ月連続で前

年を下回った。

・発注者別では、国（同71.1％減）、市町村

（同0.3％減）は減少し、県（同10.9％増）、

独立行政法人等・その他（同113.6％増）は

増加した。

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

２カ月ぶりに減少
・建築着工床面積（６月）は18万9,066㎡と

なり、居住用は増加したが、非居住用は

減少したことから、前年同月比14.5％減

と２カ月ぶりに前年を下回った。用途別

では、居住用は同16.0％増となり、非居住

用は同40.7％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、居住産業併

用の項目で増加した。非居住用では、医

療、福祉用や不動産業が増加し、公務用

や飲食店・宿泊業用などが減少した。
出所：国土交通省

２カ月連続で増加
・新設住宅着工戸数（６月）は1,730戸とな

り、持家、給与、分譲は減少したが、貸家

は増加したことから、前年同月比28.8％

増と２カ月連続で前年を上回った。

・利用関係別では、貸家（1,168戸）が同

54.1％増と増加し、持家（288戸）が同

0.3％減、給与（０戸）が全減、分譲（274

戸）が同0.4％減と減少した。

3 新設住宅着工戸数

※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）

３カ月ぶりに減少
・建設受注額（調査先建設会社：18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40.8％減と

３カ月ぶりに前年を下回った。

・発注者別では、公共工事（同248.7％増）

は２カ月連続で増加し、民間工事（同

54.2％減）は３カ月ぶりに減少した。

セメントは20カ月ぶりに減少、
生コンは４カ月ぶりに減少
・セメント出荷量は７万3,875トンとなり、
前年同月比13.3％減と20カ月ぶりに前
年を下回った。
・生コン出荷量は12万9,696㎥で同12.5％
減となり、公共工事、民間工事向けとも
に出荷が減少したことから４カ月ぶり
に前年を下回った。
・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共
工事では、空港関連向け出荷などが増加
し、学校関連向け出荷などが減少した。民
間工事では、商業施設向け出荷などが増
加し、貸家工事向け出荷などが減少した。
・セメント、生コンともに、台風や悪天候
の影響をうけ前年を下回った。

鋼材は３カ月連続で減少、
木材は９カ月連続で増加
・鋼材売上高は、一部で工事着工の遅れに

より出荷が減少したことから前年同月

比6.8％減と３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

増加などから同10.4％増と９カ月連続で

前年を上回った。

5 セメント・生コン（前年同月比）

6 鋼材・木材 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度
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３カ月連続で減少
・公共工事請負金額は、267億2,900万円で、

県、独立行政法人等・その他は増加した

が、国、市町村は減少したことから、前年

同月比40.6％減となり、３カ月連続で前

年を下回った。

・発注者別では、国（同71.1％減）、市町村

（同0.3％減）は減少し、県（同10.9％増）、

独立行政法人等・その他（同113.6％増）は

増加した。

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

２カ月ぶりに減少
・建築着工床面積（６月）は18万9,066㎡と

なり、居住用は増加したが、非居住用は

減少したことから、前年同月比14.5％減

と２カ月ぶりに前年を下回った。用途別

では、居住用は同16.0％増となり、非居住

用は同40.7％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、居住産業併

用の項目で増加した。非居住用では、医

療、福祉用や不動産業が増加し、公務用

や飲食店・宿泊業用などが減少した。
出所：国土交通省

２カ月連続で増加
・新設住宅着工戸数（６月）は1,730戸とな

り、持家、給与、分譲は減少したが、貸家

は増加したことから、前年同月比28.8％

増と２カ月連続で前年を上回った。

・利用関係別では、貸家（1,168戸）が同

54.1％増と増加し、持家（288戸）が同

0.3％減、給与（０戸）が全減、分譲（274

戸）が同0.4％減と減少した。

3 新設住宅着工戸数

※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）

３カ月ぶりに減少
・建設受注額（調査先建設会社：18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40.8％減と

３カ月ぶりに前年を下回った。

・発注者別では、公共工事（同248.7％増）

は２カ月連続で増加し、民間工事（同

54.2％減）は３カ月ぶりに減少した。

セメントは20カ月ぶりに減少、
生コンは４カ月ぶりに減少
・セメント出荷量は７万3,875トンとなり、
前年同月比13.3％減と20カ月ぶりに前
年を下回った。
・生コン出荷量は12万9,696㎥で同12.5％
減となり、公共工事、民間工事向けとも
に出荷が減少したことから４カ月ぶり
に前年を下回った。
・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共
工事では、空港関連向け出荷などが増加
し、学校関連向け出荷などが減少した。民
間工事では、商業施設向け出荷などが増
加し、貸家工事向け出荷などが減少した。
・セメント、生コンともに、台風や悪天候
の影響をうけ前年を下回った。

鋼材は３カ月連続で減少、
木材は９カ月連続で増加
・鋼材売上高は、一部で工事着工の遅れに

より出荷が減少したことから前年同月

比6.8％減と３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

増加などから同10.4％増と９カ月連続で

前年を上回った。

5 セメント・生コン（前年同月比）

6 鋼材・木材 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度
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70カ月ぶりに前年を下回る
・入域観光客数は、88万4,100人（前年同月

比2.6％減）となり、70カ月ぶりに前年を下

回った。７月上旬に発生した西日本豪雨

（平成30年７月豪雨）の影響、県内外に相

次いで接近した台風による航空便の欠航

やクルーズ船の寄港中止、などにより弱い

動きとなった。

・路線別では、空路は75万5,100人（同2.0％

減）となり70カ月ぶりに前年を下回った。

海路は12万9,000人（同5.8％減）となり２

カ月連続で前年を下回った。

・国内客は、59万3,300人（同3.6％減）となり

３カ月連続で前年を下回った。

1 入域観光客数（実数、前年同月比）

2 入域観光客数【外国客】（実数、前年同月比）

17カ月ぶりに前年を下回る
・入域観光客数（外国客）は、29万800人（前

年同月比0.6％減）となり、17カ月ぶりに

前年を下回った。空路は16万6,100人（同

3.0％増）と66カ月連続で前年を上回り、

海路は12万4,700人（同5.1％減）と２カ月

連続で前年を下回った。

・国籍別では、台湾10万4,400人（同13.0％

増）、中国本土６万4,800人（同6.8％減）、韓

国４万1,700人（同5.9％減）、香港２万

8,000人(同8.8％減) 、アメリカ・その他５

万1,900人(同7.0％減)となった。 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カ月ぶりに低下、
売上高は２カ月ぶりに減少
・主要ホテルは、客室稼働率は82.8％となり、

前年同月比3.1％ポイント低下し２カ月ぶ

りに前年を下回った。売上高は同4.0％減

と２カ月ぶりに前年を下回った。

・那覇市内ホテルは、客室稼働率は80.6％と

同3.0％ポイント低下し５カ月連続で前年

を下回り、売上高は同0.8％減と２カ月ぶ

りに前年を下回った。リゾート型ホテルは、

客室稼働率は84.1％と同3.2％ポイント低

下して５カ月ぶりに前年を下回り、売上高

は同4.9％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

出所：りゅうぎん総合研究所

３カ月連続で減少
・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）は減少し、宿泊客室

単価（価格要因）は上昇となり、前年同月

比3.4％減と３カ月連続で前年を下回っ

た。

・那覇市内ホテルは、販売客室数は減少し、

宿泊客室単価は上昇となり、同0.6％増

と３カ月ぶりに前年を上回った。リゾー

ト型ホテルは、販売客室数、宿泊客室単

価ともに低下し、同4.1％減と３カ月連

続で前年を下回った。

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カ月連続で減少
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比10.3％減となり、４カ月連続で前年を

下回った。

入場者数、売上高ともに
６カ月ぶりに減少
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月

比16.6％減と６カ月ぶりに前年を下

回った。県内客は６カ月ぶりに前年を

下回り、県外客は３カ月連続で前年を

下回った。

・売上高は同16.1％減と６カ月ぶりに前

年を下回った。

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）
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70カ月ぶりに前年を下回る
・入域観光客数は、88万4,100人（前年同月

比2.6％減）となり、70カ月ぶりに前年を下

回った。７月上旬に発生した西日本豪雨

（平成30年７月豪雨）の影響、県内外に相

次いで接近した台風による航空便の欠航

やクルーズ船の寄港中止、などにより弱い

動きとなった。

・路線別では、空路は75万5,100人（同2.0％

減）となり70カ月ぶりに前年を下回った。

海路は12万9,000人（同5.8％減）となり２

カ月連続で前年を下回った。

・国内客は、59万3,300人（同3.6％減）となり

３カ月連続で前年を下回った。

1 入域観光客数（実数、前年同月比）

2 入域観光客数【外国客】（実数、前年同月比）

17カ月ぶりに前年を下回る
・入域観光客数（外国客）は、29万800人（前

年同月比0.6％減）となり、17カ月ぶりに

前年を下回った。空路は16万6,100人（同

3.0％増）と66カ月連続で前年を上回り、

海路は12万4,700人（同5.1％減）と２カ月

連続で前年を下回った。

・国籍別では、台湾10万4,400人（同13.0％

増）、中国本土６万4,800人（同6.8％減）、韓

国４万1,700人（同5.9％減）、香港２万

8,000人(同8.8％減) 、アメリカ・その他５

万1,900人(同7.0％減)となった。 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カ月ぶりに低下、
売上高は２カ月ぶりに減少
・主要ホテルは、客室稼働率は82.8％となり、

前年同月比3.1％ポイント低下し２カ月ぶ

りに前年を下回った。売上高は同4.0％減

と２カ月ぶりに前年を下回った。

・那覇市内ホテルは、客室稼働率は80.6％と

同3.0％ポイント低下し５カ月連続で前年

を下回り、売上高は同0.8％減と２カ月ぶ

りに前年を下回った。リゾート型ホテルは、

客室稼働率は84.1％と同3.2％ポイント低

下して５カ月ぶりに前年を下回り、売上高

は同4.9％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

出所：りゅうぎん総合研究所

３カ月連続で減少
・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）は減少し、宿泊客室

単価（価格要因）は上昇となり、前年同月

比3.4％減と３カ月連続で前年を下回っ

た。

・那覇市内ホテルは、販売客室数は減少し、

宿泊客室単価は上昇となり、同0.6％増

と３カ月ぶりに前年を上回った。リゾー

ト型ホテルは、販売客室数、宿泊客室単

価ともに低下し、同4.1％減と３カ月連

続で前年を下回った。

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カ月連続で減少
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比10.3％減となり、４カ月連続で前年を

下回った。

入場者数、売上高ともに
６カ月ぶりに減少
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月

比16.6％減と６カ月ぶりに前年を下

回った。県内客は６カ月ぶりに前年を

下回り、県外客は３カ月連続で前年を

下回った。

・売上高は同16.1％減と６カ月ぶりに前

年を下回った。

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5.5％増となり３

カ月ぶりに前年を上回った。産業別にみる

と、宿泊業・飲食サービス業、サービス業な

どで増加し、建設業、製造業などで減少し

た。有効求人倍率（季調値）は1.14倍と、前月

より0.01ポイント上昇した。

・労働力人口は、71万8,000人で同0.6％減と

なり、就業者数は、69万8,000人で同0.6％増

となった。完全失業者数は２万人で同

28.6％減となり、完全失業率（季調値）は

2.6％と前月より0.6％ポイント改善した。
出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2017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）

22カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比0.9％増と

22カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を

除く総合は同0.6％増と前年を上回った。

・品目別の動きをみると、食料や光熱・水道

などは上昇し、家具・家事用品などは下落

した。

件数、負債総額ともに増加
・倒産件数は、６件で前年同月を１件上

回った。業種別では、製造業２件（同２件

増）、卸売業１件（同1件増）、建設業１件

（同数）、サービス業１件（同数）、小売業１

件（同１件減）だった。

・負債総額は、56億9,700万円となり、前年

同月比1,605.7％の増加だった。

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：６月）は、前年同月

比0.8％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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出所：沖縄気象台

・平均気温は28.3℃となり、平年（28.9℃）、

前年同月（29.9℃）より低かった。降水量は

429.0ｍｍで前年同月（44.0ｍｍ）よりかな

り多かった。

・太平洋高気圧の縁に沿って台風第７号、８

号、10号や熱帯低気圧、湿った空気が流れ

込みやすく、沖縄地方の降水量は過去最高

となり、特に、上旬の降水量は記録的と

なった。中旬以降は晴れの日が多かった。

平均気温は平年より低く、降水量は平年よ

りかなり多く、日照時間は平年より少な

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5.5％増となり３

カ月ぶりに前年を上回った。産業別にみる

と、宿泊業・飲食サービス業、サービス業な

どで増加し、建設業、製造業などで減少し

た。有効求人倍率（季調値）は1.14倍と、前月

より0.01ポイント上昇した。

・労働力人口は、71万8,000人で同0.6％減と

なり、就業者数は、69万8,000人で同0.6％増

となった。完全失業者数は２万人で同

28.6％減となり、完全失業率（季調値）は

2.6％と前月より0.6％ポイント改善した。
出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2017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）

22カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比0.9％増と

22カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を

除く総合は同0.6％増と前年を上回った。

・品目別の動きをみると、食料や光熱・水道

などは上昇し、家具・家事用品などは下落

した。

件数、負債総額ともに増加
・倒産件数は、６件で前年同月を１件上

回った。業種別では、製造業２件（同２件

増）、卸売業１件（同1件増）、建設業１件

（同数）、サービス業１件（同数）、小売業１

件（同１件減）だった。

・負債総額は、56億9,700万円となり、前年

同月比1,605.7％の増加だった。

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：６月）は、前年同月

比0.8％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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出所：沖縄気象台

・平均気温は28.3℃となり、平年（28.9℃）、

前年同月（29.9℃）より低かった。降水量は

429.0ｍｍで前年同月（44.0ｍｍ）よりかな

り多かった。

・太平洋高気圧の縁に沿って台風第７号、８

号、10号や熱帯低気圧、湿った空気が流れ

込みやすく、沖縄地方の降水量は過去最高

となり、特に、上旬の降水量は記録的と

なった。中旬以降は晴れの日が多かった。

平均気温は平年より低く、降水量は平年よ

りかなり多く、日照時間は平年より少な

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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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 3740

　現在、県内では大型のリゾートホテル建設が相次
いでいますが、これら数百億円規模のプロジェクト
を実施する場合、ストラクチャードファイナンス（仕
組み金融）と呼ばれる手法が活用されています。
　図は、ストラクチャードファイナンスの一種であ
る不動産証券化によるファイナンスの例です。事業
者は、特別目的会社を設立してプロジェクトを遂行
します。同社の資本金は、事業者から独立した会計
士からの出資だけで構成され、事業者との独立性が
確保されます。運営はすべて会計士やアセットマネ
ジャーなどが行います。事業者は、出資などで参加
することによって収益を確保します。
　事業者にとって、自身でプロジェクトを手掛ける
よりもコスト負担は大きくなりますが、特別目的会
社を設立してプロジェクトを遂行するため、プロジェ
クトの成否が事業者の既存事業に影響を与えること
はありません。このため、事業者は積極的に新しい
プロジェクトに取り組めます。また銀行および投資
家は、事業者の既存事業がプロジェクトに影響しな
いため、プロジェクトさえ良いものであれば融資お
よび出資を前向きに行います。
　事業者が小規模であっても、内容次第で数百億円
規模のプロジェクトを動かせるのがストラクチャー
ドファイナンスの特徴です。通常のファイナンスで
は難しい事業アイデアであっても、銀行はこうした
仕組みを活用することで、事業者のアイデアの実現
をサポートしています。

　世は猫ブーム。アベノミクスならぬネコノミクスの
経済効果は２兆円を超えるとも言われていますが、ご
みあさりやふん尿など猫による問題も増えています。　
うるま市では昨年、兵庫県に本部がある公益財団法人
どうぶつ基金の「さくらねこ無料避妊手術事業」制度
を活用し、TNR方式によって173頭のさくらねこを
誕生させました。
　TNR方式とは、野良猫を捕獲（Trap）し、不妊手
術（Neuter）を施した後、もとの場所に戻す（Return）
ことにより猫の繁殖を抑え、自然淘汰でその数を減ら
していく試みです。手術した猫はV字型に耳をカット
され手術済みの目印とされますが、その耳の形が桜の
花びらに似ていることから「さくらねこ」とも呼ばれ
るようになりました。
　昨年、県内では犬猫の殺処分数が過去最少となりま
したが、まだまだ多くの犬猫が殺処分という悲しい死
を迎えています。わが家にも縁あって保護した３匹の
愛猫が住んでいます。家族の一員として癒しと安らぎ
を与えてくれる彼らを見るにつけ、私たちにできるこ
とがまだまだあるのではと感じています。
　動物たちの命に心を寄せる社会は、間違いなく高齢
者や子どもたち、そして立場の弱い人々にも心を寄せ
る暖かい社会だと思います。さくらねこ事業のいっそ
うの展開に期待するとともに、この猫ブームが経済効
果にとどまらず、命を尊ぶ優しい社会を広げる契機に
なることを願っています。

猫ブーム 仕組み金融

琉球銀行　赤道支店長
野原　照彦

琉球銀行法人事業部ソリューショングループ　調査役
草間　寛幸

さくらねこ事業に期待 大規模事業実施を支援
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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
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　那覇空港は国内外を結ぶハブ空港の機能をもつとと
もに、沖縄本島と離島を結ぶ拠点空港としても重要な
役割を果たしています。
　国内線旅客数は2009年以降、リ－マンショック
や東日本大震災などの影響により一時的に減少しまし
たが、12年のＬＣＣ（格安航空会社）の就航などで
旅客需要が回復、17年度の国内線旅客数は過去最高
の1,752万人を記録。国内線旅客数の順位で4位と
なっています。
　国際線旅客数は09年度までは約30万人台で推移
していましたが、10年度以降、ビザ発給の緩和や県
を中心とした誘致活動を機に増加基調を強め、17年
度は過去最高の360万人に達し、国際線旅客数の順
位は6位となりました。
　那覇空港では現在、増加するインバウンドへの対応
として国内線と国際線をつなぐ連結タ－ミナル施設の
工事を進めており、19年3月の運用開始が決まって
います。
　これまではいったん外に出て、連絡通路を使い国内
線と国際線を行き来していましたが、連結タ－ミナル
施設が完成すると、外に出る必要がなくスム－ズな移
動が可能になります。
　連結タ－ミナル施設では、国際線やＬＣＣのチェッ
クインカウンタ－が集約・拡張され、国内線のチェッ
クインカウンタ－と連続するため、わかりやすく便利
になります。また約30の物販・飲食店舗が入居予定で、
充実したテナントフロアになる見込みです。
　20年の第2滑走路の完成とあわせて那覇空港の発
展が楽しみです。

　今帰仁村は約9千500人の人口を維持しながら、
自然や歴史・文化を生かした地域活性化に村民一体
となって取り組んでいます。今帰仁城跡で今年1月
27日から2月12日に開催された「今帰仁グスク
桜まつり」は、桜のライトアップや北山王・王妃と
の記念撮影会、伝統芸能披露が好評で、入場者数が
5万人を超える過去最高の入り込みとなりました。
　村内には県内屈指の観光地である古宇利島があり
ます。2005年に古宇利大橋が開通し、10年には
今帰仁村天底と屋我地島を結ぶワルミ大橋が開通し
ました。こうした整備によって、17年度は約82万
人の観光客が古宇利島を訪れました。今後は滞在型
の観光客の誘致を進めながら、観光収入を増やす取
り組みが重要だと考えられています。那覇から北部
への高速船の運航構想にも期待が集まります。
　村内では、統合によって廃校になった小・中学校
跡地に民間事業者が宿泊施設や介護施設、保育園な
どをつくり、有効利用している取り組みも注目され
ています。これらは地元の雇用の創出にもつながっ
ています。
　17年度の今帰仁村のふるさと納税は、1万1千
件で約2億円と過去最高でした。寄付者へのお礼品
として地元の特産品や観光商品を贈呈し、広く全国
にＰＲする良い機会となっています。
　現在、同村は新庁舎の建設に向けて検討を進めて
います。地域のシンボルとして魅力を発信し、同村
がこれまで以上に注目されることが期待されます。

今帰仁村の活性化 那覇空港の発展

琉球銀行　今帰仁支店長
与那嶺　吉文

琉球銀行　那覇空港内出張所所長
澤岻　安一郎

架橋 祭りで魅力伝える 旅客数増 施設拡充進む
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働き方改革関連法について
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㈱マッシグラ（東京都新宿区）は、㈱沖縄

タイムス社との共同出資で「㈱マッシグ

ラ沖縄タイムス」を設立した。18年12月

には、那覇市久茂地のタイムスビル２階

に「Howlive沖縄タイムスコワーキング

プレイス」（８ルーム・20席）を開業予定。

㈱東京商工リサーチ沖縄支店によると、

県内の全用途の17年度建築単価（１㎡あ

たり）は、前年度比4.2％上昇の22万

3,400円と、７年連続で上昇した。居住専

用住宅は同2.6％上昇の19万5,200円で

５年連続、産業用建築物は同2.9％上昇

の25万4,700円で６年連続の上昇となっ

た。

那覇港管理組合は、那覇クルーズターミ

ナル（泊ふ頭地区８号岸壁）で受け入れ

るクルーズ船の対象を拡大した。これま

での最大船型は、総トン数13万GT級・全

長311ｍ（ボイジャー・オブ・ザ・シーズ）

だったが、新たに16万GT級・全長335ｍ

程度の船型（ノルウェージャン・ジョイ

など）も受入可能となった。

沖縄国税事務所の17年度の租税滞納状

況によると、県内で新たに発生した滞納

額は、前年度比5.6％増の65億20百万円

だった。17年度末の滞納整理中のものの

額（滞納残高）は、同0.2％増の68億48百

万円となり、22年ぶりに増加に転じた。

「ハイアットリージェンシー瀬良垣アイ

ランド沖縄」が開業した。客室数は全344

室。恩納村瀬良垣島の「ザ・アイランド」

（７階建て・320室）と沖縄本島側の「ザ・

ビーチハウス」（３階建て・24室）からな

る。

県文化観光スポーツ部は、宿泊施設実態

調査の結果（民泊施設、モーテル、ラブホ

テル等除く）を発表した。17年12月31日

時点の県内宿泊施設は、軒数が前年比

14.2％増の2,082軒、客室数が同7.9％増

の46,068室、収容人数が同8.4％増の

121,403人となり、いずれも16年連続で

過去最高となった。

㈱日本政策投資銀行の18年度設備投資

計画調査によると、大企業（資本金10億

円以上）の18年度国内設備投資額は、生

産能力増強や都市機能拡充に向けた投資

が牽引し、全産業で前年度実績比21.6％

の大幅増、７年連続の増加となる。

農林水産省によると、17年度のカロリー

ベース食料自給率は、食料消費全体に占

める米の割合の減少や、畜産物の輸入品

がより増加したことなどから38％（前年

度同水準）となった。生産額ベース食料自

給率は、円安の影響もあり畜産物や魚介

類の輸入額が増加したことなどから

65％（同２％ポイント低下）となった。

金融庁は、㈱ローソンの子会社である㈱

ローソン銀行（東京都品川区）に対し、銀

行業の免許を付与したことを発表した。

銀行開業予定日は18年９月10日で、ATM

事業やリテール事業（預金、為替、イン

ターネットバンキングなど）を行う。

農林水産省によると、国内の18年上半期

（１-６月）の農林水産物・食品の輸出額は、

前年同期比15.2％増の4,359億円となっ

た。輸出先を輸出額の多い順にみると、１

位が香港、次いで中国、米国の順となった。

また、17年暦年の輸出実績は8,071億円と

５年連続で増加した。

「欧州安定メカニズム」（ESM）は、ギリ

シャが欧州連合（EU）による金融支援プ

ログラムを完了したことを発表した。

ESMは、ギリシャに対し最大860億ユーロ

の枠を設け、３年間で619億ユーロを融

資したが、利用可能な残りの241億ユー

ロは必要なくなった。

アマゾンジャパンは、実店舗でのAmazon 

Payスマートフォン決済を開始した。ス

マ ー ト フ ォ ン に ダ ウ ン ロ ー ド し た

Amazonショッピングアプリに表示され

るQRコードを使うことで、飲食店や美容

院、衣料品などの実店舗での支払いが可

能となる。

沖　　縄 全国・海外

ECONOMIC DIARY 

【経済日誌　　　　　　　　　　】　

ECONOMIC DIARY 　　　　　　　　【経済日誌】

沖縄×日本全国・海外
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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、2017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。

注) 建設受注額は、2018年2月より調査先を19社から18社とした。



47

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、2017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。

注) 建設受注額は、2018年2月より調査先を19社から18社とした。



48

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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ポイントサービスとは！ ポイントサービスのお申
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■平成28年
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

８月（No.574）　経営トップに聞く　医療法人六人会
　　　　　　　An Entrepreneur　レキオファーマ株式会社
　　　　　　　特集　第32回NAHAマラソンの経済波及効果

９月（No.575）　経営トップに聞く　株式会社学友館
　　　　　　　An Entrepreneur　ブーランジェリーパティスリー　いまいパン

10月（No.576）　経営トップに聞く　興南施設管理株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社フルステム

11月（No.577）　経営トップに聞く　株式会社大和工業
　　　　　　　An Entrepreneur　合同会社暮らしかたらぼ

12月（No.578）　経営トップに聞く　オム・ファム株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社クロックワーク

■平成30年
１月（No.579）　経営トップに聞く　サイアスホーム株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社琉球テクノロジー
　　　　　　　特集　沖縄県経済2017年の回顧と2018年の展望

２月（No.580）　経営トップに聞く　北谷長老酒造工場株式会社

３月（No.581）　経営トップに聞く　株式会社沖縄浄管センター
　　　　　　　An Entrepreneur　BENITY合同会社
　　　　　　　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（2017年）

４月（No.582）　経営トップに聞く　株式会社ナノシステムソリューションズ
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社アクティブホビープロダクツ

５月（No.583）　特集　2017年度の沖縄県経済の動向

６月（No.584）　経営トップに聞く　株式会社沖縄ヤマハ
　　　　　　　特別寄稿　沖縄県におけるインバウンド消費を取
　　　　　　　　　　　　り巻く動向について
　　　　　　　特集　沖縄県の主要経済指標

７月（No.585）　経営トップに聞く　株式会社琉球住樂
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社イメイド

８月（No.586）　経営トップに聞く　株式会社沖縄ソフトウェアセンター
　　　　　　　特集1 リーマンショック後の県内ホテル稼働状況
　　　　　　　特集2 沖縄県内における2018年プロ野球
　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果
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  経営トップに聞く
平安株式会社
～得意の塗装技術を活かし、お客様の財産を護る事業を展開する～

代表取締役会長　宮里　和男

新時代の教育研究を切り拓く
～休止期の細胞が増殖能力を維持するための遺伝子を発見

　―新たな癌治療に向けて―～
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
～「チーム沖縄」が一体となったMICEセールス体制の構築にむけて～
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

特別寄稿　インバウンド消費と
　　　　　沖縄貨物ハブよりの輸出について
琉球大学国際地域創造学部　教授　知念　肇

アジア便り 香港
～香港で活躍するウチナーンチュ・各種イベント～

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106
沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組等について

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

県内大型プロジェクトの動向104

沖縄県の景気動向（2018年7月）
～消費関連の百貨店売上は前年を上回り、建設関連も好調に推移しているが、観光関連
　の入域観光客数が前年を下回り、県内景気拡大の動きに一服感がみられる～

学びバンク
・猫ブーム　～さくら猫事業に期待～

  琉球銀行赤道支店長　野原　照彦（のはら　てるひこ）

・仕組み金融　～大規模事業実施を支援～

  琉球銀行法人事業部ソリューショングループ調査役　草間　寛幸（くさま　ひろゆき）

・今帰仁村の活性化　～架橋　祭りで魅力伝える～

  琉球銀行今帰仁支店長　与那嶺　吉文（よなみね　よしふみ）

・那覇空港の発展　～旅客数増　施設拡充進む～

  琉球銀行那覇空港内出張所長　澤岻　安一郎（たくし　やすいちろう）

経営情報 働き方改革関連法について
～2018年6月29日働き方改革関連法が参院本会議で可決されました～
　　　　　　　　　　 提供　太陽グラントソントン税理士法人

経済日誌 2018年８月
県内の主要経済指標
県内の金融統計

みやざと かず　お

ち  ねん はじめ

うえはら かずひさ
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株式会社りゅうぎん総合研究所

〒900-0025　那覇市壺川1丁目1番地9
　　　　　　  りゅうぎん健保会館3階

TEL 835-4650　　FAX 833-3732
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沖縄高速印刷株式会社

宜　保　　諭

すべるリウコムくん
役員の前で

ピタッととまる
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「飛び出せリウコムくん」篇   TVCM15"
とある大きな会議室

10名ほどの役員メンバーが
集まり頭を悩ませる

40代から 60代役員たち：う～ん・・・困ったなあ・・・

リウコムくん登場

リウコム！

リウコム！

この経営課題どうすべき・・・？

びっくり！

バサバサバサ！！

そこはリウコムの ITでラクラク解決～♪

 ITで はたらくをらくにする。

BGM♪

あえてアナログな仕掛けの手作り感たっぷりの
フリップでリウコムの ITを説明するリウコムくん




