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沖縄公庫と沖縄 21 世紀ビジョン基本計画
沖縄の社会的課題の解決（SDGs の視点）

（概要）
令和元年 7 月 26 日、沖縄振興開発金融公庫（以下、沖縄公庫）の IR 説明会が都内で開催された。第一部では、
竹井嗣人理事の開会の挨拶に続き、屋比久盛徳総務部長から「沖縄公庫の業務の内容」、そして小川政博経理課
長から「財務の状況」について説明が行われた。そして第二部では、川上好久沖縄公庫理事長と、林宏明富国
生命投資顧問常務取締役が登壇し、
「沖縄振興開発金融公庫と 21 世紀ビジョン基本計画 ～ 沖縄の社会的課題
の解決（SDGs の視点）」と題してパネルディスカッションを実施した。本稿はこのパネルディスカッションの
内容を紹介する。
昭和と平成の 2 つの時代に沖縄が迎えた過酷な試練と振興に向けた歩みを振り返り、残された課題に取り組む
沖縄公庫の役割期待を、SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の視点を加えて整理
する。沖縄のポテンシャルの高さや、沖縄公庫が取り組む課題を市場関係者で共有することとしたい。
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本資料は情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。投資の最終決定は投資家ご自身の判断でなされ
るようお願いいたします。最後のページに本資料のご利用に関する重要な確認事項および留意点を掲載しています。なお、プライマ
リーアナリストは、リサーチ部門に所属する独立したリサーチアナリストではありません。

１．はじめに
令和元年 7 月 26 日、沖縄振興開発金融公庫（以下、沖縄公庫）の IR 説明会が都内で開催
された。第一部では、竹井嗣人理事の開会の挨拶に続き、屋比久盛徳総務部長から「沖縄
公庫の業務の内容」、そして小川政博経理課長から「財務の状況」について説明があった。
そして第二部では、川上好久沖縄公庫理事長と、林宏明富国生命投資顧問常務取締役が登
壇し、「沖縄振興開発金融公庫と 21 世紀ビジョン基本計画 ～ 沖縄の社会的課題の解決
（SDGs の視点）」と題してパネルディスカッションを実施した。復帰から現在に至る沖縄
振興計画における沖縄公庫が果たした役割、観光産業をエンジンとして拡大する沖縄経済、
今なお残る社会的課題と新たな課題、そして金融市場から見た SDGs と沖縄公庫の親和性
などについて、深い議論が展開された。
以下、本稿では、このパネルディスカッションの内容を報告し、沖縄振興と社会的課題解
決における沖縄公庫の役割期待を市場関係者で共有することとしたい。
【参加者】
川上 好久

沖縄振興開発金融公庫理事長

林 宏明

富国生命投資顧問常務取締役

香月 康伸
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沖縄振興開発金融公庫川上理事長は、初の沖縄県庁出身の理事長で、県の企画部長、副知
事として沖縄振興計画の立案にも深く携わってこられました。
現在は公庫の理事長というお立場ですので、車の両輪に例えられる行政と政策金融の両方
で沖縄振興に取り組んでこられたわけですが、まずはじめに、本土復帰からこれまでの沖
縄振興の歴史をご紹介いただけますでしょうか。

川上理事長

本日はよろしくお願いします。
私は、1977 年に沖縄県に入庁し、主として
税・財政や企画畑を歩んでまいりました。
企画部長時代は 3 年間にわたり、第 5 次の
振興計画にあたる現行「沖縄 21 世紀ビジョ
ン基本計画」の策定や一括交付金の創設、
高率補助、各種税制、延長・拡充作業につ
いて県側の指揮を執ってきました。現在は、
4 年ほど前から、沖縄公庫において、政策金
融の立場から沖縄振興の動きをみせてもら
っているところです。
復帰時点の沖縄のすがた
さて、その沖縄振興の歴史についてですが、
ご承知の通り、沖縄が本土復帰を果たした

沖縄振興開発金融公庫
川上 好久 理事長

のは、今から 47 年前の 1972 年、私の高校
卒業の年で、私の周囲は、日本復帰によって、やっとパスポートがなくなり、自由に本土
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に行けるという解放感が満ちていましたが、当時の沖縄社会の状況はというと、戦後 27 年
間、米国施政権下のドル通貨制の下におかれ、日本の戦後経済体制からは切り離され、独
自の経済社会活動を強いられたこともあり、かなり特徴的な地域として日本の一県として
編入されます。すなわち、米国施政権下にあって、日本の高度成長時代を共有できなかっ
た沖縄では、本土にくらべさまざまな面で遅れが生じておりました。まずは基盤整備。慢
性的な水不足や交通渋滞、各種生活インフラの圧倒的な遅れ。一人当たり県民所得は全国
平均の 60％弱、高校進学率さえ、当時の全国平均 87%に対して 71％と、教育基盤や医療
基盤、ほとんどあらゆる面で大幅な遅れが生じておりました。
加えて経済面では、成長のエンジンとなる主力産業が不在で域内生産力が脆弱なまま、生
活産業物資の多くを輸入に頼り、大幅な輸入超過を日米政府の援助に頼るという、いわゆ
る「基地依存型輸入経済」といわれる独特の姿で日本に戻ってまいります。
沖縄開発三法
日本政府はこのような状況に、さまざまな施策を通して対処していくわけですが、特に、
沖縄振興対策については、各面における本土水準へのキャッチアップを目指して、沖縄振
興開発特別措置法など、いわゆる「沖縄開発三法」と呼ばれる 3 つの法律を制定し、今日
に至る沖縄振興政策を進めてまいりました。
その 3 つの法律の 1 つに、沖縄における政策金融を一元的・総合的に行う機関として沖縄
公庫の設置を目的とした沖縄振興開発金融公庫法もあります。それ以来、沖縄公庫による
政策金融は行政による税・財政面での支援措置と並び、沖縄振興における車の両輪として
位置づけられてきました。ここで留意すべきは、
「沖縄振興政策」とは、産業政策のみなら
ず、インフラ、教育、医療など各面のキャッチアップを図る総合的な政策であるというこ
とです。
沖縄振興策の展開
沖縄振興計画は 10 年を計画期間として過去 5 回策定され、現在第 5 次の振興計画である「沖
縄 21 世紀ビジョン基本計画」が実行中ですが、これまでの振興計画の歴史を簡単に振り返
ると、まず第 3 次計画までの約 30 年間はおおむね「社会資本整備を中心とした格差是正」
を目標として基盤整備が中心となります。
初期の集中的な基盤整備政策の結果、90 年代に入ってようやく水、交通、農業基盤、工業
用水などの産業インフラ、教育、医療等各種生活基盤が整ってきます。
産業分野では、復帰当初から製造業誘致を懸命に目指しますが、なかなか功を奏せず産業
政策は低迷しますが、唯一、観光リゾート部門で 91 年に観光客数 300 万人を達成し、産業
の柱としての観光部門の期待が高まります。
また、第 3 次計画の途中、90 年代中盤から、製造業にこだわらず沖縄の優位性を生かした
産業分野への展開が模索され、2002 年の第 4 次の計画からは産業振興がメインの目標とな
っていきます。その結果、観光リゾート以外には、90 年代末に情報通信関連やバイオ産業、
2000 年代には沖縄科学技術大学院大学に代表される知的産業クラスタの振興が提唱され、
さらに 2009 年には、アジアの台頭を背景に全日空による国際貨物ハブ事業などが展開され
るようになります。
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■沖縄振興（開発）計画の変遷

計
画
背時
景代

第１次

第２次

第３次

第４次

第５次

沖縄振興開発計画

第二次
沖縄振興開発計画

第三次
沖縄振興開発計画

沖縄振興計画

沖縄21世紀ビジョン基本計画

1972～1981

1982～1991

1992～2001

2002～2011

高度成長から安定成長へ、 プラザ合意、リゾート法、 バブル崩壊、デフレ、消費
オイルショック、日米貿
冷戦終結、日米貿易摩擦
税導入、ネット社会到来、
易摩擦（鉄鋼、ＴＶ）
（自動車、半導体）
9.11テロ

①本土との格差是正
②自立的発展の基礎条件の整備

人口減少、地方創生、インバウンド、 マ
イナス金利、第４次産業革命（ＡＩ、ＩoＴ、
５Ｇ）

「民間主導型の自立型
経済」を目標として追加

施策展開の機軸
①強くしなやかな経済
②やさしい社会
 観光・情報・国際物流等
リーディング産業の育成
 離島振興・子育て、教育、
自然・伝統・文化
 競争力ある社会資本

政
策
目
標

政

主として社会資本の整備
・交通基盤、住宅、水道、電気、病院、学校
・ダム、工業用水、工業団地、農林水産業基盤等

2012～2021

小泉改革、地方分権、グローバリ
ゼーション、少子高齢化、リーマン
ショック、東日本大震災

 産業の振興
 社会資本の整備

・高率補助制度 ・予算の一括計上制度 ・政策金融 ・酒税等税制の特例
・観光・情報・特別自由貿易地
域等指定制度の創設等

策
手
法

・国際物流拠点産業集積地域の
創設等、地域指定制度の拡充
・一括交付金、改正返還特措法

・航空機燃料税等の引き下げ
産目
業標
振と
興す
る

製造業の振興を目標
⇒
観光レクリエーションの振興 ⇒

情報通信産業分野等への展開⇒

国際物流産業等新たな
リーディング産業への展開 ⇒

観光リゾート産業への展開 ⇒

出所：沖縄公庫

沖縄公庫が果たした役割
この間、沖縄公庫はその時々の行政と不離一体となって沖縄振興施策の展開に邁進します。
インフラ投資が早急に求められた時代にあっては、行政では対応できない分野のエネルギ
ー、モノレールなどの公共交通、飛行機、船舶、ターミナル部門に重点的に出融資を行い、
また、民間で提供される医療基盤や住宅供給などに積極的に対応してきました。
その一方で、企業向け出融資では、今日のリーディング産業となった観光リゾート分野や
モノづくり、中小企業、農林水産業及び離島の振興、新規事業の育成などに努めてまいり
ました。また、ここ 20 年は、大規模な基地返還跡地の整備なども対象に、良質な資金の安
定的な供給に努め、民間の事業活動や投資を支援してきました。その結果、これらの沖縄
振興策の積み重ねにより、沖縄は総じて着実に発展してきています。現状、沖縄経済は復
帰後最長の拡大局面にあり、新たな段階を迎えつつあります。
香月

ありがとうございます。50 年近くたっても、まだ多くの社会的な課題が残されていること
がわかりますが、お話の流れの延長を想像すると、沖縄のこれまでの 50 年とこれからの
50 年はまったく違うベクトルになって、日本の成長を牽引していく存在になるのではない
かと感じます。
林常務にお尋ねします。林常務は債券投資家としてのキャリアが長く、またマーケットの
ご意見番としての存在感はいうまでもないのですが、本日は、債券市場関係者以外の方も
広くご参加されていますので、自己紹介を兼ねて、沖縄および沖縄公庫をどのように見て
いるのか、ご紹介ください。
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林常務

富国生命投資顧問の林でございます。私
は 30 年近くに渡り、金融市場に携わっ
てきました。短期金融市場、債券、株式、
証券化商品等のオールタナティブとい
ったあらゆる資産カテゴリーの投資経
験がありますが、投資家のキャリアとし
て圧倒的に長いのが債券市場でありま
す。その債券投資家からの視点から申し
上げますと、社会の課題に積極的に取り
組んでいる組織や企業はそれだけ社会
に必要とされているわけであり、必然的
にサステナブルな組織となり、極めて強
固なクレジット基盤を有すると考えて
おります。
したがって現在の SDGs を重視するマー

富国生命投資顧問
林 宏明 常務取締役

ケットの潮流はこのクレジットの本質
的な部分にヒットする議論でありまして、とても好ましい流れと感じております。沖縄振
興開発金融公庫に関しましてはまさに SDGs の 17 のゴールのうちかなりの数のゴールにコ
ミットされている発行体であり、SDGs の投資カテゴリーとしては最も重要な投資対象と
考えています。
沖縄に関しては私が子ども時代からハワイと並び、憧れの地でありました。現在では観光
の面ではハワイを超える存在になりましたが、観光以外の産業・教育・医療・流通等の分
野のポテンシャルは国内で一番だと思います。産業革命以上のインパクトで情報通信等の
テクノロジーが発展していることは、沖縄が従来持っていた本質的な豊かさをマクロ経済
の付加価値として顕在化させていくことになるでしょう。
香月

ありがとうございます。誰もが憧れる、魅力あふれる沖縄ですが、実は、歴史的、地理的
な構造要因により、沖縄が直面してきた複雑な社会的課題も多くあります。こうした社会
的課題の解決に向けて、政策金融機関としての沖縄公庫にはどのような特徴があるのでし
ょうか。

川上理事長

沖縄県は、東西 1 千 km、南北 400km に及ぶ広大な海域に 39 の有人離島を含む 160 の島々
から成り立っています。それらは一面、その自然環境や独特の文化で優れた観光資源にも
なり、また、広大な領空、領海は航空機や船舶の安全な航行の確保や今後の海洋資源の開
発などにも寄与する重要な役割も有するといえます。しかしながら産業政策面でみると、
例えば本土各県で行われていたような輸出型製造業を誘致するという通常の産業政策の展
開においては極めて不利な環境にあったところです。これに加えて、各種基盤整備の遅れ
も長きにわたり、産業構造も全国とかなり異なります。さらに、現時点においてなお賃金
水準の低さや非正規雇用率の高止まり、本島中南部都市圏に存在する広大な米軍基地の問
題など、さまざまな社会的課題も多く残っています。
また、最近では「子どもの貧困」という問題が沖縄においては特に深刻であると報告が公
表され、去る 3 月に実施された県民意識調査においては、
「子どもの貧困問題」が県政全般
の重点施策の第１位となりました。そのような意味では、沖縄における地域振興の取り組
みは、産業政策一つとっても、本土各県における取り組みを単に踏襲するだけでは済まな

4

い独特な要素が多いようにも感じているところです。
時代とともに変遷する沖縄振興の目標
現行の振興計画である 21 世紀ビジョン基本計画の施策展開の基本的な基軸は「強くしなや
かな自立型経済の構築」と「沖縄らしい優しい社会の構築」の二つ。すなわち、
「強い経済」、
「やさしい社会」がテーマとも言えます。第 3 次計画までの目標とされた「基盤整備」か
ら第 4 次の「産業振興」
、そして今回の「強い経済」と「やさしい社会」。沖縄振興の目標
も変遷しています。元来、地域振興の目的は、如何にして地域の人々が安心して暮らせる
場所にするかということと同義であり、基盤整備から始まった沖縄振興 50 年の歴史におい
て産業や雇用の問題に加え、ようやく「子どもの貧困問題」や「ひとり親対策」などの社
会的政策が焦点化されはじめたということは、沖縄経済社会の進展の象徴的な動きとも言
えます。
沖縄公庫の役割と特徴
沖縄公庫は、わが国において 47 番目に位置する沖縄の社会全体を底上げし、全国にキャッ
チアップすることを後押し、支援する組織です。取り扱う融資制度は、本土の政策金融と
同じもの（並び制度）に加え、当公庫独自のもの（独自制度）があります。この独自融資
制度は、沖縄振興策に即し
て設けられているので、幅
広い分野に対応していま
す。最近では、先ほどの「子
どもの貧困対策」の分野に
関して、ひとり親の学び直
しやひとり親自身の創
業・独立開業などを支援す
るものもあります。
そのような観点から申し
上げれば、沖縄公庫の最大
の特徴は、国や県の沖縄振
興策と一体となった総合
的な政策金融をワンスト

沖縄振興開発金融公庫
川上 好久 理事長

ップで県民や県内の事業
者に提供し続けている唯一の公庫であること、といえるのではないかと思います。そのた
めの重要な要素として、その時代、時代の沖縄の諸課題に対応した独自の融資制度の創設・
拡充を図り、積極的な活用に努めてきたことがあると思います。
香月

業務の分野が非常に多岐にわたることがわかるお話をいただきましたが、林常務に御質問
です。投資家さんのお立場から、政策金融機関という業態について、投資のポイントはど
こに置かれているでしょうか。

林常務

政策金融機関に関しては国連が SDGs でやろうとしていることを何十年も前から実践して
きた存在だということが言えます。先進国の中でも最も安定した社会を実現した日本です
が、政府の政策と連携した政策金融の存在が寄与しているのは間違いありません。
したがって、政策金融機関の投資のポイントは政府の政策的重要性の高い分野でいかに機
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能しているかです。この要素が政策金融機関のサステナビリティを決定づけると考えるか
らです。
また、もう一つ重視している点は、民間金融機関との緊密な関係性です。民間の金融機関
と緊密にきめ細かく連携することは、政策金融の有効性を高めるとともに、民間金融機関
を活性化させることにより、地域経済の可能性を引き出すことにつながるからであります。
沖縄公庫は運営協議会等で民間金融機関とも丁寧な議論を重ねておられますし、実際の公
庫運営においても、民間金融機関と緊密に連携しておられますので、とても好ましいこと
だと思っております。
香月

政策金融の機能には、民間の「呼び水効果」がありますが、本来は補完的位置づけが望ま
しいともいわれます。とはいえ、沖縄が抱える社会的問題の解決については、民間資金で
は行い難いリスクも多様にあり、その分だけ沖縄公庫と民間金融機関との連携の難しさが
あるのではないかと感じます。川上理事長、民間との協調、連携についてコメントいただ
けますでしょうか。

川上理事長

沖縄公庫は沖縄のみを業務の対象としているので、従来から、大規模プロジェクトや中小
企業向けの幅広い融資案件で、地元の民間金融機関と協調、連携してきました。沖縄の同
じ地域金融機関同士、距離感は近いと思っています。
林さんがおっしゃったとおり、沖縄において、公庫と民間金融機関が連携を図り、それぞ
れが応分のリスクを分担することが、沖縄の事業者の経営基盤強化、ひいては沖縄のさら
なる成長力強化につながるものと考えています。
当然ながら、政策金融機関としては、政策的に特にリスクを負担すべきところも多々ある
わけです。例えば、景気低迷期や自然災害対応時などにおけるセーフティネット機能の発
揮は当然のことですが、回収に長期を要する大規模プロジェクト向けの資金の供給、事業
再生やスタートアップのステージに必要なリスクマネーの供給などに対し、積極的かつ適
切に対応するよう努めてきております。
その中で、政策金融と民間金融が協調、連携して、それぞれの役割を発揮することは十分
可能だと思っています。また、そのために、部長級が一堂に会する意見交換会の開催や個
別の調整を行う連絡窓口を設置するなどして、相互理解の深化を図っています。協調融資
商品も創設しました。

香月

ありがとうございます。ここから少し視点を変えて過去の話から沖縄の現状に移したいと
思います。沖縄に行くたびに、活気があふれていると感じます。理事長、新しい次元の沖
縄の成長をどのように感じていられますか。

川上理事長

近年の沖縄経済は、観光産業を成長のエンジンとして急激な拡大を示しており、さまざま
なマクロ経済指標が過去最高を更新する状況にあります。第 5 次の現計画開始の前年であ
る平成 23 年度と現時点（平成 30 年度）との各種経済指標を比較すると、この計画期間中
の沖縄経済の変貌ぶりはスライドに表示しておりますが、これを見ると一目瞭然です。例
えば、この約７年間に観光客数は 553 万人から約 1 千万人へ 1.8 倍と、約 450 万人増加。
うち外国人観光客数は 30 万人から 300 万人へ 10 倍の増加。クルーズ船は 112 回から 528
回と 4.7 倍。
これらによって観光収入は約 3,800 億円から 7,355 億円へ 1.9 倍となりました。
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■各種経済指標の変化（平成 23 年度と平成 30 年度）
現況（H30年度）

H23年度
①観光入域客数
うち外国人

②クルーズ船寄港回数
③那覇空港就航便数（国際線）

④観光収入

553万人
30万人

1000万人（H30年度）
300万人（ 〃 ）

1.8倍
10.0倍

112回

528回（H30年）

4.7倍

45便(5都市)／週

203便(15都市)／週（H29年度）

4.5倍

3,783億円

⑤IT企業立地
⑥民間建築工事・建築設備工事
（全産業／１件５億円以上の工事）
⑦百貨店スーパー売上高
⑧航路貨物量（本土→沖縄）
⑨有効求人倍率
⑩完全失業率

7,335億円（H30年度）

（計画開始7年で約3,550億円超の純増）

1.9倍

237社

470社（H31/1）

464億円

1,999億円（H30年度）

4.3倍

1,350億円

2,045億円（ 〃 ）

1.5倍

4,065千トン

5,103千トン（H29年度）

1.3倍

0.31倍

1.18倍（H30年度）

7.1％

3.1％（ 〃 ）

出所：沖縄公庫

■入域観光客数と観光収入の推移

この数字の伸びはなかなか衝撃的です。復帰後、観光客数が 300 万人まで達するには実は
約 20 年かかり、600 万人近くまで増加するのにさらに 16 年を要したということと比較す
れば、7 年で 450 万人増加するということのインパクトの強さが想像できると思います。
現在の沖縄経済の特徴を一言でいえば、観光産業が巨大化して文字通り沖縄経済の「成長
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のエンジン」に転化したという点だと思います。観光リゾート部門の拡大は、宿泊・飲食
分野のみならず、運輸、卸売り・小売り、サービス、食品製造業、建設業等ほとんどあら
ゆる分野に影響を及ぼしており県内経済の巨大な原動力となっています。
さらに、その効果が沖縄本島だけでなく八重山、宮古という離島地域にも大きく及び始め
ていることもこれまでにない特徴となっています。離島県で且つ製造業を主力産業として
持たない人口 140 万人規模の地域において、
「観光リゾート産業」が地域経済の「成長のエ
ンジン」として巨大な力を発揮するすがたは、日本の地域振興史の中でもややまれな事象
と言えるかもしれません。
また、これとは別に県の産業政策のもうひとつの柱である IT 関連産業も、立地企業数が平
成 23 年の 237 社から今年の 1 月時点では 470 社へ増加。その中身も従来のコールセンタ
ー中心から、最近では付加価値のより高いソフトウェアやアプリを独自で開発する事業者
も増えてきております。また、国際物流拠点の形成という点では、航空機整備（MRO）事
業も新規立地を果たし、今後、航空クラスタの形成が期待されます。このような動きに付
随するように、誘致が難しかった製造業についても、ニッチな分野での事業者が出現して
きています。IT 企業や製造業等の集積で沖縄本島中部にある県の企業用地がほぼ売り切れ
る状況になっています。
経済拡大の要素
今般のこのような沖縄経済の拡大
をもたらした要素は三つあります。
1 つめは、アジア地域の経済的台
頭という歴史的な動きです。沖縄
はアジアの経済的台頭前は日本経
済圏の文字通り辺境に位置してお
りましたが、アジア経済の台頭に
より、アジア経済圏および日本経
済圏の中心に位置する地理的優位
性を獲得することができたという
ことです。沖縄から 4 時間圏内の
人口は 20 億人。豊かになったアジ
アの人々が LCC やクルーズ船で
沖縄に観光に来る。
2 つめは、国の経済政策です。ア
ベノミクス（低金利、円安）、地方創生、観光戦略によるインバウンドの増加、これらが従
来からの沖縄振興政策にフィットしたということです。
3 つめは、これまでの沖縄振興策の蓄積により道路や水、エネルギー、空港、港湾、都市基
盤といった基礎的インフラが整備されていたこと。これらのタイミングが相俟って、よう
やく沖縄にも追い風が吹いた、そういう状況でこれまでにない沖縄経済の拡大が実現して
います。
いずれ、景気の転換点は来るだろうとは思いますが、沖縄の地理的優位性や観光資源の存
在というのは移転困難な資源とも言えるので、観光リゾート分野に関しては今後も一定の
競争力を確保できるのではないでしょうか。
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香月

加速度的な成長ペースですが、これだけの成長を実現していても、まだまだ社会的課題は
解消されないものなのでしょうか。あるいは、成長ゆえに生じた新しい課題があるのでし
ょうか。沖縄公庫が今後重点的に取り組むべき課題は何でしょうか。

川上理事長

復帰後最長の景気拡大が続き、新しいステージに成長を遂げているとはいえ、なお多くの
課題を有していますし、また、新たな経済ステージに立つことによる新たな課題も生じて
きております。まず、全国と比較して低い県民所得や労働生産性の問題があり、事業承継
においても、後継者不在率全国 1 位（60 歳以上後継者不在率 72％。2 位山口県

60％）と

深刻な課題です。建設業などの過剰な繁忙状態は、他の産業の事業者の能力増強投資のボ
トルネックとなっており、また、建設単価の上昇による投資採算悪化や、地価の上昇もあ
り、工場や物流倉庫建設のための用地確保の困難さも顕在化してきています。
また、他の課題としては、オーバーツーリズムの問題があります。交通混雑、環境問題、
離島における住宅難。官民で早急に持続可能な観光産業のあり方を考える必要があると思
われます。
■百万都市に匹敵する中南部都市圏
陸軍貯油施設

第1桑江タンクファーム

(15.8ha）

中南部都市圏の人口、面積、人口密度

キャンプ桑江南側地区
(67.5ha)

沖縄本島の中南部都市圏（１７市町村）には、
県民の８割強（約１１８万人）が暮らし,
全国政令指定都市並みの人口、面積、人口密度

桑江北前地区
(38.2ha)
牧港補給地区 (273.7ha)

(H27.10月時点)
面積(㎢)
沖縄県中南部都市圏

(米軍基地を除く)

481.94

人口(人）

1,182,742

(415.78)

(152ha)

人口密度(人/㎢)

那覇新都心地区

2,454

(195.1ha)

(2,845)

神戸市

557.02

1,537,860

2,761

広島市

906.53

1,190,932

1,314

北九州市

491.95

961,815

1,955

キャンプ瑞慶覧
西普天間住宅地区
施設技術部地区内の倉庫地区
インダストリアル・コリドー
ロウワー・プラザ住宅地区
喜舎場住宅地区

那覇港湾施設
(55.9ha)

普天間飛行場
(480.5ha)

小禄金城地区

(108.8ha)

人口集中地区

返還予定駐留軍用地
既返還駐留軍用地

軍用地
（斜線は自衛隊施設）

出所：沖縄公庫、沖縄県

また、地方創生も最近の大きなテーマですが、県内市町村を見ると、離島や基地所在によ
る都市機能の分断などの理由から平成の大合併に乗り遅れ、九州の各県と比べてもかなり
数の多い 41 の市町村が残っている状況にあります。そのなかにはマンパワーの不十分な小
規模市町村が多数残される一方、都市部では大規模基地返還跡地の開発や地域開発のため
の手法に悩んでいるところもあります。これについては、沖縄公庫は、より豊かでサステ
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する観点から、県内約半数
の市町村（7 離島市町村を含む）と「助言業務協定」を締結し、それぞれの地域プロジェク
トに対して企画段階から金融のノウハウを生かしたお手伝い、支援を行っています。
最近では、財政難に苦しむ市町村に新たな政策手法として PPP/PFI の研究会などを開催し
ているところです。この取り組みは平成 19 年から始まっており、最近の地方創生の動きを
先取りするかたちで、市町村の取り組みを支援してきたところです。国の財政も厳しい状
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況において、さらなる地域の成長力強化を図るためには、公庫を含めた地域金融機関が金
融機能を発揮して沖縄振興に貢献していくことが、今後益々重要であると考えています。
香月

ありがとうございました。政策金融論でいう「市場の失敗」や「外部経済効果」などの部
分で、まだまだ期待される役割が多いことを、改めて感じるお話でしたが、林常務にうか
がいたいのですいが、投資家さんのお立場からみて、沖縄公庫のクレジットストーリーに
は、どのような特徴があるとお感じですか。

林常務

これまで理事長がお話されてきた
ことで、公庫事業の政策的重要性は
十分伝わってきますが、どのように
重要なのかについては、SDGs、持
続可能な開発目標に掲げられた 17
のゴールとのマッピングでより具
体的に体感できるのではないかと
思っています。
例えば、ゴール 1 の『貧困をなくそ
う』。貧困の定義には、国や地域に
よっていろいろありますが、本土と
の経済格差是正への取り組みも、こ
のゴールに該当すると思います。駐
留軍跡地の開発はゴール 11 の「持

富国生命投資顧問
林 宏明 常務取締役

続可能なまちづくり」、そして、先
ほど理事長のお話にあった関係団体との協働はゴール 17 の「パートナーシップで目標を達
成する」に該当するはずです。このように、ひとつひとつの融資制度が、SDGs のどれか
にマッピングできる点が、沖縄公庫の特徴のひとつといえるでしょう。
もともと、私の考える投資とは、単純なリターンだけではなく、社会や経済にどれだけ貢
献できるかという観点が必須だということです。この広がりがなく自己完結的な投資では
結局サステナビリティがないと思いますし、最重要なインフラの一つである金融市場に参
画させてもらっている者は必ずこの観点を持たなければならないと考えています。投資が
社会や経済の活性化につながれば、結局は自らのステークホルダーの利益にもつながり、
最終的な投資リターンも安定したものになるでしょう。
香月

ありがとうございます。林常務からお話いただいた SDGs のアジェンダの理念は、
『誰一人
取り残さない－No one will be left behind』。今回のパネルディスカッションのテーマは、
「沖
縄の社会的課題の解決を SDGs の視点から考える」ことを置いてきたのですが、理事長か
らご説明いただいたこれまでの内容、例えば、沖縄の歴史的・地理的要因による経済格差、
ひとり親世帯の課題などの社会課題の数々は、どれも SDGs の目標に合致した政策課題を
感じられます。林常務がおっしゃるように、沖縄公庫の事業と SDGs は極めて親和性が高
いということになるのですが、川上理事長は、最近の SDGs の広がりを、どのようにみら
れていますか。

川上理事長

SDGs につきましては、政府が推進本部を設置していますが、沖縄県も今年度から「SDGs
Okinawa」の推進に取り組んでいます。実際、沖縄振興策自体が、沖縄の地理的・歴史的な
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要因により生じた本土との構造的な格差を解消、キャッチアップするための施策なので、
おっしゃるとおり、SDGs との親和性は高いと思います。加えまして、直近の骨太の方針
（経済財政運営と改革の基本方針 2019）の中における沖縄振興は、「日本経済再生の牽引
役となるよう国家戦略として総合的・積極的な沖縄振興策を進める。
」とされておりまして、
従来のキャッチアップ、自立型経済の構築・発展に加え、沖縄の持つ強みを生かして日本
経済に貢献するとされています。
政策金融機関である沖縄公庫も、当然、国や県の各種施策に即した対応に取り組んでおり
ますので、当公庫による政策金融は、SDGs の目標達成に貢献するツールの一つであると
考えています。先ほども申しましたが、21 世紀ビジョン基本計画の機軸は、
「強くしなやか
な経済」と「やさしい社会」です。沖縄公庫といたしましては、行政や関係機関、団体、
民間金融機関等と連携し、今後とも沖縄の課題に対応した業務を積極的かつ適切に遂行す
ることが、持続可能な開発目標の実現への貢献につながるものと考えております。
香月

ありがとうございました。川上理事長と林常務のお話を
うかがうなかで、これまで沖縄のことを理解しているつ
もりでも、実は本質的なことをあまりよく理解できてい
なかったことに気付かされました。国主導の沖縄振興が
スタートしてから 47 年、
「格差解消」から「経済的自立」
へ沖縄振興に期待される側面は変容を続けてきました。
政策金融の根源的な役割期待は残されつつも、沖縄振興
開発計画の「開発」の文字が外れて 17 年、県主導の「沖
縄 21 世紀ビジョン基本計画」から 7 年。節目を迎える
ごとに、沖縄県のみを対象とする唯一の総合政策金融機

みずほ証券 香月

関である沖縄公庫が、金融面から沖縄の経済・社会発展
を促す役割は深化しているようです。さらにこれからの沖縄振興は、格差を解消するどこ
ろか、日本経済の成長を占う牽引役になるポテンシャルがあることを、説明会会場に出席
者のみなさんもお感じになったでしょう。川上理事長、林常務、本日はありがとうござい
ました。
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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することがあります。
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
債券の価格は、市場の金利水準の変化や発行者の信用状況等によって変動しますので、償還前に換金する場合には、損失
が生じるおそれがあります。また、外貨建債券は、為替相場の変動等によっても損失が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。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。
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。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。
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: ＭＧ5210－190813－02
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