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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   〔物件の売り出しから成約まで期間の動向について〕  

 

① 半年前と比較して、“宅地”の売り出しから成約までの期間に変化は出ていますか。 

 

宅地取引の成約までの期間について、県内全体では「短くなった」が約１２％、

「概ね変わらない」が５０％で、「長くなった」が約３８％となった。「短くなった」との回

答はいずれの地区でも少なく、那覇市の一部を除けば「概ね変わらない」という回答割

合が大きい。 

実は第９回沖縄不動産市場ＤＩレポート（平成３０年１１月）でもトピックとして同様

の質問をしている。そのときのレポートでは、県内全体で４８.６％が「短くなった」と回答しており、

売り手市場が明らかな状況にあった。県内地価は上昇基調にあった時期でもある。今回の結果

は、第９回のレポート時と比較すると大きく様変わりし、全く逆の状況になったと言える。すなわち、

成約までの期間が長引く傾向にあり、買手市場になっているということである。強気な価格設定

は売却までに時間を要することが想定され、適正な価格設定の重要性が増していると考えられ

る。 
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地域別にみると、那覇市西部や那覇市小禄では「長くなった」が「概ね変わらない」よりも回

答割合が大きい。これらの地域は環境条件が良好で人気が高い地域を含んでいることから、強

気な価格設定をしやすい地域ではあるが、その結果、売り希望価格が高価格帯となり、買手が

限定され、成約期間が長くなっているのではないかと考えられる。 

② 半年前と比較して、“マンション”の売り出しから成約までの期間に変化は出ていますか。  

 

マンション取引の成約までの期間について、県内全体では「短くなった」が約６％、

「概ね変わらない」が５１％で、「長くなった」が約４２％となった。「短くなった」との回

答はいずれの地区でも少なく、那覇市の一部を除けば「概ね変わらない」という回答割

合が過半を占めている。 

第９回沖縄不動産市場ＤＩレポート（平成３０年１１月）では、県内全体で３５.

３％が「短くなった」と回答していたが、「概ね変わらない」が４５.８％を占めており、「長くなった」

という回答が１８.９％であった。当時は、地価の上昇と建築費の上昇という２つの要因が顕

著で、戸建住宅が高くなり、その結果、マンション市場に需要がシフトするという傾向があった。今

回は「長くなった」という回答の割合が増えており、強気の価格設定が難しい状況が窺える。 

地域別にみてみると、やはり、環境条件が良好で人気が高い地域を含む那覇市西部や那

覇市小禄が「長くなった」という回答割合が多い。前述の宅地取引と同様に、強気な価格設定
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をしやすい地域であることから、売り希望価格が高価格となり、買手が限定され、成約までの期

間が長くなっていることが考えられる。 

 

③ 半年前と比較して、“戸建住宅”の売り出しから成約までの期間に変化は出ていますか。  

 

戸建住宅についての成約までの期間も、宅地取引と同様の傾向がみられる。県内

全体では「短くなった」が約１０％、「概ね変わらない」が５５％で、「長くなった」が約

３５％となった。「短くなった」との回答はいずれの地区でも少ないが、先島地区は他

の地域との比較において、「短くなった」との回答割合がやや多い。 

第９回沖縄不動産市場ＤＩレポート（平成３０年１１月）では、「短くなった」という回

答が県内全体で約４２％もあり、特に那覇市東部は「短くなった」という回答が約５７.７％を

占めていた。那覇市のなかでも東部の地価は割安感があり、比較的売りやすかったという状況が

あった。今回は「概ね変わらない」という回答の割合が大きいが、それでも第９回不動産市場Ｄ

Ｉレポート当時とは様変わりし、「長くなった」との回答割合が大きくなっており、買手市場で、な

かなか売りにくい状況となっていることが窺える。 

地域別では前述のとおり、先島地区が「短くなった」という回答がやや多い。この先島地区は

「長くなった」という回答の割合も小さく、他の地域との比較においてではあるが、住宅需要が認

められ、適正な価格設定を行えば、売りやすい状況にあると言えるだろう。先島以外の地域では
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成約までの期間が長引く傾向にあり、買手市場になっている可能性が高い。そのため、現状にお

いて、強気な価格設定は売却までに時間を要することが想定される。 

 

④ 半年前と比較して、“軍用地”の売り出しから成約までの期間に変化は出ていますか。  

 

軍用地についての成約までの期間も、他の取引と同様の傾向がみられる。県内全

体では「短くなった」が約１０％、「概ね変わらない」が５８％で、「長くなった」が約３

１％となった。「短くなった」との回答はいずれの地域でも少ない。「概ね変わらない」が

過半を占める。 

第９回沖縄不動産市場ＤＩレポート（平成３０年１１月）でも県内全体で「概ね変わ

らない」というが６１.１％を占めていた。だが、「短くなった」という回答が県内全体で約２５.

３％であったことから、いまよりも軍用地取引は活発であったことが窺える。今回は全体的に「長

くなった」という回答が多いことから、ややヒートアップしていた軍用地取引も、強気の価格設定で

は売りにくくなっていることが推測される。 

実際、後述する地価動向や取扱件数でも軍用地はマイナスであり、軍用地の需要の弱さを

裏付けていると言えるが、今後は取扱件数の増加及び軍用地価格の上昇を予想する業者が

多くなっていることから、軍用地の不動産市況も回復する傾向を見せることになるかもしれない。 
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ⅱ 県内の地価動向 

 

住宅地、商業地は上昇感が継続する一方、軍用地は未だ下落が続いていると実感。半年

後は、住宅地、商業地はさらに上昇感が増し、軍用地も上昇に転じると予測。 

調査時点の過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の地価動向に関する実感値は、前回から引

き続き住宅地と商業地がプラスを維持している。一方、軍用地は前回より回復しているものの、今

回も継続してマイナスとなった。回答内訳をみると、全ての種別で「横ばい」が 4 割強～５割弱を占

めており、コロナ禍以前の市場のような強い上昇感はみられない。 

前回調査時点（R4.5.1）における半年後（R4.11.1）の予測値は、住宅地 26.4P、商

業地 11.0P、軍用地-1.8P であり、今回調査の実感値と比較すると、住宅地は予測どおり、商業

地は予測値よりも上昇し、軍用地は予測値にとどかなかった。 

今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の地価の動向に対する予測は、住宅地、商業地はさら

に上昇感が強まり、軍用地も上昇に転じると予測された。回答の内訳をみると、住宅地と軍用地は

「横ばい」が最も多かったのに対し、商業地は「やや上昇」が最も多く、住宅地よりも回復が遅れてい

た商業地に対する期待の高まりが伺える。 
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ⅲ 県内の不動産取引における取扱件数の動向 

 

戸建はマイナスに転じ、宅地は減少感がやや強まる一方、マンション、軍用地は減少感が弱

まると実感。半年後は、全ての種類でプラスに転じ、増加感が強まるものと予測。 

調査時点の過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の取扱件数動向に関する実感値は、前回

の宅地に続き戸建がマイナスに転じた。マンション、軍用地は継続してマイナスとなったが、DI 値は

10～30P程度増加し、回復傾向がみられる。なお回答内訳をみると、特にマンション、軍用地では

「横ばい」が増加し 5 割に達した一方、「下落」「やや下落」の構成比は低下が認められた。 

前回調査時点（R4.5.1）における半年後（R4.11.1）の予測値は、宅地 16.5P、マンショ

ン-5.8P、戸建 8.7P、軍用地-13.4P であり、マンション、軍用地については、今回調査の実感値

が半年前の予測値を上回った一方、宅地、戸建については 10P 以上下回った。 

今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の取扱件数動向については、全ての種類で DI 値が 20

～30P 増加した結果、いずれもプラスに転じており、増加感が強まってゆくと予測された。回答の内

訳をみると宅地、戸建は「横ばい」、マンション、軍用地は「やや増加」の割合が、今回調査の実感

と比較して最も増加した。 
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ⅳ 県内の賃貸市場の動向 

 

共同住宅賃料・稼働率は上昇感が継続され、店舗等家賃も全エリアでプラスの実感値、稼

働率についても県全体として下落から上昇に転じた。半年後は全種別で上昇すると予測。 

調査時点の過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の賃貸市場の動向は、共同住宅賃料・稼

働率については全エリアでプラス、店舗等家賃についても全エリアでプラスの実感値が示された。店

舗等稼働率の DI 値は一部のエリアでマイナスが見られたが、県全体としては下落から転じて上昇を

実感している。 

前回調査時点（R4.5.1）における半年後（R4.11.1）の予測値は、共同住宅賃料

+16.4P、同稼働率+9.2P、店舗等賃料 9.0P、同稼働率 6.2P であったが、今回調査の実感

値を半年前の予測値と比較すると、共同住宅賃料+33.7P（予測値より 17.3P 高い）、同稼

働率+15.8P（同 6.6P 高い）、店舗等賃料 19.4P（同 10.4P 高い）、同稼働率 7.5P

（同 1.3P 高い）と、半年前の予測をすべて上回る実感値となった。 

今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の賃貸市場の動向については、全種別で上昇予測とな

った。ただし、共同住宅賃料・稼働率については実感値と比べ上昇感の落ち着きを予測している一

方、店舗等賃料・稼働率は、実感値と比べ上昇感の高まりを予測している。 
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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。 

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。 
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ⅲ 地域区分 

本調査では、沖縄県を８地域に区分したが、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。 

１.那覇市西部 

[旧那覇地区、新都心地区] 

おもろまち、旭町、安謝、安里、久米、久茂地、港町、若狭、

曙、松山、松尾、上之屋、西、泉崎、前島、通堂町、辻、天

久、東町、泊、牧志、銘苅、壺川 

2. 那覇市東部 

[首里地区、旧真和志地区] 

寄宮、古島、古波蔵、国場、三原、識名、首里、松川、松島、

上間、真嘉比、真地、楚辺、大道、仲井真、長田、繁多川、樋

川、与儀、壺屋 

3. 那覇市小禄地区 

安次嶺、宇栄原、奥武山町、垣花町、宮城、鏡原町、鏡水、金

城、具志、高良、山下町、住吉町、小禄、赤嶺、大嶺、田原、

当間 

4. 那覇市周辺部 浦添市、豊見城市、南風原町 

5. 本島南部 南城市、糸満市、与那原町、八重瀬町 

6. 本島中部 
沖縄市、うるま市、宜野湾市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北

中城村、中城村、西原町 

7. 本島北部 
名護市、恩納村、金武町、宜野座村、本部町、今帰仁村、国頭

村、東村、大宜見村、離島町村（先島地区除く） 

8. 先島地区 石垣市、宮古島市、竹富町、与那国町、多良間村 

 

 

※本調査は平成 26 年 11 月の第１回より半年ごとに行っており、今回が 17 回目。 
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ⅳ 今回調査の概要 

・調査時点：令和 4 年 11 月 1 日 

        実感に対応する期間（R4.5.1～Ｒ4.11.1） 

        予測に対応する期間（Ｒ4.11.1～R5.5.1） 

・発送数：1409、有効回収数：268、回収率：19.0％ 

・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「H29.11」～「R4.11」までの数値は実感値、「R5.5」

の数値は R4 年 11 月時点における半年後の予測値を示している。 

１ 地価動向 

① 住宅地 

 

住宅地における過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の地価動向に関する各エリアの DI（実

感値）は、前回に引き続き全エリアがプラスとなり地価が上昇基調にあることを示している。前回

+70P を超えていた先島地区は引き続き+60P と高い値を維持している。他地区は概ね前回と

同程度ないし若干の減少であったが、このうち那覇市周辺部は前回よりも+10P 超の伸びとなっ

た。なお、回答の内訳をみると、本島北部地区と先島地区では「下落」「やや下落」のマイナス回

答がなかった。 
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住宅地の今後半年間（Ｒ4.11.1～R5.5.1）の DI 値（予測値）は、本島北部以外の

地区では上昇感の高まりを予測しており、全エリアでプラスを示す結果となっている。本島北部は

他地区よりも「横ばい」の予測割合が多く、今後は安定的に推移すると捉えている方が多くいると

みられる。 

 

② 商業地 

 

商業地における過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の地価動向に関する各エリアの DI（実

感値）は、前回マイナスだった那覇市西部・那覇市東部、±0P だった那覇市小禄地区もプラス

に転じ、全エリアが上昇を実感する結果となった。特に先島地区は+60P を超える高い値を維持

しており、県内全体の平均 DI 値を引き上げている。そんな中、本島南部・北部は若干数値を落

としており、那覇市内の回復が影響を与えている可能性がある。 

今後半年間（Ｒ4.11.1～R5.5.1）の DI 値（予測値）は、全エリアで引き続きプラス値を

示す結果となっており、地価の上昇が予測されている。一方で、実感値との比較では、本島中部

は減少、本島北部ではほぼ横ばいとなっており、エリア毎に見通しが若干異なっているとみられる。 
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③ 軍用地 

（先島地区については、回答数が極めて少ないことから地区の表示を省いた。） 

 

軍用地における過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の地価動向に関する各エリアの DI（実

感値）は、前回プラスだった本島北部が±0 と勢いを失い、全エリアで上昇を実感できないという

結果になった。エリア別にみると、那覇市周辺部では前回よりも改善し-16.1P から±0 に転じたほ

か、本島中部・北部を除くエリアではマイナスではあるものの DI 値が改善しており、下落感が続く

状況下ではあるが、徐々に和らいでいる傾向にあるとみられる。 

今後半年間（Ｒ4.11.1～R5.5.1）の DI 値（予測値）を確認すると、全エリアで改善が

見込まれている。このうち、那覇市東部・本島中部では引き続きマイナスであるが、那覇市小禄

地区は±0、他地区はプラスに転じると予測されており、取引価格の回復が期待される結果となっ

た。 
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２ 取扱件数の動向 

① 宅地 

 
 

宅地の過去半年間（Ｒ4.5.1～R4.11.1）の取扱件数動向に関する各エリアの DI（実感

値）については、2 つの傾向が見られた。まず、那覇市西部、那覇市小禄地区、本島南部、本

島北部では、前回実感値と比較して DI 値が減少しており、特に那覇市西部、那覇市小禄地

区、本島南部では DI 値が 10P 前後低下し、マイナスに転じている。一方、那覇市東部、那覇

市周辺部、本島中部、先島地区では、DI 値が増加し、特に那覇市東部、那覇市周辺部では

プラスに、先島地区では横ばいに転じた。ただし、全体的にみると過半数のエリアで DI 値の絶対

値は 5P 未満となっており、市場における潮目の動向について今後留意を要する。 

宅地の今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の DI（予測値）は全エリアで今回実感値と比

較して 20P～40P 増加し、いずれもプラスを示す結果となった。特に那覇市西部では 30P を上

回る増加、本島中部、本島北部では 40P 近い増加となっており、取扱件数についてより増加感

が強まると予測された。回答構成比でも、「横ばい」「やや減少」から「やや増加」への移行が確認

された。 
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② マンション 

 

 

マンションの過去半年間（Ｒ4.5.1～R4.11.1）の取扱件数動向に関する各エリアの DI

（実感値）についても、2 つの傾向が見られた。まず、那覇市全域と那覇市周辺部、本島中部

では前回実感値と比較して DI 値が増加した。特に那覇市小禄地区、本島中部では 20P 以上

の増加が見られ、結果本島中部では、マイナスからゼロに転じた。一方、本島南部、本島北部、

先島地区では、DI 値が減少し、特に本島南部では 20P を上回る DI 値の低下により、これまで

のプラスからマイナスに転じている。 

マンションの今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の DI（予測値）は全エリアで今回実感値

と比較して 20P～40P 増加し、いずれもプラスを示す結果となった。特に那覇市周辺部では 30P

を上回る増加となっており、取扱件数についてより増加感の強まりが予測された。回答構成比でも、

「横ばい」「やや減少」から「やや増加」への移行が確認された。 
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③ 戸建住宅 

 

 

戸建住宅の過去半年間（Ｒ4.5.1～R4.11.1）の取扱件数動向に関する各エリアの DI

（実感値）についても、2 つの傾向が見られた。まず、那覇市西部、那覇市小禄地区、本島南

部、本島中部、先島地区では前回実感値と比較して DI 値が減少した。特に那覇市西部、本

島南部ではこれまでのプラスからマイナスに、先島地区ではプラスからゼロにそれぞれ転じている。一

方、那覇市東部、那覇市周辺部、本島北部では DI 値が増加し、特に那覇市周辺部ではこれ

までのマイナスからゼロに、本島北部ではゼロからプラスに転じており、市況の改善が実感された。 

戸建住宅の今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）のDI（予測値）は全エリアで今回実感値

と比較して 10P～40P 増加し、いずれもプラスを示す結果となった。特に本島中部や先島地区で

は 40P を上回る増加となっており、取扱件数についてより増加感の強まりが予測された。回答構

成比でも、「横ばい」「やや減少」「減少」から「やや増加」への移行が確認された。 
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④ 軍用地 

（先島地区については、回答数が極めて少ないことから地区の表示を省いた。） 

 

 

軍用地の過去半年間（Ｒ4.5.1～R4.11.1）の取扱件数動向に関する DI（実感値）に

ついては、全エリアで前回実感値と比較して増加が見られた。特に那覇市東部、那覇市周辺部、

本島北部では、30P 以上の比較的大きな増加が確認され、なかでも本島北部についてこれまで

のマイナスからプラスに転じた。回答構成比をみると、全てのエリアで「減少」が低下し、「横ばい」が

高まっている。 

軍用地の今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の DI（予測値）は、本島北部を除くエリアで

今回実感値と比較して 20P～30P 増加し、いずれもプラスを示す結果となった。特に那覇市西

部や那覇市周辺部では 30P 近い増加となっており、取扱件数についてより増加感の強まりが予

測された。回答構成比でも、これらのエリアでは「減少」が低下し、「やや増加」が高まっている。一

方、本島北部については、若干であるが DI 値が減少しており、回答構成比でも「やや増加」から

「横ばい」への移行が確認された。 
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３ 賃料水準、稼働率の動向 

① 共同住宅の賃料 

 
 

過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の共同住宅賃料動向に関する各エリアの DI 値（実感

値）は、すべてのエリアでプラスとなった。前回との比較では、那覇市周辺部及び本島南部は上

昇感の落ち着きを実感しているものの、他のエリアでは前回調査よりも更なる上昇感の高まりを実

感している。特に那覇市西部は前回+21.1P から今回+51.4P へ、同じく先島地区は+25.0P

から+47.8P へと大幅な上昇を実感している。県内全体では+33.7P と上昇感が高まっており、

新型コロナ発生前のＲ1.11（+28.6P）よりも高い水準を示し、賃料動向の改善が実感され

ている。 

今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の予測値について、すべてのエリアでプラスとなった。実感

値と比較すると、那覇南部と本島北部では上昇感の高まりを予測し、他のエリアで上昇感の落ち

着きを予測している。県内全体では予測値+26.2P と上昇感の落ち着きを予測している。 
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② 共同住宅の稼働率 

 
 

過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の共同住宅稼働率動向に関する各エリアの DI 値（実

感値）は、前回に引き続きすべてのエリアでプラスとなった。那覇市西部、那覇市東部、本島北

部、先島地区はプラス幅が拡大し、特に先島地区は、DI 値の変動幅が+32.2P と稼働率の顕

著な改善傾向が実感された。一方、那覇市小禄地区、那覇市周辺部、本島南部、本島中部

はプラス幅が縮小し、上昇感の落ち着きを実感している。県内全体としては、+15.8P と上昇感

を実感し、稼働率のさらなる改善が見られる。 

今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の予測値について、那覇市小禄地区はマイナスを予測

する結果となったが、他のエリアはプラスとなった。実感値との比較では、那覇市小禄地区がマイナ

スへ転じた一方で、今回プラスとなったエリアの内、那覇市東部、本島南部、本島中部、本島北

部は上昇感の高まりを予測するが、那覇市周辺部では横ばい、那覇市西部、先島地区では、

上昇感の落ち着きを予測している。県内全体としては、予測値+14.5P の結果を示し、実感値

と比べ上昇感の落ち着きを予測している。 
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③ 店舗、事務所の賃料 

 
 

過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の店舗・事務所の賃料動向に関する各エリアの DI 値

（実感値）は、前回調査でマイナスを示した那覇市西部、那覇市東部、那覇市小禄地区もプ

ラスとなり、新型コロナの影響が反映されたＲ2.5 以降、初めて全エリアでプラスとなった。特に那

覇市西部、先島地区は前回調査と比べ大幅な上昇感の高まりを実感している。那覇市周辺部、

本島南部は前回調査と比べ上昇感の落ち着きを実感している。県内全体としては前回+7.2P

から+19.4P と上昇感の高まりを実感しており、店舗・事務所等の賃料動向の改善が顕著に見

られる。 

今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の予測値について、全エリアでプラスとなった。実感値と

の比較では、先島地区は実感値と同水準で高い上昇を予測しており、那覇市西部は若干の上

昇感の落ち着きを予測している。他のエリアでは、実感値よりも上昇感の高まりを予測しており、特

に本島南部及び那覇市周辺部は大きな上昇を予測している。県内全体としては予測値

+26.4P の結果を示し、上昇感の高まりを予測している。 
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④ 店舗、事務所の稼働率 

 
 

調査時点の過去半年間（R4.5.1～R4.11.1）の店舗・事務所稼働率動向に関する各エ

リアの DI 値（実感値）は、那覇市小禄地区、本島南部でマイナスとなり、他のエリアはプラスを

示す結果となった。前回との比較では、那覇市西部、那覇市東部は、前回マイナスからプラスへ

転じ、特に那覇市西部では DI 値の変動幅が＋41.3P と顕著な改善傾向が実感された。マイナ

スを示している那覇市小禄地区は下落感の強まりを実感し、本島南部は前回プラスからマイナス

に転じている。県内全体としては下落から転じて上昇を実感している。 

今後半年間（R4.11.1～R5.5.1）の予測値について、すべてのエリアでプラスを示す結果

となった。実感値との比較では、那覇市西部、那覇市東部、那覇市周辺部、本島中部、本島

北部は上昇感の強まりを予測し、那覇市小禄地区、本島南部は下落から転じて上昇を予測

している。先島地区は実感値、予測値とも+36.4P となり、他のエリアと比べて高い水準で依然

上昇を予測している。県内全体としては上昇感の強まりを予測している。 
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