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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（消費税の増税による影響について）  

今回、調査時点（R1.5.1）にて県民の関心が高いであろうトピック（消費税の増税に

よる影響）について、最前線にいる不動産業者の意見を調査した。 

 

今年 10月に消費税率が 10%に引き上げられることによる「駆け込み需要などの影響を感

じているか」という問いに対し、県内全体では約 64.2％が「感じていない」と回答し、「感じてい

る」は 21.3%にとどまった。 

いずれの地区においても影響を「感じている」が一定数認められるものの、「感じていない」が

過半数を占めており、消費税の増税による県内不動産市場への影響は小さいとみられる。 

エリア別の結果をみると、概ね相対的に土地の価格が低いエリア、すなわち、建物価格の

ウェイトが高いエリアのほうが増税の影響を感じている割合が高い結果となった。ただし、「本

島北部」でも 52.0%、「離島部」でも 57.1%が影響を感じていないと回答しており、現在

のところ、消費税の増税が県内不動産市場に与える影響は限定的とみられる。 
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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上昇感が和らいだ。半年後も上昇感が大きく和らぐと予測。 

調査時点の過去半年間（H30.11.1～R1.5.1）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だが、前回よりも DI 指数が下落しており、地価上昇を実感して

いる回答者が減少した。なお、近年では H30.5 で一度落ち込んでおり、DI 値の変動傾向が転換

局面に差し掛かっているかについては、今後引き続き留意を要する。 

また、今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）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。特に住宅地、商業

地では予測値が過去最低水準となっており、留意を要する。 

なお、前回調査時点（H30.11.1）での半年後（R1.5.1）の予測値は、住宅地+42.9P、

商業地+49.7P、軍用地+44.9P 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。 
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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、軍用地が増加に転じ、それ以外は増加感が和らいだ。半年後はいずれも緩やか

な増加と予測。 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.11.1～Ｒ1.5.1）の取扱件数の動向に関する実感値は、

宅地・マンション・戸建住宅がプラスで増加感の高まりを実感しているが、DI 値は減少しており、増

加感が和らいだ。軍用地は前回調査時点（Ｈ30.11.1）では減少傾向が感じられていたが、今

回調査時点（Ｒ1.5.1）では増加傾向に転じた。 

今後半年間（Ｒ.5.1～Ｒ1.11.1）の取扱件数の動向に関する予測は、マンション・戸建住

宅・軍用地では増加感がやや高まり、宅地は今回とほぼ同様の増加感が続くものと予測している。 

なお、前回調査時点（Ｈ30.11.1）での半年後（Ｒ1.5.1）の予測値は、宅地+25.4P、

マンション+12.0P、戸建住宅+21.4P、軍用地－10.3P であったが、軍用地をのぞくすべての実

感値が半年前の予測値を下回った。 
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ⅳ 賃貸市場の動向 

 

実感値はいずれも半年前よりも上昇。半年後は上昇感が大きく和らぐと予測。 

調査時点の過去半年間（H30.11.1～R1.5.1）の賃貸市場の動向に関する実感値は、い

ずれもプラスとなっており、特に共同住宅賃料、共同住宅稼働率の上昇を実感している回答が大き

く増加した。賃料、稼働率とも調査開始以来、最高の値となっており、県全体の賃貸市場の活性

化が顕著にみられる。 

今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）の賃貸市場の動向に関する予測値は、いずれも上昇感

が大きく和らぐと予測しており、賃料、稼働率とも落ち着く可能性がある。 

なお、前回調査時点（R30.11.1）での半年後（R1.5.1）予測値は、共同住宅賃料

+15.2P、共同住宅稼働率+10.8P、店舗等賃料+16.4P、店舗等稼働率+13.6P であった

が、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：令和元年 5 月 1 日 

        実感に対応する期間（H30.11.1～Ｒ1.5.1） 

        予測に対応する期間（Ｒ1.5.1～R1.11.1） 

・発送数：1517、有効回収数：258、回収率：17.0％ 

・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、地域区分別に 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」～「R1.5」は実感値、「R1.11」は

R1 年 5 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（H30.11.1～R1.5.1）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。ただし那覇市小禄地区、本島北部を

除くエリアで実感値が 10P 前後低下しており、中でも那覇市周辺部では 20P 下落と顕著だった。 

今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）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、全てのエリアで大きな一服感が予測された。特に那覇市とその周辺部、本島南部

は過去最低値となっており、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（H30.11.1～R1.5.1）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。ただし那覇市小禄地区、本島北部、

離島部を除くエリアで実感値が 10P 前後低下しており、上昇に対する一服感が認められた。 

今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）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、全てのエリアで大きな一服感が予測された。特に那覇市とその周辺部、本島南部に

ついては住宅地同様、過去最低値となっており、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（H30.11.1～R1.5.1）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。ただし那覇市内、離島部を除くエリアで

実感値が 10P 以上低下しており、中でも那覇市周辺部では 45P 下落と顕著だった。 

今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）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、

では、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（Ｈ30.11.1～Ｒ1.5.1）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、那覇市西部と離島部を除き DI 値が減少しており、やや一服感が

見られる。 

今後半年間（Ｒ1.5.1～Ｒ1.11.1）の予測では、すべてのエリアで DI 値はプラスとなっている。

ただし、那覇市西部、那覇市東部、本島南部、離島部はプラスではあるが、取引件数の落ち着き

が予測された。 

●マンション 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.11.1～Ｒ1.5.1）の取扱件数動向に関する実感値につい

て、本島南部は減少に転じた。その他のエリアはプラスだが、那覇市小禄地区と本島北部を除き増

加感が和らいだ。 

今後半年間（Ｒ1.5.1～Ｒ1.11.1）の予測では、那覇市東部、離島部、本島南部を除き、

DI 値が微増し、増加感がやや強まった。なお、本島南部では引き続いての減少が予測された。 

●戸建住宅 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.11.1～Ｒ1.5.1）の取扱件数動向に関する実感値は、那

覇市西部では横ばいに、那覇市東部、那覇市周辺部、本島南部では減少にそれぞれ増加から

転じた。その他のエリアは DI 値がプラスだが、本島中部では増加感が和らいだ。 

今後半年間（Ｒ1.5.1～Ｒ1.11.1）の予測では、すべてのエリアで DI 値が増加した。ただし、

那覇市東部と本島南部については、DI 値がゼロまたはマイナスで、依然取引件数の増加感は予

測されなかった。 
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●軍用地 

調査時点の過去半年間（Ｈ30.11.1～Ｒ1.5.1）の取扱件数動向に関する実感値は、す

べてのエリアで DI 値が増加した。特に那覇市周辺部、本島南部、本島中部、以外のエリアについ

ては、増加に転じた。 

今後半年間（Ｒ1.5.1～Ｒ1.11.1）の予測では、那覇市周辺部でDI値が増加し、取引件

数は増加予測に転じた。本島中部、本島南部も DI値が増加したが、依然として取引件数は横ば

いから減少が予測されている。他のエリアについては、依然 DI 値がプラスだが、増加感の和らぎが予

測された。 
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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（H30.11.1～R1.5.1）の共同住宅賃料動向に関する実感値は

全エリアでプラスとなり、全エリアで前回を上回った。特に那覇市西部、那覇市小禄地区、那覇市

周辺部、本島南部、本島北部の上昇傾向が鮮明となった。 

今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）では、全エリアでプラスとなっているが、いずれも上昇感は

和らぐと予測されている。 

●共同住宅稼働率 

調査時点の過去半年間（H30.11.1～R1.5.1）の共同住宅稼働率動向に関する実感値

は全エリアで前回の DI 値よりも上昇した。特に那覇市周辺部、離島部を除くエリアでの上昇傾向

が鮮明となった。本島中部の稼働率動向は調査開始以降、第 8 回調査（H30.5）までマイナス

で推移し、前回調査で 0.0、今回調査で+20.0P となり、県内の全エリアで住宅稼働率の改善が

みられる。 

今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）では、那覇市西部では下落に転じると予測しており、那

覇市西部を除くその他のエリアではプラスとなっているが、いずれも上昇感は和らぐと予測している。

特に那覇市東部、那覇市小禄地区、本島南部、本島北部、離島部の上昇感は大きく和らぐと予

測されている。 

●店舗・事務所賃料 

調査時点の過去半年間（H30.11.1～R1.5.1）の店舗・事務所の賃料動向に関する実感

値は、全エリアでプラスとなり、引き続き賃料の上昇傾向がみられる結果となった。那覇市西部、那

覇市小禄地区、本島南部では高い上昇傾向を実感しており、那覇市東部、本島北部では上昇

感に和らぎを見せている。 
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今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）では、全エリアでプラスとなっているが、那覇市東部で若干

の上昇期待が予測されるものの、その他のエリアで上昇感は和らぐと予測されている。 

●店舗・事務所稼働率 

調査時点の過去半年間（H30.11.1～R1.5.1）の店舗・事務所稼働率動向に関する実感

値は全エリアでプラスとなり、県全体の DI 値も調査開始以来、最高の値となった。本島南部で前

回マイナスから今回調査でプラスに転じ、県内全エリアで店舗・事務所の稼働率が改善しているとの

実感が得られた。ただし、那覇市小禄地区、離島部では DI 値の上昇幅が減少しており、一服感

がみられる。 

今後半年間（R1.5.1～R1.11.1）の予測では、全エリアで DI 値はプラスであるが、上昇幅

の減少が見られ、県内全体で落ち着きを見せると予測されている。 

 


