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御社の設立経緯についてお聞かせください。

　当社は私の母である、現会長が知人から「事

業を譲渡したいので買い取ってほしい」とお願

いされたのがきっかけで 1986 年 2 月に事業を

スタートさせています。現会長も突然の話で悩

んだ末に譲り受けることを決めたようですが、

今年で事業を受け継いで34年を迎えています。

　既存事業の譲渡を受けているので販路先など

が受け継げるものと考えていたようですが、残

念ながら、ほとんどゼロからの営業スタートの

ような状態で事業開始当初はかなり苦労してい

たようです。

　事業開始当時のエピソードとしては、会長が

単身で那覇空港のお土産店にいわゆる「飛び込

み営業」をかけて、現場の責任者の方と面談を

することができ、トントン拍子で契約が決まっ

たという事もあったそうです。

　実は会長は、この事業をはじめる前までは営

ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に

逆
転
の
発
想
で

今
の
困
難
を
乗
り
越
え
る

有限会社　りゅうほう

田
た

中
なか

　俊
とし

浩
ひろ

 代表取締役社長

有限会社りゅうほうは1986年2月に設立された観光客向けにお土産を製造、卸売を行う会社である。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により県内の観光客は激減しており、お土産の製造、卸売業、
販売業は厳しい経営環境の状態にある。今回は那覇市具志にある事務所兼製造工場をお訪ねし田中俊
浩社長、そして設立者である田中豊美会長に会社の設立経緯、社会貢献活動、経営理念、そして今後
の事業展望についてお話をお聞きした。また、いまだに終息の兆しが見えない新型コロナウイルス感
染症のよる影響や今後の対応策などについてもお話をお聞きした。
	 インタビューとレポート　　新垣　貴史
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業活動を経験したことはなく、ましてや会社を

経営したこともないような普通の主婦でした。

「怖いもの知らず」でいきなりの飛び込み営業

で責任者の方と面談し、契約まで結びつくとい

うのは今の時代では、なかなか考えられないと

思います。

　この那覇空港関連のお土産店との取引は現在

でも当社の重要な顧客であり、大事なお取引先

のひとつです。

　ただ今の例は、うまくいった事例のひとつに

過ぎませんし、これまで事業開始から 34 年の

間には経営のノウハウもなく、ゼロからのス

タート状態だったためいろいろな苦労の連続

だったようです。

創業当時は泉崎で事業をスタートしていますが、

どのような経緯で具志へ移転されたのですか。

　1986 年 2 月の事業を引き継いだ当時は那覇

市泉崎に事務所を置き、その後 1988 年には

資本金 700 万円で「有限会社りゅうほう製菓」

として法人成りしました。

　そして 1991 年には業務拡大を機に那覇市宇

栄原に事務所を移転、その際に、当社の取扱商

品が仲卸でほとんどを占めているため、商号を

「有限会社りゅうほう」に変更しました。

　さらにその後、那覇空港の新国内線ターミナ

ルが供用を開始する時期に合わせて 1997 年 4

月に「ちんすこう」や「サーターアンダギー」

の自社製造工場を新設するため那覇市具志へ移

転しました。現在は 1階部分が本社事務所と

倉庫、そして 2階部分が自社製造工場となっ

ています。

会社名の由来について教えてください。

　「りゅうほう」という名前は珍しいというふ

うに言われる方も多いのですが、琉球の琉の漢

字を使った「りゅうほう」という名前の会社は

けっこう県内にはあります。

　なお、社名の由来は琉球の「琉」と、会長の

名前、田中豊美の「豊」という字から名づけま

した。当初は漢字で「琉豊」という漢字社名も

考えたようですが、漢字だと堅苦しいのでソフ

トな印象を持ちつつ、落ち着いたひらがなの

「りゅうほう」となったようです。

りゅうほう本社事務所
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業務内容について教えてください。

　「ちんすこう」や「サーターアンダギー」な

どの沖縄土産の製造と卸売業を中心に行ってい

ます。1997 年 4 月に現在の事務所に移転後、

同年 5月に当社の看板商品である自社製造の

「ちんすこう」を発売開始しました。原材料な

どを含めてこだわって製造している製品であり

「ちんすこう」は人気商品の一つです。

　県内では空港のお土産店をはじめ県内ホテ

ル、道の駅などでも販売しています。

　また自社製造のお菓子以外にも仲卸したお土

産の販売も行っています。自社製品と仲卸商品

の割合はおよそ 3対 7 の割合で仲卸商品の取

り扱いが多くなっています。

新型コロナウイルス感染症の影響はございま

すか。

　この新型コロナウイルス感染症の影響で沖縄

の観光客は激減しており当社も大きく影響をう

けています。

　従業員も抱えていますし、今のところはなん

とか持ちこたえていますが、県内のお土産製

造、卸売、販売業のすべてが非常に厳しい状態

となっています。

　また、当社ではインバウンドのお客様向けに

人気があった商品の取り扱いも行っていたの

で、今は国際線の航空便の離発着は全くなく、

インバウンド需要がゼロになってしまったこと

は当社としては非常に痛いところです。

　経営者の立場からすると、現状を含めて、さ

らに先行きがどのようになっていくのかという

見通しが立たないことが非常に悩ましいところ

です。

県内全体のお土産関連事業者の動きはどのよう

に見ていらっしゃいますか。

　やはり観光客が大きく減少してしまった影響

で、当社を含めて過剰な商品在庫を抱えてし

まっている業者は非常に多いです。そういった

中で、県内の流通大手の力を借りて県民向けに

お土産用菓子を格安で販売するということは継

続して行っています。賞味期限が近いから食品

を捨てるということはしたくないし、無駄には

したくないというのが我々の気持ちです。

「10 円ちんすこう」は事務所 1 階でも購入可能

お 土 産 や 差 し 入
れ 等 で 大 量 購 入
する方が多い
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　ただ、こういう流れがきっかけで、今まで取

引のなかった県内流通大手との取引が始まった

ということもあったのでピンチをチャンスにと

いうか、前向きに捉えて努力を続けていきたい

と考えています。県民の皆様も、スーパーや道

の駅などで見かけたら、可能な範囲で是非、ご

協力頂けたらと思います。

人材育成や社員教育についてはどのように考え

ていらっしゃいますか。

　社員数は 13 名と少ないので、私自身が常々、

社員に話しているのは営業担当者であろうが、

配送担当者であろうが扱っている自社製品に対

して高い意識を持ち、お取引先とのコミュニ

ケーションの中などから、いろいろな情報提供

や、新製品などの提案などを積極的に行って欲

しいと考えています。

　そういうことをきちんと意識しないでお取引

先と会話をするのと、きちんと意識して会話を

するとでは、「気づき」の面で大きな差が出て

くると思います。

　世の中にあるヒット商品なども、イチ社員の

パッとした思いつきから出てきたということも

あるので、常に意識をもっているということは

大事です。（田中会長、社長談）

社会貢献活動はどのような事を行っていらっ

しゃいますか。

　地域の行事やボランティア活動などへの参加

は特にないのですが、地元の小学生の職場体験

の派遣先企業としての協力を行っています。

　子供たちには、経理業務や配送業務などの体

験は残念ながらできないのですが、当社では工

場で「ちんすこう」作りの体験ができるので、

このお菓子造り体験は子供たちにとても好評で

喜ばれています。

　当社も引き続きできる限りの地域貢献活動は

積極的に行っていきたいと考えています。

厳しいなかですが、何か新しい取組を開始して

いることはございますか。

　新型コロナウイルス感染症の影響により観光

客向けの需要が大きく減少しており、県民需要

を意識した商品開発なども進める必要があるの

「プレーン」「塩」「じーまみ」「チーズ」
の 4 種類

小さいパッケージ
も選択できる

鮮やかなパッケージでインバウンドにも大人気
のオリジナルちんすこう
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かなとは感じています。

　当社が独自に開発した商品で隠れた人気商

品があります。それが「10円ちんすこう」です。

名前の通り 1個 10 円とかなりお買い得な商品

となっているので、近所の子供たち、お土産

用に大量に購入していく方も多くいらっしゃ

います。

　職場などで、たくさんの方にお土産を配ら

なくてはいけない方が「バラマキ用」に購入

する方もいらっしゃいます。この商品自体は

当社の利益としては、わずかですが、当社の

事を知ってもらうツールとしては非常に良い

商品かなと考えています。

　今後は、お土産用以外の県内需要を見据え

た商品開発も考えていくべきであると思って

います。

最後に

　今は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影

響により非常に厳しい経営環境が続いているの

で、どうしてもネガティブな思考になってしま

いますが、「ピンチをチャンスに変える」とい

う言葉があるように、物事をプラス思考に変え

るように心がけています。

　今後は県内需要を取り込むために、当社の今

の強みを活かした新たな事業展開などを含めて

検討を進めているところです。まだお話できる

ような決定事項はないのですが、社内で検討を

進めています。

　いずれはワクチンや特効薬が開発され、この

感染症を克服する日が来ると思うので、その時

に再びたくさんの観光客をお迎えし、活気ある

沖縄県が復活すると信じています。その日を迎

えるまで、県民の皆様と共に、この困難を乗り

越えられるよう頑張ってまいります。

企業概要

商　　 　号：

本社所在地：

連 絡 先：

設　　 立：

役　　 員：

従 業 員 数：

事 業 内 容：

有限会社　りゅうほう

那覇市具志 3 丁目 23 番 5 号

TEL　098-857-7238

FAX　098-857-4748

 1986 年 2 月 1 日

代表取締役会長　田中　豊美

代表取締役社長　田中　俊浩　

13 名（2020 年 3 月）

菓子製造、お土産卸売業

ちんすこう、キッパン、干しパイン

各種菓子、飲料及びパパイヤ漬等

の漬物類の製造、輸出及び販売
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　各実験において、マウスを快適な定位置

に置き、定期的に異なる種類の視覚刺激を

与えました。この間マウスは、走ることも

できれば、座ったり、毛繕いをしたり、さ

らには眠ることもできます。研究者らは何

時間もの動画記録を、マウスの脳の深部に

おいて細胞レベルの分解能で撮影しまし

た。さらに、マウスの覚醒度を判断するた

め、脳内の電気活動（脳波）、走行速度、

瞳孔の大きさも記録しました。その結果、

マウスが異なる行動状態にある間にさまざ

まな感覚条件に反応する数百個ものニュー

ロンの活動を、一度に観察することができ

ました。

　研究者らは、視覚刺激に対して、それぞ

れ別の反応を示す3つの異なるニューロンの

集団を発見しました。ニューロンの約3分の

1は、視覚刺激活性化（VSA）ニューロン

に分類されます。このニューロンは、視覚

刺激がないときには不活性ですが、マウス

に視覚刺激を示すと活性化しました。一方

でその他のニューロンには逆の反応が見ら

れ、視覚刺激がなくても自発的に活性化し

ましたが、刺激が示されると活性が逆に低

下してしまいました。このタイプは視覚刺

激抑制型（VSS）ニューロンとして分類さ

れました。

　また、静かなニューロン集団もあり、こ

のタイプのニューロンは、実験では何の活

性も示しませんでした。しかし、単に活性

化するための適切な刺激がなかったために

活性を示さなかった可能性もある、とオー

ガスティネイト博士は説明しています。

「適切な刺激が提示された場合、このタイ

プのいわゆる静かなニューロンは、VSA

ニューロンとして活動を開始する可能性が

あります」と博士は語ります。

　VSAとVSSニューロンの大部分は、マウ

スが最も覚醒していた時に最も活性があ

り、マウスが眠くなるとしだいに活性の減

少が見られましたが、常にそうではありま

せんでした。いくつかのニューロン、特に

VSSの中にはマウスが眠気を感じている、

あるいは眠っている低覚醒時に最も活性を

　Current Biology誌にこの度掲載された本

研究は、オーガスティネイト博士と同ユ

ニットを率いるベアン・クン教授が共同で

行いました。マウスの第6層のニューロン活

動を調べるため、二光子イメージングとい

う強力な顕微鏡技術を用い、覚醒状態で行

動するマウスの視覚皮質第6層のニューロン

を研究する初めての試みとなりました。

　ニューロンとは、体内において他の神経

細胞や筋肉に情報を伝達する特殊な細胞で

す。脳内ではネットワークを形成し、電気

化学的な信号を介して互いに通信していま

す。ニューロンの重要性を鑑みると、脳の

働きを理解するためには、ニューロンの活

動をより深く知ることが必要となります。 

　OIST光学ニューロイメージングユニット

のシギタ・オーガスティネイト博士は、以

下のように説明しています。「皮質の第6層

は、私たちが行動状態に応じ、外界とどの

ように関係性を持つかを制御していること

がわかっています。これは私たちがある状

況でなぜ完全に認識することができるの

か、眠くなったときになぜ突然注意力がな

くなるか、といったことに関与していま

す。しかしながら、脳の研究は非常に難し

い領域です」

※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。

目で検出された視覚情報は視覚視床（Thalamus, 感覚器官から

皮質の感覚野へ情報伝達を調節している皮質下の構造体）を通

り、１次視覚皮質へと運ばれる。この情報の流れの調節には、

最深部の皮質層である第6層（Layer 6）が関与していることが

知られている。提供：OIST

画像の下方に皮質の第6層のニューロンの細胞体がある。

ニューロンは樹状突起を持ち、この樹状突起は皮質の他の層を

通りながらそれぞれの層から情報を受け取る。第6層のニュー

ロンは、皮質全体の長さにもなる。提供：OIST

るかを知る必要があります。そこでVSS

ニューロンが引き継ぐのです。第６層の

ニューロンの活性は、感覚器官から皮質へ

の情報の流れを調節し、それにより、注意

を払うか、又は集中しなくなるか、という

選択肢の重要な要因の一つとなるのです。

　この回路がどのように私たちの注意力の

持続時間や、注意欠陥、自閉症、統合失調

症などの様々な障害に関与しているのかを

正確に解明するため、第６層については現

在も多くの研究が行われています。もし私

たちの頭の中で何が起こっているのかを理

解したいのであれば、覚醒して行動してい

る被験動物を対象に研究しなければならな

い、とオーガスティネイト博士は強調しま

す。そして、「そのような方法で第6層が調

査されたのは、今回が世界で初めてのこと

なのです」と語っています。

示すものがありました。そして興味深いこ

とに、多くのニューロンは運動状態と静止

状態を区別しなかった一方で、その他の少

数のニューロンは状態を区別しました。運

動時にのみ活動するニューロンや、静止時

にのみ活動するニューロンも存在したので

す。この研究が示すことは、実験結果は一

定ではないということです。第６層のニュー

ロンは多様でダイナミックなのです。 

 「このように第6層のニューロンは起こって

いる事象を調節している、と私たちは考えて

います。異なるニューロン集団の活性は、お

互いを補完し合っているのです」と、オーガ

スティネイト博士は説明します。

　例えば、視覚情報の流れがある場合、

VSAニューロンは皮質外の脳の他の部分に

情報を送信します。しかし暗闇の中であれ

ば、皮質下の領域は皮質で何が起こってい
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り、１次視覚皮質へと運ばれる。この情報の流れの調節には、

最深部の皮質層である第6層（Layer 6）が関与していることが

知られている。提供：OIST

画像の下方に皮質の第6層のニューロンの細胞体がある。

ニューロンは樹状突起を持ち、この樹状突起は皮質の他の層を

通りながらそれぞれの層から情報を受け取る。第6層のニュー

ロンは、皮質全体の長さにもなる。提供：OIST

るかを知る必要があります。そこでVSS

ニューロンが引き継ぐのです。第６層の

ニューロンの活性は、感覚器官から皮質へ

の情報の流れを調節し、それにより、注意

を払うか、又は集中しなくなるか、という

選択肢の重要な要因の一つとなるのです。

　この回路がどのように私たちの注意力の

持続時間や、注意欠陥、自閉症、統合失調

症などの様々な障害に関与しているのかを

正確に解明するため、第６層については現

在も多くの研究が行われています。もし私

たちの頭の中で何が起こっているのかを理

解したいのであれば、覚醒して行動してい

る被験動物を対象に研究しなければならな

い、とオーガスティネイト博士は強調しま

す。そして、「そのような方法で第6層が調

査されたのは、今回が世界で初めてのこと

なのです」と語っています。

示すものがありました。そして興味深いこ

とに、多くのニューロンは運動状態と静止

状態を区別しなかった一方で、その他の少

数のニューロンは状態を区別しました。運

動時にのみ活動するニューロンや、静止時

にのみ活動するニューロンも存在したので

す。この研究が示すことは、実験結果は一

定ではないということです。第６層のニュー

ロンは多様でダイナミックなのです。 

 「このように第6層のニューロンは起こって

いる事象を調節している、と私たちは考えて

います。異なるニューロン集団の活性は、お

互いを補完し合っているのです」と、オーガ

スティネイト博士は説明します。

　例えば、視覚情報の流れがある場合、

VSAニューロンは皮質外の脳の他の部分に

情報を送信します。しかし暗闇の中であれ

ば、皮質下の領域は皮質で何が起こってい

沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

活動時の皮質最深層のニューロンの反応を初めて調査

　講義や会議に参加しているところを思い出してください。熱心にメモを取り、トピックに没

頭し、できるだけ多くのことを吸収しようと熱心なあなた。それが突然、あなたの思考はト

ピックから離れ、さまよい出てしまいます。そして話を聞いたり、目の前に表示されているも

のを見たりすることを止めてしまい、眠くなり、まぶたが下がり始め、頭のスイッチが切れて

しまいます。このような状況は、おそらく、容易に想像できるでしょう。

　なぜ私たちの脳がこのような動作をするのか、その理由は正しく理解されていません。これ

は主に、多くの異なる脳構造が私たちの集中力の持続時間を調節しているからです。そしてそ

のうちの1つは、皮質の最深層にあたる第6層にあります。皮質はヒトや他の哺乳類の脳の一番

外側にあります。この部位は機能的に特化し、高度に相互接続した感覚野や運動野、そして関

係する部位から構成されています。

新時代の教育研究を切り拓く 　各実験において、マウスを快適な定位置

に置き、定期的に異なる種類の視覚刺激を

与えました。この間マウスは、走ることも

できれば、座ったり、毛繕いをしたり、さ

らには眠ることもできます。研究者らは何

時間もの動画記録を、マウスの脳の深部に

おいて細胞レベルの分解能で撮影しまし

た。さらに、マウスの覚醒度を判断するた

め、脳内の電気活動（脳波）、走行速度、

瞳孔の大きさも記録しました。その結果、

マウスが異なる行動状態にある間にさまざ

まな感覚条件に反応する数百個ものニュー

ロンの活動を、一度に観察することができ

ました。

　研究者らは、視覚刺激に対して、それぞ

れ別の反応を示す3つの異なるニューロンの

集団を発見しました。ニューロンの約3分の

1は、視覚刺激活性化（VSA）ニューロン

に分類されます。このニューロンは、視覚

刺激がないときには不活性ですが、マウス

に視覚刺激を示すと活性化しました。一方

でその他のニューロンには逆の反応が見ら

れ、視覚刺激がなくても自発的に活性化し

ましたが、刺激が示されると活性が逆に低

下してしまいました。このタイプは視覚刺

激抑制型（VSS）ニューロンとして分類さ

れました。

　また、静かなニューロン集団もあり、こ

のタイプのニューロンは、実験では何の活

性も示しませんでした。しかし、単に活性

化するための適切な刺激がなかったために

活性を示さなかった可能性もある、とオー

ガスティネイト博士は説明しています。

「適切な刺激が提示された場合、このタイ

プのいわゆる静かなニューロンは、VSA

ニューロンとして活動を開始する可能性が

あります」と博士は語ります。

　VSAとVSSニューロンの大部分は、マウ

スが最も覚醒していた時に最も活性があ

り、マウスが眠くなるとしだいに活性の減

少が見られましたが、常にそうではありま

せんでした。いくつかのニューロン、特に

VSSの中にはマウスが眠気を感じている、

あるいは眠っている低覚醒時に最も活性を

　Current Biology誌にこの度掲載された本

研究は、オーガスティネイト博士と同ユ

ニットを率いるベアン・クン教授が共同で

行いました。マウスの第6層のニューロン活

動を調べるため、二光子イメージングとい

う強力な顕微鏡技術を用い、覚醒状態で行

動するマウスの視覚皮質第6層のニューロン

を研究する初めての試みとなりました。

　ニューロンとは、体内において他の神経

細胞や筋肉に情報を伝達する特殊な細胞で

す。脳内ではネットワークを形成し、電気

化学的な信号を介して互いに通信していま

す。ニューロンの重要性を鑑みると、脳の

働きを理解するためには、ニューロンの活

動をより深く知ることが必要となります。 

　OIST光学ニューロイメージングユニット

のシギタ・オーガスティネイト博士は、以

下のように説明しています。「皮質の第6層

は、私たちが行動状態に応じ、外界とどの

ように関係性を持つかを制御していること

がわかっています。これは私たちがある状

況でなぜ完全に認識することができるの

か、眠くなったときになぜ突然注意力がな

くなるか、といったことに関与していま

す。しかしながら、脳の研究は非常に難し

い領域です」
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動時にのみ活動するニューロンや、静止時
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す。この研究が示すことは、実験結果は一

定ではないということです。第６層のニュー
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 「このように第6層のニューロンは起こって

いる事象を調節している、と私たちは考えて

います。異なるニューロン集団の活性は、お

互いを補完し合っているのです」と、オーガ
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　各実験において、マウスを快適な定位置

に置き、定期的に異なる種類の視覚刺激を

与えました。この間マウスは、走ることも

できれば、座ったり、毛繕いをしたり、さ

らには眠ることもできます。研究者らは何

時間もの動画記録を、マウスの脳の深部に

おいて細胞レベルの分解能で撮影しまし

た。さらに、マウスの覚醒度を判断するた

め、脳内の電気活動（脳波）、走行速度、

瞳孔の大きさも記録しました。その結果、

マウスが異なる行動状態にある間にさまざ

まな感覚条件に反応する数百個ものニュー

ロンの活動を、一度に観察することができ

ました。

　研究者らは、視覚刺激に対して、それぞ

れ別の反応を示す3つの異なるニューロンの

集団を発見しました。ニューロンの約3分の

1は、視覚刺激活性化（VSA）ニューロン

に分類されます。このニューロンは、視覚

刺激がないときには不活性ですが、マウス

に視覚刺激を示すと活性化しました。一方
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ましたが、刺激が示されると活性が逆に低

下してしまいました。このタイプは視覚刺

激抑制型（VSS）ニューロンとして分類さ

れました。

　また、静かなニューロン集団もあり、こ

のタイプのニューロンは、実験では何の活

性も示しませんでした。しかし、単に活性

化するための適切な刺激がなかったために

活性を示さなかった可能性もある、とオー

ガスティネイト博士は説明しています。

「適切な刺激が提示された場合、このタイ

プのいわゆる静かなニューロンは、VSA

ニューロンとして活動を開始する可能性が

あります」と博士は語ります。

　VSAとVSSニューロンの大部分は、マウ

スが最も覚醒していた時に最も活性があ

り、マウスが眠くなるとしだいに活性の減

少が見られましたが、常にそうではありま

せんでした。いくつかのニューロン、特に

VSSの中にはマウスが眠気を感じている、

あるいは眠っている低覚醒時に最も活性を

　Current Biology誌にこの度掲載された本

研究は、オーガスティネイト博士と同ユ

ニットを率いるベアン・クン教授が共同で

行いました。マウスの第6層のニューロン活

動を調べるため、二光子イメージングとい

う強力な顕微鏡技術を用い、覚醒状態で行

動するマウスの視覚皮質第6層のニューロン

を研究する初めての試みとなりました。

　ニューロンとは、体内において他の神経

細胞や筋肉に情報を伝達する特殊な細胞で

す。脳内ではネットワークを形成し、電気

化学的な信号を介して互いに通信していま

す。ニューロンの重要性を鑑みると、脳の

働きを理解するためには、ニューロンの活

動をより深く知ることが必要となります。 

　OIST光学ニューロイメージングユニット

のシギタ・オーガスティネイト博士は、以

下のように説明しています。「皮質の第6層

は、私たちが行動状態に応じ、外界とどの

ように関係性を持つかを制御していること

がわかっています。これは私たちがある状

況でなぜ完全に認識することができるの

か、眠くなったときになぜ突然注意力がな

くなるか、といったことに関与していま

す。しかしながら、脳の研究は非常に難し
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ページにてお知らせいたします。

OISTについてより詳しくお知りになりたい方はwww.oist.jp 

をご覧下さい。
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オーガスティネイト博士（左）とベアン・クン教授（右）　提供：OIST
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行政情報　

◆「地域ブランド」とは？

「地域ブランド」という言葉を耳にされたこと
があるでしょうか。地域そのものの価値が広く
認知され求められる状態のことを指し、地域の
特性を生かした商品やサービスと結びつけるこ
とで、他とは差別化された付加価値が付き、売
上げが増加したり、さらにその地域名が全国に
広く認知され、観光や雇用への相乗効果も期待
されます。

◆地域団体商標制度について

この地域ブランド保護を目的として創設された
のが、地域団体商標制度です。
地域の産品について事業協同組合などが「地域
の名称」と「商品・サービス名」とを組み合わ
せた商標を取得できるようにした制度です。県
内でも農林水産物や伝統工芸品などの様々な商
標が登録され、地域ブランド開発の重要な要素
となっていますが、ブランドとして確立するに
は商品を通じて地域の魅力をどのようにアピー
ルするかを地域ぐるみで検討することも重要で
す。

◆知財活用による地域ブランド構築体制支援事業

沖縄総合事務局では、このような地域での取組
を支援するために、専門家を派遣し地域の自治
体や事業者、観光協会といった関係機関が協力
して地域ブランドの活用プラン構築を支援する
事業を実施しています。
外部専門家の目を通すことで「わが町（村）と
いえばこれ！」といった強みを見出して戦略を
作るだけでなく、それを地域で運用する体制づ
くりにも焦点を当てて支援をしていきます。

◆魅力ある地域ブランドの理由に迫る！～ブラ

ンディングバイブル～について

　沖縄総合事務局では、地域ブランドの魅力を
知っていただくための動画やパンフレットを作
成しています。県内の魅力ある地域ブランドを
掲載していますので、是非ご覧ください。

vol.130
地域団体商標登録情報（2020 年 7 月現在）

地域ブランド構築のススメ

～ Blanding Bible ～
Vol.1「琉球びんがた」

沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について

沖縄県内の地域ブランド
発展に向けた取組

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地域経済課知的財産室

TEL：098-866-1730

内閣府　沖縄総合事務局
経済産業部

※地域団体商標ガイドブック 2019 より抜粋





うるま市

事業主体

関係地域

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：沖縄うるまニューエナジー株式会社（代表者　本名均）
所在地：沖縄県うるま市州崎12番地94　TEL：03-3243-1167（イーレックス株式会社 IR広報室）

2021年7月末商業運転開始～

中城バイオマス発電所事 業 名： 

沖縄県最大となる木質バイオマス専焼の発電所を建設し、再生可能エネルギーの導入拡大と環境負担
の少ない地域社会の発展・活性化に貢献すること。

事業規模 出力49,000kWのバイオマス発電所

事 業 費 約300億円

県内大型プロジェクトの動向　vol.128

県内大型プロジェクトの動向

種     別 ： 公共　民間　3セク

（図・画像はイーレックス株式会社提供）

完成予想図

工事進捗状況（2020年7月撮影）

現況及び

見 通 し

（ 続 き ）

2017年7月 イーレックス株式会社が沖縄うるまニューエナジー株式会社を設立
2018年9月 九電みらいエナジー株式会社、トーヨーカネツ株式会社、沖縄ガス株式会社、
  株式会社九電工、東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社、お
  よび沖縄県内地元企業等が沖縄うるまニューエナジー株式会社に出資参画
2018年9月 事業着手
2019年5月 発電所建設工事着手（起工式）
2020年1月 立柱式
2020年8月 蒸気ドラム上架

・中城バイオマス発電所は、PKSを東南アジア一帯から安定調達する体制を整備する。発電所
は、PKSと木質ペレットを燃焼可能な設計であるため、将来、県内の間伐材など未利用木材を
活用することも検討可能。
・中城バイオマス発電所は、再生可能エネルギーの導入拡大と環境負担の少ない地域社会の発
展・活性化に貢献することが見込まれる。

経 　 緯

（現況）
・以前は、家庭や商店向けの電気は、各地域の電力会社だけが販売しており、家庭や商店では、
電気をどの会社から買うかを選ぶことはできなかった。
・電気の小売業への参入は全面自由化され、2016年4月1日以降は、家庭や商店を含む全ての消
費者が、新たに参入した新電力も含め、電力会社や料金メニューを自由に選べるようになっ
た。
・2020年7月1日時点で小売電気事業への新規参入は全国で662社となり、販売電力量に占める
新電力のシェアは2020年3月時点で約16％まで増加している。
・沖縄の販売電力量に占める新電力シェアは5.4％で、全10地域中、最下位にとどまっている。
（見通し）
・県内最大となる中城バイオマス発電所は、最大出力4万9,000キロワット、年間発電量約35万
メガワット時で、一般家庭に換算すると約11万世帯の年間消費電力に相当する。また、年間27
万トンの二酸化炭素の排出を削減できるものと試算される。
・中城バイオマス発電所は、パームヤシ殻（PKS）や木質ペレットを燃料とした木質バイオマス
発電である。発電した電力はイーレックスと沖縄ガスが2016年に設立した新電力である沖縄
ガスニューパワーが全量を買い取って一般家庭や商店などの契約者に供給する。

現況及び

見 通 し

・2020年8月に蒸気ドラムを上架。2021年7月末の商業運転開始に向けて、計画通り進捗している。進捗状況

熟 度 □構想段階　□計画段階　□工事段階　□開業・供用段階

発 電 所 名：中城バイオマス発電所
発電所所在地：沖縄県うるま市中城湾港新港地区工業団地内
定 格 出 力：49,000kW
年間発電量：約350,000MWh（一般家庭約11万世帯分の年間消費電力に相当※1）
CO2削減効果：約270,200t-CO2/年（推定）※2
燃料使用量：パーム椰子殻（PKS）、木質ペレット 約20～25万t/年
営業運転開始（予定）：2021年7月末
※1 １世帯当り247.8kWh/月（平成27年度）で算出。出典：電気事業連合会「電力事情につ

いて」
※2 沖縄電力㈱のCO2排出係数「0.772kg-CO2/kWh」（平成29年度）を使用

県内大型プロジェクトの動向   vo l .128
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3億9,500万円
 

・第18回となる石垣島マラソンが今年（2020

年）の1月に開催され、約4,500人の参加が

あった。

・参加者は石垣島島内からだけでなく、島外

から約2,400人の参加があり、同大会は冬

場の観光閑散期における誘客に大きく貢

献している。

・同大会の開催に要した費用や参加者によ

る宿泊費や飲食費などの支出額（直接支出

額）について試算すると２億6,900万円と

なった。

・第18回石垣島マラソンの経済効果を2015

年の沖縄県産業連関表を用いて試算した

結果、経済効果は３億9,500万円となった。

これは、直接支出額２億6,900万円に対し

て約1.5倍の波及効果となっている。

・経済効果３億9,500万円を産業別にみる

と、運輸業が6,000万円と最も大きく、次い

で宿泊業の5,900万円、商業の5,700万円、製

造業の5,000万円などとなっている。島外

からの参加者による消費が全体を押し上

げた。

・リゾート地として知られる石垣島は、石垣

島マラソンの他にもトライアスロン大会や

サイクリングイベントの開催、プロスポー

ツチームのキャンプ実施など、スポーツア

イランドとしての地位が高まりつつある。

これらのスポーツイベントを通して石垣島

の魅力をさらに内外に発信し、地域振興に

つなげていくことが期待されている。

要　　旨

特  集
第18回石垣島マラソン

の経済効果

経済効果は

１.石垣島マラソンの概要

今年（2020年）で18回目となる石垣島マラソン

大会が１月26日に開催された。同大会は2003

年に第１回大会が開催され、認知度が高まるに

つれて参加者数は年々増加した。第13回大会

以降の参加者数は横ばいが続いており、第18

回大会 (2020年)は、約4,500人の参加となった。

　石垣島マラソンを沖縄県内の各マラソン大

会と比較すると、石垣島マラソンは県外割合が

高く、女性の比率も高いことがわかる。女性の

比率が高い理由としては、24km、10kmといっ

た種目により参加者自身の体力に合わせて走

る距離を選択できるためと考えられる。

　島外参加者における石垣島マラソンへの参

加回数をみると、「初めて」が52％、「２回目」が

14％、「３回以上」から島外参加者の約半数は

複数回参加しており、多くのリピーターがいる

ことが分かる。

　また、石垣島マラソンでは、大会終了後の交

流パーティーが恒例となっている。マラソンを

終えたランナーが続々と集まり、家族や友人を

交え、島の特産品を味わいながら互いの健闘を

称え、親睦を深める。第18回大会では、約4,000

人の参加があった。ステージで種目別での抽選

会が行われた他、琉球國祭り太鼓八重山支部の

演舞や八重山高校郷土芸能部による舞踊が披

露されるなど、大きな盛り上がりをみせた。ス

テージ最後は石垣島出身の有名アーティスト

のライブもあり、マラソンと合わせて様々な側

面から島の文化や伝統を体感することができ、

交流パーティーは石垣島マラソンの魅力の一

つとなっている。

２. 第18回石垣島マラソン経済効果の試算

（１）直接支出額の試算

　経済効果の試算にあたって、まず、大会開催に

要した会場設営のための費用や参加者用の記

念Tシャツ、メダル製作費など同イベントの開

催に要した支出について試算する。次に、島内及

び島外からの参加者による宿泊費や飲食費、交

通費、マラソン大会への参加準備に要した費用

などの消費額について推計する。これらの支出

額や消費額を合計すると約２億6,900万円とな

り、これが直接支出額となる。

（２）経済効果の試算

　ここで、（１）で得られた直接支出額をそれぞれ

該当する産業別需要項目に区分し、2015年の沖

縄県産業連関表を用いて県内各産業への波及効

果も含めた経済効果を算出する。

　まず、県内の産業全体の自給率は100％ではな

いため、（１）で求めた直接支出額に県内での自給

率を掛け、算出した額は２億4,900万円となり、こ

れが直接効果となる。

　次に直接効果である大会運営費や宿泊費、飲食

費、交通費などが県内で支出されると、当該産業

だけでなく、こうした産業に原材料、サービスな

どを提供している産業の売上増加へと波及して

いく。これを１次間接波及効果といい、これが

8,700万円となる。

　さらに直接効果、１次間接波及効果のように各

産業へ波及した効果は雇用者の所得へと結びつ

き、これらの雇用者の所得が消費へとつながり、

消費を通して各産業の生産を増加させていく。こ

れを２次間接波及効果といい、これが5,900万円

となる。

　これら直接効果と１次間接波及効果、２次間接

波及効果のそれぞれの生産誘発額を合計したも

のが３億9,500万円となり、これが第18回石垣島

マラソンの経済効果となる。また、これらの効果

のうち、原材料やサービスなどの仕入れを除いた

分が粗付加価値誘発額２億1,100万円となり、こ

の中で雇用者へ支払った賃金などが雇用者所得

誘発額9,600万円となる。

第18回石垣島マラソンの開催における経済効果

は３億9,500万円となり、直接支出額の２億6,900

万円に対して約1.5倍の経済効果となった。

（３）産業別の経済効果

　今回の経済効果である３億9,500万円を産業

別にみると、運輸業の6,000万円(主に航空機に

よる県内移動分、タクシーなどによる島内移動

など）が最も大きく、次いで宿泊業の5,900万円、

　石垣島マラソンは、①フルマラソン、②

24km、③10kmと３つの種目が行われ、大会終

了後には、参加者による交流パーティーが催さ

れる。

　大会参加者は石垣島からだけでなく、県外や

国外（香港、台湾など）からも参加があり、参加

者4,540人の内訳をみると、石垣島島内が2,131

人、県内（沖縄本島、宮古地区など）が363人、県

外が1,973人、国外が73人となった。島外からの

参加者は合計2,409人となっており、同大会は

冬場の観光閑散期における誘客に大きく貢献

している。また、経済効果の対象とはしていな

いが、島外の参加者については大会に参加しな

い同伴者の来県もあった。

商業の5,700万円、製造業の5,000万円などと

なっている。

　島外からの参加者による消費に加え、材料や

商品の流通段階で発生するマージンや記念T

シャツ、メダル製作費などの計上が上記産業へ

の波及に寄与している。

３. まとめ

　今年で18回目となる同大会は、島内外から

の参加者による消費のほか、同大会における完

走メダル、記念Tシャツなどの大会運営に係る

支出の多くについて、地元の業者に発注したこ

とが経済効果を高めた。また、石垣島マラソン

は石垣島の南半分を１周するフルマラソン、

24km、10kmの３種目があり、健脚なベテラン

から初心者まで、参加者自身の体力に合わせて

参加できる大会となっている他、競技後の交流

パーティーでは、参加者の家族や友人などと島

の特産品や郷土芸能のステージを楽しむこと

ができるなど、幅広いニーズに対応している。

こうした工夫により、同大会では他の県内各マ

ラソン大会に比べ、参加者の県外割合が高く、

女性も多く参加している。また、交流大会を催

すことで大会参加者同士の交流がうまれ、リ

ピーターを増やす要因の一つとなっていると

考えられる。

　今後は、大会会場へのアクセス方法や天候な

どの情報発信、水分補給対策などのマラソン大

会運営の充実、交流パーティーの充実に取り組

むことで、大会参加者の満足度向上に注力する

とともに、大会参加者の同伴者を増やすような

工夫をすることで、さらに経済効果を見込むこ

とができると考える。

　石垣島マラソンでは、観光のオフシーズンに多

くの観客や関係者が島を訪れ、消費活動を行うこ

とから、石垣島の経済に与える影響は大きい。

　現在、リゾート地として知られる石垣島は、

石垣島マラソンの他にも多くのスポーツイベ

ントが開催されている。石垣島は野球場や屋内

練習場などのスポーツ施設の整備により、プロ

野球（千葉ロッテマリーンズ）やサッカーのJ

リーグ（横浜F・マリノス）のキャンプ地、トラ

イアスロン大会やサイクリングイベントの開

催などによりスポーツアイランドとしての地

位が高まりつつある。これらのイベントなどを

通して石垣島の魅力をさらに内外に発信し、地

域振興につなげていくことが期待されている。

以　上

【補注】：本調査で使用した産業連関表について

　今回の調査では、2020年２月に改定された

2015年沖縄県産業連関表を用いた。産業部門

数で表示する部門表は産業分類35部門表を

ベースにしたが、35部門表では「宿泊業」や「飲

食店」、「航空輸送」、「陸運」、「海運」、「貸自動車

業」などの部門が明示されていない。そのため、

これらの産業部門については、県が公表した基

本分類表（458行×367列）から該当する業種を

抽出した。さらに、今回の分析において統合し

ても不都合がない部門を当社で統合し、本件調

査の分析用に組み替えた。

　また、産業連関表における各産業部門の自給

率は、県内需要（＝県内居住者の需要）に対する

自給率であるため、移輸出（＝非居住者の需要）

は対象外となる。このため、統計上、移輸出であ

る「県外からの滞在者の支出（＝非居住者の需

要）」の経済効果を試算する際に、そのままの自

給率を用いると不都合が生じる。例えば、宿泊

業の自給率は、県内居住者の宿泊需要（県外旅

行などを含む）のうち県内宿泊部門を利用した

割合を意味するが、県内居住者の場合、県外宿

泊の支出額が県内宿泊の支出額より大きいた

め、県内宿泊業の自給率は極めて低くなる。し

かし、県内でのイベントなどにおける関連の宿

泊費や飲食費は全て県内で発生するため、こう

した支出に対して県内での自給率が明らかに

100％とみられる宿泊業、飲食店などについて

は自給率を100％に設定し直して使用した。

石垣島マラソン参加者の推移

第18回石垣島マラソン参加者の内訳

県内各マラソン大会の比較

(出所)石垣島マラソン実行委員会事務局

(出所)石垣島マラソン実行委員会事務局

参加者の合計　（人） 4,540

　うち石垣島在住者 2,131

　うち県内（沖縄本島等） 363

　うち県外 1,973

　うち海外 73
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第28回おきなわマラソン ― 74:26 79:21 ― 51:49
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3億9,500万円
 

・第18回となる石垣島マラソンが今年（2020

年）の1月に開催され、約4,500人の参加が

あった。

・参加者は石垣島島内からだけでなく、島外

から約2,400人の参加があり、同大会は冬

場の観光閑散期における誘客に大きく貢

献している。

・同大会の開催に要した費用や参加者によ

る宿泊費や飲食費などの支出額（直接支出

額）について試算すると２億6,900万円と

なった。

・第18回石垣島マラソンの経済効果を2015

年の沖縄県産業連関表を用いて試算した

結果、経済効果は３億9,500万円となった。

これは、直接支出額２億6,900万円に対し

て約1.5倍の波及効果となっている。

・経済効果３億9,500万円を産業別にみる

と、運輸業が6,000万円と最も大きく、次い

で宿泊業の5,900万円、商業の5,700万円、製

造業の5,000万円などとなっている。島外

からの参加者による消費が全体を押し上

げた。

・リゾート地として知られる石垣島は、石垣

島マラソンの他にもトライアスロン大会や

サイクリングイベントの開催、プロスポー

ツチームのキャンプ実施など、スポーツア

イランドとしての地位が高まりつつある。

これらのスポーツイベントを通して石垣島

の魅力をさらに内外に発信し、地域振興に

つなげていくことが期待されている。

要　　旨

特  集
第18回石垣島マラソン

の経済効果

経済効果は

１.石垣島マラソンの概要

今年（2020年）で18回目となる石垣島マラソン

大会が１月26日に開催された。同大会は2003

年に第１回大会が開催され、認知度が高まるに

つれて参加者数は年々増加した。第13回大会

以降の参加者数は横ばいが続いており、第18

回大会 (2020年)は、約4,500人の参加となった。

　石垣島マラソンを沖縄県内の各マラソン大

会と比較すると、石垣島マラソンは県外割合が

高く、女性の比率も高いことがわかる。女性の

比率が高い理由としては、24km、10kmといっ

た種目により参加者自身の体力に合わせて走

る距離を選択できるためと考えられる。

　島外参加者における石垣島マラソンへの参

加回数をみると、「初めて」が52％、「２回目」が

14％、「３回以上」から島外参加者の約半数は

複数回参加しており、多くのリピーターがいる

ことが分かる。

　また、石垣島マラソンでは、大会終了後の交

流パーティーが恒例となっている。マラソンを

終えたランナーが続々と集まり、家族や友人を

交え、島の特産品を味わいながら互いの健闘を

称え、親睦を深める。第18回大会では、約4,000

人の参加があった。ステージで種目別での抽選

会が行われた他、琉球國祭り太鼓八重山支部の

演舞や八重山高校郷土芸能部による舞踊が披

露されるなど、大きな盛り上がりをみせた。ス

テージ最後は石垣島出身の有名アーティスト

のライブもあり、マラソンと合わせて様々な側

面から島の文化や伝統を体感することができ、

交流パーティーは石垣島マラソンの魅力の一

つとなっている。

２. 第18回石垣島マラソン経済効果の試算

（１）直接支出額の試算

　経済効果の試算にあたって、まず、大会開催に

要した会場設営のための費用や参加者用の記

念Tシャツ、メダル製作費など同イベントの開

催に要した支出について試算する。次に、島内及

び島外からの参加者による宿泊費や飲食費、交

通費、マラソン大会への参加準備に要した費用

などの消費額について推計する。これらの支出

額や消費額を合計すると約２億6,900万円とな

り、これが直接支出額となる。

（２）経済効果の試算

　ここで、（１）で得られた直接支出額をそれぞれ

該当する産業別需要項目に区分し、2015年の沖

縄県産業連関表を用いて県内各産業への波及効

果も含めた経済効果を算出する。

　まず、県内の産業全体の自給率は100％ではな

いため、（１）で求めた直接支出額に県内での自給

率を掛け、算出した額は２億4,900万円となり、こ

れが直接効果となる。

　次に直接効果である大会運営費や宿泊費、飲食

費、交通費などが県内で支出されると、当該産業

だけでなく、こうした産業に原材料、サービスな

どを提供している産業の売上増加へと波及して

いく。これを１次間接波及効果といい、これが

8,700万円となる。

　さらに直接効果、１次間接波及効果のように各

産業へ波及した効果は雇用者の所得へと結びつ

き、これらの雇用者の所得が消費へとつながり、

消費を通して各産業の生産を増加させていく。こ

れを２次間接波及効果といい、これが5,900万円

となる。

　これら直接効果と１次間接波及効果、２次間接

波及効果のそれぞれの生産誘発額を合計したも

のが３億9,500万円となり、これが第18回石垣島

マラソンの経済効果となる。また、これらの効果

のうち、原材料やサービスなどの仕入れを除いた

分が粗付加価値誘発額２億1,100万円となり、こ

の中で雇用者へ支払った賃金などが雇用者所得

誘発額9,600万円となる。

第18回石垣島マラソンの開催における経済効果

は３億9,500万円となり、直接支出額の２億6,900

万円に対して約1.5倍の経済効果となった。

（３）産業別の経済効果

　今回の経済効果である３億9,500万円を産業

別にみると、運輸業の6,000万円(主に航空機に

よる県内移動分、タクシーなどによる島内移動

など）が最も大きく、次いで宿泊業の5,900万円、

　石垣島マラソンは、①フルマラソン、②

24km、③10kmと３つの種目が行われ、大会終

了後には、参加者による交流パーティーが催さ

れる。

　大会参加者は石垣島からだけでなく、県外や

国外（香港、台湾など）からも参加があり、参加

者4,540人の内訳をみると、石垣島島内が2,131

人、県内（沖縄本島、宮古地区など）が363人、県

外が1,973人、国外が73人となった。島外からの

参加者は合計2,409人となっており、同大会は

冬場の観光閑散期における誘客に大きく貢献

している。また、経済効果の対象とはしていな

いが、島外の参加者については大会に参加しな

い同伴者の来県もあった。

商業の5,700万円、製造業の5,000万円などと

なっている。

　島外からの参加者による消費に加え、材料や

商品の流通段階で発生するマージンや記念T

シャツ、メダル製作費などの計上が上記産業へ

の波及に寄与している。

３. まとめ

　今年で18回目となる同大会は、島内外から

の参加者による消費のほか、同大会における完

走メダル、記念Tシャツなどの大会運営に係る

支出の多くについて、地元の業者に発注したこ

とが経済効果を高めた。また、石垣島マラソン

は石垣島の南半分を１周するフルマラソン、

24km、10kmの３種目があり、健脚なベテラン

から初心者まで、参加者自身の体力に合わせて

参加できる大会となっている他、競技後の交流

パーティーでは、参加者の家族や友人などと島

の特産品や郷土芸能のステージを楽しむこと

ができるなど、幅広いニーズに対応している。

こうした工夫により、同大会では他の県内各マ

ラソン大会に比べ、参加者の県外割合が高く、

女性も多く参加している。また、交流大会を催

すことで大会参加者同士の交流がうまれ、リ

ピーターを増やす要因の一つとなっていると

考えられる。

　今後は、大会会場へのアクセス方法や天候な

どの情報発信、水分補給対策などのマラソン大

会運営の充実、交流パーティーの充実に取り組

むことで、大会参加者の満足度向上に注力する

とともに、大会参加者の同伴者を増やすような

工夫をすることで、さらに経済効果を見込むこ

とができると考える。

　石垣島マラソンでは、観光のオフシーズンに多

くの観客や関係者が島を訪れ、消費活動を行うこ

とから、石垣島の経済に与える影響は大きい。

　現在、リゾート地として知られる石垣島は、

石垣島マラソンの他にも多くのスポーツイベ

ントが開催されている。石垣島は野球場や屋内

練習場などのスポーツ施設の整備により、プロ

野球（千葉ロッテマリーンズ）やサッカーのJ

リーグ（横浜F・マリノス）のキャンプ地、トラ

イアスロン大会やサイクリングイベントの開

催などによりスポーツアイランドとしての地

位が高まりつつある。これらのイベントなどを

通して石垣島の魅力をさらに内外に発信し、地

域振興につなげていくことが期待されている。
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業」などの部門が明示されていない。そのため、

これらの産業部門については、県が公表した基

本分類表（458行×367列）から該当する業種を

抽出した。さらに、今回の分析において統合し

ても不都合がない部門を当社で統合し、本件調

査の分析用に組み替えた。
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る「県外からの滞在者の支出（＝非居住者の需

要）」の経済効果を試算する際に、そのままの自

給率を用いると不都合が生じる。例えば、宿泊

業の自給率は、県内居住者の宿泊需要（県外旅

行などを含む）のうち県内宿泊部門を利用した

割合を意味するが、県内居住者の場合、県外宿
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かし、県内でのイベントなどにおける関連の宿

泊費や飲食費は全て県内で発生するため、こう

した支出に対して県内での自給率が明らかに

100％とみられる宿泊業、飲食店などについて

は自給率を100％に設定し直して使用した。
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特   集 第18回石垣島マラソンの経済効果

１.石垣島マラソンの概要

今年（2020年）で18回目となる石垣島マラソン

大会が１月26日に開催された。同大会は2003

年に第１回大会が開催され、認知度が高まるに

つれて参加者数は年々増加した。第13回大会

以降の参加者数は横ばいが続いており、第18

回大会 (2020年)は、約4,500人の参加となった。

　石垣島マラソンを沖縄県内の各マラソン大

会と比較すると、石垣島マラソンは県外割合が

高く、女性の比率も高いことがわかる。女性の

比率が高い理由としては、24km、10kmといっ

た種目により参加者自身の体力に合わせて走

る距離を選択できるためと考えられる。

　島外参加者における石垣島マラソンへの参

加回数をみると、「初めて」が52％、「２回目」が

14％、「３回以上」から島外参加者の約半数は

複数回参加しており、多くのリピーターがいる

ことが分かる。

　また、石垣島マラソンでは、大会終了後の交

流パーティーが恒例となっている。マラソンを

終えたランナーが続々と集まり、家族や友人を

交え、島の特産品を味わいながら互いの健闘を

称え、親睦を深める。第18回大会では、約4,000

人の参加があった。ステージで種目別での抽選

会が行われた他、琉球國祭り太鼓八重山支部の

演舞や八重山高校郷土芸能部による舞踊が披

露されるなど、大きな盛り上がりをみせた。ス

テージ最後は石垣島出身の有名アーティスト

のライブもあり、マラソンと合わせて様々な側

面から島の文化や伝統を体感することができ、

交流パーティーは石垣島マラソンの魅力の一

つとなっている。

２. 第18回石垣島マラソン経済効果の試算

（１）直接支出額の試算

　経済効果の試算にあたって、まず、大会開催に

要した会場設営のための費用や参加者用の記

念Tシャツ、メダル製作費など同イベントの開

催に要した支出について試算する。次に、島内及

び島外からの参加者による宿泊費や飲食費、交

通費、マラソン大会への参加準備に要した費用

などの消費額について推計する。これらの支出

額や消費額を合計すると約２億6,900万円とな

り、これが直接支出額となる。

（２）経済効果の試算

　ここで、（１）で得られた直接支出額をそれぞれ

該当する産業別需要項目に区分し、2015年の沖

縄県産業連関表を用いて県内各産業への波及効

果も含めた経済効果を算出する。

　まず、県内の産業全体の自給率は100％ではな

いため、（１）で求めた直接支出額に県内での自給

率を掛け、算出した額は２億4,900万円となり、こ

れが直接効果となる。

　次に直接効果である大会運営費や宿泊費、飲食

費、交通費などが県内で支出されると、当該産業

だけでなく、こうした産業に原材料、サービスな

どを提供している産業の売上増加へと波及して

いく。これを１次間接波及効果といい、これが

8,700万円となる。

　さらに直接効果、１次間接波及効果のように各

産業へ波及した効果は雇用者の所得へと結びつ

き、これらの雇用者の所得が消費へとつながり、

消費を通して各産業の生産を増加させていく。こ

れを２次間接波及効果といい、これが5,900万円

となる。

　これら直接効果と１次間接波及効果、２次間接

波及効果のそれぞれの生産誘発額を合計したも

のが３億9,500万円となり、これが第18回石垣島

マラソンの経済効果となる。また、これらの効果

のうち、原材料やサービスなどの仕入れを除いた

分が粗付加価値誘発額２億1,100万円となり、こ

の中で雇用者へ支払った賃金などが雇用者所得

誘発額9,600万円となる。

第18回石垣島マラソンの開催における経済効果

は３億9,500万円となり、直接支出額の２億6,900

万円に対して約1.5倍の経済効果となった。

（３）産業別の経済効果

　今回の経済効果である３億9,500万円を産業

別にみると、運輸業の6,000万円(主に航空機に

よる県内移動分、タクシーなどによる島内移動

など）が最も大きく、次いで宿泊業の5,900万円、

　石垣島マラソンは、①フルマラソン、②

24km、③10kmと３つの種目が行われ、大会終

了後には、参加者による交流パーティーが催さ

れる。

　大会参加者は石垣島からだけでなく、県外や

国外（香港、台湾など）からも参加があり、参加

者4,540人の内訳をみると、石垣島島内が2,131

人、県内（沖縄本島、宮古地区など）が363人、県

外が1,973人、国外が73人となった。島外からの

参加者は合計2,409人となっており、同大会は

冬場の観光閑散期における誘客に大きく貢献

している。また、経済効果の対象とはしていな

いが、島外の参加者については大会に参加しな

い同伴者の来県もあった。

商業の5,700万円、製造業の5,000万円などと

なっている。

　島外からの参加者による消費に加え、材料や

商品の流通段階で発生するマージンや記念T

シャツ、メダル製作費などの計上が上記産業へ

の波及に寄与している。

３. まとめ

　今年で18回目となる同大会は、島内外から

の参加者による消費のほか、同大会における完

走メダル、記念Tシャツなどの大会運営に係る

支出の多くについて、地元の業者に発注したこ

とが経済効果を高めた。また、石垣島マラソン

は石垣島の南半分を１周するフルマラソン、

24km、10kmの３種目があり、健脚なベテラン

から初心者まで、参加者自身の体力に合わせて

参加できる大会となっている他、競技後の交流

パーティーでは、参加者の家族や友人などと島

の特産品や郷土芸能のステージを楽しむこと

ができるなど、幅広いニーズに対応している。

こうした工夫により、同大会では他の県内各マ

ラソン大会に比べ、参加者の県外割合が高く、

女性も多く参加している。また、交流大会を催

すことで大会参加者同士の交流がうまれ、リ

ピーターを増やす要因の一つとなっていると

考えられる。

　今後は、大会会場へのアクセス方法や天候な

どの情報発信、水分補給対策などのマラソン大

会運営の充実、交流パーティーの充実に取り組

むことで、大会参加者の満足度向上に注力する

とともに、大会参加者の同伴者を増やすような

工夫をすることで、さらに経済効果を見込むこ

とができると考える。

　石垣島マラソンでは、観光のオフシーズンに多

くの観客や関係者が島を訪れ、消費活動を行うこ

とから、石垣島の経済に与える影響は大きい。

　現在、リゾート地として知られる石垣島は、

石垣島マラソンの他にも多くのスポーツイベ

ントが開催されている。石垣島は野球場や屋内

練習場などのスポーツ施設の整備により、プロ

野球（千葉ロッテマリーンズ）やサッカーのJ

リーグ（横浜F・マリノス）のキャンプ地、トラ

イアスロン大会やサイクリングイベントの開

催などによりスポーツアイランドとしての地

位が高まりつつある。これらのイベントなどを

通して石垣島の魅力をさらに内外に発信し、地

域振興につなげていくことが期待されている。

以　上

【補注】：本調査で使用した産業連関表について

　今回の調査では、2020年２月に改定された

2015年沖縄県産業連関表を用いた。産業部門

数で表示する部門表は産業分類35部門表を

ベースにしたが、35部門表では「宿泊業」や「飲

食店」、「航空輸送」、「陸運」、「海運」、「貸自動車

業」などの部門が明示されていない。そのため、

これらの産業部門については、県が公表した基

本分類表（458行×367列）から該当する業種を

抽出した。さらに、今回の分析において統合し

ても不都合がない部門を当社で統合し、本件調

査の分析用に組み替えた。

　また、産業連関表における各産業部門の自給

率は、県内需要（＝県内居住者の需要）に対する

自給率であるため、移輸出（＝非居住者の需要）

は対象外となる。このため、統計上、移輸出であ

る「県外からの滞在者の支出（＝非居住者の需

要）」の経済効果を試算する際に、そのままの自

給率を用いると不都合が生じる。例えば、宿泊

業の自給率は、県内居住者の宿泊需要（県外旅

行などを含む）のうち県内宿泊部門を利用した

割合を意味するが、県内居住者の場合、県外宿

泊の支出額が県内宿泊の支出額より大きいた

め、県内宿泊業の自給率は極めて低くなる。し

かし、県内でのイベントなどにおける関連の宿

泊費や飲食費は全て県内で発生するため、こう

した支出に対して県内での自給率が明らかに

100％とみられる宿泊業、飲食店などについて

は自給率を100％に設定し直して使用した。

(出所)石垣島マラソン実行委員会事務局

島外参加者の参加回数

石垣島マラソン経済効果の試算結果

石垣島マラソンの産業別経済効果の試算結果

（出所）石垣島マラソン実行委員会事務局のデータを基に作成

直接支出額の内訳（第18回石垣島マラソン）

内 訳 金 額

大会運営費 2,600万円

島外参加者の消費額 ２億1,100万円

島内参加者の支出額 3,200万円

合　計 ２億6,900万円

備 考

ウェア、靴などの準備に要した費用など

石垣島における観光消費額などを基に推計

会場設営費、完走メダル、Ｔシャツ作成費など

【単位：百万円】

雇用者所得
誘発額

直 接 効 果 249 124 58
1 次 間 接 波 及 効 果 87 49 22
2 次 間 接 波 及 効 果 59 38 16
合 計 （ 経 済 効 果 ） 395 211 96
直 接 支 出 額 269

（ 波 及 効 果 ） ( 1.5 倍 ) ＝経済効果/直接支出額

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

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

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

　　　　　消費の拡大を通して再び生産を誘発する効果。

　　　 ４．生産誘発額は、直接支出の増加により誘発された各部門の生産額の合計。

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

　　　 ６．端数処理により合計は合わなくなることがある。

経済効果
（生産誘発額）

粗付加価値
誘発額

【単位：百万円】

雇用者所得
誘発額

運 輸 業 60 29 15
宿 泊 業 59 28 10
商 業 57 37 21
製 造 業 50 18 8
対 事 業 所 サ ー ビ ス 41 25 10
飲 食 店 34 14 9
そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 25 15 7
不 動 産 16 13 1
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 15 8 2
そ の 他 の 産 業 39 24 14
合 計 395 211 96

（注）１．その他の対個人サービスは宿泊業、飲食店を除く
（注）２．端数処理により合計は合わなくなることがある。

産　業　区　分
経済効果

（生産誘発額）
粗付加価値
誘発額

初めて

52%

2回目

14%

3回以上

34%

16



特   集 第18回石垣島マラソンの経済効果

１.石垣島マラソンの概要

今年（2020年）で18回目となる石垣島マラソン

大会が１月26日に開催された。同大会は2003

年に第１回大会が開催され、認知度が高まるに

つれて参加者数は年々増加した。第13回大会

以降の参加者数は横ばいが続いており、第18

回大会 (2020年)は、約4,500人の参加となった。

　石垣島マラソンを沖縄県内の各マラソン大

会と比較すると、石垣島マラソンは県外割合が

高く、女性の比率も高いことがわかる。女性の

比率が高い理由としては、24km、10kmといっ

た種目により参加者自身の体力に合わせて走

る距離を選択できるためと考えられる。

　島外参加者における石垣島マラソンへの参

加回数をみると、「初めて」が52％、「２回目」が

14％、「３回以上」から島外参加者の約半数は

複数回参加しており、多くのリピーターがいる

ことが分かる。

　また、石垣島マラソンでは、大会終了後の交

流パーティーが恒例となっている。マラソンを

終えたランナーが続々と集まり、家族や友人を

交え、島の特産品を味わいながら互いの健闘を

称え、親睦を深める。第18回大会では、約4,000

人の参加があった。ステージで種目別での抽選

会が行われた他、琉球國祭り太鼓八重山支部の

演舞や八重山高校郷土芸能部による舞踊が披

露されるなど、大きな盛り上がりをみせた。ス

テージ最後は石垣島出身の有名アーティスト

のライブもあり、マラソンと合わせて様々な側

面から島の文化や伝統を体感することができ、

交流パーティーは石垣島マラソンの魅力の一

つとなっている。

２. 第18回石垣島マラソン経済効果の試算

（１）直接支出額の試算

　経済効果の試算にあたって、まず、大会開催に

要した会場設営のための費用や参加者用の記

念Tシャツ、メダル製作費など同イベントの開

催に要した支出について試算する。次に、島内及

び島外からの参加者による宿泊費や飲食費、交

通費、マラソン大会への参加準備に要した費用

などの消費額について推計する。これらの支出

額や消費額を合計すると約２億6,900万円とな

り、これが直接支出額となる。

（２）経済効果の試算

　ここで、（１）で得られた直接支出額をそれぞれ

該当する産業別需要項目に区分し、2015年の沖

縄県産業連関表を用いて県内各産業への波及効

果も含めた経済効果を算出する。

　まず、県内の産業全体の自給率は100％ではな

いため、（１）で求めた直接支出額に県内での自給

率を掛け、算出した額は２億4,900万円となり、こ

れが直接効果となる。

　次に直接効果である大会運営費や宿泊費、飲食

費、交通費などが県内で支出されると、当該産業

だけでなく、こうした産業に原材料、サービスな

どを提供している産業の売上増加へと波及して

いく。これを１次間接波及効果といい、これが

8,700万円となる。

　さらに直接効果、１次間接波及効果のように各

産業へ波及した効果は雇用者の所得へと結びつ

き、これらの雇用者の所得が消費へとつながり、

消費を通して各産業の生産を増加させていく。こ

れを２次間接波及効果といい、これが5,900万円

となる。

　これら直接効果と１次間接波及効果、２次間接

波及効果のそれぞれの生産誘発額を合計したも

のが３億9,500万円となり、これが第18回石垣島

マラソンの経済効果となる。また、これらの効果

のうち、原材料やサービスなどの仕入れを除いた

分が粗付加価値誘発額２億1,100万円となり、こ

の中で雇用者へ支払った賃金などが雇用者所得

誘発額9,600万円となる。

第18回石垣島マラソンの開催における経済効果

は３億9,500万円となり、直接支出額の２億6,900

万円に対して約1.5倍の経済効果となった。

（３）産業別の経済効果

　今回の経済効果である３億9,500万円を産業

別にみると、運輸業の6,000万円(主に航空機に

よる県内移動分、タクシーなどによる島内移動

など）が最も大きく、次いで宿泊業の5,900万円、

　石垣島マラソンは、①フルマラソン、②

24km、③10kmと３つの種目が行われ、大会終

了後には、参加者による交流パーティーが催さ

れる。

　大会参加者は石垣島からだけでなく、県外や

国外（香港、台湾など）からも参加があり、参加

者4,540人の内訳をみると、石垣島島内が2,131

人、県内（沖縄本島、宮古地区など）が363人、県

外が1,973人、国外が73人となった。島外からの

参加者は合計2,409人となっており、同大会は

冬場の観光閑散期における誘客に大きく貢献

している。また、経済効果の対象とはしていな

いが、島外の参加者については大会に参加しな

い同伴者の来県もあった。

商業の5,700万円、製造業の5,000万円などと

なっている。

　島外からの参加者による消費に加え、材料や

商品の流通段階で発生するマージンや記念T

シャツ、メダル製作費などの計上が上記産業へ

の波及に寄与している。

３. まとめ

　今年で18回目となる同大会は、島内外から

の参加者による消費のほか、同大会における完

走メダル、記念Tシャツなどの大会運営に係る

支出の多くについて、地元の業者に発注したこ

とが経済効果を高めた。また、石垣島マラソン

は石垣島の南半分を１周するフルマラソン、

24km、10kmの３種目があり、健脚なベテラン

から初心者まで、参加者自身の体力に合わせて

参加できる大会となっている他、競技後の交流

パーティーでは、参加者の家族や友人などと島

の特産品や郷土芸能のステージを楽しむこと

ができるなど、幅広いニーズに対応している。

こうした工夫により、同大会では他の県内各マ

ラソン大会に比べ、参加者の県外割合が高く、

女性も多く参加している。また、交流大会を催

すことで大会参加者同士の交流がうまれ、リ

ピーターを増やす要因の一つとなっていると

考えられる。

　今後は、大会会場へのアクセス方法や天候な

どの情報発信、水分補給対策などのマラソン大

会運営の充実、交流パーティーの充実に取り組

むことで、大会参加者の満足度向上に注力する

とともに、大会参加者の同伴者を増やすような

工夫をすることで、さらに経済効果を見込むこ

とができると考える。

　石垣島マラソンでは、観光のオフシーズンに多

くの観客や関係者が島を訪れ、消費活動を行うこ

とから、石垣島の経済に与える影響は大きい。

　現在、リゾート地として知られる石垣島は、

石垣島マラソンの他にも多くのスポーツイベ

ントが開催されている。石垣島は野球場や屋内

練習場などのスポーツ施設の整備により、プロ

野球（千葉ロッテマリーンズ）やサッカーのJ

リーグ（横浜F・マリノス）のキャンプ地、トラ

イアスロン大会やサイクリングイベントの開

催などによりスポーツアイランドとしての地

位が高まりつつある。これらのイベントなどを

通して石垣島の魅力をさらに内外に発信し、地

域振興につなげていくことが期待されている。

以　上

【補注】：本調査で使用した産業連関表について

　今回の調査では、2020年２月に改定された

2015年沖縄県産業連関表を用いた。産業部門

数で表示する部門表は産業分類35部門表を

ベースにしたが、35部門表では「宿泊業」や「飲

食店」、「航空輸送」、「陸運」、「海運」、「貸自動車

業」などの部門が明示されていない。そのため、

これらの産業部門については、県が公表した基

本分類表（458行×367列）から該当する業種を

抽出した。さらに、今回の分析において統合し

ても不都合がない部門を当社で統合し、本件調

査の分析用に組み替えた。

　また、産業連関表における各産業部門の自給

率は、県内需要（＝県内居住者の需要）に対する

自給率であるため、移輸出（＝非居住者の需要）

は対象外となる。このため、統計上、移輸出であ

る「県外からの滞在者の支出（＝非居住者の需

要）」の経済効果を試算する際に、そのままの自

給率を用いると不都合が生じる。例えば、宿泊

業の自給率は、県内居住者の宿泊需要（県外旅

行などを含む）のうち県内宿泊部門を利用した

割合を意味するが、県内居住者の場合、県外宿

泊の支出額が県内宿泊の支出額より大きいた

め、県内宿泊業の自給率は極めて低くなる。し

かし、県内でのイベントなどにおける関連の宿

泊費や飲食費は全て県内で発生するため、こう

した支出に対して県内での自給率が明らかに

100％とみられる宿泊業、飲食店などについて

は自給率を100％に設定し直して使用した。

(出所)石垣島マラソン実行委員会事務局

島外参加者の参加回数

石垣島マラソン経済効果の試算結果

石垣島マラソンの産業別経済効果の試算結果

（出所）石垣島マラソン実行委員会事務局のデータを基に作成

直接支出額の内訳（第18回石垣島マラソン）

内 訳 金 額

大会運営費 2,600万円

島外参加者の消費額 ２億1,100万円

島内参加者の支出額 3,200万円

合　計 ２億6,900万円

備 考

ウェア、靴などの準備に要した費用など

石垣島における観光消費額などを基に推計

会場設営費、完走メダル、Ｔシャツ作成費など

【単位：百万円】

雇用者所得
誘発額

直 接 効 果 249 124 58
1 次 間 接 波 及 効 果 87 49 22
2 次 間 接 波 及 効 果 59 38 16
合 計 （ 経 済 効 果 ） 395 211 96
直 接 支 出 額 269

（ 波 及 効 果 ） ( 1.5 倍 ) ＝経済効果/直接支出額

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

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

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

　　　　　消費の拡大を通して再び生産を誘発する効果。

　　　 ４．生産誘発額は、直接支出の増加により誘発された各部門の生産額の合計。

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

　　　 ６．端数処理により合計は合わなくなることがある。

経済効果
（生産誘発額）

粗付加価値
誘発額

【単位：百万円】

雇用者所得
誘発額

運 輸 業 60 29 15
宿 泊 業 59 28 10
商 業 57 37 21
製 造 業 50 18 8
対 事 業 所 サ ー ビ ス 41 25 10
飲 食 店 34 14 9
そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 25 15 7
不 動 産 16 13 1
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 15 8 2
そ の 他 の 産 業 39 24 14
合 計 395 211 96

（注）１．その他の対個人サービスは宿泊業、飲食店を除く
（注）２．端数処理により合計は合わなくなることがある。

産　業　区　分
経済効果

（生産誘発額）
粗付加価値
誘発額

初めて

52%

2回目

14%

3回以上

34%
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１.石垣島マラソンの概要

今年（2020年）で18回目となる石垣島マラソン

大会が１月26日に開催された。同大会は2003

年に第１回大会が開催され、認知度が高まるに

つれて参加者数は年々増加した。第13回大会

以降の参加者数は横ばいが続いており、第18

回大会 (2020年)は、約4,500人の参加となった。

　石垣島マラソンを沖縄県内の各マラソン大

会と比較すると、石垣島マラソンは県外割合が

高く、女性の比率も高いことがわかる。女性の

比率が高い理由としては、24km、10kmといっ

た種目により参加者自身の体力に合わせて走

る距離を選択できるためと考えられる。

　島外参加者における石垣島マラソンへの参

加回数をみると、「初めて」が52％、「２回目」が

14％、「３回以上」から島外参加者の約半数は

複数回参加しており、多くのリピーターがいる

ことが分かる。

　また、石垣島マラソンでは、大会終了後の交

流パーティーが恒例となっている。マラソンを

終えたランナーが続々と集まり、家族や友人を

交え、島の特産品を味わいながら互いの健闘を

称え、親睦を深める。第18回大会では、約4,000

人の参加があった。ステージで種目別での抽選

会が行われた他、琉球國祭り太鼓八重山支部の

演舞や八重山高校郷土芸能部による舞踊が披

露されるなど、大きな盛り上がりをみせた。ス

テージ最後は石垣島出身の有名アーティスト

のライブもあり、マラソンと合わせて様々な側

面から島の文化や伝統を体感することができ、

交流パーティーは石垣島マラソンの魅力の一

つとなっている。

２. 第18回石垣島マラソン経済効果の試算

（１）直接支出額の試算

　経済効果の試算にあたって、まず、大会開催に

要した会場設営のための費用や参加者用の記

念Tシャツ、メダル製作費など同イベントの開

催に要した支出について試算する。次に、島内及

び島外からの参加者による宿泊費や飲食費、交

通費、マラソン大会への参加準備に要した費用

などの消費額について推計する。これらの支出

額や消費額を合計すると約２億6,900万円とな

り、これが直接支出額となる。

（２）経済効果の試算

　ここで、（１）で得られた直接支出額をそれぞれ

該当する産業別需要項目に区分し、2015年の沖

縄県産業連関表を用いて県内各産業への波及効

果も含めた経済効果を算出する。

　まず、県内の産業全体の自給率は100％ではな

いため、（１）で求めた直接支出額に県内での自給

率を掛け、算出した額は２億4,900万円となり、こ

れが直接効果となる。

　次に直接効果である大会運営費や宿泊費、飲食

費、交通費などが県内で支出されると、当該産業

だけでなく、こうした産業に原材料、サービスな

どを提供している産業の売上増加へと波及して

いく。これを１次間接波及効果といい、これが

8,700万円となる。

　さらに直接効果、１次間接波及効果のように各

産業へ波及した効果は雇用者の所得へと結びつ

き、これらの雇用者の所得が消費へとつながり、

消費を通して各産業の生産を増加させていく。こ

れを２次間接波及効果といい、これが5,900万円

となる。

　これら直接効果と１次間接波及効果、２次間接

波及効果のそれぞれの生産誘発額を合計したも

のが３億9,500万円となり、これが第18回石垣島

マラソンの経済効果となる。また、これらの効果

のうち、原材料やサービスなどの仕入れを除いた

分が粗付加価値誘発額２億1,100万円となり、こ

の中で雇用者へ支払った賃金などが雇用者所得

誘発額9,600万円となる。

第18回石垣島マラソンの開催における経済効果

は３億9,500万円となり、直接支出額の２億6,900

万円に対して約1.5倍の経済効果となった。

（３）産業別の経済効果

　今回の経済効果である３億9,500万円を産業

別にみると、運輸業の6,000万円(主に航空機に

よる県内移動分、タクシーなどによる島内移動

など）が最も大きく、次いで宿泊業の5,900万円、

　石垣島マラソンは、①フルマラソン、②

24km、③10kmと３つの種目が行われ、大会終

了後には、参加者による交流パーティーが催さ

れる。

　大会参加者は石垣島からだけでなく、県外や

国外（香港、台湾など）からも参加があり、参加

者4,540人の内訳をみると、石垣島島内が2,131

人、県内（沖縄本島、宮古地区など）が363人、県

外が1,973人、国外が73人となった。島外からの

参加者は合計2,409人となっており、同大会は

冬場の観光閑散期における誘客に大きく貢献

している。また、経済効果の対象とはしていな

いが、島外の参加者については大会に参加しな

い同伴者の来県もあった。

商業の5,700万円、製造業の5,000万円などと

なっている。

　島外からの参加者による消費に加え、材料や

商品の流通段階で発生するマージンや記念T

シャツ、メダル製作費などの計上が上記産業へ

の波及に寄与している。

３. まとめ

　今年で18回目となる同大会は、島内外から

の参加者による消費のほか、同大会における完

走メダル、記念Tシャツなどの大会運営に係る

支出の多くについて、地元の業者に発注したこ

とが経済効果を高めた。また、石垣島マラソン

は石垣島の南半分を１周するフルマラソン、

24km、10kmの３種目があり、健脚なベテラン

から初心者まで、参加者自身の体力に合わせて

参加できる大会となっている他、競技後の交流

パーティーでは、参加者の家族や友人などと島

の特産品や郷土芸能のステージを楽しむこと

ができるなど、幅広いニーズに対応している。

こうした工夫により、同大会では他の県内各マ

ラソン大会に比べ、参加者の県外割合が高く、

女性も多く参加している。また、交流大会を催

すことで大会参加者同士の交流がうまれ、リ

ピーターを増やす要因の一つとなっていると

考えられる。

　今後は、大会会場へのアクセス方法や天候な

どの情報発信、水分補給対策などのマラソン大

会運営の充実、交流パーティーの充実に取り組

むことで、大会参加者の満足度向上に注力する

とともに、大会参加者の同伴者を増やすような

工夫をすることで、さらに経済効果を見込むこ

とができると考える。

　石垣島マラソンでは、観光のオフシーズンに多

くの観客や関係者が島を訪れ、消費活動を行うこ

とから、石垣島の経済に与える影響は大きい。

　現在、リゾート地として知られる石垣島は、

石垣島マラソンの他にも多くのスポーツイベ

ントが開催されている。石垣島は野球場や屋内

練習場などのスポーツ施設の整備により、プロ

野球（千葉ロッテマリーンズ）やサッカーのJ

リーグ（横浜F・マリノス）のキャンプ地、トラ

イアスロン大会やサイクリングイベントの開

催などによりスポーツアイランドとしての地

位が高まりつつある。これらのイベントなどを

通して石垣島の魅力をさらに内外に発信し、地

域振興につなげていくことが期待されている。

以　上

【補注】：本調査で使用した産業連関表について

　今回の調査では、2020年２月に改定された

2015年沖縄県産業連関表を用いた。産業部門

数で表示する部門表は産業分類35部門表を

ベースにしたが、35部門表では「宿泊業」や「飲

食店」、「航空輸送」、「陸運」、「海運」、「貸自動車

業」などの部門が明示されていない。そのため、

これらの産業部門については、県が公表した基

本分類表（458行×367列）から該当する業種を

抽出した。さらに、今回の分析において統合し

ても不都合がない部門を当社で統合し、本件調

査の分析用に組み替えた。

　また、産業連関表における各産業部門の自給

率は、県内需要（＝県内居住者の需要）に対する

自給率であるため、移輸出（＝非居住者の需要）

は対象外となる。このため、統計上、移輸出であ

る「県外からの滞在者の支出（＝非居住者の需

要）」の経済効果を試算する際に、そのままの自

給率を用いると不都合が生じる。例えば、宿泊

業の自給率は、県内居住者の宿泊需要（県外旅

行などを含む）のうち県内宿泊部門を利用した

割合を意味するが、県内居住者の場合、県外宿

泊の支出額が県内宿泊の支出額より大きいた

め、県内宿泊業の自給率は極めて低くなる。し

かし、県内でのイベントなどにおける関連の宿

泊費や飲食費は全て県内で発生するため、こう

した支出に対して県内での自給率が明らかに

100％とみられる宿泊業、飲食店などについて

は自給率を100％に設定し直して使用した。

経済波及効果を求める式は以下のとおりである。

⊿Ｘ₁＝[Ｉ－(Ｉ－Ｍ)Ａ] (Ｉ－Ｍ)⊿Ｆ

⊿Ｘ₂＝[Ｉ－(Ｉ－Ｍ)Ａ] (Ｉ－Ｍ)ｃｋｗ⊿Ｘ₁

⊿Ｘ ＝⊿Ｘ₁+⊿Ｘ₂

⊿Ｘ₁：一次生産誘発額（直接効果＋一次間接効果）

⊿Ｘ₂：二次生産誘発額（二次間接効果）

⊿Ｘ ：総生産誘発額（経済波及効果＝直接効果＋一次間接効果＋二次間接効果）

Ｉ ：単位行列

Ｍ ：移輸入係数（対角行列）

Ａ ：投入係数（行列）

⊿Ｆ：最終需要増加額

ｃ：民間消費支出構成比

ｋ：消費転換係数

ｗ：雇用者所得率
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消費関連
百貨店売上高は、営業時間短縮の継続や外国客減少の影響などで、14カ月連続で前年を下回った。

スーパー売上高は、衣料品は消費マインドの低下により減少したが、食料品は生鮮食品が好調に推移し、
住居関連は家電や衛生用品の増加などで、既存店ベースは４カ月連続で前年を上回った。全店ベースは
９カ月連続で前年を上回った。新車販売台数は、自家用車は改善するも、新型コロナウイルスの影響に
より、レンタカー需要が低下したことから、10カ月連続で前年を下回った。電気製品卸売販売額は、供給
不足によりＡＶ商品などが減少するも、特別定額給付金支給による消費マインドの回復などにより白
物家電やエアコンなどが増加したことから、２カ月連続で前年を上回った。
先行きは、新型コロナウイルス感染再拡大の影響による外出自粛や消費マインドの低下などにより、

食料品は一服感がみられ、衣料品や耐久消費財などが弱含むとみられる。

公共工事請負金額は、国、県は増加したが、市町村、独立行政法人等・その他は減少したことから、２カ月
ぶりに前年を下回った。建築着工床面積（６月）は、居住用は減少したが、非居住用は増加したことから４
カ月連続で前年を上回った。新設住宅着工戸数（６月）は、給与は増加したが、持家、貸家、分譲は減少した
ことから２カ月ぶりに前年を下回った。県内主要建設会社の受注額は、公共工事は減少したが、民間工事
は増加したことから２カ月連続で前年を上回った。建設資材関連では、セメントは２カ月ぶりに前年を下
回り、生コンは２カ月ぶりに前年を下回った。鋼材は単価の低下などから前年を下回り、木材は住宅関連
工事向けの出荷減などから前年を下回った。
先行きは、手持ち工事額は引き続き高水準であるものの、民間工事に一服感がみられることから弱含む

とみられる。

建設関連

入域観光客数は、７カ月連続で前年を下回った。国内客は約６割減少し、外国客は全減となった。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大幅な減少と
なった。ゴルフ場は、入場者数は前年を上回り、売上高は前年を下回った。
先行きは、全世界に感染拡大している新型コロナウイルスの収束時期が不透明なため、外国客が動き

出すのは年明け以降となろう。一方、GoToトラベルが７月にスタートしたが、全国的に新型コロナウイ
ルスの再拡大の影響が出て安近短旅行が主流となっていることもあり、国内客は当面は前年を大幅に
下回る推移が続くとみられる。

観光関連

新規求人数は、前年同月比34.5％減となり８カ月連続で前年を下回った。宿泊業・飲食サービス業、
サービス業、情報通信業などで減少した。有効求人倍率（季調値）は0.67倍と、前月より0.01ポイント低下
した。完全失業率（季調値）は3.3％と、前月と同水準だった。
消費者物価指数は、諸雑費、教育などの下落により、前年同月比0.3％減と５カ月連続で前年を下回っ

た。
企業倒産は、件数が５件で前年同月を１件上回った。負債総額は８億6,200万円で前年同月比353.7％

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、百貨店は営業時間短縮の継続や外国客減少

の影響などで前年を下回り、スーパーは食料品は生鮮食品が好調に推移し、住居関連は

家電や衛生用品の増加などで前年を上回った。耐久消費財では、新車販売は新型コロナ

ウイルスの影響により、レンタカー需要が低下したことから前年を下回り、電気製品卸

売は特別定額給付金支給による消費マインドの回復などにより白物家電やエアコンな

どが増加したことから前年を上回った。

建設関連では、公共工事は市町村、独立行政法人等・その他は減少したことから前年

を下回った。建築着工床面積は非居住用が増加したことから前年を上回った。新設住宅

着工戸数は持家、貸家、分譲は減少したことから前年を下回った。建設受注額は民間工

事は増加したことから前年を上回った。

観光関連では、入域観光客数は前年を大幅に下回った。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。

総じてみると、観光関連は新型コロナウイルスの影響で悪化しているものの下げ止

まりの動きがみられ、消費関連は消費税率引き上げの影響や新型コロナウイルスの影

響で弱含んでいること、建設関連は民間工事に一服感がみられ弱含んでいることから、

県内景気は下げ止まりの動きがみられる（２カ月連続）。

景気は、下げ止まりの動きがみられる

観光関連では、入域観光客数は前年を大幅に下回る

消費関連では、百貨店売上高は前年を下回る
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消費関連
百貨店売上高は、営業時間短縮の継続や外国客減少の影響などで、14カ月連続で前年を下回った。

スーパー売上高は、衣料品は消費マインドの低下により減少したが、食料品は生鮮食品が好調に推移し、
住居関連は家電や衛生用品の増加などで、既存店ベースは４カ月連続で前年を上回った。全店ベースは
９カ月連続で前年を上回った。新車販売台数は、自家用車は改善するも、新型コロナウイルスの影響に
より、レンタカー需要が低下したことから、10カ月連続で前年を下回った。電気製品卸売販売額は、供給
不足によりＡＶ商品などが減少するも、特別定額給付金支給による消費マインドの回復などにより白
物家電やエアコンなどが増加したことから、２カ月連続で前年を上回った。
先行きは、新型コロナウイルス感染再拡大の影響による外出自粛や消費マインドの低下などにより、
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ぶりに前年を下回った。建築着工床面積（６月）は、居住用は減少したが、非居住用は増加したことから４
カ月連続で前年を上回った。新設住宅着工戸数（６月）は、給与は増加したが、持家、貸家、分譲は減少した
ことから２カ月ぶりに前年を下回った。県内主要建設会社の受注額は、公共工事は減少したが、民間工事
は増加したことから２カ月連続で前年を上回った。建設資材関連では、セメントは２カ月ぶりに前年を下
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入域観光客数は、７カ月連続で前年を下回った。国内客は約６割減少し、外国客は全減となった。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大幅な減少と
なった。ゴルフ場は、入場者数は前年を上回り、売上高は前年を下回った。
先行きは、全世界に感染拡大している新型コロナウイルスの収束時期が不透明なため、外国客が動き

出すのは年明け以降となろう。一方、GoToトラベルが７月にスタートしたが、全国的に新型コロナウイ
ルスの再拡大の影響が出て安近短旅行が主流となっていることもあり、国内客は当面は前年を大幅に
下回る推移が続くとみられる。

観光関連

新規求人数は、前年同月比34.5％減となり８カ月連続で前年を下回った。宿泊業・飲食サービス業、
サービス業、情報通信業などで減少した。有効求人倍率（季調値）は0.67倍と、前月より0.01ポイント低下
した。完全失業率（季調値）は3.3％と、前月と同水準だった。
消費者物価指数は、諸雑費、教育などの下落により、前年同月比0.3％減と５カ月連続で前年を下回っ

た。
企業倒産は、件数が５件で前年同月を１件上回った。負債総額は８億6,200万円で前年同月比353.7％

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、百貨店は営業時間短縮の継続や外国客減少

の影響などで前年を下回り、スーパーは食料品は生鮮食品が好調に推移し、住居関連は

家電や衛生用品の増加などで前年を上回った。耐久消費財では、新車販売は新型コロナ

ウイルスの影響により、レンタカー需要が低下したことから前年を下回り、電気製品卸

売は特別定額給付金支給による消費マインドの回復などにより白物家電やエアコンな

どが増加したことから前年を上回った。

建設関連では、公共工事は市町村、独立行政法人等・その他は減少したことから前年

を下回った。建築着工床面積は非居住用が増加したことから前年を上回った。新設住宅

着工戸数は持家、貸家、分譲は減少したことから前年を下回った。建設受注額は民間工

事は増加したことから前年を上回った。

観光関連では、入域観光客数は前年を大幅に下回った。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。

総じてみると、観光関連は新型コロナウイルスの影響で悪化しているものの下げ止

まりの動きがみられ、消費関連は消費税率引き上げの影響や新型コロナウイルスの影

響で弱含んでいること、建設関連は民間工事に一服感がみられ弱含んでいることから、

県内景気は下げ止まりの動きがみられる（２カ月連続）。

景気は、下げ止まりの動きがみられる

観光関連では、入域観光客数は前年を大幅に下回る

消費関連では、百貨店売上高は前年を下回る
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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、2019年8月より調査先を25ホテルから28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。

2020.7 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2020.7

項目別グラフ　3カ月 2020.5～2020.7

2020.5－2020.7

（注） 広告収入は20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20年4月～20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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-6.1 P-7.3

-49.3
-69.3 P-74.4

2.1 4.3

P118.4

-8.1P-13.0

-61.1

-82.6 P-86.1

22



県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

県内の景気動向りゅうぎん調査　　　　　　　　　　　　　　　　　

（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、2019年8月より調査先を25ホテルから28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。

2020.7 りゅうぎん調査
項目別グラフ　単月 2020.7

項目別グラフ　3カ月 2020.5～2020.7

2020.5－2020.7

（注） 広告収入は20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20年4月～20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）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）

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

4 中古自動車販売台数【登録ベース】

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

14カ月連続で減少
・百貨店売上高は、前年同月比27.9％減と14
カ月連続で前年を下回った。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止による営業時間短
縮の継続や、外国客減少の影響などで減
少した。食料品は、中元商戦開始に伴い、
やや改善した。家庭用品・その他はセール
などを実施するも、来店客数減少などに
より低調に推移した。
・品目別にみると、食料品（同20.4％減）、衣
料品（同23.8％減）、身の回り品（同26.9％
減）、家庭用品・その他（同38.3％減）が減少
した。

・スーパー売上高は、既存店ベースでは、前

年同月比1.7％増と４カ月連続で前年を上

回った。

・食料品は、水産を中心とした生鮮食品が

好調に推移し、同1.8％増となった。衣料品

は、外出自粛の影響で消費マインドが低

下したことなどにより、同7.0％減となっ

た。住居関連は家電や衛生用品の増加な

どで同3.5％増となった。

・全店ベースでは、同2.6％増と９カ月連続

で前年を上回った。

全店ベースは９カ月連続で増加

・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は２万2,533

台で前年同月比7.1％増と、２カ月連続で

前年を上回った。

・内訳では、普通自動車は9,247台（同

10.8％増）、軽自動車は13,286台（同4.6％

増）となった。

２カ月連続で増加

・電気製品卸売販売額は、供給不足により

ＡＶ商品などが減少するも、特別定額給

付金支給による消費マインドの回復な

どにより、白物家電やエアコンが増加し

たことから、前年同月比0.8％増と２カ月

連続で前年を上回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではＢＤレ

コーダーが同24 .0％減、テレビが同

23.7％減、白物では洗濯機が同26.7％増、

冷蔵庫が同13 .9％増、エアコンが同

12.8％増、その他は同10.6％減となった。

２カ月連続で増加

・新車販売台数は4,747台となり、前年同月

比18.7％減と10カ月連続で前年を下回っ

た。自家用車需要が回復基調となったが、

新型コロナウイルスの影響によりレンタ

カー需要は低下、乗用車は普通・小型・軽

のすべてで減少し、前年を下回った。

・普通自動車（登録車）は2,480台（同23.6％

減）で、うち普通乗用車は674台（同26.1％

減）、小型乗用車は1,627台（同20.9％減）で

あった。軽自動車（届出車）は2,267台（同

12.6％減）で、うち軽乗用車は1,879台（同

10.2％減）であった。

10カ月連続で減少
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（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）

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

4 中古自動車販売台数【登録ベース】

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

14カ月連続で減少
・百貨店売上高は、前年同月比27.9％減と14
カ月連続で前年を下回った。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止による営業時間短
縮の継続や、外国客減少の影響などで減
少した。食料品は、中元商戦開始に伴い、
やや改善した。家庭用品・その他はセール
などを実施するも、来店客数減少などに
より低調に推移した。
・品目別にみると、食料品（同20.4％減）、衣
料品（同23.8％減）、身の回り品（同26.9％
減）、家庭用品・その他（同38.3％減）が減少
した。

・スーパー売上高は、既存店ベースでは、前

年同月比1.7％増と４カ月連続で前年を上

回った。

・食料品は、水産を中心とした生鮮食品が

好調に推移し、同1.8％増となった。衣料品

は、外出自粛の影響で消費マインドが低

下したことなどにより、同7.0％減となっ

た。住居関連は家電や衛生用品の増加な

どで同3.5％増となった。

・全店ベースでは、同2.6％増と９カ月連続

で前年を上回った。

全店ベースは９カ月連続で増加

・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は２万2,533

台で前年同月比7.1％増と、２カ月連続で

前年を上回った。

・内訳では、普通自動車は9,247台（同

10.8％増）、軽自動車は13,286台（同4.6％

増）となった。

２カ月連続で増加

・電気製品卸売販売額は、供給不足により

ＡＶ商品などが減少するも、特別定額給

付金支給による消費マインドの回復な

どにより、白物家電やエアコンが増加し

たことから、前年同月比0.8％増と２カ月

連続で前年を上回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではＢＤレ

コーダーが同24 .0％減、テレビが同

23.7％減、白物では洗濯機が同26.7％増、

冷蔵庫が同13 .9％増、エアコンが同

12.8％増、その他は同10.6％減となった。

２カ月連続で増加

・新車販売台数は4,747台となり、前年同月

比18.7％減と10カ月連続で前年を下回っ

た。自家用車需要が回復基調となったが、

新型コロナウイルスの影響によりレンタ

カー需要は低下、乗用車は普通・小型・軽

のすべてで減少し、前年を下回った。

・普通自動車（登録車）は2,480台（同23.6％

減）で、うち普通乗用車は674台（同26.1％

減）、小型乗用車は1,627台（同20.9％減）で

あった。軽自動車（届出車）は2,267台（同

12.6％減）で、うち軽乗用車は1,879台（同

10.2％減）であった。

10カ月連続で減少
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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

出所：国土交通省

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）

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

・公共工事請負金額は、445億7,746万円で、

国、県は増加したが、市町村、独立行政法

人等・その他は減少したことから、前年同

月比14.1％減となり、２カ月ぶりに前年を

下回った。

・発注者別では、国（同77.3％増）、県（同

32.9％増）は増加し、市町村（同63.5％減）、

独立行政法人等・その他（同77.3％減）は減

少した。

２カ月ぶりに減少
・建設受注額（調査先建設会社：18社、速報

値）は、公共工事は減少したものの、民間

工事は増加したことから、前年同月比

156.0％増と２カ月連続で前年を上回っ

た。

・発注者別では、公共工事（同6.6％減）は３

カ月ぶりに減少し、民間工事（同341.2％

増）は複合施設工事などにより２カ月連

続で増加した。

２カ月連続で増加

・セメント出荷量は８万7,270トンとなり、
前年同月比6.1％減と２カ月ぶりに前年
を下回った。
・生コン出荷量は12万8,390㎥で同16.0％
減となり、２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、海事工事向けなどが増加し、
空港関連向けや学校関連向けなどが減
少した。民間工事では、宿泊施設向けな
どが増加し、医療関連向けや貸家向けな
どが減少した。

・鋼材売上高（速報値）は、単価の低下など

から前年同月比7.3％減と10カ月連続で

前年を下回った。

・木材売上高は、住宅関連工事向けの出荷

が減少したことなどから同17.7％減と

８カ月連続で前年を下回った。

セメントは２カ月ぶりに減少、
生コンは２カ月ぶりに減少

鋼材は10カ月連続で減少、
木材は８カ月連続で減少

・建築着工床面積（６月）は16万973㎡とな

り、居住用は減少したものの、非居住用は

増加したことから前年同月比16.1％増と

４カ月連続で前年を上回った。用途別で

は、居住用は同36.9％減となり、非居住用

は同138.2％増となった。

・建築着工床面積を用途別（大分類）にみる

と、居住用では、居住専用は減少し、居住

産業併用は増加した。非居住用では、不動

産業用や教育・学習支援業用などが増加

し、電気・ガス・熱供給・水道業用などが減

少した。

４カ月連続で増加

・新設住宅着工戸数（６月）は767戸となり、

給与は増加したが、持家、貸家、分譲は減

少したことから前年同月比44.2％減と２

カ月ぶりに前年を下回った。

・利用関係別では、給与（94戸）が全増と増

加し、持家（228戸）が同8.4％減、貸家（350

戸）が同58.6％減、分譲（95戸）が同65.9％

減と減少した。

２カ月ぶりに減少
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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

出所：国土交通省

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）

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

・公共工事請負金額は、445億7,746万円で、

国、県は増加したが、市町村、独立行政法

人等・その他は減少したことから、前年同

月比14.1％減となり、２カ月ぶりに前年を

下回った。

・発注者別では、国（同77.3％増）、県（同

32.9％増）は増加し、市町村（同63.5％減）、

独立行政法人等・その他（同77.3％減）は減

少した。

２カ月ぶりに減少
・建設受注額（調査先建設会社：18社、速報

値）は、公共工事は減少したものの、民間

工事は増加したことから、前年同月比

156.0％増と２カ月連続で前年を上回っ

た。

・発注者別では、公共工事（同6.6％減）は３

カ月ぶりに減少し、民間工事（同341.2％

増）は複合施設工事などにより２カ月連

続で増加した。

２カ月連続で増加

・セメント出荷量は８万7,270トンとなり、
前年同月比6.1％減と２カ月ぶりに前年
を下回った。
・生コン出荷量は12万8,390㎥で同16.0％
減となり、２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、海事工事向けなどが増加し、
空港関連向けや学校関連向けなどが減
少した。民間工事では、宿泊施設向けな
どが増加し、医療関連向けや貸家向けな
どが減少した。

・鋼材売上高（速報値）は、単価の低下など

から前年同月比7.3％減と10カ月連続で

前年を下回った。

・木材売上高は、住宅関連工事向けの出荷

が減少したことなどから同17.7％減と

８カ月連続で前年を下回った。

セメントは２カ月ぶりに減少、
生コンは２カ月ぶりに減少

鋼材は10カ月連続で減少、
木材は８カ月連続で減少

・建築着工床面積（６月）は16万973㎡とな

り、居住用は減少したものの、非居住用は

増加したことから前年同月比16.1％増と

４カ月連続で前年を上回った。用途別で

は、居住用は同36.9％減となり、非居住用

は同138.2％増となった。

・建築着工床面積を用途別（大分類）にみる

と、居住用では、居住専用は減少し、居住

産業併用は増加した。非居住用では、不動

産業用や教育・学習支援業用などが増加

し、電気・ガス・熱供給・水道業用などが減

少した。

４カ月連続で増加

・新設住宅着工戸数（６月）は767戸となり、

給与は増加したが、持家、貸家、分譲は減

少したことから前年同月比44.2％減と２

カ月ぶりに前年を下回った。

・利用関係別では、給与（94戸）が全増と増

加し、持家（228戸）が同8.4％減、貸家（350

戸）が同58.6％減、分譲（95戸）が同65.9％

減と減少した。

２カ月ぶりに減少
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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）

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）

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 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）

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）

・入域観光客数は、27万7,300人（前年同月

比71.2％減）となり、７カ月連続で前年を

下回った。

・路線別では、空路は27万6,100人（同66.7％

減）となり12カ月連続で前年を下回った。

海路は1,200人（同99.1％減）となり７カ月

連続で前年を下回った。

・国内客は、27万7,300人（同58.0％減）とな

り、６カ月連続で前年を下回った。

・政府は６月19日に県をまたぐ移動を全国

的に解除したことや、７月22日からの

「GoToトラベル」のスタートにより、７月

の減少幅はやや縮小した。

７カ月連続で前年を下回る

・主要ホテル売上高のうち宿泊収入は、販

売客室数（数量要因）、宿泊客室単価（価

格要因）ともに低下し、前年同月比

70.5％減と13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、宿泊客

室単価ともに低下し、同77.4％減と８カ

月連続で前年を下回った。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69.3％減と６カ月連続で

前年を下回った。

13カ月連続で減少

・主要観光施設の入場者数（除く首里城、

速報値）は、前年同月比74.4％減となり、

12カ月連続で前年を下回った。

・首里城を含むベースは、同77.6％減とな

り、12カ月連続で前年を下回った。

・入域観光客数の減少の影響を受け、大幅

な減少となった。

12カ月連続で減少

・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月比

7.8％増と５カ月ぶりに前年を上回った。

県内客は２カ月連続で前年を上回り、

県外客は11カ月連続で前年を下回った。

・売上高は同5.3％減と５カ月連続で前年

を下回った。

・入場者数は、県内客の回復により前年を

上回る水準まで回復した。売上高は、新

型コロナウイルスの影響でクラブハウ

スでの飲食が控えられたことや、安い

プランを利用する客が多かったことか

ら前年を下回った。

入場者数は増加、売上高は減少

・入域観光客数（外国客）は、０人（前年同月

比 全減）となり、７カ月連続で前年を下

回った。

・新型コロナウイルスの世界的な感染拡大

を受けて、県内を発着する航空便および

クルーズ船がすべて欠航となったことか

ら、４月以降４カ月連続で全減となった。

７カ月連続で前年を下回る

・主要ホテルは、客室稼働率は27.6％となり、
前年同月差49.3％ポイント低下して12カ
月連続で前年を下回った。売上高は同
69.3％減と14カ月連続で前年を下回った。
・那覇市内ホテルは、客室稼働率は24.0％と
同57.1％ポイント低下して12カ月連続で
前年を下回り、売上高は同75.9％減と８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29.1％と同46.1％ポ
イント低下して６カ月連続で前年を下回
り、売上高は同68.1％減と14カ月連続で
前年を下回った。
・「おきなわ彩発見」や「GoToトラベル」のス
タートにより、７月の減少幅はやや縮小
した。

稼働率は12カ月連続で低下、
売上高は14カ月連続で減少
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出所：りゅうぎん総合研究所　（注）調査先は8施設（うち県外客については6施設）からなる。
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・入域観光客数は、27万7,300人（前年同月

比71.2％減）となり、７カ月連続で前年を

下回った。

・路線別では、空路は27万6,100人（同66.7％

減）となり12カ月連続で前年を下回った。

海路は1,200人（同99.1％減）となり７カ月

連続で前年を下回った。

・国内客は、27万7,300人（同58.0％減）とな

り、６カ月連続で前年を下回った。

・政府は６月19日に県をまたぐ移動を全国

的に解除したことや、７月22日からの

「GoToトラベル」のスタートにより、７月

の減少幅はやや縮小した。

７カ月連続で前年を下回る

・主要ホテル売上高のうち宿泊収入は、販

売客室数（数量要因）、宿泊客室単価（価

格要因）ともに低下し、前年同月比

70.5％減と13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、宿泊客

室単価ともに低下し、同77.4％減と８カ

月連続で前年を下回った。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69.3％減と６カ月連続で

前年を下回った。

13カ月連続で減少

・主要観光施設の入場者数（除く首里城、

速報値）は、前年同月比74.4％減となり、

12カ月連続で前年を下回った。

・首里城を含むベースは、同77.6％減とな

り、12カ月連続で前年を下回った。

・入域観光客数の減少の影響を受け、大幅

な減少となった。

12カ月連続で減少

・主要ゴルフ場の入場者数は、前年同月比

7.8％増と５カ月ぶりに前年を上回った。

県内客は２カ月連続で前年を上回り、

県外客は11カ月連続で前年を下回った。

・売上高は同5.3％減と５カ月連続で前年

を下回った。

・入場者数は、県内客の回復により前年を

上回る水準まで回復した。売上高は、新

型コロナウイルスの影響でクラブハウ

スでの飲食が控えられたことや、安い

プランを利用する客が多かったことか

ら前年を下回った。

入場者数は増加、売上高は減少

・入域観光客数（外国客）は、０人（前年同月

比 全減）となり、７カ月連続で前年を下

回った。

・新型コロナウイルスの世界的な感染拡大

を受けて、県内を発着する航空便および

クルーズ船がすべて欠航となったことか

ら、４月以降４カ月連続で全減となった。

７カ月連続で前年を下回る

・主要ホテルは、客室稼働率は27.6％となり、
前年同月差49.3％ポイント低下して12カ
月連続で前年を下回った。売上高は同
69.3％減と14カ月連続で前年を下回った。
・那覇市内ホテルは、客室稼働率は24.0％と
同57.1％ポイント低下して12カ月連続で
前年を下回り、売上高は同75.9％減と８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29.1％と同46.1％ポ
イント低下して６カ月連続で前年を下回
り、売上高は同68.1％減と14カ月連続で
前年を下回った。
・「おきなわ彩発見」や「GoToトラベル」のス
タートにより、７月の減少幅はやや縮小
した。

稼働率は12カ月連続で低下、
売上高は14カ月連続で減少
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雇用関連・その他

出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2019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）

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） ※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29 . 3℃となり、前年同月

（28.9℃）、平年（28.9℃）より高かった。降

水量は281.0ｍｍで前年同月（284.0ｍｍ）

より少なかった。

・太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多

かったが、湿った空気などの影響で、曇り

や雨となる日もあり、大雨となった所が

あった。平均気温は平年より高く、降水量

は多く、日照時間は少なかった。

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

・新規求人数は、前年同月比34.5％減となり

８カ月連続で前年を下回った。産業別に

みると、宿泊業・飲食サービス業、サービ

ス業、情報通信業などで減少した。有効求

人倍率（季調値）は0.67倍と、前月より0.01

ポイント低下した。

・労働力人口は、74万9,000人で同0.4％減と

なり、就業者数は、72万5,000人で同1.0％

減となった。完全失業者数は２万4,000人

で同14.3％増となり、完全失業率（季調値）

は3.3％と、前月と同水準だった。

新規求人数は減少、
有効求人倍率（季調値）は低下

・消費者物価指数は、前年同月比0.3％減と

５カ月連続で前年を下回った。生鮮食品

を除く総合は同0.5％減と前年を下回った。

・品目別の動きをみると、諸雑費、教育など

は下落し、食料などは上昇した。

５カ月連続で下落

・倒産件数は、５件で前年同月を１件上

回った。業種別では、小売業２件（同２件

増）、サービス業３件（同２件増）となった。

・負債総額は、８億6,200万円となり、前年同

月比353.7％の増加だった。

件数、負債総額ともに増加

・広告収入（マスコミ：６月）は、前年同月比

23.4％減と10カ月連続で前年を下回った。

・新型コロナウイルス感染拡大で、イベン

ト等の中止が相次いだことから大幅な減

少が続いた。

10カ月連続で減少

20202019
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雇用関連・その他

出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2019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
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2 消費者物価指数【総合】（前年同月比）

3 企業倒産
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出所：りゅうぎん総合研究所
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（28.9℃）、平年（28.9℃）より高かった。降

水量は281.0ｍｍで前年同月（284.0ｍｍ）

より少なかった。

・太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多

かったが、湿った空気などの影響で、曇り

や雨となる日もあり、大雨となった所が

あった。平均気温は平年より高く、降水量

は多く、日照時間は少なかった。

気象：平均気温・降水量【那覇】参考
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・新規求人数は、前年同月比34.5％減となり

８カ月連続で前年を下回った。産業別に

みると、宿泊業・飲食サービス業、サービ

ス業、情報通信業などで減少した。有効求

人倍率（季調値）は0.67倍と、前月より0.01

ポイント低下した。

・労働力人口は、74万9,000人で同0.4％減と

なり、就業者数は、72万5,000人で同1.0％

減となった。完全失業者数は２万4,000人

で同14.3％増となり、完全失業率（季調値）

は3.3％と、前月と同水準だった。

新規求人数は減少、
有効求人倍率（季調値）は低下

・消費者物価指数は、前年同月比0.3％減と

５カ月連続で前年を下回った。生鮮食品

を除く総合は同0.5％減と前年を下回った。

・品目別の動きをみると、諸雑費、教育など

は下落し、食料などは上昇した。

５カ月連続で下落

・倒産件数は、５件で前年同月を１件上

回った。業種別では、小売業２件（同２件

増）、サービス業３件（同２件増）となった。

・負債総額は、８億6,200万円となり、前年同

月比353.7％の増加だった。

件数、負債総額ともに増加

・広告収入（マスコミ：６月）は、前年同月比

23.4％減と10カ月連続で前年を下回った。

・新型コロナウイルス感染拡大で、イベン

ト等の中止が相次いだことから大幅な減

少が続いた。
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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 3732

　新型コロナウイルス感染拡大で世界的に経済活動が
停滞する中、日本でもさまざまな「経済政策」が取ら
れています。
　例えば「特別定額給付金」や「Go To キャンペーン」
などはマスコミ報道でもよく耳にしますが、これらは
政府が予算を立てて行う「財政政策」の一環です。経
済政策には「財政政策」のほか、中央銀行が物価や金
融システムの安定のため通貨や金融の調節を行う「金
融政策」があります。
　日本銀行は①新型コロナ対応資金繰り支援特別プロ
グラム②国債の買い入れやドルオペなどによる円貨・
外貨の潤沢な供給③ ETF（上場投資信託）などの積極
的な買い入れ―の三つを柱とする金融政策により、企
業などの資金繰り支援や金融市場安定への対応に取り
組んでいます。
　こうした大規模な金融緩和は世界各国で行われてお
り、金融システムは先行きの不透明感があるものの、
現状は安定しているとみられています。しかし、世界
中で巨額の資金が供給されることで金融市場をゆがめ
る恐れがあることや、財政規律の緩みといった懸念も
出ています。　
　例えばインドネシアでは政府が発行した国債を中央
銀行が直接引き受けるという「財政ファイナンス」を
認めました。これは極端なインフレを引き起こす恐れ
があることから禁じ手とする見方が多く、日本では財
政法で原則禁止されています。
　新型コロナ感染拡大という非常事態の下、世界中で
さまざまな政策が行われていますが、今後の効果と副
作用が注目されます。

　帝国データバンク「後継者不在企業　動向調査
（2019 年）」によると、県内企業の後継者不在率
は 82.9％と全国で１位となっています。日本復帰
に伴い創業した企業が多く、他県に比べ事業承継を
経験した機会が少ないことも背景にあると考えられ
ています。
　こうした背景から事業承継の新たな選択肢とし
て、ここ数年、第三者承継（M &A）が注目されて
います。表のように「事業を継承した社長の先代経
営者との関係」は、過年度と比較して唯一「その他

（買収や出向）」の割合が増加し、第三者承継の認知
度が高まっていることがわかります。
　背景として①承継譲受先・譲渡先双方の自社の強
み弱みを補完しあう、新たな成長戦略の手法である
ことが認知されはじめている②第三者承継後も現代
表者が会長職・顧問として留任するケースも多く、
従業員が安心して働ける環境を維持する観点から

「買収＝身売り」といった従来のネガティブなイメー
ジが変化している－などの理由があげられます。
　その他、親族内承継の場合、後継者の育成に時間
を要することや、株式承継時のコスト負担、会社財
務への影響など、解決すべき多くの課題があります
が、第三者承継は譲受先からの経営者の招聘などに
よる「経営」承継と、株式・事業資産の売却などの「資
産」承継のどちらも解決できるケースが多くありま
す。今後、事業承継を解決に導く有用な選択肢とし
て、後継者問題解決につながることが期待されます。

第三者承継 コロナ禍の金融政策

琉球銀行　法人事業部　調査役
伊貝　有史

琉球銀行　証券国際部
渡名喜　知香

後継者問題　解決に有用 大規模緩和　規律に懸念



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
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　沖縄のスポ－ツとエンタ－テイメント環境を一新す
る夢のアリ－ナが、2021 年に完成を予定しています。
沖縄市コザ運動公園内で建設が進む沖縄アリーナは、
最大１万人を収容できる県内最大規模の屋内型多目的
施設となります。
　プロバスケットボール B リ－グの「琉球ゴールデン
キングス」のホ－ムアリ－ナとなるほか、コンサ－ト
や各種イベントなどでも活用される計画です。１階に
は商業施設も備えています。飲食店やショップが並び、
イベント以外でも県民が集える場所を目指します。
　この沖縄アリーナの計画策定には、国内外 100 以
上のスタジアム・アリ－ナを見てきた経験も持つ琉
球ゴールデンキングスの木村達郎社長が構想から関わ
り、完成後はキングスを運営する沖縄バスケットボー
ル株式会社が指定管理者として運営に携わることと
なっています。
　この施設の特徴として①県内最大のイベントフロア
面積②来場者の楽しみ方に応じたホスピタリテイを重
視した空間設計③イベント等で活用できる 510 イン
チ大型映像装置の設置④搬入口を２カ所設置するなど
スムーズな設営撤去が可能となる施設設計―などがあ
げられます。
　21 年春以降に供用開始を予定しており、22 年には
Ｂリーグオールスターゲーム、そして 23 年にはイン
ドネシア、フィリピンと共催するＦＩＢＡバスケット
ボールワールドカップの予選ラウンドの会場として活
用される予定です。今後、沖縄のスポーツ、エンター
テイメントの中心地として注目を集めることでしょう。

沖縄アリ一ナ

琉球銀行　コザ支店長
喜名　臣康

スポーツ娯楽中心地に

　今年 7 月、政府の経済財政運営の指針となる「骨
太の方針」で「デジタルトランスフォーメーション」

（DX）の推進が掲げられました。
　経済産業省のガイドラインによると「DX」とは

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、デー
タとデジタル技術を活用して顧客や社会のニーズを
基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する
とともに、その業務そのものや組織、プロセス、企
業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立する
こと」と定義されています。
　日本ではスタートアップなど一部の企業が DX
を推進してきましたが、昨今のコロナ禍においては
多くの企業が半強制的に DX への対応を促されて
きました。その代表的事例が「テレワーク」や「オ
ンライン会議」などです。
　こうした流れの中、多くの企業で書類の電子化や
ネットワーク環境の改善などデジタル活用が遅れて
いる事が顕在化してきました。
　また経済産業省は、2018 年に「2025 年の崖」
という警告レポートを出し、多くの企業が既存シス
テムを刷新しなければ 25 ～ 30 年までの間に年間
最大 12 兆円の経済損失が発生するとして、DX の
推進を促しています。
　コロナ禍で社会生活、ビジネス環境が大きく変わ
ろうとしいる今、企業が事業を継続するためには
DX の潮流に乗り、既存の文化、価値観から脱却し
新たなビジネスモデルを構築できるかがカギとなり
そうです。

デジタルトランス
フォーメーション

琉球銀行　総合企画部　調査役
城間　宏史

事業継続　モデル構築が鍵
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　「コンタクトレス決済」という言葉をご存じでしょ
うか。これはお店の決済端末にかざす（タッチする）
だけで支払いができる決済方法のことです。
　かざすだけで決済できるため、カードを店員に渡す
際の人と人との接触、カードの暗証番号を入力する際
の決済端末への接触、という二つの接触が不要になる
ことからそう呼ばれています。利便性に加えて、最近
では新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策の
一つとしても注目が高まっています。
　現在、日本国内の代表的なコンタクトレス決済とし
て電子マネーがあげられますが、世界的にはビザやマ
スターカードなどの国際ブランドのクレジットカード
や、デビットカードのコンタクトレス決済対応が進ん
でいます。
　日本国内でも 2023 年までの両カードのコンタク
トレス決済対応が国際ブランドから求められており、
今後急速に拡大していくことが予想されます。
　両カードのコンタクトレス決済を利用するには次の
二つの対応が必要です。まず使用するカード側のコ
ンタクトレス対応で、非接触型 IC チップが搭載され
ている必要があります。二つ目はお店に備え付けられ
ている決済端末側のコンタクトレス対応です。端末の
バージョンアップや対応済の決済端末への切り替えが
必要です。
　ライフスタイルにあわせた決済方法を選択すること
で、日常生活の利便性が高まります。コンタクトレス
対応のカードの利用も選択肢の一つに加えてみてはい
かがでしょうか。

コンタクトレス決済

琉球銀行　ペイメント事業部　調査役
國吉　謙輔

感染対策で脚光浴びる
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東京証券取引所の市場区分の再編
2020 年 7 月 29 日、東京証券取引所（以下「東証」）が「市場区分の再編に係る第一次制度改正事

項」を公表しました。今回公表された改正事項は、東証の市場区分再編を見据えて、現行制度におけ

る新規上場基準、市場変更や市場第一部銘柄への指定に係る基準の見直しなどを目的とするもので、9
月 11 日までのパブリック・コメントを経て、11 月 1 日に制度改正が行われます。 

東証の市場再編スケジュール 
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、3 月公表 7 月改正の予定であったスケジュールが遅

延したことから、市場再編の全体スケジュールへの影響が危惧されていましたが、2 月の「新市場区分

の概要等について」で示されたスケジュールは延期されることなく据え置かれました。 
時 期 見直し事項 

2020 年内 制度要綱の公表（新市場の制度） 

2021 年春～ コーポレートガバナンス・コードの改訂 

2021 年 6 月 移行基準日 

2021 年 7 月 新市場区分の上場維持基準に適合しているか否かを通知 

2021 年 9～12 月 上場会社による市場選択手続 

2022 年 4 月 1 日 一斉移行日 

 出所：「新市場区分の概要等について」東証 2020 年 2 月 21 日、「資本市場を通じた資金供給機能向

上のための上場制度の見直し」東証 2020 年 7 月 29 日 

新市場区分の選択 
 東証は、市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）の５つの市場区

分を見直し、プライム・スタンダード・グロース（仮称）の３つの市場区分に再編します。上場企業

は、各市場区分のコンセプトや上場維持基準を踏まえて新たな市場区分を選択することになります。

移行にあたって選択した市場区分の上場維持基準を満たすことができていない場合は、経過措置の適

用を受けるために「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」を提出・開示することが必要

となります。 

現市場区分 選択区分 経過措置 

市場第一部（2,172） 
プライム 

当分の間、現行の指定替え基準を上
場維持基準として適用 

スタンダード 当分の間、現行の上場廃止基準を上
場維持基準として適用 

市場第二部（481）・JASDAQ スタンダード（663） 

マザーズ（329）・JASDAQ グロース（37） グロース 

 出所：「新市場区分の概要等について」東証 2020年 2月 21日。カッコ内に 2020年 8月 26日時点の

上場会社数を記載 

東証一部への昇格基準の厳格化 
 今回の改正により、市場第二部から市場第一部銘柄への指定およびマザーズから本則市場への市場

変更時に適用される緩和された基準（時価総額 40 億円以上）が廃止され、市場第一部への直接上場時

における基準（時価総額 250 億円以上）に共通化されることになります。したがって、11 月以降、市

場第二部・マザーズから市場第一部への昇格が従来に比べて厳格化されることになります。 

お見逃しなく！ 

 市場第二部・マザーズに上場している企業がプライム市場への移行を希望する場合には、市場選択

に係る手続き（第二次制度改正事項として 2020 年内に公表予定）ではなく、新規上場と同様の審査手

続きが必要となります。プライム市場への移行を想定して現行制度において市場第一部への昇格を希

望する場合には、現行制度が適用される 10 月 30 日までに東証への申請を行う必要があります。 
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東京商工リサーチ沖縄支店によると、19

年度の県内企業売上高トップ（金融業除

く）は沖縄電力であった。３年連続の１

位。上位100社の売上高合計は２兆3,457

億6,300万円（前年度比2.1％増）となり、

1985年度の集計開始以来、過去最高。

県文化観光スポーツ部によると、19年度

の観光収入は7,047億4,500万円（前年度

比4.0％減）となった。年度後半における

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響などに伴い、入域観光客数が減少

した。前年度比でマイナスとなるのは、

2011年度以来８年ぶり。

全国で観光バス事業や路線バスを展開

する東京バスが、県内路線バス事業に参

入する。那覇空港と美らSUNビーチ

（イーアス沖縄豊崎）を結ぶ系統を中部

観光サービスから引継ぐほか、糸満市役

所から那覇市のパレットくもじ前まで

の新規系統を開設する。

飲食店宅配代行を行う「Uber　Eats

（ウーバーイーツ）」が那覇市北部の中心

市街地と浦添市の南部地域でサービス

提供を開始した。県内初進出となる。台

風８号の影響で、当初開始予定日を25日

から１日延期した。今後順次、配達地域

を拡大する予定。

沖縄ファミリーマートによると、県内23

店舗が新たに時短営業を開始する。人手

不足や深夜の客数減少が影響。31日から

10店舗、９月１日からは13店舗が時短

営業を開始する。対象店舗の多くが午前

７時から午後11時までの営業時間とす

る。

県は、県独自の緊急事態宣言の対象期間

を沖縄の旧盆の時期と重なる８月30日

から９月５日まで、警戒監視期間として

延長した。緊急事態宣言は８月1日から

一度の延長を経て29日までとしていた。

セブン＆アイ・ホールディングスは米石

油精製大手マラソン・ペトロリアム傘下

のコンビニ運営会社スピードウェイを買

収する。買収価格は210億ドル（約２兆

2,176億円）。

20年４～６月期の実質国内総生産（GDP）

は、前期比年率27.8％減となり、戦後最悪

のマイナス成長に落ち込んだ。実質GDP

の実額は、年換算で約485兆円。東日本大

震災後の11年４～６月期以来の水準と

なった。ピーク時は19年７～９月期の約

539兆円。

国土交通省は、タクシーによる貨物運送

を一部解禁する方針を固めた。新型コロ

ナウイルスの感染拡大を受け、飲食物の

宅配に限り特例で認めてきたが、新たな

ビジネスモデルとして定着しつつあると

判断し、恒久化する。９月中に正式決定の

予定。

武田薬品工業は、ビタミン剤「アリナミン」

や風邪薬「ベンザ」シリーズなどを販売す

る一般用医薬品（大衆薬）子会社の武田コ

ンシューマーヘルスケアを米投資ファン

ドのブラックストーン・グループに売却

する。売却額は2,420億円で、売却手続き

は来年３月末に完了予定。

政府は、雇用調整助成金について、新型コ

ロナウイルス感染拡大に伴う特例措置の

期限を延長する方針を固めた。当初９月

末の期限を12月末までとする。休業手当

が支払われない労働者に賃金の８割を補

償する、休業支援金・給付金の期限も９月

末から３カ月間延長する方針。

安倍晋三首相は、持病である潰瘍性大腸

炎が再発したことを挙げ、辞任する意向

を明らかにした。安倍首相は24日時点で

首相としての連続在任期間が2799日と

なり、歴代最長となる。安倍首相の自民党

総裁としての任期は21年９月末まで。

沖　　縄 全国・海外

ECONOMIC DIARY 

【経済日誌　　　　　　　　　　】　

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、2019年8月より調査先が25ホテルから28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。　2019年4月より2015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、2019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、19年 2月分より日本銀行（本店）ホームページ上で公表している県内預金合計に遡及改訂した。
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■平成30年
12月（No.590）　経営トップに聞く　沖縄ガス株式会社

■平成31年
１月（No.591）　経営トップに聞く　マエダ電気工事株式会社
　　　　　　　特集1 ハワイの観光と沖縄
　　　　　　　特集2 沖縄県経済2018年の回顧と2019年の展望

２月（No.592）　経営トップに聞く　福山グループ

３月（No.593）　経営トップに聞く　照屋電気工事株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　農業生産法人有限会社白川ファーム
　　　　　　　特集　沖縄県内宿泊施設の需給動向

４月（No.594）　経営トップに聞く　エイアンドダブリュ沖縄株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　ソーエイドー株式会社
　　　　　　　特集　欧・米・豪・露からの外国人観光客の誘致について

■令和元年
５月（No.595）　経営トップに聞く　有限会社インターリンク沖縄
　　　　　　　An Entrepreneur　そうざいの店　仲尾次
　　　　　　　特別寄稿　第2滑走路完成後の那覇空港について
　　　　　　　特集 2018年度の沖縄県経済の動向

６月（No.596）　経営トップに聞く　下地島エアポートマネジメント株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社オムニバスワンダーラボ
　　　　　　　講演録　沖縄県の未来を考えるシンポジウム

７月（No.597）　経営トップに聞く　株式会社はやて
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社蟹蔵
　　　　　　　特別寄稿　アジアにおけるコールドチェーンの発
　　　　　　　　　　　　達と沖縄
　　　　　　　特集1 沖縄県内のレンタカー業界の動向について
　　　　　　　特集2 沖縄県の主要経済指標

８月（No.598）　経営トップに聞く　株式会社ビザライ
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社アミューズメントドリーム

９月（No.599）　経営トップに聞く　沖縄特産販売株式会社

10月（No.600）　経営トップに聞く　株式会社ジャカコン西日本
　　　　　　　特集　沖縄県内における2019年プロ野球
　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果

11月（No.601）　経営トップに聞く　株式会社okicom

12月（No.602）　経営トップに聞く　米島酒造株式会社

■令和２年
１月（No.603）　経営トップに聞く　株式会社ポイントピュール
　　　　　　　An Entrepreneur　合資会社越来造船
　　　　　　　特集1 沖縄県内のオーバーツーリズムの現状および課題
　　　　　　　特集2 沖縄県経済2019年の回顧と2020年の展望

２月（No.604）　経営トップに聞く　有限会社MIZUHO

３月（No.605）　経営トップに聞く　平安座総合開発株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　合資会社 導プランニング

４月（No.606）　経営トップに聞く　琉球フットボールクラブ株式会社

５月（No.607）　経営トップに聞く　丸正印刷株式会社
　　　　　　　特別寄稿　台湾における人道物流
　　　　　　　　　　　  （マスク国家チーム）と沖縄への提言
　　　　　　　特集 2019年度の沖縄県経済の動向

６月（No.608）　経営トップに聞く　株式会社人材派遣センターオキナワ
　　　　　　　特別寄稿　非常事態宣言下における県内ビジネス
　　　　　　　　　　　　 再開と今後
　　　　　　　特集 沖縄の気候を活かした広域サイクルツーリ
                           ズムによる差別化戦略

７月（No.609）　経営トップに聞く　株式会社リウコム
　　　　　　　特集 沖縄県の主要経済指標

８月（No.610）　経営トップに聞く　株式会社ブラザーランドリー
　　　　　　　特集　沖縄県内における2020年プロ野球
　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果
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（同大学のHP記事より許可を得て転載）
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