
 

沖縄振興開発金融公庫と SDGs 

沖縄が抱える社会的課題の解決に向けて 

（概要） 

多岐にわたる政策金融機能を沖縄県で一元的・総合的に実施している沖縄振興開発金融公庫。設立根拠法は沖

縄の本土復帰にあたり制定された①沖縄振興開発特別措置法、②沖縄開発庁設置法、そして③沖縄振興開発金

融公庫法のいわゆる「沖縄開発三法」の 1 つであることからもわかるように、公庫の政策的な位置づけは沖縄

振興政策と一体的です。その沖縄は、戦後の高度経済成長期に米国施政権下にあり、経済成長の恩恵を受ける

ことなく、産業基盤の整備が遅れたこと、県土の約 1 割が在日米軍専用の施設で占められること、そして、自

然環境や離島が多いとの地理的条件等もあり、本土との構造的な経済力格差が課題とされてきました（全国平

均より低い県民所得や世帯貯蓄率と全国ワーストの失業率等）。有効求人倍率が本土復帰後初めて 1 倍を超える

など、明るい兆しも見えているとはいえ、全体的には全国と比較すると依然として差が大きい状況です。 

こうした沖縄が抱える特有の課題の解決に向けて、沖縄公庫が実施する金融面での支援策は、SDGs（持続可能

な開発目標）のゴールに貢献しているものと考えられます。そこで今回は、沖縄公庫の渡慶次憲義理事と竹井

嗣人理事にご協力いただき、SDGs ストーリーの視点から、沖縄振興の現状と沖縄公庫の取り組みについてお

話をうかがいます。 
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香月 沖縄振興開発金融公庫（以下、沖縄公庫）は、日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、福祉

医療機構といった各政策金融機関が担っている政策金融機能を沖縄県で一元的に実施してい

ます。公庫の設立根拠法は沖縄の本土復帰にあたり制定された①沖縄振興開発特別措置法、

②沖縄開発庁設置法、そして③沖縄振興開発金融公庫法のいわゆる「沖縄開発三法」の 1 つ

であることからもわかるように、公庫の政策的な位置づけは沖縄振興政策と一体的であるの

が特徴です。今回は、沖縄公庫の渡慶次憲義理事と竹井嗣人理事にご協力いただき、沖縄振

興の現状と沖縄公庫の取り組みについてお話をうかがいます。まずは、沖縄公庫の設立の背

景と目的について教えてください。 

 

渡慶次理事 本日はよろしくお願いします。沖縄公庫は、設立根拠法である「沖縄振興開発金融公庫法」

に基づき、昭和 47 年 5 月 15 日、つまり沖縄の本土復帰の日に設立されました。沖縄を対象

とした政府系金融機関として、沖縄の特殊事情に則した独自制度も活用し、沖縄の振興に貢

献することが役割でもあります。国による税・財政面の支援措置と沖縄公庫の政策金融は、

“車の両輪”とされているのが、当公庫の特徴といえます。 

 

■沖縄公庫の目的（公庫法第 1条） 

沖縄（沖縄県の区域をいう。以下同じ。）における産業の開発を促進するため、長期資金を供給するこ

と等により、一般の金融機関が行う金融および民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の

国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生

活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、

もって沖縄における経済の振興および社会の開発に資することを目的とする。 

 

 業務は、本土における株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構および独

立行政法人福祉医療機構（社会福祉貸付を除く）の 3 機関に相当する業務に加え、沖縄の地

域的な政策課題に応える独自制度、産業基盤整備やリーディング産業を支援する出資および

新事業創出促進出資を一元的・総合的に取り扱っております。そのため、「自立型経済の構

築・発展に向けたリーディング産業の支援」、「創業・新事業展開への支援」、「地域経済の担

い手、頑張る中小企業・小規模事業者を支援」、「離島の振興・活性化を応援」など、政策メ

ニューは多岐に渡ります。 

 

■沖縄振興開発金融公庫本店（沖縄県那覇市） 

 

出所：みずほ証券撮影 
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香月 沖縄公庫は設立からすでに 46 年が経過し、沖縄振興に関してはかなりの実績が蓄積されて

いるのではないでしょうか。 

 

渡慶次理事 これまで四次にわたる「沖縄振興（開発）計

画」に基づく施策や自立型経済の構築、離島

活性化などについて、国・県の重点施策と一

体となった取り組みや民間金融機関と協調・

連携した取り組みを推進してまいりました。

昭和 47 年の設立以来、沖縄公庫の出融資実

績は約 6.4 兆円に上ります。こうした沖縄振

興策の推進により、ダムの整備や電力供給と

いったインフラに関しては、本土と遜色のな

い水準まで整備が進行しているでしょう。民

間主導の自立型経済の構築・発展につきまし

ては、観光リゾート産業、情報通信産業およ

び国際物流拠点産業の振興等のリーディング

産業の育成支援並びに中小企業の高度化や創

業、ベンチャー支援などについて金融面から

積極的に取り組んでまいりました。 

 近年では、好調な観光需要等に牽引されて、

沖縄経済は持続的に拡大しており、企業の成長投資に向けた環境が整いつつあるといった

明るい材料もあります。かつては、沖縄は東京から遠いことが不利と見られていましたが、

今は成長著しいアジアに近いことが有利と見るべきです。その一方、県民所得や有効求人

倍率といった基礎的な経済力はまだ改善の余地があり、引き続き金融面で当公庫が民間を

補完しながら支援していく必要があると考えています。今後、まとまった駐留軍用地の返

還が続きます。これまでネックとされてきた土地確保の問題が徐々に解消されるなかで、

これらの軍用跡地を民間主導の自立的経済発展として活用していく環境を作る努力が必要

です。 

 平成 24 年に沖縄県が策定した「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）」（平成 29

年に改定）では、「地域産業の振興、新たな産業分野の創出、離島地域の振興、大規模な駐

留軍用地跡地の開発、中小企業や生産者の経営基盤の強化など、多額の資金需要が見込ま

れることから、沖縄振興交付金等による財政支援と民間投資を一層促進するための円滑な

資金供給の仕組みは、車の両輪として必要」であるとし、そのためには、「沖縄県の地域特

性に精通し、きめ細かく機動的に対応しうる沖縄公庫の役割は引き続き重要である」と政

策金融を担う当公庫に対して、政策ニーズに則した各種金融支援制度の整備やその活用促

進など一層の役割発揮が求められております。  

 

香月 ありがとうございます。最近、SDGs（持続可能な開発目標）への関心が金融市場で高まっ

ています。17 のゴールと 169 のターゲットから構成されるものですが、沖縄公庫はほぼす

べての政策金融機能を一元的・総合的に実施されているので、幅広く SDGs のゴールに合

致するでしょう。お話をうかがっていると、沖縄公庫の目的そのものが SDGs の理念に合

致している印象すら受けます。最終的には個々の投資家の判断になりますが、沖縄公庫が

発行する債券は本質的に SDGs 債の性格を有していると解釈できそうです。そこで資金調

達に関してですが、沖縄公庫債の発行のスタンスについてご紹介いただけますか。 

沖縄振興開発金融公庫
渡慶次憲義理事
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竹井理事 はい。当公庫では、平成 14 年度に初めて財投

機関債を発行して以降、毎年度 100 億円から

300 億円の定例発行を継続しており、今年度も

300 億円の発行計画を公表させていただいてお

ります。すでに 6 月に 10 年債を 150 億円発行

しましたほか、来る 12 月には 5 年債を 150 億

円発行する予定です。年間の資金調達構成では、

財政投融資資金借入金が中心ではありますが、

沖縄公庫債による資金調達は最近では約 2割を

占めており、資金調達の柱の 1 つとなっていま

す。当公庫が発行する財投機関債の発行年限は、

10 年を中心に、市場環境と当公庫の ALM に鑑

みて最適な年限を設定しております。現在まで

の発行額累計は 2,930 億円となりました。この

間、個別投資家訪問や沖縄の現地視察会といっ

た IR 活動を通じて多くの投資家のみなさまと

対話させていただき、沖縄振興に果たす当公庫の役割について議論を積み上げて参りまし

た。投資家のみなさまにとって、予見可能性の高い投資対象となるように、今後も市場環

境等をふまえながら、市場における評価を確立するためにできる限り継続的な発行を目指

していきたいと考えております。 

 SDGs の観点についてですが、ご指摘のように当公庫の使命は沖縄が抱えるさまざまな社

会的課題の解決であり、融資制度はそれぞれの SDGs のゴールに貢献するものと考えてい

ます。ただし、ソーシャルボンドのような、外部からオピニオンを取得する形での債券の

発行は、現在効果を検討中であり、具体的な予定はございません。 

 

■沖縄公庫の融資制度と SDGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：沖縄公庫 

 

沖縄振興開発金融公庫
竹井嗣人理事

 駐留軍用地跡地開発促進貸付の拡充

 沖縄観光リゾート産業振興貸付の創設

 沖縄リーディング産業支援による
出資対象の拡充

 ひとり親家庭支援等にかかる特例
制度の創設及び拡充

 教育ローンの拡充
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■沖縄公庫の出融資実績累計（2008～2017年）                         （単位：億円） 

No. 7施策ベース No. 15施策ベース 件数 金額

1 21世紀「万国津梁」実現の基盤づくり

（1） 自立型経済の構築に向けた基盤の整備 48 953 

（2） アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点に形成 141 240

（3） 科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成 8 28 

197 1,221 

2 リーディング産業と地場産業が好循環構造をもつ経済の構築

（4） 世界水準の観光リゾート地の形成 303 1,519 

（5） 情報通信関連産業の高度化・多様化 199 67 

（6） 沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出 308 145 

（7） 亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興 1,017 273 

（8） 地域を支える中小企業等の振興 28,248 3,008 

（9） ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成 293 173

30,368 5,186 

3 駐留軍用地跡地の有効利用の推進 （10） 駐留軍用地跡地の有効利用の推進 39 443 

4 地域特性に応じた生活基盤の充実・強化 （11） 地域特性に応じた生活基盤の充実・強化 5,738 2,446 

5 離島の定住条件向上等による持続可能な地域社会づくり

（12） 離島における定住条件の整備 159 50 

（13） 離島の特色を生かした産業振興と新たな展開 1,040 276 

1,199 326 

6 雇用対策と多様な人材の確保 （14） 雇用対策と多様な人材の確保 5,012 2,043 

7 公平な教育機会の享受に向けた環境整備 （15） 公平な教育機会の享受に向けた環境整備 18,105 226 

合計 60,658 11,889 

（再掲）駐留軍用地跡地関連実績（事業系への融資実績） 722 703 
 

注：1. 金額の合計は単位未満の四捨五入により内訳と必ずしも一致しない 

2.「21世紀ビジョン基本計画」策定（平成 24年 5月）前の実績についても遡及集計 

3. 再掲の駐留軍用地跡地関連実績は、同跡地内の融資実績（出資を含まず）を再集計 

出所：沖縄公庫 

 

香月 ありがとうございます。継続的に発行を続け、市場との対話の機会が増えるほど、沖縄が

抱える社会的課題の解決に向けた沖縄公庫の取り組みがテーマになる機会も増えそうです。

先ほど、沖縄振興にはまだ改善の余地があるとのお話をうかがいましたが、どのような分

野で特に課題が残されているのでしょうか。 

 

渡慶次理事 戦後の高度経済成長期は、沖縄は米国施政権下にあり、経済成長の恩恵を受けることなく、

産業基盤の整備が遅れました。また、県土の約 1 割が在日米軍専用の施設で占められるこ

と、そして、台風常襲の自然環境、離島が多く遠隔地であることの地理的条件等もあり、

本土との構造的な経済力格差が生まれてしま

いました。 

 例えば、県民所得は全国平均の約 7 割、世帯貯

蓄率は同約 3 割の水準とされますが（ともに平

成 27 年）、この背景には雇用問題があります。

沖縄県の失業率は 3.8％で全国ワースト。全国

平均は 2.8％です（平成 29 年）。なかでも若年

層。15～19 歳の失業率は 18.2％、20～24 歳は

9.3％と、全国平均のそれぞれ 5.1％、5.6％と

比べても極めて高い水準にあります。大卒者の

内定率も平成 27年で 77％と全国平均の 96.7％

とかい離があります。有効求人倍率は平成 28

年 6 月に復帰後初めて 1 倍を超え、失業率も最

低水準まで改善しています。しかし、それでも

都道府県では最低水準で、全国と比較すると依

然として差が大きい状況です。若年層の失業率
 

沖縄振興開発金融公庫
渡慶次憲義理事
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を引き上げている要因の 1 つが、離職率の高さです。また、近年では大卒者の 4～5 割が入

社後 3 年以内に辞めています。沖縄国際大学の名嘉座元一教授は、若年就業者の意識の問

題だけではなく、県内産業の構造的な問題を指摘しています。同教授の調査では、①全国

に比べて低い賃金、②全国よりも長い労働時間、③厳しい労働環境（育児休暇取得率や定

期監督違反率など）、そして、賃金の低さの要因にもつながるのですが、④低い労働生産性

の要因分析をしています
1
。もちろん、県内には働きがいのある、優れた職場はたくさんあ

るわけですが、全体として数字が示している現状への対応は極めて重要です。 

 

香月 離島が多いという地理的条件はやはり大きく影響しているのでしょうか。 

        

渡慶次理事 島しょ経済の不利性は否めません。経済格差という面では、離島だけでなく、本島北部と

中南部の間にも存在しますが、特に離島に関しては、教育政策において少なからず影響が

あると考えています。沖縄県の高等学校は64校ありますが、その大半は本島内にあります。

39 の有人離島のうち高等学校のある島は久米島、宮古島、伊良部島、石垣島の 4 島しかあ

りません。離島から親元を離れて高校へ進学することを、沖縄では「15 の春」と呼びます。

また、大学等の高等教育機関は沖縄本島のみであり、離島出身者が島外・県外へ進学すれ

ば、住居費等の二重・三重の負担が生じます。世帯収入に占める教育費の年収階層別の負

担割合は、「200 万円未満」では沖縄全体 106.0％と年収を超え、特に離島では 115.9％と沖

縄全体を上回っており、家計だけでは教育費をまかなえない状況となっています。高校卒

業後の大学・短期大学への進学率は、平成 28 年度で 39.5％ですが、これは全国の 54.7％

と比較して低い水準にあります。しかも、本土復帰以降、全国平均とのかい離は拡大して

いる状況です。 

 当公庫では、離島に住所を有する方に対する教育一般資金貸付の金利優遇制度である「教

育離島利率特例制度」や「沖縄人材育成資金」などでサポートしております。 

 

■大学等進学率の推移                  ■「教育離島利率特例制度」の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：沖縄公庫 IR 資料よりみずほ証券作成            出所：沖縄公庫 IR 資料よりみずほ証券作成 

 

香月 ありがとうございます。「15 の春」については、「旅立ちの島唄」というタイトルで映画化

もされたようです。ここでの公庫の役割期待は、SDGs のゴールで表現すれば、目標 1「貧

困をなくそう」、目標 4「質の高い教育をみんなに」、そして目標 10「人や国の不平等をな

                                                   
1 「公庫レポート」2017.2, No.149 
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くそう」に該当すると考えられます。 

 沖縄が抱える社会問題としては、「ひとり親世帯」もあるとうかがいます。この課題はどう

いう状況なのでしょうか。 

 

渡慶次理事 ひとり親世帯は、母子世帯、父子世帯、寡婦世帯
2
に分類されますが、父子世帯と寡婦世帯

の出現率が横ばいか減少で推移しているのに対し、母子世帯の出現率は上昇基調にありま

す。平成 25 年度の沖縄県による調査では、沖縄の全 547,288 世帯のうち母子世帯は 29,894

世帯で、出現率は 5.46％です。全国では 2.65％（平成 23 年 11 月）なので、沖縄は全国の

倍の水準にあることがわかります。なかでも、母子世帯になった理由の 79.3％が配偶者と

の離婚で、未婚の母（12.2％）、死別（4.9％）等の理由よりも圧倒的な割合を占めます。沖

縄の離婚率は、本土復帰前後には全国平均以下だったのが急増し、全国一の水準が続いて

います。近年では、全国的には減少傾向にあるのですが、沖縄の離婚率は横ばいが続いて

おりかい離が広がっています。 

 ひとり親世帯は、他の社会問題にも波及します。例えば、「子どもの貧困」の問題です
3
。沖

縄県の子どもの貧困率は 29.9％で全国の 13.9％と比較して 2.1 倍ですが、ひとり親世帯の

貧困率は 58.9％に上ります。ひとり親世帯と子どもの貧困は関係が深いと考えられます。

なぜ、県民所得が伸びないのか、母子世帯をはじめとしたひとり親世帯が全国ワーストな

のか、子ども貧困率が高いのか、これらは連鎖的な問題であり、どこかで断ち切らないと

いけない問題です。 

      

■離婚率の推移（沖縄県と全国の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「人口動態統計」よりみずほ証券作成 

 

香月 そうした分野がまさしく SDGs のゴール達成に向けた理念に合致すると思うのですが、ど

のような融資制度で支援を実施しているのでしょうか。 

        

                                                   
2 寡婦世帯とは、配偶者のいない女子と「20 歳以上」の子どもからなる世帯、または 40 歳以上 70 歳未満の配偶者の

いない女子で子どものいない世帯。ほかに同居者がいても、この条件を満たせば寡婦世帯となる。 
3 「子どもの貧困率」は子ども全体に占める等価可処分所得が「貧困線」に満たない子どもの割合。「貧困線」とは、

等価可処分所得の中央値の半分の額。また、「等価可処分所得」は、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調

整した所得をいう。 
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渡慶次理事 国や県の沖縄振興策に則して、平成 28 年度に「ひとり親家庭の支援」に関わる融資制度を

創設し、翌 29 年度に拡充を行いました。平成 28 年度には、ひとり親の就労・処遇改善・

子育ての支援を目的とした事業資金（利率特例）の創設、ひとり親家庭の「親」の学び直

しの支援を目的とした教育資金（利率特例）の拡充を措置しました。前者は、キャリアア

ップや事業所内託児所の設置などで 44 件、43 億円の融資実績となりました。後者は、学

び直しのための入学・在学支援で 27 件、20 百万円の融資実績です。平成 29 年度には、ひ

とり親家庭の親の創・開業を支援する事業資金の拡充を行いました。こちらは 32 件で 1 億

円の実績となっています。                       

 

香月 ありがとうございます。おうかがいした沖縄公庫の「ひとり親家庭の支援」策も、SDGs

の目標では、目標 1「貧困をなくそう」、目標 4「質の高い教育をみんなに」、目標 10「人

や国の不平等をなくそう」などに該当すると考えられます。 

 労働面ですが、最近の「働き方改革や生産性向上、そして人材育成等」に関する取り組み

をご紹介いただけますでしょうか。 

 

渡慶次理事 平成 30 年度予算では、①沖縄人材育成促進貸付利率特例制度の創設と、②沖縄自立型経済

発展貸付の拡充を措置しました。前者は、従業員のスキルアップ・キャリア形成に積極的

に取り組んでいる事業者（「沖縄県人材育成認証制度」の認証を受けた事業者等）を支援す

るものです。後者は、産業の発展を担う人材を育成する事業（大学、専門学校等）に必要

な施設整備を支援します。 

 また、本年 3 月 19 日に、沖縄労働局と「働き方改革」に係る包括連携協定を締結しました。

この協定により、事業者のさまざまな経営課題に対して、当公庫の出融資機能と沖縄労働

局が実施する労働関係助成金や各種認定制度を連携させていくものです。両者が持つ支援

策を効果的に発揮させ、生産性向上による良質な雇用の場の拡大、県内産業の振興に繋げ

ることを目指します。 

 

香月 ありがとうございます。次に、持続可能な経済成長と社会の実現には、やはり環境問題は

重要なテーマになります。特に、沖縄は観光産業が成長戦略の要です。環境対策の優先順

位は高いはずですが、沖縄独特の環境問題やそれに対する対策を教えてください。 

 

渡慶次理事 沖縄観光の魅力の源泉は、青い海、美しいサンゴ礁、白い砂浜などの自然環境です。サン

ゴの白化現象につながる地球温暖化、海水の酸性化は大きな課題ですが、沖縄特有の課題

が赤土の流出問題です。沖縄の土壌は赤土が多いのですが、これらの土壌は有機物が少な

く、雨が降ると簡単に海に流出します。有機物が多い黒い腐植土は流出しにくいのですが、

有機物の少ない赤土はばらばらになりやすいからです。しかも沖縄には傾斜地が多く、川

は短く、大粒で強い雨が降ります。赤土が海に流出して濁りが生じると、十分な光が届か

なくなり、海藻類やサンゴは光合成を妨げられることになるのです。 

 そこで、当公庫では、平成 15 年度に「赤土等流出防止低利（ちゅら海低利）制度」を創設

し、対応してきました。これは、当公庫の既存の融資制度が適用される設備投資等のうち

「沖縄県赤土等流出防止条例」が適用され、かつ、排出する濁水の浮遊物質量を同条例に

定める基準（200mg/l）を下回る 100mg/l 以下に抑えるものについて、当初 5 年間、本来適

用される利率から 0.2％を控除するものです。 

 当公庫は、沖縄振興計画等における環境保全配慮規定もふまえ、今後も環境保全に配慮し

た事業を金融面から積極的に支援していきます。 
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香月 赤土の対策は、目標 14「海の豊かさを守ろう」に該当するでしょう。さて、SDGs を考え

るにあたって、地方自治体の存在は極めて重要になります。政府の SDGs 推進本部も、地

方自治体は SDGs 達成に向けた重要なパートナーと位置づけているように、SDGs は「地

方創生」とも密接な関係にあります。そして、地方創生を進める自治体にとって政策金融

は重要なパートナーでもあります。地方創生のプロジェクトは多岐に渡り 17 すべてのゴー

ルに貢献する余地があるわけですが、沖縄公庫の地方創生への取り組みについて教えてく

ださい。                     

 

渡慶次理事 はい。国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の動きを受けて、沖縄県および県内の各

市町村においても、「地方版総合戦略」の総点検をおこない、各分野で施策の取り組みが行

われています。当公庫は、地方創生より早い平成 19 年度には、地域の課題解決に向けた組

織横断的な専担部署として、地域プロジェクト振興班（現「地域振興班」）を設置し、PPP

や PFI 等の公民連携プロジェクトの事業性を高めるために、ファイナンス機能のみならず

コンサルティング機能やコーディネート機能などのトータルソリューションの提供を行っ

てきました。また、市町村との助言業務協定締結等により地域プロジェクトの構想・企画

段階から積極的に参画し、より豊かで特色のあるサステナブルな地域社会を築く取り組み

を市町村と一体となって推進しています。助言業務協定の締結先は、平成 30 年 6 月時点で

16 の市町村になりました。 

 

 ■沖縄公庫の“地方創生” の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：沖縄公庫 
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香月 ここで沖縄の成長分野についてもおうかがいしたいと思います。自立型経済の発展に向け

たリーディング産業の支援に注力されています。目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

に該当する観光産業、そして、目標 11「住み続けられるまちづくりを」に該当する駐留軍

用地跡地の有効利用について、現状と今後のポテンシャルについてご教示ください。 

 

竹井理事 沖縄の観光は順調に推移しており、昨年度は

ハワイの観光客数に匹敵する水準になりま

した。平成 29 年度の入域観光客数は前年度

比 9.2％増の 957 万 9,900 人と、初の 900 万

人台を記録し、5 年連続で過去最高を更新。

平成 28 年度に続いて、すべての月で前年同

月を上回り、各月の最高記録を更新しました。

昨年の 8月は初めて月間で 100万人を突破し

ましたが、今年の 8 月は 103 万 7,900 人とさ

らに過去最高を更新しています。 

 外国人観光客は 10 年連続で過去最高を更新

しています。特に平成 29 年度は 269 万 2,000

人と前年度比 26.4％の増加です。沖縄空港発

着の新規就航や既存路線の増便が続いてい

ます。国内観光客も 5 年連続で過去最高を更

新しています。景気回復基調が継続したこと

で、全体として国内旅行需要が好調に推移したこともありますが、各離島への直行便が好

調であったことが背景です。 

 行政と民間が一体となったプロモーション活動の成果とみられますが、国内観光客に関し

ては離島直行便などの国内線の拡充、そして外国人観光客に関しては東南アジア方面など

の海外航空路線の拡充・クルーズ船寄港回数の増加が要因に挙げられます。 

 こうした観光産業の裾野の広がりを受け、当公庫では「沖縄リーディング産業支援」によ

る出資対象の拡充を実施しています。これは、観光リゾート産業をはじめとしたリーディ

ング産業に対して、必要資金を出資金で供給するものです。リーディング産業に位置付け

られるのは、観光リゾート産業のほかには、情報通信関連産業、国際物流機能臨空・臨港

型産業や沖縄の優位性を活かした次世代産業などになります。また、相乗効果を発揮でき

る空港ターミナル、市街地開発、そして都市モノレールといった産業基盤整備事業も支援

の対象となります。産業の発展に必要な基盤整備事業に加え、これを活用して事業を展開

するリーディング産業関連企業を戦略的に支援することにより、沖縄経済を牽引するリー

ディング産業と地域の中小企業等が連携・補完しながら地域経済が活性化する好循環構造

を構築することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄振興開発金融公庫
竹井嗣人理事
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■最近のホテル開発事例～ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 

2018 年 8 月 21 日に開業したハイアットリー

ジェンシー瀬良垣アイランド沖縄は、沖縄本

島屈指のビーチリゾートエリアである恩納

村・西海岸に位置する瀬良垣島と沖縄本島を

一本の橋で結び、島の自然の形を活かしなが

ら島全体をリゾートとして設計されたユニー

クなリゾートホテル。沖縄海岸国定公園にも

指定されている瀬良垣島には全室オープンエ

アバルコニー付きで海の景色が望める「ザ・

アイランド」（7 階建て・320 室）、そして本

島側のザ・ビーチハウス（3 階建て・24 室）

の 2 棟からなる。総敷地面積は 4 万 1500m
2
、

延床面積は 2 棟計 3 万 8200 m
2
。宿泊客は徒歩やトゥクトゥクなどでリゾート内を移動することができる。 

東急不動産、NTT 都市開発、ミリアルリゾートホテルズの 3 社が共同で設立した瀬良垣ホテルマネジメント株式会社

が経営を行い、世界的ホテルチェーンのハイアットが運営を担う。ハイアットにとっては、国内初の大型ビーチリゾ

ートとなる。また、インテリアデザインは、国内外で複数の外資系ホテルや商業施設を手掛ける有限会社橋本夕紀夫

デザインスタジオが手掛け、ホテル内でのブライダル事業はグッドラック・コーポレーションをパートナーとして事

業展開を行う。 

レストラン、ラウンジ&バーのほか、スパ、フィットネスセンター、屋外・屋内プール、ラグーン・瀬良垣ビーチ、

宴会場、チャペル、ウェディングサロンなどの施設を備えた沖縄随一のデスティネーションホテル（滞在型ホテル）

を目指す。 

グランドオープニングの式典で挨拶をおこなった長浜善巳恩納村長は、「恩納村の文化や伝統芸能、特産品を提供して、

村の世界ブランド化を目指す」とし、沖縄県の入域観光客数のさらなる増加が見込まれるなか、恩納村をアジア太平

洋地域での有数のリゾート地として繁栄させることが関係者の一致した目標とされる。 

 

 



 11 

渡慶次理事 駐留軍用地跡地ですが、これらの有効利用は 21 世紀ビジョン基本計画の中心テーマのひと

つです。平成 8 年 12 月の SACO（沖縄に関する特別行動委員会）の最終報告によって、駐

留軍用地のうち全 11 施設・5002ha の返還が合意されました。そして、平成 25 年 4 月には、

嘉手納飛行場より南の 6 施設・区域、約 1,048ha の返還時期が示されました。沖縄経済は

“3K”（公共投資、観光、基地収入）依存型経済といわれていますが、県経済に占める基地

関連収入の割合は、復帰直後の 15.5％から平成 23 年度には 4.9％まで低下してきました。

むしろ、本島中南部には県民の 8 割強が居住し、経済活動も活発であるにも関わらず、駐

留軍用地は市街地を分断する形で存在しており、都市機能、交通体系、土地利用の面で大

きな制約となっている面があります。したがって、今後、返還が予定される大規模な駐留

軍用地跡地の有効かつ適切な利用は、沖縄全体の振興に大きく貢献するものになります。 

 当公庫では、駐留軍用地跡地の利用促進が図られるよう、「駐留軍用地跡地開発促進貸付」

の適用によって、金融面で支援を行います。返還された 4 地区におけるプロジェクトに関

して、平成 29 年度までの融資実績は約 1,700 億円で、約 9,000 人の雇用効果があったとみ

られます。 

 具体的な事例では、平成 22 年に返還されたアワセゴルフ場地区（北中城村）に平成 27 年

にオープンしたイオンモール沖縄ライカムの建設。区画整理事業の中核施設として、また

地域防災拠点等のさまざまな機能を持つ街づくりの促進につながることや、雇用の創出に

より地域開発、経済振興の寄与することが期待される事例です。 

 

■嘉手納飛行場 

 

 

 

香月 ありがとうございました。お話をうかがっていると、沖縄を取り巻く歴史的な経緯、地理

的な条件が、経済面だけでなく社会面でも沖縄振興の大きな課題の背景にあることがわか

ります。しかし、悪い面ばかりではないようにも見えます。沖縄には、独特の文化や歴史

が育んだ風土によって、「ユイマール」と呼ばれる相互扶助精神が古くからあるとうかがい

ます。失業率が高く、経済格差が指摘されるにも関わらず、社会不安が感じられないのは、

沖縄の歴史が培った風土があるからではないでしょうか。冒頭に渡慶次理事にご紹介いた

だいた「21 世紀ビジョン基本計画」を読み返してみると、こういう表現があります。 

 「人々がともに支え合い、自然と調和し、国内外の他地域と交流し共生する沖縄らしい、

人に優しい社会の構築」。 

 これには、「誰一人として取り残さない」という SDGs の理念と通底するものを感じます。

基本計画の目次に目を通すと、「豊かな自然環境の保全と薫り高い文化の継承」、「健康で生
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き生きと暮らせる社会の実現」、「穏やかで安全な社会の構築と快適で質の高い生活空間の

創造」、「離島の定住条件向上等による持続可能な地域社会づくり」などのテーマが並びま

すが、これ以外の個別項目を読み上げるまでもなく、沖縄が抱える社会的課題の解決に向

けた取組みが、そして政策金融機関として「21 世紀ビジョン基本計画」の実現を目指す沖

縄公庫の役割期待自体が、SDGs のゴールに密接につながっていることがわかります。今

回は沖縄公庫の取り組みの一部しかお話を窺えなかったと思いますが、それでも沖縄が抱

える社会的課題の解決に向けた沖縄公庫の役割の重要性と、SDGs との関わりの理解が深

まったと感じます。きっと、市場参加者も同じような読了感ではないでしょうか。渡慶次

理事、竹井理事、ありがとうございました。 
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本資料は情報提供を目的としたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。ここに記載されているデータ、意見

などはみずほ証券が信頼に足り、かつ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、みずほ証券はその

正確性、確実性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容は、事前連絡なしに変更されることがあります。な

お、本資料の著作権はみずほ証券に属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。 

 

金融商品取引法に係る重要事項 

当社取り扱いの商品等(外貨建商品等も含む)にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料（国内株式の売買取引に

は、約定代金に対して最大 1.134％（税込み）、最低 2,700 円（税込み）の委託手数料をご負担いただきます（ただし、売却時に

限り、約定代金が 2,700円未満の場合には、約定代金に 97.2％（税込み）を乗じた金額）。投資信託の場合は銘柄ごとに設定さ

れた販売手数料および信託報酬等の諸費用、等）をご負担いただきます。債券を当社との相対取引によりご購入いただく場合

は、購入対価のみをお支払いいただきます。 

各商品等には価格の変動や発行者の信用状況の悪化等による損失を生じるおそれがあります。なお、債券の利金・償還金の

支払いについて、発行者の信用状況等によっては、支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがあります。 

外貨建商品等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レート

によるものとします。また、売却代金等を円貨でお受け取りになる場合は、為替相場の状況によっては為替差損が生じ、損失を

被るおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書

またはお客さま向け資料等をよくお読みください。 

 

ご負担いただく手数料等 

金融商品取引の実施に際しては、その内容に応じた手数料および諸費用をご負担いただきます。なお、有価証券の引受等に

関し、手数料等をいただくことにかえて、販売価格と払込金額との差額を当社の手取金とさせていただく場合もあります。 

手数料等に関する税率は 8％で表示されています。消費税率が変更された場合、変更後の税率が適用されます。 

 

商号等 みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第９４号 

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 

一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

広告審査番号: ＭＧ２461－181115－05 


