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お知らせ

経営トップに聞く
株式会社日進商会
～ユニフォームを通して、お客様に喜ばれる商品作りに努める総合繊維産業～
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起業家訪問　An Entrepreneur
城紅型染工房
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～小型の基盤と光、そして信号変換―細菌との戦いに役立つ装置～
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
～「OCVBの人材育成・確保に向けた取組について」
　人手不足の今だからこそ取り込むべき重要課題～
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
～香港のアマさん文化・各種イベント～

レポーター：
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上原　
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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107
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105

沖縄県の景気動向（2018年8月）
～観光関連の入域観光客数は前年を上回り、建設関連も好調に推移しているが、消費関連の
　百貨店売上が前年を下回り、県内景気拡大の動きに2カ月連続で一服感がみられる～

学びバンク
・FATF審査への対応　～為替取引の監視を強化～
 琉球銀行証券国際部調査役　米山　尚子（よねやま　しょうこ）

・OODAループ　～目標への道　柔軟に対応～
 琉球銀行総務部調査役　比嘉　盛樹（ひが　もりたつ）

・金融機関の振り込み　～来月9日に時間枠拡大～
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・テレワーク　～人材確保へ多様な勤務～
 琉球銀行人事部主任　仲宗根　健（なかそね　けん）

・危機管理　～今こそ体制構築の時期～
 琉球銀行監査部調査役　長間　一浩（ながま　かずひろ）

経営情報 年次有給休暇の取得義務化
～2020年までに有給休暇取得率70％を目標にした有給休暇取得義務化の
　労働基準法改正案が2019年4月より施行されます～
　　　　　　　　　　 提供　太陽グラントソントン税理士法人

経済日誌 2018年９月
県内の主要経済指標
県内の金融統計
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受けられるサービスのことをいいます。

■平成28年
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

９月（No.587） 経営トップに聞く　平安株式会社
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
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お知らせ

　平素より弊社冊子をご愛読いただいている皆様や、掲載記事にご協力をいただいている関

係者の皆様には心より御礼を申し上げます。

　さて、さる 5 月 9 日早朝に当冊子 5 月号掲載予定をしておりました株式会社日進商会の

代表取締役大城英幸氏が不慮の事故に遭遇され急逝されました。弊社としまして、故人を悼

む気持ちから残念ながら同月での掲載は差し控えることと致しました。

　この度、株式会社日進商会様の代表に御子息の大城直也氏が就任され、新体制での同社は

従来以上に盛業中との由、喜ばしく存じます。そこで、喪も明け新体制が整われたことを機に

ご家族の了解を得、事故に遭われる直前に取材させていただき、お聞きした内容を今回 10

月号に掲載することと致しました。

　改めて故大城英幸氏のご冥福をお祈りするとともに、故人の人となりを表す記事を掲載さ

せていただくことで故人の御功績を偲びたいと思います。併せて新代表の大城直也氏をご紹

介致したいと存じます。

平成 30 年 10 月

株式会社りゅうぎん総合研究所

代表取締役　照屋　保
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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。

　当社の前身である合名会社日進商会は、故大

城小枝氏が昭和25年に生地や反物の卸問屋を個

人商店として那覇市壷屋で創業されたものです。

　当時は終戦後の復興時期で物不足時代でし

た。衣食に関するものはそれこそ、飛ぶように

売れる時期でした。そんな中、私が 20 歳の時、

同社に就職しました。同社は当時米軍基地周

辺、特にコザのゲート通りに数多く店を構えて

いた、沖縄駐留中の米兵等相手の紳士服仕立屋

“テーラー”に生地を卸していました。

　その頃、生地の仕入れは日本国（本土）から

輸入するという時代でしたので、銀行を通して

L/C（信用状）等の開設ができる会社が主に輸

入、販売を行っていました。同社もその一社で、

未だ競争相手の少ない頃でした。そして日本復

帰により、様相が一変することになりました。

　復帰と共に、本土資本が流入し競争相手が増

え、当然、生地も輸入の手続きが不要になり、

生地どころか既製品の形での衣服の流入となっ

たのです。従来の卸売りだけではいずれ立ち行

かなくなると考え同社は卸売りに加え縫製、小

売も賄うことにし企業ユニフォームと学校制服

の製造・販売を手掛けることにしたのです。

　そんな折、大城小枝氏の後継問題から、

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
通
し

て
、
お
客
様
に
喜
ば
れ
る

商
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作
り
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 社長
株式会社日進商会は、故大城小枝氏が 1950 年に生地卸販売の個人商店として創業し、1952 年 6 月
設立した合名会社日進商会が前身。その後、1985 年 10 月に大城英幸氏が営業譲渡を受け株式会社
日進商会を設立した。同社は、県内での学校制服、企業ユニフォーム及びかりゆしウエアの製造販売
を行い、現在に至っている。同社のかりゆしウエア “MAJUN” ブランドは県内のみならず県外での知
名度が高い。今回は糸満市西崎の本社をお訪ねし、大城英幸社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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1985 年 10 月に私がその営業権を全て譲り受

けることにし、株式会社日進商会を設立するこ

とになりました。改めて私が代表者に就き、第

二創業となった訳です。

　そして、1998 年には沖縄に進出していた阪

急繊維株式会社を買収、当社の縫製子会社とし

て株式会社ニチハン繊維に商号変更しました。

更に 2004 年にはニチハン繊維の営業部を当社

のビジネス事業部に統合し、製造はニチハン繊

維が、販売は当社ビジネス事業部が担当する製

販分離体制としました。

　2007 年には糸満市に本社・工場を新築移転

し、企画開発・生産・販売および物流倉庫・

本社機能の一貫体制を整えました。さらに、

2017 年 8 月には成長戦略により、手狭となっ

た本社事務所、工場、物流倉庫を増築し、かり

ゆしウエア直売店として「MAJUN 糸満店」を

オープンすることができました。

　

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、企業ユニフォーム・学校制服・

かりゆしウエアの製造、販売です。以下の三つ

が主業務になります。

○企業ユニフォーム：当社では作業服から医療

関係の白衣等、多種多様な業種のユニフォー

ムを提供しています。提案に際しては、機能

性、着心地だけでなくユニフォームを通し

て企業のイメージアップにつながるよう価

値ある商品の提供を心掛けています。ユニ

フォームはその企業のイメージや宣伝の一

つともいえ、会社の顔といっても過言では

ありません。当社では働く人の安全を守り、

対応するお客様に対し信頼感や安心感を与

え、ユニフォームを着る社員の一体感を造り

だせるよう、企業のニーズ（アイデアを形に）

に応えられるよう、企業のアイデアやイメー

ジをユニフォームに具体化出来るよう、一

緒に取り掛かります。常に、お客様満足度

No.1 を目指し、着るユニフォームから着た

いユニフォームの提供を心掛けております。

○学校制服：企業ユニフォーム同様、お客様や

学校現場の声を商品や後のサービスに反映で

きるよう努めています。学校生活の様々な

シーンで生まれる団結力・連帯感を高めるオ

リジナルデザインを用意しており、当社の長

年の経験で培われた技術・ノウハウでデザイ

CAD で服の製図をしている様子

ニチハン繊維外観
本社外観

カッティングセンターの様子
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ン性・機能性も備えており、モデルチェンジ

の提案サポートも行なっております。

○かりゆしウエア：当社売上の半数を占めてい

るのがかりゆしウエアです。その製造・販

売は自社ブランド“MAJUN（マジュン）”と

して取組んでおります。お陰様で、県内は

もとより県外や海外からの観光客にも好評

を博しています。ブランド名は沖縄方言の

「一緒に」という意味で“マジュン”に命名

しました。沖縄発信のかりゆしウエアを何

時でも何処でも、気軽に、着られる“いつ

もあなたのそばに”という想いからです。

　　かりゆしウエアの歴史は古く、1970 年に

社団法人沖縄県観光連盟会長の故宮里定三

氏の発案で「沖縄シャツ」の名称で発売さ

れたのが始まりです。続く 1975 年の沖縄国

際海洋博覧会などでも普及の機会はありま

したが定着せず、2000 年に現在の「かりゆ

しウエア」に名称変更されました。そして

同年開催された九州・沖縄サミットで各国

首脳が着用したことで知名度が上がり、普

及したのです。

　　当社では、県内ではいち早く「巻き伏せ

縫い」の技術を導入、デザインだけでなく

着心地の良さと耐久性を兼ね合わせたもの

になっています。当技術はかりゆしウエア

だけでなく、当社の他の製品でも活用して

います。

沖縄の伝統工芸品等を使った斬新なデザインに

ついてもお聞かせください。

　沖縄の伝統工芸品である「首里織」や「紅型」、

新工芸品の「うらそえ織」を他社製品と差別化

しリーズナブルなかりゆしウエアにできないか

検討を重ね実現しました。

　従来、沖縄の伝統工芸品は手作業での生地織

り込みになるため、高価なものとなり一般には

普及しづらいという課題がありました。しかし、

当社の技術・ノウハウと東京の有名デザイナー

とのコラボレーションにより伝統工芸品をワン

ポイントであしらうことが可能となり、量産化

に結び付いたのです。那覇伝統織物事業協同組

合からも、県内外に沖縄の伝統工芸を PR する

良い機会とお褒めの言葉も頂きました。

　昨年は、伝統工芸品を使いノーアイロンのか

りゆしウエアの発売も開始しました。こちらも、

アイロン不要の伸縮性のある生地に伸縮性のな

い素材である工芸品を縫い合わせるとシワにな

カッティング後の仕分

縫製工場内の様子

信頼できる高い縫製技術

CAD 利用の自動カッティングマシーン
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り易いといわれたものを当社独自の縫製技術で

可能にしたものです。今後も研究を続け、当社

独自の技術を磨き、かりゆしウエアといえば

MAJUN といわれるよう努力をしてまいります。

御社の経営理念についてお聞かせください。

　当社ではスピーディーな対応でお客様ニーズ

を把握、充実した装備により“お客様に喜ばれ

る製品作り”をモットーに、次の経営理念を社

内に掲示し全社員が共有するため毎朝唱和して

おります。

　「ユニフォームを通して、快適な価値ある商

品を創造し地域社会に貢献する総合繊維産業」

　これは、顧客満足に繋がる価値を創造し、地

域社会に貢献すれば企業は必ず成長し、社員も

成長して、お互いの幸せを築くことになるとい

う意味です。

　そして、この理念実現のための行動指針が以

下です。

［人づくり］

　私達は常にお客様の喜びをわが喜びにできる

プロ集団になります。

［ファンづくり］

　私達は常に磨き抜かれた基本動作でお客様の

信頼に応え、固定ファンをつくります。

［モノづくり］

　私達は常にお客様のニーズに対応した半歩先

を行く商品創造に努力します。

［システムづくり］

　私達は常に問題意識を持って仕事に取り組

み、高効率の経営システムをつくりあげます。

［会社づくり］

　私達は常にお互いの豊かさ実現のために熱

意、誠意、創意の三意で郷土の誇る企業をつく

りあげます。

社会貢献活動についてお聞かせください。

　一般的な寄付や慈善活動、並びに中高生、専

門学校生のインターンシップ受入、工場見学等

は都度、積極的に対応させて頂いております。

また、当社の経営方針に則り、業容が拡大し成

長を遂げる事で従業員の雇用増加につながり、

沖縄の経済発展に多少なりとも貢献しているの

ではないでしょうか。

　近年、取り組み始めた沖縄の伝統工芸品を

使ったかりゆしウエアの製造・販売は、沖縄の

伝統・文化を発信、紹介する社会貢献の一つと

いえるのではないでしょうか。

一着づつ丁寧に仕上げる

MAJUN 糸満店の外観包装前の厳重な検品

着心地の良さを追求する縫製
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御社の人材育成についてもお話しいただけますか。

　ファッションの世界での流行の速さは目を見

張るものがあります。当社も衣服を取扱ってい

る会社として、業界の情報収集、流行について

敏感に対処、迅速な対応が出来るよう社員の感

性を磨く人材育成に努めています。

　具体的には、県外メーカーへのデザインシス

テム等の研修で、パターンや図柄作成の習得等

も 1〜 2 週間行っています。さらに県外で流

行を感じたり、感性を磨くために先進地への出

張や展示会を視察しています。なお、工場社員

は技術習得のため、先進地の工場で縫製の技術

研修も 2週間から 1ヵ月は行っています。

　当社は縫製会社でもあり、物づくりが基本と

捉えています。全社員が製造、企画販売までで

きるようになる為の研修中心に受講してもらっ

ています。

　また、経営コンサルティングも受けており、

月 2回の営業会議では営業の方策や目標達成

のための手段等につき外部の指導を受けてい

ます。更に、中堅幹部候補スクール等へも年 1

名を目処に受講させています。

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。

　お陰様で、かりゆしウエアは多くの県民に愛

され、県外・海外客からも好評を得る程、売上

が好調で、増産体制が続いております。当社で

は、2020 年の東京オリンピック開催を焦点に

中期経営計画を策定して実行中です。とりわけ

MAJUNブランドを県外、海外へ販路拡大を計画

しています。幸い、インターネット普及により、

県外の利用者はウエブサイトでの購入が増えて

います。どうしても県外への販売は大手百貨店

等への足を使っての営業となりますが地道に取

り組みたい。これら若い人や県外のリピーター

が気軽に購入できるよう今後はネット販売、小

売販売に注力し東京にも出店する計画です。

　また、旧那覇店を改築し、県内地元客はもと

より国際通りでの観光客向け販売拠点にもする

計画です。

　昨年末、幸運にも当社は「地域未来牽引企業」

に認定されました。これを機に沖縄になくては

ならない企業として顧客価値 NO.1 のメーカー

型商社と成ることを、社員一丸となり目指して

まいります。今後とも、皆様の変わらぬご愛顧

を賜りますようお願い申し上げます。

海をイメージした MAJUN 糸満店内 南国リゾートのかりゆしウェディングは MAJUN で

インターンシップ生の声 想い出のかりゆしウェディング
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就任のごあいさつ

　この度、大城英幸が急逝し私が株式会社日進

商会の代表に就くことになりました。

　突然の出来事ではありましたが、2017 年度

第33期の決算を無事に締める事ができました。

これもひとえにお客様をはじめ関係各位の皆様

のご支援の賜物と感謝申し上げます。引き続き

先代同様に倍旧のご愛顧を賜りますようお願い

申し上げます。

　新年度を新体制で歩むことになり気の引き締

まる思いでございます。先代が創り、遺した日

進商会を更に堅固で成長する組織とすべく、先

代が唱えた経営理念、行動指針に加え、新たに

日進商会 3 ケ条を策定いたしました。

　

　一．私はお客様を大切にします

　一．私はたくましいプロを目指します

　一．私は行動します

　これは先代が目指した“顧客価値No.1のメー

カー型商社と成る”を実現するものと捉えてお

ります。

　また、新年度開始にあたり、新経営方針として

「リ・スタート！！

　　　商品・サービスの再強化

　　　　　　　　と

　　　　　　　　MAJUN ブランドの再構築」

　を定めました。

　すなわち、先代が育てあげた「MAJUN」を

更に充実、沖縄のかりゆしウエア、イコール

「MAJUN」とするべく、従来以上のブランド

化を図るため県内外へ向け PR を強化してまい

ります。

　株式会社日進商会はこれからも社員一丸とな

り、従来以上に地域とともに歩む企業にしてゆ

く所存であります。ご指導ご鞭撻をお願い申し

上げます。

　　　　　　　　　　　　　 平成 30 年 10 月

企業概要

商　　 　号：
本社所在地：

連 絡 先：
創　　　業：
設　　　立：

役　　　員：

従 業 員 数：
事 業 内 容：

店　　　鋪：
関 連 会 社：

株式会社日進商会

沖縄県糸満市西崎町 4 丁目 21-7

098-840-3033（代表）

1952 年     6 月（昭和 27 年）

1985 年 10 月（昭和 60 年）

代表取締役　　　大城　直也

常務取締役　　　鬼丸　栄作

取締役（非常勤）大城　美智子

48 人（含むパート）

学校制服、一般企業ユニフォー

ム、かりゆしウエア他

那覇店、糸満直営店

株式会社ニチハン繊維

株式会社　日進商会

代表取締役　大城　直也



8

An Entrepreneur

起業（新たな取組み）への道のり
　浦添市の県道 241 号前田郵便局の近くに琉

球紅型を陳列しているお店がある。「城紅型染

工房」だ。

　ウインドウガラス越しのカラフルな紅型製

品は伝統的なものから近代的な小物まで陳列

され人目を惹いている。1 階がギャラリーで

2 階は工房となっている。城紅型染工房は今

年で創業 47 年を迎えた。創業者は玉城政子氏

で画家の故名渡山愛順氏の弟子だったという。

工房の名前は玉城の“城”より命名したとの

こと。ご主人の盛和氏が工房の代表を務めて

いるが、近年の運営は娘夫婦である山城信吾、

祥子氏が携わり、デザインは妹の吉濱愛氏が

担当するアットホームな工房だ。

　琉球紅型は沖縄で開催された国際海洋博覧

会の頃がピークで沖縄のお土産品として好評

だった。沖縄ブームが続くが、世界的な伝染

病やテロ等の外的な影響で沖縄の観光業に陰

りが見え始めると、観光お土産品頼りの“待

ちの姿勢の”事業だけでは伸び悩み、新たな

取組みが必要となった。

数々のデザイン受賞を紅型制作に活かす

　幼い頃より家業の紅型染作業を目にしてい

た姉妹は自然と各々、服飾デザイン、染織デ

ザインの道を選び進学。卒業後は本格的に家

業を手伝うようになり今日に至っている。

　妹の愛は 2000 年「OKINAWA テキスタイ

ルデザインコンテスト 2000」で見事ゴールド

賞を受賞、同年の九州・沖縄サミットでのス

タッフ公式ウエアに採用された。姉の祥子も

翌年「第 10 回りゅうぎん紅型デザイン公募展」

で入賞。姉妹はその後のかりゆしウエアコン

テストでほぼ毎年各賞を受賞するほどの経歴

を誇っている。

　その技術を活かし現在の工房の運営に役立

てている。姉妹は結婚・出産を機にママ友達

等の声を採り入れることで、作品のバリエー

ションが広がった。紅型に対する取り組みも

少しずつ変化した。伝統の紅型を自分達の身

近に感じたい、古典柄にとらわれない自由な

発想で新しい図柄を採り入れた。

普段使いのものに紅型を

　創業者の玉城政子氏は当初より“暮らしの

中に紅型を”のモットーで琉球紅型を着物の

布地以外の身近な小物にも使い制作していた

という。創業者は創業以前の修業時代に、市

内のお土産品店で紅型柄をプリントした品を

琉球紅型と勘違いして購入する観光客を目に

し、紅型の本物を手軽な値段で提供するため、

普段使いの日用品での紅型利用を積極的に進

めたのだ。そんな母親を見ながら育った祥子・

愛姉妹が普段使いの日用品に紅型をあしらう

起業家訪問

城
ぐすく

紅
び ん

型
が た

染
ぞ め

工
こ う

房
ぼ う

Vol. 124

“ 暮らしの中に紅型を ”
普段使いの日用品に「琉球紅型」
の彩と楽しさを添える。

事業概要

○代 表 者　玉
たま

城
き

　盛
もり

和
かず

○設　　立　1971 年 5 月
○事業内容　紅型小物・雑貨・タペストリー等の制作・
　　　　　　販売、紅型染の体験指導
○住　　所　沖縄県浦添市前田 4-9-1
○ T　E　L　098-887-3414
○社　　員　5 人
○ U　R　L　http://www.gusukubingata.com

右：山城　祥子　企画・デザイン
左：吉濱　愛　デザイナー
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のは当然の流れといえる。

　Ｔシャツやベビー服には子供向けの独自の

キャラクター、恐竜など。名刺入れやスマホ

ケース、財布等、姉妹の繊細だが自由な発想

から生まれる製品は約 100 種類。次々とアイ

デアが湧いてくるという。着物柄ということ

で女性用のイメージが強い紅型だが、男性用

かりゆしウエアにも使われたり、当工房では

紅型の蝶ネクタイも制作、販売している。紅

型蝶ネクタイなら季節に関わりなく、年中お

しゃれに着用できる。

　また、ひな飾りや鯉のぼり、クリスマスツ

リーなどもタペストリーを利用することで、

スペースをとらず手軽に飾れるものにしてい

る。生活のあらゆるシーンで、身近に紅型を

感じてもらいたいという創業者の精神が姉妹

に伝わっている。

紅型染め体験で自分だけの思い出作り

　近年、旅行者の動向は変化をみせている。

従来の団体で観光地を巡り、同地の土産物を

買う形から、個人や小グループの自分達で訪

問先の情報を入手し、各々のニーズにあった

場所・ものを選ぶようになった。観たり買っ

たりだけでなく何事も体験してみたいという、

体験型の旅行形態が定着してきている。

　城紅型染工房でも、2 階の工房の一角を体験

教室に改造、大変好評を得ている。様々なコー

スがあり、コースターやマットなら約 30 分程

度で手軽に体験できる。あらかじめ何パター

ンかの図案（型紙）が防染糊で写されたタペ

ストリー等に自分好みの色を付け乾燥させる。

仕上がりは自宅に帰り、色付した布地の糊を

洗い流し乾燥させて完成となる。旅先から帰

り、改めて旅行の思い出に浸れるという仕組

みだ。旅行中の体験と帰ってからも思いでに

浸れる 2 倍楽しめるで、リピーターや口コミ

での来店が多いとのこと。県内客にも様々な

お祝いの記念品を手作りの紅型でという具合

に利用されている。

今後の取り組み

　「沖縄の伝統工芸品の数は日本国内で 3 番目

の多さです。この豊富な伝統工芸の一つであ

る琉球紅型を伝えて行く役割を担っていきた

い。これまで以上に当工房のホームページや

SNS を通じ琉球紅型を広めていきたい」とギャ

ラリー店長兼企画部長である山城信吾氏は豊

富を語る。山城氏は今では、トレードマーク

ともいえる紅型の蝶ネクタイを常に着用、あ

らゆる機会を利用して同商品等の紅型商品の

PR に努めている。「お陰様で、県内在住の外

国人も含めたインバウンドの方達への当工房

での売上が今年は既に、一昨年の約 6 倍に増

えています。結構、気に入られている手応え

を感じています」と、台湾、香港等での旅行

博覧会にも積極的に参加している山城部長は

インバウンド向け展開に自信をのぞかせる。

　日常生活での使い勝手の良さを売りに、城

紅型染工房の商品はじっくりと染め上るよう

に国内外で浸透していきそうだ。

（レポート　大谷　豊）　

ベビーロンパース（ジンベイザメ） 蝶ネクタイの山城店長

ポケットＴシャツ スタンドこいのぼり

手 帳 型 ス マ ー ト
フォンケース

クリスマス
タペストリー

紅型日傘（イジュ）

制作風景
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　細菌を抑制するための方法を開発する上

で、どのようにバイオフィルムが形成され

るのかを理解することは大切です。本研究

では、バイオフィルム形成を調べるために

生物工学やナノ材料工学、プログラミング

といった多様な分野のOIST研究者が協力し

て研究に取り組みました。

　研究チームは、バイオフィルムが形成され

る動的な過程に注目しました｡この過程と

は、細菌がバイオフィルムの成分を分泌する

複数の生化学的な反応に基づきます｡これら

の反応を理解するために必要な情報を寄せ集

めることによって、細菌に対する薬剤や化合

物の有効性を評価することができます｡

　これまでに研究者らが望む理想的な観察

手法はありませんでした｡この場合の理想的

な手法とは、バイオフィルムの形成過程を

詳細に調べるために必要な連続的な観察や

測定を可能とするものです｡

　OISTエイミー・シェン教授率いるマイク

ロ・バイオ・ナノ流体ユニットのニキル・

バーラ博士は、新たな手段を見出すべく、

ナノスケールの効果を利用しました｡「私た

ちは、ナノ構造を持つ基板型のセンサー技

術を細菌の薬剤耐性を調べる測定方法に応

用しました」と、バーラ博士は述べ、続け

て次のように説明します｡「研究で用いたセ

ンサーの表面は、酸化シリコンの幹の上に

金の粒子が付いたキノコ形状のナノ構造

（以下、キノコ型ナノ構造）で覆われた特

殊な構造を有しています」

　研究のはじめに、チームは細菌を用意す

る必要がありました｡そこで、細菌を研究す

るOIST構造細胞生物学ユニットに相談し、

ビル・セダーストゥル博士の協力を得るこ

とができました｡彼は、持ち合わせている細

菌ライブラリーの中からキノコ型ナノ構造

の表面での細菌培養に適した大腸菌を選び

出し、研究チームに提供しました｡

　一方、実験で使用したキノコ型ナノ構造

は、白色の光を照射すると特定の色の光を吸

収する性質を有します｡これはナノ構造から

生み出される「局在表面プラズモン共鳴」と

呼ばれる現象に基づきます｡この原理を応用

すると、センサー基板の表面から裏側に透

過した光の色（スペクトル）を測定するこ

とにより、細菌の増殖量の測定が可能とな

ります｡この測定方法の場合、観察対象を邪

魔することなく、また細菌の増殖過程に影

響することもありません｡

  「キノコ型ナノ構造のセンサー技術を細菌

研究に応用することは、私たちにとって新

たな挑戦となります」と、本チームで生物

工学を専門とするリカルド・フナリ博士は

語り、続けて「一方で、私たちはリアルタ

イム（経時的）な測定ができない問題に直

面しました」と、説明します｡

　センサーからの光応答を連続的に測定で

きれば，リアルタイムな測定が可能です

が、そのためには測定用のソフトウェアの

抜本的な改良が必要でした｡幸いにもプログ

ラムを専門とする同チームのチュウ技術員

によってこの問題を解決しました｡

　「私たちは、既存のソフトウェアを改良

し、簡易な解析機能を有する自動測定用の

プログラムを開発しました｡このプログラム

を使用すると、ボタン1つでデータ測定が

できるため、手作業での操作を減らし、実

験者の誤操作を回避することが期待できま

す」と、開発を担当したチュウ技術員は述

べます｡

　現在、ナノ構造、生物工学、プログラミ

ング技術というこの３人の専門性を組み合

わせることによって、多くの研究現場で利

用が可能となる卓上型の装置の開発を進め

ています｡また、彼らは幅広い応用を目標

に、持ち運び可能な小型装置の開発も計画

しています｡ 

 「微生物に関する医学的な研究が次の目標

です｡そして今回の応用が成功したことを嬉

しく思いますし、今後私たちが開発した測

定方法が薬剤や他の多くの細菌に対して役

立つことを願っています」と、フナリ博士

は今後の展望を述べました｡細菌との戦いに

おいて、人類はまたひとつ有効な道具を獲

得できたと言えるのかもしれません｡

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

小型の基板と光、そして信号変換
－細菌との戦いに役立つ装置－

※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。

　果てしなく続いてきた人類と細菌との戦いの中で、薬剤研究に役立つ道具を開発することは

重要であり、これらの道具によって人類はこの戦いを優位に進めてきました｡

　近年では、細菌が持つ抗生物質へ薬剤耐性が重大な危機につながる問題として注目されてい

ます｡その理由は、細菌が薬剤耐性を持つと従来の細菌対策の有効性が失われ、あたかも医療機

関での警報器のスイッチが遮断されるようなものだからです｡

　代わりとなる新たな細菌対策を評価するために、より効率的な試験方法が求められてきまし

た｡このような社会的背景をもとに、沖縄科学技術大学院大学（OIST）の研究チームは新たな

細菌の薬剤耐性を試験する方法を開発しました｡

　本研究成果は、アメリカ化学会が主催する学術誌 ACS Sensors に発表されました｡この論文の

中で著者らは、バイオフィルムと呼ばれる細菌同士が集合して形成する粘っこい膜状の形態に

着目しました｡

　バイオフィルムは細菌への有利な生育環境を生み出し、さらには既存の抗生物質への耐性を

生み出す役割としても機能します｡そのため、もし医療設備の中に細菌が入り込んだ場合、バイ

オフィルムは恐ろしい脅威となります。

バイオフィルムに立ち向かうため各自の多様な専門性を出し合う研究チーム．

写真左からチュウ カン ユ技術員，フナリ リカルド博士， バーラ ニキル博士｡

提供: OIST 

細菌が増殖するとキノコ型ナノ構造が吸収する光の波長が変化するため、

センサー基板からの光応答を測定することで細菌試験を行うことができます｡

提供: 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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　細菌を抑制するための方法を開発する上

で、どのようにバイオフィルムが形成され

るのかを理解することは大切です。本研究

では、バイオフィルム形成を調べるために

生物工学やナノ材料工学、プログラミング

といった多様な分野のOIST研究者が協力し

て研究に取り組みました。

　研究チームは、バイオフィルムが形成され

る動的な過程に注目しました｡この過程と

は、細菌がバイオフィルムの成分を分泌する

複数の生化学的な反応に基づきます｡これら

の反応を理解するために必要な情報を寄せ集

めることによって、細菌に対する薬剤や化合

物の有効性を評価することができます｡

　これまでに研究者らが望む理想的な観察

手法はありませんでした｡この場合の理想的

な手法とは、バイオフィルムの形成過程を

詳細に調べるために必要な連続的な観察や

測定を可能とするものです｡

　OISTエイミー・シェン教授率いるマイク

ロ・バイオ・ナノ流体ユニットのニキル・

バーラ博士は、新たな手段を見出すべく、

ナノスケールの効果を利用しました｡「私た

ちは、ナノ構造を持つ基板型のセンサー技

術を細菌の薬剤耐性を調べる測定方法に応

用しました」と、バーラ博士は述べ、続け

て次のように説明します｡「研究で用いたセ

ンサーの表面は、酸化シリコンの幹の上に

金の粒子が付いたキノコ形状のナノ構造

（以下、キノコ型ナノ構造）で覆われた特

殊な構造を有しています」

　研究のはじめに、チームは細菌を用意す

る必要がありました｡そこで、細菌を研究す

るOIST構造細胞生物学ユニットに相談し、

ビル・セダーストゥル博士の協力を得るこ

とができました｡彼は、持ち合わせている細

菌ライブラリーの中からキノコ型ナノ構造

の表面での細菌培養に適した大腸菌を選び

出し、研究チームに提供しました｡

　一方、実験で使用したキノコ型ナノ構造

は、白色の光を照射すると特定の色の光を吸

収する性質を有します｡これはナノ構造から

生み出される「局在表面プラズモン共鳴」と

呼ばれる現象に基づきます｡この原理を応用

すると、センサー基板の表面から裏側に透

過した光の色（スペクトル）を測定するこ

とにより、細菌の増殖量の測定が可能とな

ります｡この測定方法の場合、観察対象を邪

魔することなく、また細菌の増殖過程に影

響することもありません｡

  「キノコ型ナノ構造のセンサー技術を細菌
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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。

キノコ型ナノ構造の持つ局在表面プラズモン共鳴の特性を調べる様子

提供: OIST 

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. はじめに

　沖縄県によると、平成 29 年度の入域観光客数

は 957 万 9,900 人（前年度比 81 万 700 人増）と、

初の 900 万人台を記録し、5 年連続で過去最高記

録を更新しました。内訳として、国内客は 688 万

7,900 人（前年度比 24 万 7,800 人増）と前年度を

超え、外国客にいたっては、10 年連続で過去最高

となる 269 万 2,000 人（前年度比 56 万 2,900 人

増）と、率にして 26.4％の伸びを見せました。入

域観光客数の伸びだけでなく、沖縄県の経済動向

にも影響する観光収入についても、平成 29 年度は

6,979 億 2,400 万円と、こちらも 5 年連続で過去

最高を記録し、前年度と比較して 5.7% の増加とな

りました。平成 30 年度に入っても好調さは続いて

おり、7 月は西日本豪雨や台風の接近などが影響し、

入域観光客数は 70 ヵ月ぶりに前年を下回りました

が、8 月は 103 万 7,900 人と単月の過去最高を記

録するなど沖縄県は県経済の動向として、景気は

拡大していると報じています。

2. 好調な観光の裏で深刻な人材不足

　入域観光客数、観光収入において順調な伸びを

続けている一方で、国内外の観光客が満足できる

観光地を目指す沖縄県にとって、受入体制には多

くの課題があることが問題視されています。その

一つに、深刻な人材不足があります。生産年齢人

口が減少している日本において、全国的に人材不

足が深刻化していますが、沖縄県でも、入域観光

客数の伸びも影響し、2018 年 7 月の県内の有効

求人倍率は 1.14 倍で、昨年同様、1 倍を超える状

況が続いており、求職者よりも人材を欲している

企業が多い状態です。今後も入域観光客数の増加

を期待し、県内では大型宿泊施設や大型ショッピ

ングセンターの建設が予定されている状況を踏ま

えると、県内の観光関連企業にとっても、新たに

人材を確保することは容易ではありません。

■求人倍率の状況

（平成 29 年 7 月～平成 30 年 7 月）

（参考：沖縄県商工労働部政策課）

3. 人材確保・定着に向けた取組の重要性

　有効求人倍率からみると、求職者や転職希望者

にとっては、働く場所の選択肢が増えます。その

ため、企業にとって、優秀な人材を採用し、社員

に長く働いてもらうためには、選ばれる職場にな

る必要があります。選ばれる職場になるためには、

「ここで働きたい、ここで働き続けたい」と社員に

思われる職場づくりが重要です。給与・待遇を上

げる、福利厚生をより充実させる、短時間勤務制

度やフレックスタイム制度を取り入れる等の取組

事例が挙げられますが、社員に成長を実感させ、

より優秀な人材へと育成させる「人材育成研修」

も有効な取組のひとつです。忙しさや経費削減を

理由に「人材育成研修」が後回しになってしまう

という声も聞こえますが、人材確保・定着が難し

い今だからこそ、長い目でみると、社員の育成に

投資をすることで、組織の利益をあげる戦力へ繋

げることができます。

「OCVB の人材育成・確保に向けた取組について」

～ 人手不足の今だからこそ取り込むべき重要課題 ～
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4.「企業研修の支援」のご紹介

　( 一財 ) 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）は、沖縄県より「平

成 30 年度　観光人材育成・確保促進事業」を受

託しています。ここから、本事業の支援内容を紹

介いたします。

　まず、観光人材育成の支援を行う「企業研修の

支援」があります。これは、沖縄県を訪れる国内

外の観光客に満足していただくため、質の高いサー

ビスを提供できる人材を育成することを目的とし

て、沖縄県内の観光関連企業・団体が自社で実施

する「人材育成研修」及び「語学研修」に対し支

援を行うものです。支援対象は、研修を実施する

講師への謝礼金の一部助成と、講師が利用する船

舶や航空機の旅費交通費です。そのため、費用の

面で研修の実施に二の足を踏んでいる企業にとっ

て、有益な支援内容となっています。

　研修講師は、当財団が運営している「育人（は

ぐんちゅ）」サイトに登録している講師であること

が条件です。

　業種や店舗ごとの特徴によって課題は異なるも

のですが、当サイトでは、英語・中国語・韓国語

等の語学研修や、接遇・マナー、異文化理解といっ

たビジネススキル研修から沖縄の歴史や文化、食物

アレルギー、水難救助などの専門的研修まで、さま

ざまな研修が可能な 80 名以上（平成 30 年 9 月現

在）の講師陣に登録頂いています。そのため、各社・

各団体の課題・要望に沿った研修が実施可能です。

5.「集合型研修」のご紹介

　観光人材育成の支援を行う事業として、もう一

つ「集合型研修」があります。これは、「企業研修

の支援」が会社や店舗単位で自主的に行う研修へ

の支援であるのに対して、観光業界全体が抱える

課題解決や目標達成に向けて、沖縄県・OCVB が

主催して研修を行います。

　今年度は二つの研修の実施を予定しています。

まず一つ目が観光業界のリーダー職にある方を対

象としたリーダー育成研修です。先に述べたとお

り、人材の獲得が容易ではない今、いかに従業員

の定着化を図り、組織を活性化させられるかは、

現場のリーダーの力が問われます。しかし、リー

ダーに求められる要素を理解し、処理できる力を

つけることは誰もがすぐに出来るものではありま

せん。「リーダー職」を任せられることで、対部下、

対上司とのコミュニケーションやマネジメント等

の悩みを抱えている方もいます。今年度の研修で

は、リーダーに求められる、「判断するチカラ」「行

育人（はぐんちゅ）サイト（https://jinzai.ocvb.or.jp/hagunchu/）
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動するチカラ」「成長するチカラ」を強化し、リー

ダーとしてのマインドとテクニックを、会社や業

種を越えた参加者同士で交流を図りながら習得す

ることを目指します。他社・他業種との交流を図

り、業界での情報交換やリーダーとしての同じ悩

みを共有し、改善に向けた取組を共有することで、

よりよいリーダーを目指すことができます。

　二つ目は、観光従事者向けの観光情報習得セミ

ナーです。国内外から訪れる観光客と接する機会

の多い観光従事者にとって、沖縄の魅力を伝えら

れるかどうかは、観光客の沖縄旅行の満足度、再

訪意欲への可能性に影響を与えます。本研修では、

沖縄の歴史文化、自然の特徴、離島の魅力等につ

いて学び、また参加者同士で観光情報の入手方法

の共有、伝え方の練習を行い、観光客が満足する

質の高い人材に成長することを目指します。

6.「語学人材確保の支援」

　最後に、「語学人材確保の支援」について紹介し

ます。この事業は、沖縄県を訪れる外国人観光客

の数が年々増加しているなかで、沖縄県が発表し

た外国人観光客を対象に行った満足度調査（平成

29 年度）では「外国語対応能力」が「満足」と答

えた外国人観光客が 29.2％と、調査項目では調査

開始の平成 22 年度から一貫して、最も満足度が

低い状態が続いていることが背景となっています。

外国人観光客の受入体制整備に向け、従業員の外

国語能力を上げるための語学研修も効果的ですが、

即戦力として語学人材の確保も効果的といえます。

とはいえ、人材不足の県内で語学人材を確保する

ことは容易ではないため、本事業では「県外・海

外における沖縄観光産業就職相談会」を開催し、

県内観光関連企業と県外・海外在住の語学に長け

た学生・求職者とのマッチングの機会を創出し、

語学人材の確保を行っています。今年度は、釜山（韓

国）、台北（台湾）、東京の 3 地域で就職相談会を

行います。

7. おわりに

　平成 29 年度は沖縄の入域観光客数が初めてハワ

イの入域観光客数を上回ったことが話題になりま

したが、観光客の平均滞在日数や消費額はまだ遠

く及ばないのが沖縄観光の現状です。今後、沖縄

の観光が持続的に成長していくためには、観光消

費の拡大と外国人観光客の更なる市場拡大が鍵と

なりますが、国内外から多くの観光客を迎えるた

めには、観光関連事業者のホスピタリティマイン

ドの底上げと外国語対応能力の向上といった人材

育成の取組が重要です。人材育成は一朝一夕で実

現できず、長期に渡る取組が必要であるため、今

後も業界全体の人材の質の向上、観光人材の成長

に繋がる支援や機会の提供に取り組んで参ります。

（平成 29 年度　集合型研修の様子）

（平成 29 年度　就職相談会の様子）

【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　小橋・新垣
〒 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
E-Mai l : j inza i@ocvb.or . jp
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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。10 月に入り秋の気配を感じる今日この頃か

と存じますが、いかがお過ごしでしょうか。

　香港の秋といえば、「中秋節」があります。夜

遅くまでその団欒がなされることから、その翌

日は祝日（今年は 9 月 25 日）となっております。 

この時期になるとスーパーやケーキ屋さんなど

では多くの種類の月餅が販売されております。

　実はこの月餅ですが、各店が工夫をこらして

販売しており、大きさや中に入っている餡など、

それぞれ特徴があり面白い。中にはキャラクター

とコラボした商品もあり、今年度は「ドラえもん」

や「ちびまる子ちゃん」月餅が発売されており

ます。中身は一般的なものは、蓮の実や豆の餡、

カスタード餡、各種フルーツや抹茶、胡麻など

がベースになっているもの、塩漬けの黄身が丸々

入っているもの、また冷やし月餅、アイス月餅

などの変わり種もあります。

　月餅は中秋節 ( 今年は 9 月 24 日 ) の 2 カ月ほ

ど前から発売されていますので、来年こそ？香

港を訪れる方はお気に入りの月餅を探してみて

ください（本号の発刊の頃には今年の中秋節は

終了しております…残念です！）

　さて今回のアジア便りでは、香港の「アマさん」

文化について及び、各種イベントについてお伝

え致します。

1. 香港のアマさん（お手伝いさん）文化について

　香港の日曜日は、異様な光景に驚かされます。

東南アジア系の女性たちが、公園やビルの隙間、

高架橋の下などに集っている光景です。彼女た

ちは敷物の上に座り、お互いに持ち合った料理

を食べたり、故郷の家族へ電話をしたり、おしゃ

べりや寝そべってリラックスしたり、音楽をか

けて踊ったりと、様々ですが、驚くべきはその

数です。私の自宅近くの公園でも、毎週数えき

れないグループ・集団が通り沿いを埋め尽くし

ております。

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.124

香港のアマさん文化・
各種イベント　
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　この女性たちの正体は、「アマさん」です。今

回はこの「アマさん」文化についてお伝え致し

ます。

　「アマさん」とは英語で「amah」、中国語で「阿

媽」と表記されるお手伝いさん（家政婦）のこ

とです。日本では富裕層が雇用するイメージが

ありますが、香港ではごく一般家庭でもおりま

す。アマさんの人口は36万人以上とされており、

香港の人口が約 740 万人、世帯数は約 250 万世

帯となっていることから、人口の約 5％はお手伝

いさんで、約 7 世帯に 1 世帯が雇用している計

算となります。

　香港でもアマさんを雇うのは、日本と同じ富

裕層に限られていました。急激な経済発展とと

もに 1980 年代からは、家事に従事していた主婦

が外に出て働くようになりました。しかし、家

事と仕事の両立で女性の負担が重くなった一方

で、保育施設などの不整備から女性労働者不足

が深刻化し、当時の香港政府が外国人家事労働

者の受け入れを開始しました。

　家賃の高さが世界でもトップクラスの香港で

は、共働きでなければ生活が苦しく、加えて男

女平等の社会環境が主流となっていましたから、

女性の労働率も高くなり、結果としてアマさん

の雇用が広く一般化しました。 今では 36 万人

以上の東南アジア地域から女性の家事従事者が

香港に流入しており、フィリピンがその大半を

占めております。

　アマさんの役割や制度

【役割】

　家事全般。子供がいる家庭では子供の世話、

お年寄りがいる家庭では介護など、基本的にオー

ルラウンドです。

【雇用体系】

　雇用主がビザの保証人となって、雇用契約を

締結し、ビザを申請します。雇用契約が終了す

ればビザも終了となり、アマさんたちは新しい

雇い主を見つけなければ本国に帰国となります。

また、外国人のアマさんは住み込みでしか雇え

ない法律となっております。そのため香港のア

パートにはアマさんが住むスペースが初めから

確保されているタイプも多くあります。アマさ

んをシェアしたり、同居が嫌で別の部屋を借り

て住まわせたりするケースもあるそうですが、

これは違法となります。住み込みのお手伝いさ

んではなく、週に何度かのパート契約の場合に

は香港人限定で雇用が可能です。

【勤務体系】

　住み込みのため、就業時間という概念はあり

ません。基本的には、朝食の準備に始まり、子

供の送り迎えやお年寄りの介護、掃除や洗濯、

買い物、夕食の用意、片付けをして終わり、と

いう一般的な家事となります。赤ちゃんがいる

家庭では夜中も面倒を見るなど、24 時間体制と

なります。休日は週に 1 回（日曜日）が保証さ

れており、この休日が、アマさんたちの唯一の

楽しみとなっております。前述した公園などで

同郷の仲間たちとリラックスしているのはこれ

が理由です。

【賃金体系】

　最低賃金は香港政府が決定し、2018 年 9 月

現在、月額 4,410HKD( 約 60 千円 )、別途必要

経費（食費）が最低で月額 1,052HKD( 約 15 千

円 ) となっております。香港人の一般月平均賃金

が 16,800HKD（約 235 千円）であることから、

アマさんを雇ってでも共働きをした方が良いこ

とがわかるかと思います。最低賃金は、週 24 時

間勤務・週一お休みで１日あたり 169HKD（約

2,366 円）となります。このような雇用契約が成

立する理由にはアマさんの郷里と香港の物価格

差にあります。格差は縮小傾向ではありますが、

それでもアマさんたちはこの賃金で 10 年程働け

ば、故郷ではマイホームが建つほどの大きな額

になると言われ、それ故に、多数のアマさんが

国籍 2015 年
177,619
150,008
2,532
4,929

335,088

フィリピン
インドネシア

タイ
その他
合計

184,762
153,823
2,429
5,064

346,078

196,619
159,355
2,435
5,628

364,037

2016 年 2017 年
【Foreign Domestic Helpers 】（単位：人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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香港で連日頑張っているようです。

【アマさんの探し方】

　一般的な方法はエージェントを利用する方法

です。香港では、不動産屋のように、アマさん

紹介事務所が立ち並ぶ地域があります。事務所

には顔写真入りでアマさんのプロフィールが掲

示されています。紹介をされたアマさんとは、

スカイプや直接面談の方法で雇用の判断が可能

です。他には、友人からの紹介や、友人が雇用

しているアマさんからの紹介、また日曜日に休

暇中のアマさんグループの輪に入り、直接スカ

ウトする人もいます。同居する他人を雇うわけ

ですから、雇用側からすると、良いアマさんに

当たるかどうかは運次第ですが、アマさん側か

らしても、良い雇い主に当たるか否かは同様に

運のようなものです。人使いが荒い雇い主に当

たると精神的な負担も大きく、また、子育てや

介護の負担が大きい家庭と、独身貴族の家庭と

ではその役割も大きく変わってきます。

　アマさんが香港文化に、いかに根付いている

かお分かり頂けたでしょうか。子育てや家事は

アマさんに任せて、自分たちはフルタイムで仕

事に専念してお金を稼ぐというスタイルが浸透

しているのです。一方、アマさんの雇用は色々

な問題点もあるようです。

　雇い主側の問題ですと、劣悪な居住環境を与

えたり、虐待に近い態度を取ったり、アマさん

側の問題ですと、子供に対しての対応が悪かっ

たり、物を盗ったり、帰省費や給料を前借し、

帰省して戻らない等が、社会問題となっている

ことも事実です。しかし、香港人が仕事に専念

できることや、女性の社会進出の牽引役として、

アマさんの存在は欠かせません。換言すれば、

アマさんたちが香港の経済を下支えているとも

言えます。日本では女性活躍推進法が施行され、

女性の社会進出を推進しておりますが、香港の

アマさん文化の存在もそれに一役買っているの

かもしれませんね。

2. 各種イベントについて

【City super パインフェア　8 月 10 日～ 12 日】

　香港で最もアッパー層向けのスーパーである

City super にて県産ゴーヤーとパイナップルの

販促イベントを開催致しました。2 店舗（沙田店、

銅羅湾店）で開催した本フェアでは、ゴーヤーと、

パイナップル（ハワイ、ボゴールの 2 品種）を

試食提供しながら販売促進に繋げる取り組みを

致しました。また試食の他に、食べ方や切り方

の説明、カットしての販売などの工夫も凝らし

ました。

　ゴーヤーは沖縄県産品として最も認知度が高

い商品の一つで、台湾産や他の地域産と比べて

も品質がしっかりしており、苦みが強いのが特

徴です。県産品を定番化しているスーパーも多

く、他との比較差別化が図られており、人気の

商品となっています。

　パイナップルは台湾産をはじめとした他の地

域商品と比べても価格が高く、定番化されては

いるものの、各沖縄フェア等でもそこまで人気

の商品とはまだ言い難いようです。このような

事情から、香港消費者の味や価格に関する評価

等の情報を収集し、パイナップルの知名度向上

や、消費拡大に繋げようと パイナップル 2 種類

の試食、食べ比べのフェアを開催しました。結

果として、2 種類とも通常フェアの数倍規模の売

上に繋がり、県産パイナップルの PR に大いに繋
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がりました。特にハワイ種パイナップルの方は、

甘くて美味しいとの評価で、ボゴール種より 3

倍程の売上人気となりました。ボゴール種につ

いても、見た目がかわいいとの声や、ちぎって

食べられるのは面白いとの評価を頂きましたが、

一方で試食したお客様からは「酸っぱい」との

意見もあり、価格的には同じ台湾の金パインの

方が、ボリュームもあって甘くて美味しいとの

評価がありました。また、試食して美味しく感

じても値段を見て購入を見送る人もいるなどの

課題もありました。香港で販売する以上は香港

人の味覚、希望価格に見合った商品を提供する

必要があります。パイナップルはゼリーやドリ

ンクなどの加工品の販売は好調だった事もあり、

今回のような販売展開に加工品の販売も加える

のも消費拡大に繋がるのではと思いました。

【Food Expo　8 月 16 日～ 20 日】

　香港コンベンションセンターにて、8 月 16 日

から 5 日間にわたり香港最大の食品見本市であ

る Food Expo が開催されました。23 の国・地

域から 1,560 社・団体が参加した本イベントは、

Ｂ ( 事業者 ) 向けとＣ ( 消費者 ) 向けに会場が分

けられ、Ｃ向けの会場では、お祭りの屋台のよ

うに色々な食べ物の販売があったり、各卸業者

や店舗がディスカウントした商品を販売してお

り、その商品を求める来場者で埋め尽くされて

おりました。 特に月餅を販売している菓子店は

どこも大行列。店舗ごとにキャラクター、大きさ、

風味が違うので来場者は目移りしながらも自分

の気にいった商品を購入しておりました。

　県産品では、県内メーカーの商品を取扱って

いる現地業者が出展しており、売上も好調な様

子でした。会場の外には、大量に買い込んだ商

品をスーツケースにパンパンに詰め込む中国人

の姿も多く、その消費効果は大きいものがあり、

どれくらいの売上効果があったのか気になると

ころです。

　またＢ向けの会場でも多くの業者が出展

し、香港へ地元の物産を PR しておりました。

JETRO が開設したジャパンパビリオンには 133

社・団体が参加（県内の参加は無し）。その中に

は 7 月に輸入規制が緩和された 4 県（茨城・栃木・

群馬・千葉）のうち栃木からイチゴの生産農家

が参加し、注目を集めました。

　香港は日本の農林水産物の輸出国で輸出金額

は 984 億円（2018 年上半期）の第一位で、同

輸出全体の 22.6％を占める割合にのぼり、今回

の規制緩和を受け更なる輸出の拡大が期待され

ています。

（沙田店）

（銅羅湾店）
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　今回注目を浴びたのが、約 200 社・団体がブー

スを開設した韓国ブースです。韓流人気を背景

に香港向けへの輸出量も年々増加傾向で存在感

を高める韓国農産物ですが、今回も農産物を中

心に PR しており、果物については、日本産品質

ほど高くはないが、中国や台湾のそれよりは良

いものとされ、価格においては日本産の半分ほ

どというコストパフォーマンスの高さを売りと

しておりました。香港のスーパーを見ても、確

かに日本産に並んで低価格の韓国産の商品が並

ぶ光景も良く見られます。

　韓国の農水産事業を担う韓国水産食品流通公社

と香港貿易発展局が連携協定を結ぶなど、今後

ますます韓国物産の影響力が強まるかもしれませ

ん。根強い人気のある日本（沖縄）物産も、クオ

リティの高さや、商品の多様性などを売りに展開

し、更なる PR をする必要性がありそうです。

最後に

　最後は香港スーパーマーケットの紹介です。

今回は Parkn shop という店舗のご紹介です。香

港では「Dairy farm」と「Watson's」の 2 大グ

ループに分かれてるとの紹介をさせていただき

ました。今回の Parkn shop は「Watson's」グルー

プのロウア―層向け店舗となります。店舗展開

や商品、価格帯まで非常に「Dairy farm」と類

似した店舗となっております。

【店舗概要】　

店　舗：Parkn shop（Watson's グループ）

店舗数：200 店舗以上

客　層：ロウア―層

県産品：1 品目（ビール）

特　徴：２大ローカルスーパーの一つで店舗数

も 200 店舗超と多い。PB 商品も多数

あり（青い文字に黄色の星マークの

「BestBuy」）Wellcome 同様、陳列が粗い。

棚間隔が狭い。大衆店であるため、地元

中心に利用客は多い。また中国産をはじ

めとした低価格商品も多い。

　　

※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

（左・中-韓国産13HKD、右-日本産40HKDの白菜）
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ビジネスクラブ主催
管理職・経営者層向けセミナーを開催しました！

レポート

「りゅうぎんビジネスクラブ事務局」（琉球銀行コンサルティング営業部内）

TEL：098-860-3817（担当：赤嶺、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】
H26.２.５  北川正恭氏「トップセミナー」
H26.５.22  リーダーシップ強化セミナー（若手リーダー向け）
H26.10.21  モチベーションコントロールセミナー（経営者層向け）

■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。

【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

■「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

コンサルティング営業部内　りゅうぎんビジネスクラブ事務局　赤嶺・真栄城

　りゅうぎんビジネスクラブ（代表 金城 棟啓）

では、平成25年10月17日（木）浦添市産業振興セ

ンター「結の街」にて、マインドセットジャパン

㈱ 代表取締役 服部 英彦（はっとり えいげん）

氏を講師にお迎えし、「～なぜあの組織の人材は

成長が早く強いのか～ 進化し続ける 人と組織

の創造」と題し、セミナーを開催致しました。

　本セミナーは、ご好評いただいている実務セ

ミナーの中でも管理職・経営者層向けにテーマ

を絞ったセミナーで、クラブ会員企業から31社

47名が参加致しました。

　講師の服部氏は、リクルートグループ（現リ

クルートHRマーケティング）に入社後、東証一

部上場企業の新規事業営業課長や日本データ

ビジョン㈱専務取締役・代表取締役を歴任さ

れ、多くの企業の人材採用や人材育成プログラ

ムの開発と実施に携わられました。現在は、過

去の経験を活かした講演活動を多くの企業や

大学にてされております。当クラブの各種セミ

ナーでもご講演され、その都度高い評価をいた

だいております。

　講義の前半では、グループ対抗のゲームを行

い、限られた時間の中でチームワークを高め、

より成果を出すために求められるリーダーの

役割や戦略の重要性を学びました。また、講義

の後半では、人と組織を高める合理的思考や姿

勢について、服部氏が実体験などを交えながら

解説しました。

　参加者からは、「ゲーム感覚のグループワーク

はとても楽しく、新たな発見があった」、「戦略と

戦術の使い分けなど、興味深い内容だった」、「時

間を忘れるくらい講義に引き込まれていた」な

どのコメントをいただき、大変充実した内容と

なりました。

会場の様子 講義中の服部氏

グループワークの様子

入会のご案内 レポート

24 25

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　

　2019 年 10 月 1 日から消費税及び地方消費税

（以下「消費税」といいます。）の税率が 8％から

10％に引き上げられることになっています。

　また、同時に、消費税の軽減税率制度（以下「軽

減税率制度」といいます。）が実施されることに

なっています。

　つきましては、それに伴う、事業者の皆様方

による事前準備が必要となってまいります！

◆円滑かつ適正な転嫁に向けて◆

　中小企業・小規模事業者が取引先に商品など

を納入する際に、大規模小売事業者等が行う次

の行為は、「消費税転嫁対策特別措置法（消費税

の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の

転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法）」で禁止しています。

〇減額

　商品または役務の提供の対価の額を事後的に

減じて、消費税の転嫁を拒むこと

〇買いたたき

　商品または役務の提供の対価の額について、合

理的な理由なく、通常支払われる対価よりも低く

定めることにより、消費税の転嫁を拒むこと

〇商品購入の要請

　売り手が買い手の指定する商品を購入しなけ

れば、消費税の上乗せにあたって不利な取扱い

をすると示唆すること

〇役務利用の要請・利益提供の要請

　消費税の転嫁を受け入れる代わりに、自己の指

定する役務を利用させたり、自己のために金銭・

役務・その他の経済上の利益を提供させること（協

賛金や協力金等、名目のいかんを問わず行われる

金銭の提供、作業への役務の提供など）

〇本体価格（税抜価格）での交渉の拒否

　商品または役務の対価に係る交渉において、

「消費税を含まない価格を用いる旨の申出」を拒

むこと

〇報復行為

　公正取引委員会等に転嫁拒否の事実を知らせ

たことを理由として、取引数量の削減、取引停止、

その他不利益な取扱いをすること

　このような禁止行為を行わないよう、従業員

教育など社内体制の整備が必要です。見落とし

がちなのが、事務所や駐車場などの賃借料、人

件費などの内税取引を行っているものです。こ

れらも、消費税率の引き上げに伴い、賃借料の

見直しが必要です。消費税率引き上げの前に、

賃貸人などと事前に協議し、契約書等の見直し

を行ってください。

　また、一定の要件を満たすものについては、

経過措置が設けられていますので、詳しくは、

消費税転嫁対策室にお問い合わせください。

◆軽減税率制度◆

　消費税率 10% への引き上げと同時に「軽減税

率制度」が実施されます。軽減税率制度の実施

に伴い、消費税の税率が標準税率（10%）と軽

減税率（8%）の複数税率になります。

〇軽減税率制度の対象品目（軽減対象資産）

・飲食料品（お酒や外食を除く）

・週 2 回以上発行される新聞（定期購読契約に基

づくもの）

　軽減税率制度の実施により、事業者の皆さま

は、「軽減対象資産の譲渡等である旨及び税率

ごとに区分して合計した税込対価の額を記載し

た請求書等の発行」や「日々の経理において帳

簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである

旨を記載する」といった新たな作業が必要とな

ります。

　軽減対象資産を取扱う小売業および卸売業の

皆さまは、こうした新たな作業の対応として、

「複数税率対応レジの導入」や「受発注システ

ムの改修」等を行う必要があります。

沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について
2019 年 10 月に消費税率が
10％に引き上げられます。
～事前の準備が必要です。～

vol.107
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行政情報
行政情報　

　中小企業庁では、事業者の皆さまが行うこう

した新たな作業への具体的なサポートとして、

「中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対

策補助金」を用意しております。

　本補助金は、2019 年 9 月 30 日までに、レ

ジや受発注システムの導入または改修をしてい

ただき、代金の支払を完了していただく必要が

あります。

　また、事業者の皆さまに代わり申請書の作成等

を行う「代理申請制度」も用意しておりますので、

軽減税率制度が実施されるまでに、社内の業務を

見直し、社内体制の整備をしてください。

　内閣府沖縄総合事務局経済産業部では、沖縄

国税事務所等と連携して、沖縄県内各地で消費

税の軽減税率制度説明会を開催しています。

　開催日時等については、国税庁 HP からご確

認ください。

【お問い合わせ先】

〇円滑かつ適正な転嫁

内閣府沖縄総合事務局経済産業部消費税転嫁対

策室

TEL：098-866-0035

〇消費税軽減税率制度

消費税軽減税率電話相談センター（軽減コール

センター）

TEL：0570-030-456

〇軽減税率対策補助金

軽減税率対策補助金事務局

TEL：0570-081-222

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消費税転嫁対策室

TEL：098-866-0035（担当：長嶺）

内閣府　沖縄総合事務局
経済産業部

vol.107



那覇市

事業主体

関係地域

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：沖縄セルラー電話株式会社（社長 湯淺英雄）
住　所：沖縄県那覇市松山1丁目2番1号　電話：098-869-1982（秘書広報G）

2018年4月～2020年5月

延床面積 約 7,760 ㎡

（仮称）沖縄セルラー旭橋駅前ビル事業名 ： 

・都心型データセンターを併設した ICT 活用スマートビルの建設
・厳重なセキュリティに加え、24 時間 365 日の有人監視体制、高信頼のファシリティで、九州をはじ

め首都圏及び近隣アジアなどの顧客のオフィスやバックアップサイトの拠点を目指す。

事業規模

県内大型プロジェクトの動向　vol.105

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

（立地環境）
・本計画地は、沖縄県を代表する企業が立ち並ぶ国道 58 号線に面し、那覇空港、県庁や那覇市役所、モ

ノレール旭橋駅にも至近であり、オフィスの立地としては最適である。
・旭橋駅の東側には、大規模なバスターミナルや再開発ビルが 2018 年秋には竣工予定であり、商業地

としてさらなる発展が期待できる。
（建物デザイン）
・林立する大木のような構造柱がシンボリックでスマートな高層ビルを支え、沖縄の厳しい日差しか

ら守られた、開放的なピロティ空間となる森（ムイ）の広場を創出するす。森のような柱は、鉛直性を
強調するデザインであり、アウトフレーム工法により無柱で整形な執務空間を提供する。

・沖縄の鮮明な空を映す外装のガラスは、二重ガラススクリーン（ダブルスキン）工法とし、ダブルスキ
ンの中間域を利用したライトシェルフや除湿のための温熱利用など、自然エネルギーを活用する。

・隣接するビルのプライバシー保護や交通量の多い国道 58 号線の騒音対策にも効果があり、快適な
室内環境を提供する。

（自然エネルギーの活用）
・IoT の多様なニーズに合わせ、オフィス空間とデータセンター機能を合わせ持つこのビルには、最先

端の省エネルギー手法を取り込んでいる。沖縄で重要な除湿は、省エネルギーなデシカント空調シス
テムを導入し、除湿のエネルギーに日照により温められたダブルスキン内の空気を利用する。

・施設中央にクールボイドを設け、ボイドを取り囲む耐震壁に外気温より低い井水を噴霧し、壁面の冷
却効果により執務空間の熱負荷軽減を行います。ダブルスキン内に設置したライトシェルフは、居室
内天井に自然光を導き、執務空間の照明負荷軽減を行う。

（安心・安全のファシリティ）
・建物は、震度６クラスの大規模地震が発生しても、安定運用できる免震構造を採用している。また、異

なる変電所からの２系統受電に加え、冗長化した無停電電源装置や非常発電機を12階に配置するこ
とにより、安定した電力供給が可能。

名　　称：（仮称）沖縄セルラー旭橋駅前ビル
竣工時期：2020 年 5 月（予定）
所 在 地：沖縄県那覇市東町（旧KDDI 那覇ビル跡地）　沖縄都市モノレール旭橋駅前
敷地面積：1,051.4㎡（318.05 坪）　
延床面積：約 7,760 ㎡（2,347 坪）　※基準階床面積：579 ㎡（175 坪）
階　　数：地上12階（免震構造）
建物用途：１階／エントランスホール、受付、駐車場（43 台）
　　　　  ２階～９階／貸オフィス
　　　　  10階／データセンター

・2018年4月  基本設計着手
・2018年5月  解体工事着手
・2019年1月  新築工事着手予定

現況及び

見 通 し

（図は沖縄セルラー電話株式会社提供）

完成イメージ図

・現在は、既存建物の解体工事が進行中である（解体工事は2018年12月完了予定）。

・2019年1月の新築工事着手に向け、実施設計をすすめている。

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

・電気・通信設備、サーバールームの重要設備は、10 階以上に設置し、万が一の津波や台風での浸水の
リスクもなく、継続運用が可能となっている。

（強固なセキュリティ）
・1階のロビーから、各区画のセキュリティレベルに応じて、各種ゲート、生体認証、共連れ防止や監視

カメラを設置し、万全のセキュリティ対策によりオフィスで働く皆さまや顧客の情報資産を守る。

現況及び

見 通 し

（ 続 き ）

県内大型プロジェクトの動向   vo l .105
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那覇市

事業主体

関係地域

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：沖縄セルラー電話株式会社（社長 湯淺英雄）
住　所：沖縄県那覇市松山1丁目2番1号　電話：098-869-1982（秘書広報G）

2018年4月～2020年5月

延床面積 約 7,760 ㎡

（仮称）沖縄セルラー旭橋駅前ビル事業名 ： 

・都心型データセンターを併設した ICT 活用スマートビルの建設
・厳重なセキュリティに加え、24 時間 365 日の有人監視体制、高信頼のファシリティで、九州をはじ

め首都圏及び近隣アジアなどの顧客のオフィスやバックアップサイトの拠点を目指す。

事業規模

県内大型プロジェクトの動向　vol.105

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

（立地環境）
・本計画地は、沖縄県を代表する企業が立ち並ぶ国道 58 号線に面し、那覇空港、県庁や那覇市役所、モ

ノレール旭橋駅にも至近であり、オフィスの立地としては最適である。
・旭橋駅の東側には、大規模なバスターミナルや再開発ビルが 2018 年秋には竣工予定であり、商業地

としてさらなる発展が期待できる。
（建物デザイン）
・林立する大木のような構造柱がシンボリックでスマートな高層ビルを支え、沖縄の厳しい日差しか

ら守られた、開放的なピロティ空間となる森（ムイ）の広場を創出するす。森のような柱は、鉛直性を
強調するデザインであり、アウトフレーム工法により無柱で整形な執務空間を提供する。

・沖縄の鮮明な空を映す外装のガラスは、二重ガラススクリーン（ダブルスキン）工法とし、ダブルスキ
ンの中間域を利用したライトシェルフや除湿のための温熱利用など、自然エネルギーを活用する。

・隣接するビルのプライバシー保護や交通量の多い国道 58 号線の騒音対策にも効果があり、快適な
室内環境を提供する。

（自然エネルギーの活用）
・IoT の多様なニーズに合わせ、オフィス空間とデータセンター機能を合わせ持つこのビルには、最先

端の省エネルギー手法を取り込んでいる。沖縄で重要な除湿は、省エネルギーなデシカント空調シス
テムを導入し、除湿のエネルギーに日照により温められたダブルスキン内の空気を利用する。

・施設中央にクールボイドを設け、ボイドを取り囲む耐震壁に外気温より低い井水を噴霧し、壁面の冷
却効果により執務空間の熱負荷軽減を行います。ダブルスキン内に設置したライトシェルフは、居室
内天井に自然光を導き、執務空間の照明負荷軽減を行う。

（安心・安全のファシリティ）
・建物は、震度６クラスの大規模地震が発生しても、安定運用できる免震構造を採用している。また、異

なる変電所からの２系統受電に加え、冗長化した無停電電源装置や非常発電機を12階に配置するこ
とにより、安定した電力供給が可能。

名　　称：（仮称）沖縄セルラー旭橋駅前ビル
竣工時期：2020 年 5 月（予定）
所 在 地：沖縄県那覇市東町（旧KDDI 那覇ビル跡地）　沖縄都市モノレール旭橋駅前
敷地面積：1,051.4㎡（318.05 坪）　
延床面積：約 7,760 ㎡（2,347 坪）　※基準階床面積：579 ㎡（175 坪）
階　　数：地上12階（免震構造）
建物用途：１階／エントランスホール、受付、駐車場（43 台）
　　　　  ２階～９階／貸オフィス
　　　　  10階／データセンター

・2018年4月  基本設計着手
・2018年5月  解体工事着手
・2019年1月  新築工事着手予定

現況及び

見 通 し

（図は沖縄セルラー電話株式会社提供）

完成イメージ図

・現在は、既存建物の解体工事が進行中である（解体工事は2018年12月完了予定）。

・2019年1月の新築工事着手に向け、実施設計をすすめている。

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

・電気・通信設備、サーバールームの重要設備は、10 階以上に設置し、万が一の津波や台風での浸水の
リスクもなく、継続運用が可能となっている。

（強固なセキュリティ）
・1階のロビーから、各区画のセキュリティレベルに応じて、各種ゲート、生体認証、共連れ防止や監視

カメラを設置し、万全のセキュリティ対策によりオフィスで働く皆さまや顧客の情報資産を守る。

現況及び

見 通 し

（ 続 き ）

県内大型プロジェクトの動向   vo l .105
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消費関連
　百貨店売上高は、旧盆の月ずれで中元ギフト需要の一部が７月に前倒しになったことや、気温が低く
推移した影響もあり衣料品の動きが鈍かったことなどから５カ月ぶりに前年を下回った。スーパー売
上高は、夏物衣料の需要が減少し、住居関連もエアコンの不振などから減少したものの、食料品は青果
やオードブル、寿司など旧盆商材を中心に伸長したことから、２カ月ぶりに前年を上回った。新車販売
台数は、小型乗用車や普通貨物車、軽乗用車の減少などから２カ月ぶりに前年を下回った。電気製品卸
売販売額は、エアコンや冷蔵庫の減少などから３カ月連続で前年を下回った。
　先行きは、旧盆需要の反動減はあるものの、気象条件の好転が見込まれることなどから、概ね好調と
なるとみられる。

　公共工事請負金額は、市町村、独立行政法人等・その他は増加したが、国、県は減少したことから、４カ
月連続で前年を下回った。建築着工床面積（７月）は、居住用、非居住用ともに減少したことから２カ月
連続で前年を下回った。新設住宅着工戸数（７月）は、分譲は増加したが、持家、貸家、給与は減少したこ
とから３カ月ぶりに前年を下回った。県内主要建設会社の受注額は、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。鋼材は民間工事の進捗に
より出荷が増加した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、２カ月ぶりに前年を上回った。国内客は４カ月ぶりに前年を上回り、外国客は２カ
月ぶりに前年を上回った。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、中国本土、香港は増加し、韓国は減少した。
　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５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２カ月連続で前年を下回った。
　８月は、入域観光客数は前年を上回るものの弱い伸びにとどまったことから、ホテル、観光施設など
の指標はすべて前年を下回り、観光関連全体では弱い動きとなった。
　先行きは、９月は関空の一部閉鎖や北海道胆振東部地震の影響があるものの、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、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9.3％増となり２カ月連続で前年を上回った。産業別にみると、製造業、運
輸業・郵便業などで増加し、サービス業などで減少した。有効求人倍率（季調値）は1.21倍と、前月より
0.07ポイント上昇し、復帰後初の1.2倍台となった。完全失業率（季調値）は3.4％と前月より0.8％ポイン
ト悪化した。
　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1.0％増と23カ月連続で前年を上
回った。
　企業倒産は、件数が３件で前年同月を２件上回った。負債総額は９億4,100万円で前年同月比499.4％
の増加だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

　８月の県内景気をみると、消費関連では、百貨店は旧盆の月ずれ（今年は８月、前年は

９月）で中元ギフト需要の一部が７月に前倒しになったことなどから前年を下回り、

スーパーは食料品は青果やオードブル、寿司など旧盆商材を中心に伸長したことなど

から前年を上回った。耐久消費財では、新車販売は小型乗用車や普通貨物車、軽乗用車

の減少などから前年を下回り、電気製品卸売はエアコンや冷蔵庫の減少などから前年

を下回った。

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

積（７月）は、居住用、非居住用ともに減少したことから前年を下回った。新設住宅着工

戸数（７月）は、持家、貸家、給与は減少したことから前年を下回った。建設受注額は、公

共工事は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２カ月ぶりに前年を上回った。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、売上高、宿泊収入ともに前年を下回った。

　総じてみると、消費関連と観光関連、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、百貨店が前年を下回る

観光関連では、入域観光客数が前年を上回る
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消費関連
　百貨店売上高は、旧盆の月ずれで中元ギフト需要の一部が７月に前倒しになったことや、気温が低く
推移した影響もあり衣料品の動きが鈍かったことなどから５カ月ぶりに前年を下回った。スーパー売
上高は、夏物衣料の需要が減少し、住居関連もエアコンの不振などから減少したものの、食料品は青果
やオードブル、寿司など旧盆商材を中心に伸長したことから、２カ月ぶりに前年を上回った。新車販売
台数は、小型乗用車や普通貨物車、軽乗用車の減少などから２カ月ぶりに前年を下回った。電気製品卸
売販売額は、エアコンや冷蔵庫の減少などから３カ月連続で前年を下回った。
　先行きは、旧盆需要の反動減はあるものの、気象条件の好転が見込まれることなどから、概ね好調と
なるとみられる。

　公共工事請負金額は、市町村、独立行政法人等・その他は増加したが、国、県は減少したことから、４カ
月連続で前年を下回った。建築着工床面積（７月）は、居住用、非居住用ともに減少したことから２カ月
連続で前年を下回った。新設住宅着工戸数（７月）は、分譲は増加したが、持家、貸家、給与は減少したこ
とから３カ月ぶりに前年を下回った。県内主要建設会社の受注額は、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。鋼材は民間工事の進捗に
より出荷が増加した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、２カ月ぶりに前年を上回った。国内客は４カ月ぶりに前年を上回り、外国客は２カ
月ぶりに前年を上回った。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、中国本土、香港は増加し、韓国は減少した。
　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５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２カ月連続で前年を下回った。
　８月は、入域観光客数は前年を上回るものの弱い伸びにとどまったことから、ホテル、観光施設など
の指標はすべて前年を下回り、観光関連全体では弱い動きとなった。
　先行きは、９月は関空の一部閉鎖や北海道胆振東部地震の影響があるものの、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、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9.3％増となり２カ月連続で前年を上回った。産業別にみると、製造業、運
輸業・郵便業などで増加し、サービス業などで減少した。有効求人倍率（季調値）は1.21倍と、前月より
0.07ポイント上昇し、復帰後初の1.2倍台となった。完全失業率（季調値）は3.4％と前月より0.8％ポイン
ト悪化した。
　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1.0％増と23カ月連続で前年を上
回った。
　企業倒産は、件数が３件で前年同月を２件上回った。負債総額は９億4,100万円で前年同月比499.4％
の増加だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

　８月の県内景気をみると、消費関連では、百貨店は旧盆の月ずれ（今年は８月、前年は

９月）で中元ギフト需要の一部が７月に前倒しになったことなどから前年を下回り、

スーパーは食料品は青果やオードブル、寿司など旧盆商材を中心に伸長したことなど

から前年を上回った。耐久消費財では、新車販売は小型乗用車や普通貨物車、軽乗用車

の減少などから前年を下回り、電気製品卸売はエアコンや冷蔵庫の減少などから前年

を下回った。

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

積（７月）は、居住用、非居住用ともに減少したことから前年を下回った。新設住宅着工

戸数（７月）は、持家、貸家、給与は減少したことから前年を下回った。建設受注額は、公

共工事は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２カ月ぶりに前年を上回った。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、売上高、宿泊収入ともに前年を下回った。

　総じてみると、消費関連と観光関連、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、百貨店が前年を下回る

観光関連では、入域観光客数が前年を上回る
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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。

2018.8 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2018.8

項目別グラフ　3カ月 2018.6～2018.8

2018.6－2018.8

（注） 広告収入は18年7月分。数値は前年比（％）。
　　 ホテル稼働率（％ポイント）、企業倒産件数（件）は前年差。Pは速報値。

（注） 広告収入は18年5月～18年7月分。数値は前年比（％）。
　　 ホテル稼働率（％ポイント）は前年差。企業倒産件数（件）は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。

2018.8 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2018.8

項目別グラフ　3カ月 2018.6～2018.8

2018.6－2018.8

（注） 広告収入は18年7月分。数値は前年比（％）。
　　 ホテル稼働率（％ポイント）、企業倒産件数（件）は前年差。Pは速報値。

（注） 広告収入は18年5月～18年7月分。数値は前年比（％）。
　　 ホテル稼働率（％ポイント）は前年差。企業倒産件数（件）は３カ月の累計件数の前年差。Pは速報値。

29



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

消費関連

県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　

５カ月ぶりに減少 
・百貨店売上高は、前年同月比3.3％減と５
カ月ぶりに前年を下回った。家庭用品・そ
の他は化粧品の好調や催事効果などから
増加したが、食料品は旧盆の月ずれで中
元ギフト需要の一部が７月に前倒しに
なった反動などから減少した。衣料品は
前年より気温が低く推移した影響もあり
婦人服が鈍かったことなどから減少し、
身の回り品は売り場改装の影響などから
減少した。
・品目別にみると、家庭用品・その他（同
0.5％増）は増加し、食料品（同4.5％減）、衣
料品（同7.6％減）、身の回り品（同0.4％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２カ月ぶりに増加 
・スーパー売上高は、既存店ベースでは前
年同月比6.0％増と２カ月ぶりに前年を上
回った。
・旧盆の月ずれ（去年は９月）の影響で、食
料品は青果やオードブル、寿司など旧盆
商材を中心に伸長したことから同8.8％増
となった。衣料品は、夏物衣料の動きが鈍
かったことなどから同3.9％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2.0％減となった。
・全店ベースでは同7.8％増と２カ月ぶりに
前年を上回った。

２カ月ぶりに減少
・新車販売台数は3,637台となり、前年同月

比1.9％減と２カ月ぶりに前年を下回った。

普通自動車は、普通乗用車は増加したも

のの、小型乗用車や普通貨物車が減少し

たことなどから前年を下回った。軽自動

車は、軽乗用車のレンタカーが減少した

ことなどから前年を下回った。

・普通自動車（登録車）は1,784台（同2.5％

減）で、うち普通乗用車は674台（同45.3％

増）、小型乗用車は909台（同15.3％減）で

あった。軽自動車（届出車）は1,853台（同

1.3％減）で、うち軽乗用車1,519台（同

3.1％減）であった。

出所：りゅうぎん総合研究所

3 新車販売台数 （前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

※棒グラフは車種別寄与度

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１万8,839

台で前年同月比4.2％減と３カ月連続で

前年を下回った。

・内訳では、普通自動車は7,527台（同5.8％

減）、軽自動車は１万1,312台（同3.2％減）

となった。

３カ月連続で減少
・電気製品卸売販売額は、前年より気温が低

く推移した影響などでエアコンや冷蔵庫

の需要が減少したことなどから、前年同月

比12.0％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ＢＤレコー

ダーが同1.8％減、テレビが同17.7％増、白

物では洗濯機が同15.2％減、冷蔵庫が同

11.3％減、エアコンが同38.3％減、太陽光

発電システムを含むその他は同2.5％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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５カ月ぶりに減少 
・百貨店売上高は、前年同月比3.3％減と５
カ月ぶりに前年を下回った。家庭用品・そ
の他は化粧品の好調や催事効果などから
増加したが、食料品は旧盆の月ずれで中
元ギフト需要の一部が７月に前倒しに
なった反動などから減少した。衣料品は
前年より気温が低く推移した影響もあり
婦人服が鈍かったことなどから減少し、
身の回り品は売り場改装の影響などから
減少した。
・品目別にみると、家庭用品・その他（同
0.5％増）は増加し、食料品（同4.5％減）、衣
料品（同7.6％減）、身の回り品（同0.4％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２カ月ぶりに増加 
・スーパー売上高は、既存店ベースでは前
年同月比6.0％増と２カ月ぶりに前年を上
回った。
・旧盆の月ずれ（去年は９月）の影響で、食
料品は青果やオードブル、寿司など旧盆
商材を中心に伸長したことから同8.8％増
となった。衣料品は、夏物衣料の動きが鈍
かったことなどから同3.9％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2.0％減となった。
・全店ベースでは同7.8％増と２カ月ぶりに
前年を上回った。

２カ月ぶりに減少
・新車販売台数は3,637台となり、前年同月

比1.9％減と２カ月ぶりに前年を下回った。

普通自動車は、普通乗用車は増加したも

のの、小型乗用車や普通貨物車が減少し

たことなどから前年を下回った。軽自動

車は、軽乗用車のレンタカーが減少した

ことなどから前年を下回った。

・普通自動車（登録車）は1,784台（同2.5％

減）で、うち普通乗用車は674台（同45.3％

増）、小型乗用車は909台（同15.3％減）で

あった。軽自動車（届出車）は1,853台（同

1.3％減）で、うち軽乗用車1,519台（同

3.1％減）であった。

出所：りゅうぎん総合研究所

3 新車販売台数 （前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

※棒グラフは車種別寄与度

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１万8,839

台で前年同月比4.2％減と３カ月連続で

前年を下回った。

・内訳では、普通自動車は7,527台（同5.8％

減）、軽自動車は１万1,312台（同3.2％減）

となった。

３カ月連続で減少
・電気製品卸売販売額は、前年より気温が低

く推移した影響などでエアコンや冷蔵庫

の需要が減少したことなどから、前年同月

比12.0％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ＢＤレコー

ダーが同1.8％減、テレビが同17.7％増、白

物では洗濯機が同15.2％減、冷蔵庫が同

11.3％減、エアコンが同38.3％減、太陽光

発電システムを含むその他は同2.5％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カ月連続で減少
・公共工事請負金額は、367億9,400万円で、

市町村、独立行政法人等・その他は増加

したが、国、県は減少したことから、前年

同月比11.5％減となり、４カ月連続で前

年を下回った。

・発注者別では、国（同33.7％減）、県（同

37.5％減）は減少し、市町村（同53.3％増）、

独立行政法人等・その他（同30.3％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カ月連続で減少
・建築着工床面積（７月）は23万5,415㎡と

なり、居住用、非居住用ともに減少した

ことから、前年同月比47.5％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10.3％減となり、非居住用は同

62.2％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、居住専用準

住宅の項目で減少した。非居住用では、

不動産業用やその他のサービス業用な

どが増加し、卸売・小売業用や飲食店・宿

泊業用などが減少した。

出所：国土交通省

３カ月ぶりに減少
・新設住宅着工戸数（７月）は1,690戸とな

り、分譲は増加したが、持家、貸家、給与

は減少したことから、前年同月比11.7％

減と３カ月ぶりに前年を下回った。

・利用関係別では、分譲（185戸）が同

46.8％増と増加し、持家（251戸）が同

22.8％減、貸家（1,254戸）が同14.1％減、

給与（０戸）が全減と減少した。

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）

２カ月連続で減少
・建設受注額（調査先建設会社：18社、速

報値）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

0.2％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38.7％減）は

３カ月ぶりに減少し、民間工事（同

72.3％増）は２カ月ぶりに増加した。

セメントは２カ月連続で減少、
生コンは２カ月連続で減少
・セメント出荷量は８万1,245トンとなり、
前年同月比14.6％減と２カ月連続で前
年を下回った。
・生コン出荷量は14万1,511㎥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２カ月連続
で前年を下回った。
・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共
工事では、空港関連向け出荷などが増加
し、公共施設向けや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、貸家工事向けや
戸建住宅向け出荷などが減少した。

鋼材は４カ月ぶりに増加、
木材は10カ月ぶりに減少
・鋼材売上高は、民間工事の進捗により出

荷が増加したことなどから前年同月比

2.3％増と４カ月ぶりに前年を上回った。

・木材売上高は、住宅関連工事向け出荷の

減少などから同1.8％減と10カ月ぶりに

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カ月連続で減少
・公共工事請負金額は、367億9,400万円で、

市町村、独立行政法人等・その他は増加

したが、国、県は減少したことから、前年

同月比11.5％減となり、４カ月連続で前

年を下回った。

・発注者別では、国（同33.7％減）、県（同

37.5％減）は減少し、市町村（同53.3％増）、

独立行政法人等・その他（同30.3％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カ月連続で減少
・建築着工床面積（７月）は23万5,415㎡と

なり、居住用、非居住用ともに減少した

ことから、前年同月比47.5％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10.3％減となり、非居住用は同

62.2％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、居住専用準

住宅の項目で減少した。非居住用では、

不動産業用やその他のサービス業用な

どが増加し、卸売・小売業用や飲食店・宿

泊業用などが減少した。

出所：国土交通省

３カ月ぶりに減少
・新設住宅着工戸数（７月）は1,690戸とな

り、分譲は増加したが、持家、貸家、給与

は減少したことから、前年同月比11.7％

減と３カ月ぶりに前年を下回った。

・利用関係別では、分譲（185戸）が同

46.8％増と増加し、持家（251戸）が同

22.8％減、貸家（1,254戸）が同14.1％減、

給与（０戸）が全減と減少した。

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）

２カ月連続で減少
・建設受注額（調査先建設会社：18社、速

報値）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

0.2％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38.7％減）は

３カ月ぶりに減少し、民間工事（同

72.3％増）は２カ月ぶりに増加した。

セメントは２カ月連続で減少、
生コンは２カ月連続で減少
・セメント出荷量は８万1,245トンとなり、
前年同月比14.6％減と２カ月連続で前
年を下回った。
・生コン出荷量は14万1,511㎥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２カ月連続
で前年を下回った。
・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共
工事では、空港関連向け出荷などが増加
し、公共施設向けや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、貸家工事向けや
戸建住宅向け出荷などが減少した。

鋼材は４カ月ぶりに増加、
木材は10カ月ぶりに減少
・鋼材売上高は、民間工事の進捗により出

荷が増加したことなどから前年同月比

2.3％増と４カ月ぶりに前年を上回った。

・木材売上高は、住宅関連工事向け出荷の

減少などから同1.8％減と10カ月ぶりに

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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前年に引き続き100万人台を記録、
単月の過去最高を更新
・入域観光客数は、103万7,900人（前年同月

比3.5％増）となり、２カ月ぶりに前年を上

回った。

・路線別では、空路は89万6,700人（同2.0％

増）となり２カ月ぶりに前年を上回った。

海路は14万1,200人（同14.4％増）となり２

カ月ぶりに前年を上回った。

・国内客は、73万7,900人（同1.5％増）となっ

た。航空会社のダイナミックパッケージが

好調で４カ月ぶりに前年を上回ったが、８

月に県内外に相次いで接近した台風の影

響で、弱い伸びにとどまった。

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）

２カ月ぶりに前年を上回る
・入域観光客数（外国客）は、30万人（前年同

月比8.8％増）となり、２カ月ぶりに前年

を上回った。空路は16万5,900人（同5.7％

増）と67カ月連続で前年を上回り、海路は

13万4,100人（同12.9％増）と３カ月ぶり

に前年を上回った。

・国籍別では、台湾９万1,700人（同2.7％増）、

中国本土７万7,200人（同17.1％増）、韓国

４万2,000人（同3.2％減）、香港３万2,300

人(同17.5％増) 、アメリカ・その他５万

6,800人(同14.5％増)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カ月連続で低下、
売上高は２カ月連続で減少
・主要ホテル（速報値）は、客室稼働率は

88.1％となり、前年同月比1.2％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1.3％減と２カ月連続で前年を下回っ

た。

・那覇市内ホテル（速報値）は、客室稼働率は

85.7％と同2.9％ポイント低下し６カ月連

続で前年を下回り、売上高は同2.3％減と

２カ月連続で前年を下回った。リゾート型

ホテルは、客室稼働率は89.5％と同0.3％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1.1％減と２カ月連続で前

年を下回った。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

４カ月連続で減少
・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）ともに低下し、前年同月

比1.2％減と４カ月連続で前年を下回っ

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低下し、同3.5％減

と２カ月ぶりに前年を下回った。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0.8％減と４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）

５カ月連続で減少
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比0.9％減となり、５カ月連続で前年を

下回った。

入場者数、売上高ともに
２カ月連続で減少
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月

比5.8％減と２カ月連続で前年を下回っ

た。県内客は２カ月連続で前年を下回

り、県外客は４カ月ぶりに前年を上

回った。

・売上高は同3.4％減と２カ月連続で前年

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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前年に引き続き100万人台を記録、
単月の過去最高を更新
・入域観光客数は、103万7,900人（前年同月

比3.5％増）となり、２カ月ぶりに前年を上

回った。

・路線別では、空路は89万6,700人（同2.0％

増）となり２カ月ぶりに前年を上回った。

海路は14万1,200人（同14.4％増）となり２

カ月ぶりに前年を上回った。

・国内客は、73万7,900人（同1.5％増）となっ

た。航空会社のダイナミックパッケージが

好調で４カ月ぶりに前年を上回ったが、８

月に県内外に相次いで接近した台風の影

響で、弱い伸びにとどまった。

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）

２カ月ぶりに前年を上回る
・入域観光客数（外国客）は、30万人（前年同

月比8.8％増）となり、２カ月ぶりに前年

を上回った。空路は16万5,900人（同5.7％

増）と67カ月連続で前年を上回り、海路は

13万4,100人（同12.9％増）と３カ月ぶり

に前年を上回った。

・国籍別では、台湾９万1,700人（同2.7％増）、

中国本土７万7,200人（同17.1％増）、韓国

４万2,000人（同3.2％減）、香港３万2,300

人(同17.5％増) 、アメリカ・その他５万

6,800人(同14.5％増)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カ月連続で低下、
売上高は２カ月連続で減少
・主要ホテル（速報値）は、客室稼働率は

88.1％となり、前年同月比1.2％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1.3％減と２カ月連続で前年を下回っ

た。

・那覇市内ホテル（速報値）は、客室稼働率は

85.7％と同2.9％ポイント低下し６カ月連

続で前年を下回り、売上高は同2.3％減と

２カ月連続で前年を下回った。リゾート型

ホテルは、客室稼働率は89.5％と同0.3％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1.1％減と２カ月連続で前

年を下回った。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

４カ月連続で減少
・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）ともに低下し、前年同月

比1.2％減と４カ月連続で前年を下回っ

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低下し、同3.5％減

と２カ月ぶりに前年を下回った。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0.8％減と４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）

５カ月連続で減少
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比0.9％減となり、５カ月連続で前年を

下回った。

入場者数、売上高ともに
２カ月連続で減少
・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月

比5.8％減と２カ月連続で前年を下回っ

た。県内客は２カ月連続で前年を下回

り、県外客は４カ月ぶりに前年を上

回った。

・売上高は同3.4％減と２カ月連続で前年

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9.3％増となり２

カ月連続で前年を上回った。産業別にみる

と、製造業、運輸業・郵便業などで増加し、

サービス業などで減少した。有効求人倍率

（季調値）は1.21倍と、前月より0.07ポイン

ト上昇し、復帰後初の1.2倍台となった。

・労働力人口は、72万6,000人で同2.8％増と

なり、就業者数は、70万2,000人で同2.9％増

となった。完全失業者数は２万4,000人で

同水準となり、完全失業率（季調値）は3.4％

と前月より0.8％ポイント悪化した。
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）

23カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比1.0％増と

23カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を

除く総合は同0.7％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、被服及び履物などは下落し

た。

件数、負債総額ともに増加
・倒産件数は、３件で前年同月を２件上

回った。業種別では、卸売業１件（同1件

増）、建設業１件（同１件増）、金融・保険業

１件（同１件増）だった。

・負債総額は、９億4,100万円となり、前年同

月比499.4％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）

３カ月連続で減少
・広告収入（マスコミ：７月）は、前年同月

比1.8％減となり、３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

県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　
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出所：沖縄気象台

・平均気温は28.5℃となり、平年（28.7℃）、

前年同月（30.4℃）より低かった。降水量は

310.0ｍｍで前年同月（56.5ｍｍ）よりかな

り多かった。

・沖縄地方は、台風第12号、第14号、第18号、

第19号や湿った空気の影響で曇りや雨の

日が多かったが、高気圧に覆われて晴れの

日もあった。平均気温は平年より低く、降

水量は平年より多く、日照時間は平年並み

だった。

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9.3％増となり２

カ月連続で前年を上回った。産業別にみる

と、製造業、運輸業・郵便業などで増加し、

サービス業などで減少した。有効求人倍率

（季調値）は1.21倍と、前月より0.07ポイン

ト上昇し、復帰後初の1.2倍台となった。

・労働力人口は、72万6,000人で同2.8％増と

なり、就業者数は、70万2,000人で同2.9％増

となった。完全失業者数は２万4,000人で

同水準となり、完全失業率（季調値）は3.4％

と前月より0.8％ポイント悪化した。
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）

23カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比1.0％増と

23カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を

除く総合は同0.7％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、被服及び履物などは下落し

た。

件数、負債総額ともに増加
・倒産件数は、３件で前年同月を２件上

回った。業種別では、卸売業１件（同1件

増）、建設業１件（同１件増）、金融・保険業

１件（同１件増）だった。

・負債総額は、９億4,100万円となり、前年同

月比499.4％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）

３カ月連続で減少
・広告収入（マスコミ：７月）は、前年同月

比1.8％減となり、３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

県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　
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県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　

出所：沖縄気象台

・平均気温は28.5℃となり、平年（28.7℃）、

前年同月（30.4℃）より低かった。降水量は

310.0ｍｍで前年同月（56.5ｍｍ）よりかな

り多かった。

・沖縄地方は、台風第12号、第14号、第18号、

第19号や湿った空気の影響で曇りや雨の

日が多かったが、高気圧に覆われて晴れの

日もあった。平均気温は平年より低く、降

水量は平年より多く、日照時間は平年並み

だった。

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 3738

　仕事を円滑に進める手法としてPDCAがよく知ら
れていますが、「変化に弱い」という弱点があります。
この弱点を補完し、想定外が起こる状況で有効な手
法として注目されているのがOODA（ウーダ）です。
まずPDCAについておさらいしましょう。PDCA
は環境を分析し、計画を立て＝P、実行に移し＝D、
結果をチェックし＝C、次の計画に向けて行動する
＝A。この一連の流れを繰り返すことから「PDCA
サイクル」と呼ばれます。全ての物事が想定できる
工場などでは有効に機能しますが、そもそも品質管
理を目的としているため、経営企画やプロダクト開
発など変化の激しい分野は得意ではありません。
　一方OODAは、臨機応変な対応が求められる
場面に対処するための意思決定の手法です。観察
（Observe）・方向付け (Orient)・決心 (Decide)・実
行 (Act) の流れを繰り返し、より高いレベルの目標
を達成できることからOODAループと呼ばれます。
まず、自らの計画に固執せず相手（市場や顧客）を
よく観察し＝O、その状況判断から目標や達成に向
けた戦略などの方向付けを行い＝O、状況に応じて
行動プランを決心（決定）し＝D、実行します＝A。
　シリコンバレーをはじめ欧米企業では主流の
OODA。日本企業でも導入の動きが出始めています。
目標達成への道は一つとは限りません。状況に応じ
て変化する柔軟さが今後は必要となるでしょう。

　マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与は重大な
犯罪であり、国際的な課題となっています。現在、各
国が協力し合って対策を講じており、それを主導して
いるのがFATF（金融活動作業部会）という国際機関
です。
　FATFは国際基準（FATF勧告）を策定し、参加し
ている国・地域・機関がその勧告を遵守しているか審査・
監視しています。日本も参加国として法整備を進めて
対策を講じてきましたが、不十分な点が多く、2014
年の会合では勧告遵守の取り組みが遅れている国の一
つと指摘されました。19年にFATFの第4次審査が
行われますが、その審査で低評価を受けると、マネー・
ロンダリングおよびテロ資金供与対策でハイリスク国
と公表される可能性が高くなります。
　仮にハイリスク国と公表された場合、海外金融機関
との取引ができなくなり、国際的な金融取引に支障が
出ることが懸念されています。例えば、海外から送金
される資金の受取りができない、留学先の子どもに仕
送りができないなどです。
　このため金融庁は、第4次審査を見据え、金融機関
の実態調査を実施しています。対応が不十分であれば
強化を促し、また優れた取り組みがあれば、金融機関
全体にフィードバックし、底上げを図りたいとしてい
ます。
　こうした動向を背景に銀行窓口では、お客さまから
細かい情報を頂きながら、とくに外国為替取引に対す
るチェック体制の強化を進めています。

FATF 審査への対応 OODAループ

琉球銀行証券国際部　調査役
米山　尚子

琉球銀行総務部　調査役
比嘉　盛樹

出所：金融庁ホームページより 出所：田中靖浩著「米軍式　人を動かすマネジメント」

為替取引の監視を強化 目標への道 柔軟に対応



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 3739

　情報通信技術（ICT）を活用し、場所や時間にとら
われない柔軟な働き方のことをテレワークと呼んでい
ます。近年、テレワークは内閣府や厚生労働省を中心
に推進している「働き方改革」の手段として注目され
ており、導入する企業が増加しています。
　テレワークは一般に①在宅勤務、②モバイルワーク、
③サテライトオフィス勤務―の3つに大別されていま
す。在宅勤務は、文字どおり自宅でパソコンなどを使っ
て働くことです。モバイルワークは、外出先や出張時
にタブレット端末やスマートフォン、携帯電話などを
使って働くことです。サテライトオフィス勤務は、通
常のオフィス以外のオフィススペース（自宅近隣など）
でパソコンを利用し働くことをいいます。
　こうした働き方を取り入れることで、企業としては
生産性の向上や災害時の事業継続性の確保、企業イ
メージの向上が期待できます。また、労働者としても
通勤負担の軽減や移動時間の有効活用によるワークラ
イフバランスの向上といったメリットがあります。
　国内の労働力人口が減少していく中、企業は働き方
の選択肢を増やすことで、育児・介護の制約のある社
員の労働参加や優秀な人材の確保につなげており、そ
の手段にテレワークを積極活用する動きが広がってい
ます。
　今後、多様な働き方を選び、活躍できる社会への変
革が進展する中で、テレワークはごく自然な働き方に
なっていくと予想されます。

　銀行などの金融機関から別の金融機関に振り込み
をする場合、現在は一般に「平日の朝から夕方まで」
の時間の取り扱いのみ、即時に振込先の口座に入金
されます。このため「平日の夕方すぎ」や「土・日・
祝日」には、ATMなどで振り込んでも、実際に振込
先の口座に入金されるのは翌営業日の朝です。
　即時入金が行われる時間が限定されている大きな
理由は、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワー
クが運営する金融機関間の振込情報の通信を行う全
銀システムの稼動時間が、平日の8時30分から
15時30分までに限定されているためです。今回、
この条件が改められ、稼動時間が拡大することにな
りました。
　全銀システムの稼動時間の拡大とは、24時間かつ
365日稼動させ、「平日の夕方すぎ」の時間帯およ
び「土・日・祝日」の振り込みの利便性を向上させ
ていく取り組みで、2018年10月9日にサービス
が開始されます。
　この取り組みへの参加は各金融機関の判断ですが、
金融機関の9割以上が参加します。ただし、金融機
関ごとにサービス提供時間や利用可能チャネル（イ
ンターネットバンキングやATMなど）が異なるため、
稼動時間を拡大した当初から全ての金融機関間にお
いて即時入金が実現するわけではありませんので注
意が必要です。
　決済・送金の分野では、全銀システムの稼動時間
拡大のほか、さまざまなサービスが登場しており、
ますます利便性が向上する見通しです。

金融機関の振り込み テレワーク

琉球銀行事務統括部　システム企画課
平田　晋也

琉球銀行人事部　主任
仲宗根　健

出所：総務省「2017 年通信利用動向調査ポイント」から一部抜粋

来月 9 日に時間枠拡大 人材確保へ多様な勤務



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

　9月4日の台風21号によって、関西空港は高潮で
滑走路が使用できなくなる一方、強風で流されたタン
カーが空港連絡橋に衝突した。このため空港がしばら
く閉鎖され、外国人観光客が激減し、大阪観光に大き
な損失を与えました。6日に起きた北海道胆振東部地
震では、北海道全域で停電が発生し、酪農業界に大き
な打撃を与えました。いずれも直接的被害とともに、
巨額の経済的損失が発生しています。こうした事例を
目の当たりにすると、企業においても危機管理の重要
性を痛感させられます。
　危機とは、「企業経営に悪影響を与えるすべてのリ
スクの中で、事業の縮小や廃業に追い込まれる恐れの
ある深刻な事態」と定義されています。危機を事前に
予知し、未然防止をはかり万が一、危機が発生した場
合でも損失を極小化する活動を危機管理といいます。
　危機管理の遂行は、一般に次のプロセスを踏みます。
①経営トップの危機管理の重要性に対する認識と明確
な方針の指示②対象とする危機の選定③企業の現状把
握と危機管理計画の策定④危機管理計画の実施と運用
（組織体制の構築、対応マニュアル等の策定、教育・
訓練の実施）⑤点検・是正（外部情報・外部チェック
の活用等）⑥経営層による継続的な改善と見直し―で
す。
　昨今の災害による危機的な出来事を「対岸の火事」
と思わず、今こそ効果的な危機管理体制を構築するべ
き時と認識し、行動することが重要です。

危機管理

琉球銀行監査部　調査役
長間　一浩

～今こそ体制構築の時期～
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沖縄国税事務所によると、17年度の租税

収納済額は前年度比5.5％増の3,656億

6,900万円と、９年連続で増収し復帰後

最高額となった。収納済額の約３割を占

める消費税は、同0.7％増の1,187億6,200

万円だった。

東芝テック㈱は、電子レシートシステム

「スマートレシート」を使用し、県内の小

売店舗における販売促進連携による買

い回りを実現する国内初の取組みとし

て、『電子レシートによる沖縄主婦の生

活利便性向上プロジェクト』の実施を発

表した。㈱リウボウストア、生活協同組

合コープおきなわ等、県内全域47店舗で

開始。

金秀商事㈱は、㈱ツルハと沖縄県におい

てドラッグストア事業を行うフラン

チャイズ契約を締結した。今後、既存店

のリニューアルやタウンプラザかねひ

でとの併設などを推進し、19年２月には

沖縄におけるツルハドラッグ１号店を

オープン予定。

県土地対策課によると、沖縄県の地価の

平均変動率（18年7月1日時点）は、全用

途（林地除く）で前年比5.0％の上昇と

なった。用途別では、住宅地が同4.0％上

昇、商業地が同7.3％上昇、工業地が同

11.0％上昇した。

県観光政策課によると、17年度の沖縄県

における旅行・観光の経済波及効果は、

前回調査（15年度）比14.2％増の１兆

1,700億円だった。内訳は、直接効果が

6,912億円、１次間接波及効果が3,144億

円、２次間接波及効果が1,644億円、また

雇用効果は14万2,734人となった。

県観光政策課の沖縄県観光産業実態調

査によると、17年度の県内の観光関連事

業者における正規・非正規社員の割合は、

正規社員が57.3％、非正規社員が42.7％

だった。平均月額給与は、全体で20万

4,000円（前年度比1.5％増）だった。

財務省が発表した17年度の法人企業統

計調査によると、全産業（金融業、保険業

を除く）の経常利益は前年度比11.4％増

の83兆5,543億円で、60年度以降最高額と

なった。また、設備投資額も同5.8％増の

45兆4,475億円で、01年度以降最高額と

なった。

厚生労働省によると、18年4月1日時点の

全国の待機児童数は前年比23.7％減の１

万9,895人だった。保育所等数は同6.0％

増の３万4,763カ所、保育所等の定員は同

3.6％増の280万579人となった。

第一交通産業㈱とDiDiモビリティジャパ

ン㈱は、タクシー配車プラットフォーム

サービスの利用契約を締結した。第一交

通産業は、大阪府内で運行中の同社全車

両数の約７割にあたる600台にサービス

の利用に必要な端末機器を設置し、今秋

からトライアルサービスを開始する。

国土交通省の都道府県地価調査によると、

全国の地価の対前年比平均変動率（18年

７月１日時点）は、全用途平均が0.1％上

昇と、91年以来27年ぶりに下落から上昇

に転じた。住宅地は同0.3％下落と下落幅

の縮小傾向が継続し、商業地は同1.1％上

昇と、２年連続で上昇した。

テックビューロ㈱は、同社が運営する仮

想通貨取引所Zaifにおいて、入出金用の

ホットウォレットを管理するサーバーが

外部からの不正アクセスによるハッキン

グ被害を受け、日本円で約67億円の仮想

通貨（BTC、MONA、BCH）が外部に不正流

出させられたことを発表した。

国税庁の17年分「民間給与実態統計調

査」によると、民間事業所に勤める給与

所得者の年間平均給与は前年比2.5％増

の432万円となり、５年連続で増加した。

正規・非正規についてみると、正規は同

1.4％増の494万円で、非正規は同1.7％

増の175万円だった。

沖　　縄 全国・海外

ECONOMIC DIARY 
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ECONOMIC DIARY 　　　　　　　　【経済日誌】
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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、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。
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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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　　　　　　　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
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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）
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　　　　　　　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
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　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社クロックワーク
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　　　　　　　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
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　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果
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