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調査結果の要点（沖縄県全体の不動産市場動向） 

ⅰ トピック（取引の成約期間の変化について） 

今回、調査時点（H30.11.1）にて県民の関心が高いであろうトピック（取引の成約期間

の変化について）ついて、最前線にいる不動産業者の意見を調査した。 

① 宅地の取引に要する期間 

 

宅地取引の成約期間の変化について、どのように感じているかという問いに対し、県内全体で

は約４８.６％が「短くなった」と回答した。ただし、「変わらない」との回答も約３８％に上ってい

る。 

どの地区においても成約までの期間が「短くなった」と感じているとの回答割合が最も大きく、

次いで、「変わらない」となっており、少数ではあるが、「長くなった」という回答も得られている。 

この結果が意味するところは、昨今の沖縄県における地価上昇は売り手市場を形成して

おり、適正な売却価格を設定すれば、従来よりも早く売却することが可能であることを示して

いる。 
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一方で、売り手市場であっても成約までの期間が「変わらない」、あるいは「長くなった」と

回答している不動産業者が見られるのは、この売り手市場が時に売り手の強気な売却価格

の設定を誘引することになり、これが成約にあたって時間を要する要因となっている可能性が

あることを示唆している。 

もっとも、昨今の沖縄県における不動産マーケットは、売り物件が不足している状況から

強気な売却価格設定であっても、結局成約にいたるため、さらなる地価の上昇を招く結果と

なっている。 

② マンションの取引に要する期間 

 

マンション取引の成約期間の変化について、どのように感じているかという問いに対し、県内全

体では約３５.３％が「短くなった」と回答した。ただし、「変わらない」との回答は約４５.８％に

上っている。 

前述の宅地取引と異なり、マンション取引においては概ね「変わらない」という回答が多く、若

干ではあるが、「長くなった」という回答も宅地取引より多い。 
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昨今の地価上昇及び建築単価の大幅アップにより新築マンションの分譲価格は上昇を

続けている。戸建住宅も同様に高騰しており（もっとも戸建住宅は木造住宅という新たなト

レンドがみられるがこれについては後述）、その結果、良好な中古マンションに需要がシフトす

る傾向がみられる。 

那覇市東部の回答で「短くなった」が多いのは割安な中古マンションが多い地域性が影響

している。那覇市の東部地区は中心市街地への接近性が良好であるにも関わらず、地価が

安いことや那覇市西部などとの相対的な地域性から、比較的割安なマンションが多い。言い

換えれば、売り価格水準が他地域の不動産と比較して売りやすい価格帯に設定しやすいこ

とが「短くなった」との回答が多かった要因のひとつであると考えられる。 

③ 戸建住宅の取引に要する期間 

 

戸建住宅取引の成約期間の変化について、どのように感じているかという問いに対し、県内

全体では約４２.０％が「短くなった」と回答した。ただし、「変わらない」との回答は約４７.８％

に上っている。 

前述の宅地取引・マンション取引とはまた異なる傾向が出ている。すなわち、「短くなった」、

「変わらない」、「長くなった」との回答構成比が地域によって異なっている。 
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宅地取引やマンション取引では回答構成比にある程度の傾向が見られたが、戸建住宅

においては、地域によって全く異なる結果となった。近年、地価上昇及び建築費の高騰によ

り、戸建住宅価格は上昇の一途である。そのなかで木造住宅が昨今のトレンドとして注目さ

れている。建築費が安く、また、敷地を小さくすることにより総額を抑えて分譲することが可能

だ。 

那覇市での木造の建売分譲住宅は、そもそも地価が高いため、割安感をアピールしにくい

ことからそれほど多くはないが、那覇市以外の地域では木造の建売分譲住宅の割安感が顕

著であることからこれら木造住宅の取引が活発である。既存の中古住宅を中心とした戸建

住宅は、これらの割安な木造分譲住宅との競合により、不動産市況が活性化している状況

でも成約までの期間は相応に要する状況にあると考えられる。 

そのほかでは那覇市東部の「短くなった」が多いという点があげられる。この地域は那覇市

西部などの地域と比較して地価が安く、マンション取引と同様、売却時に比較的売りやすい

価格帯に設定できることが背景にあると考えられる。 

④ 軍用地の取引に要する期間  
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軍用地取引の成約期間の変化について、どのように感じているかという問いに対し、県内全

体では約２５.３％が「短くなった」と回答した。ただし、「変わらない」との回答は約６１.１％に

上る。 

ここ数年、軍用地の取引は活発であり、これまで当協会が発表している不動産ＤＩでも

軍用地取引の活発化及び価格の上昇は顕著であることが裏付けられている。この軍用地の

取引市況は昨年と大きく変わらないことから、成約までの期間にも大きな変化はないと感じて

いる不動産業者がどの地域でも多いというのは、自然な結果であろう。 
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ⅱ 県内の地価動向 

 

実感値はいずれも半年前よりも上昇。半年後はより上昇感が大きく和らぐと予測。 

調査時点の過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の地価動向に関する実感値は、住宅地、

商業地、軍用地のいずれもプラスで、前回よりも DI 指数が上昇しており、地価上昇を実感してい

る回答者が増加した。ただし H29.11 以降は上下しており、DI 値の上昇が踊り場局面に差し掛

かっているかについては、今後留意を要する。 

また、今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）の地価の動向に対する予測は住宅地、商業

地、軍用地のいずれもプラスが続きながらも上昇感が大きく和らぐ傾向がみられる。 

なお、前回調査時点（H30.5.1）での半年後（H30.11.1）の予測値は、住宅地

+45.3P、商業地+49.4P、軍用地+29.6P であったが、いずれも今回調査の実感値が半年前

の予測値を上回っている。特に軍用地については、大きく上回った。 
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ⅲ 県内の不動産取引における取扱件数の動向 

 

実感値は、宅地、マンション、戸建住宅はプラスを維持。軍用地はマイナスに転じた。半年後

は宅地・マンション・戸建住宅ともプラスと予測。軍用地は減少感の弱まりを予測。 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）の取扱件数の動向に関する実感値は、

戸建住宅は増加感に落ち着きが見られるものの、宅地・マンションは増加感の高まりを実感しており、

いずれも取引件数の増加傾向が感じられる。軍用地はプラスからマイナスに転じた。 

今後半年間（Ｈ30.11.1～Ｈ31.5.1）の取扱件数の動向に関する予測は、宅地は増加

感が和らぎ、マンション・戸建住宅は増加感の高まりを予測している。軍用地は下落感の弱まりを

予測しており、今後の動向が注目される。 

なお、前回調査時点（Ｈ30.5.1）での半年後（Ｈ30.11.1）の予測値は、宅地+26.9P、

マンション+16.9P、戸建住宅+29.2P、軍用地+6.1P であったが、マンション、戸建住宅、軍用

地は実感値が半年前の予測値を下回り、宅地は実感値が半年前の予測値を上回った。 
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ⅳ 賃貸市場の動向 

 

実感値は共同住宅の稼働率を除き上昇。半年後の共同住宅稼働率を除き上昇感が和らぐ

と予測。 

調査時点の過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の賃貸市場の動向に関する実感値は、

共同住宅、店舗等ともに賃料、稼働率が上昇となっており、県全体の賃貸市場が引き続き活性

化している結果が現れた。共同住宅は賃料が離島部を除き上昇しており、県全体の DI 値は調査

以来最高となった。稼働率の DI 値は増減が半々となり、県全体では前回より減少した。店舗等

は賃料、稼働率ともに第 7 回調査（H29.11）に次ぐ高い値となった。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）の賃貸市場の動向に関する予測値は、更なる上昇

感が予測される共同住宅稼働率を除き予測値は減少しており、落ち着く可能性がある。 

なお、前回調査時点（H30.5.1）での半年後（H30.11.1）予測値は、共同住宅賃料

+7.5P、共同住宅稼働率－0.4P、店舗等賃料+9.4P、店舗等稼働率+8.3P であり、今回調

査の実感値はすべて半年前の予測値を上回った。 
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Ⅰ 調査の概要 

ⅰ 調査の目的、内容 

本調査は、沖縄県の経済に大きな影響を及ぼす県内不動産価格や賃料の近時の動向や今

後の見通しなどについて、県内不動産関連業者の意識を把握することにより、不動産市場の動向

判断に関する基礎資料を得ること、及び本調査結果公表により、市場関係者の意思決定、市場

環境の改善に資することを目的とする。 

調査時点における過去半年間の不動産市場の推移に関する実感と、その後の半年間の予測

について、県内不動産業者（公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会、公益社団法人全

日本不動産協会 沖縄県本部いずれかの登録会員）にアンケート調査を郵送にて実施し、その結

果を DI として県全体ほか、地域区分別に集計した。 

調査事項は、地価動向（住宅地、商業地、軍用地）、取扱件数の動向（宅地、マンション、

戸建住宅、軍用地）、賃貸物件の賃料水準、稼働率の動向（共同住宅、店舗・事務所）で

ある。（※詳細は参考資料の「調査票」を参照） 

ⅱ DI 指数 

「DI」とは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、現況や先行きの見通し

等において、定性的な判断を指標として集約加工した指数である。 

本調査における DI は、各判断項目について 6 個の選択肢を用意し、選択肢毎の回答数に基

づき、次式で算出する。 

例）地価動向 上昇 やや上昇 横ばい やや下落 下落 不明 

回答数 Ａ  A’ Ｂ  C’ Ｃ  Ｄ  

DI =｛（ A+A’ ）－（ C+C’ ）｝÷（ A+A’+B+C’+C ）× 100 

例えば、地価動向の DI がゼロを超えていれば、回答者は地価動向について前向き（上昇傾

向）に考えているといえる。理論上の DI の幅は、±100 の範囲となる。 
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DIは、日銀短観等、製商品・サービス需給や在庫、価格、設備、雇用人員、資金繰り等様々

な項目についても作成されている。 

ⅲ 地域区分 

本調査では、沖縄県を８地域へと区分したが、それぞれに含まれる字名、市町村等は以下のと

おりである。 
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ⅳ 今回調査の概要 

・調査時点：平成 30 年 11 月 1 日 

        実感に対応する期間（H30.5.1～H30.11.1） 

        予測に対応する期間（H30.11.1～H31.5.1） 

・発送数：1497、有効回収数：252、回収率：16.8％ 

・回答者の主な営業地域 

 

・回答者の主たる業種 
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Ⅱ 調査結果の概要 

本項では、地価動向、取扱件数の動向、賃貸物件の賃料水準、稼働率の動向のアンケート

結果について DI 指数化したものをグラフ化した。 

以下の１から３で示したグラフにおいて横軸の「H26.11」～「H30.11」は実感値、「H31.5」

は H30 年 11 月時点における予測値を示している。 

 

１ 地価動向 

① 住宅地 
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② 商業地 

 

③ 軍用地 
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④ 小括 

住宅地、商業地、軍用地別のエリア別地価動向 DI は以下の通りである。 

●住宅地 

調査時点における過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の地価動向に関する実感値は、い

ずれのエリアでプラスと県内全域で地価上昇が実感された。中でも那覇市東部、本島中部、本島

北部、離島部では、上昇感の高まりが実感され、特に本島北部、離島部では顕著だった。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）でもすべてのエリアで地価の上昇傾向が継続すると予

測された。ただし、全てのエリアで一服感が予測されており、特に那覇市、及び那覇市周辺部はそ

の傾向が顕著であった。 

●商業地 

調査時点における過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の地価動向に関する実感値は、い

ずれのエリアでもプラスと県内全域で地価上昇が実感された。中でも那覇市周辺部、本島南部以

外で上昇感の高まりが実感され、特に離島部では顕著だった。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）でもすべてのエリアで地価の上昇傾向が継続すると予

測された。ただし、全てのエリアで一服感が予測されており、特に那覇市、及び那覇市周辺部はそ

の傾向が顕著であった。 

●軍用地 

調査時点における過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の地価動向に関する実感値は、い

ずれのエリアでもプラスと県内全域で地価上昇が実感された。中でも那覇市西部、本島南部以外

で上昇感の高まりが実感された。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）でもすべてのエリアで地価の上昇傾向が継続すると予

測された。ただし、全てのエリアで一服感が予測されており、特に那覇市小禄地区、那覇市周辺部、

本島北部はその傾向が顕著であった。 
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２ 取扱件数の推移 

① 宅地 

 

② マンション 
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③ 戸建住宅 

 

④ 軍用地 
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⑤ 小括 

宅地、マンション、戸建住宅、軍用地別のエリア別取引件数動向 DI は以下の通りである。 

●宅地 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）の取扱件数動向に関する実感値はす

べてのエリアでプラスとなっているが、那覇市西部・本島北部・離島部では DI 値が減少しており、や

や一服感が見られる。 

今後半年間（Ｈ30.11.1～Ｈ31.5.1）の予測では、那覇市西部を除く、各地域で DI 値は

プラスとなっており、特に本島南部・本島中部エリアでは上昇感の高まりが予測されている。那覇市

小禄地区は DI 値が低く取引件数は緩やかな増加にとどまると予測された。那覇市西部は増加傾

向から転じて減少を予測している。 

●マンション 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）の取扱件数動向に関する実感値は、

本島北部でマイナス、本島中部及び離島部は横ばいとなっており、他のエリアはプラスとなった。本

島北部を除き全体的に DI値が半年前よりも上昇しており、県内全体で取引件数の増加が見られ

る。 

今後半年間（Ｈ30.11.1～Ｈ31.5.1）の予測では、那覇市西部・東部・小禄地区、離島

部では横ばいを予測しているが、その他の地域の DI 値は上昇しており、特に本島南部は顕著な取

引件数の増加感が予測されている。本島北部は近年マイナスで推移していたが、プラスに転ずるこ

とを予測している。 

●戸建住宅 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）の取扱件数動向に関する実感値は、

離島部は横ばい、那覇市東部で前回マイナスから転じてプラスとなり、離島部を除く県内全域でプ

ラスとなった。県内全域は総じて取引件数は増加傾向にあるが、那覇市西部・那覇市周辺部・本

島北部では取引件数の増加感に落ち着きが見られる。 
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今後半年間（Ｈ30.11.1～Ｈ31.5.1）の予測では、すべてのエリアでプラスとなっている。ただ

し、那覇市小禄地区はプラスではあるが、取引件数の落ち着きを予測している。他の地域は増加

感の高まりを予測している。 

●軍用地 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）の取扱件数動向に関する実感値は、

離島部を除くすべての地域でマイナスとなった。離島部は横ばいとなっている。 

那覇市西部で横ばいからマイナスに、那覇市周辺部・本島南部・本島中部はプラスからマイナス

に転じている。那覇市東部・那覇市小禄地区・本島北部は更なる取引件数の減少感が実感され、

特に小禄地区ではその傾向が著しい。 

今後半年間（Ｈ30.11.1～Ｈ31.5.1）の予測では、本島南部・本島中部・離島部では横

ばいを予測しており、他の地域はマイナスとなった。 
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３ 賃料水準、稼働率の動向 

① 共同住宅の賃料 

 

② 共同住宅の稼働率 
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③ 店舗、事務所の賃料 

 

④ 店舗、事務所の稼働率 
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⑤ 小括 

共同住宅賃料、共同住宅稼働率、店舗・事務所賃料、店舗・事務所稼働率毎のエリア別動

向 DI は以下の通りである。 

●共同住宅賃料 

調査時点の過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の賃料動向に関する実感値は全エリアで

プラスとなり、離島部以外では前回を上回った。前回０であった本島北部、マイナスであった本島中

部もプラスとなり、上昇傾向が鮮明となった。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）では、全地域でプラスと予測されている。本島南部は

予測値が今回の実感値を上回った。 

●共同住宅稼働率 

調査時点の過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の稼働率動向に関する実感値は県全体

では前回の DI 値よりも減少したが、前回マイナスであった本島南部はプラス、本島中部が０となり、

マイナスのエリアはなくなった。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）では、全エリアでプラスとなり、予測値が今回の実感値

を上回り、県全体の予測値がマイナスであった前回から傾向が大きく変わった。 

●店舗・事務所賃料 

調査時点の過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の賃料動向に関する実感値は、全エリア

でプラスとなった。エリアごとに前回値からの増減はあるが、県全体の DI 値はプラスで、引き続き賃

料の上昇傾向がみられる結果となった。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）では、那覇市小禄地区がマイナスとなったが、その他

のエリアではプラスが継続すると予測している。県全体の DI 値も同水準で推移し、商業不動産の

賃貸市場も引き続き堅調に推移する予測となった。 
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●店舗・事務所稼働率 

調査時点の過去半年間（H30.5.1～H30.11.1）の稼働率動向に関する実感値は本島南

部がマイナスとなったが、その他のエリアではプラスとなっており、県全体では第 7 回調査（H29.11）

に次ぐ高い DI 値を示している。 

今後半年間（H30.11.1～H31.5.1）の予測では、那覇市小禄地区の DI 値がマイナスとな

った。しかし、本島南部地区がプラスに転じることが予測され、その他のエリアもプラスを維持すると予

測されていることから、引き続き稼働率の改善が見込まれる。 


