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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（バブル経済が発生していると感じるかどうか） 

今回、調査時点（H30.5.1）にて県民の関心が高いであろうトピック（バブル経済が

発生していると感じるかどうか）ついて、最前線にいる不動産業者の意見を調査した。 

 

バブル経済が発生していると感じるかという問いに対し、県内全体で 71.5％が「感じている」

と回答した。 

那覇市小禄地区では約 84%が、那覇市周辺部では約 87%がバブル経済が発生してい

ると「感じている」と回答している一方で、離島部では「感じている」の回答が４0%にとどまってお

り、地域ごとに様相が異なる。 
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県内全体の回答構成比は、バブル経済が発生していると「感じている」が 71.5％、「わか

らない」が 11.4%、「感じない」が 17.1％であった。 

バブル経済が発生しているかどうかの問いに対して、「感じている」と最も多く回答した地域

は、那覇市周辺地域であり、回答構成比は 86.8％に及ぶ。 

那覇市周辺部は浦添市や豊見城市、南風原町であるが、モノレール延伸による期待感

や土地区画整理事業効果、また幹線道路の整備などにより地価の上昇が顕著な地域であ

る。 

バブルであると感じている回答が多いのは当該市町における急激な地価上昇が背景にあ

ると推測する。 

ただし、地価上昇が大きいのは那覇市も同様であるが、那覇市の東部地区及び西部地

区はいずれもバブルと感じているとの回答構成比は７０％強と那覇市周辺部のそれよりもや

や低い。 

バブル経済が発生していると感じている回答が那覇市周辺部に多いのは、那覇市周辺

部の価格、とりわけ、住宅地の価格は那覇市住宅地の地価水準と遜色ないほどに上昇して

おり、それぞれの地域がもつ本来のポテンシャルに見合った従来からの価格水準よりもはるか

に高い価格（場所によっては那覇市住宅地よりも高い価格）で成約にいたる取引の異常さ

をより強く感じやすい状況にあることが要因であると推測する。 

一方で、離島部はバブル経済が発生していると「感じている」との回答は相対的に少ない。

これは、沖縄本島中南部地区の地価上昇率と比較し、離島部の地価上昇率はそれほど大

きくはないことに起因していると思料する。 

離島部では、地価が下落している地域もあることから、実感としてバブル経済が発生して

いると感じにくい状況がある。 

なお、この調査は、「バブル経済」の定義を明確にして質問したものではなくあくまで、不動

産業者が現在どのような感覚を抱いているかを知るために行ったものである点に留意されたい。  
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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下落。半年後はより上昇感が和らぐと予測。 

調査時点の過去半年間（H29.11.1～H30.5.1）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。なお住宅地、商業地については調査開始以来初の DI値下落となった。 

また、今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）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和らぐ傾向がみられる。特に軍用地は、住宅

地、商業地に比べ、上昇感が特に和らいでおり、今後の動向に注視する必要がある。 

なお、前回調査時点（H29.11.1）での半年後（H30.5.1）の予測値は、住宅地

+59.6P、商業地+62.3P、軍用地+55.2P 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、軍用地が増加した一方、宅地・マンション・戸建住宅は半年前よりも DI 値が減

少した。半年後はいずれも増加傾向が続くと予測。 

調査時点の過去半年間（Ｈ29.11.1～Ｈ30.5.1）の取扱件数の動向に関する実感値は、

いずれもプラスとなっており、軍用地は調査開始（Ｈ26.11.1）以来、初めてプラスとなった。 

今後半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）の取扱件数の動向に関する予測は、いずれも増加

するとみられており、軍用地の取引も更に増加すると予測している。 

なお、前回調査時点（Ｈ29.11.1）での半年後（Ｈ30.5.1）の予測値は、宅地+24.5P、

マンション+19.8P、戸建住宅+18.7P、軍用地－6.8P であったが、宅地、マンション、戸建住宅

は実感値が半年前の予測値を下回り、軍用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が上昇、共同住宅の賃料・店舗等の賃料及び稼働率が減少。

半年後はいずれも落ち着きをみせると予測。 

調査時点の過去半年間（H29.11.1～H30.5.1）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、稼働率がプラスとなっており、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。しかし、共同住宅の稼働率以外は DI 値が減少しており、今後の動向

が注目される。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）の賃貸市場の動向に関する予測値は共同住宅稼

働率がマイナスとなった。また、予測値はいずれも減少しており、落ち着きを見せる可能性がある。 

なお、前回調査時点（H29.11.1）での半年後（H30.5.1）予測値は、共同住宅賃料

+14.0P、共同住宅稼働率+8.9P、店舗等賃料+16.5P、店舗等稼働率+13.7P であり、今

回調査の実感値は共同住宅の稼働率は半年前の予測値を上回ったが、そのほかはすべて半年前

の予測値を下回った。 
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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 4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 横ばい 下落 不明 

回答数 Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  

DI=（ A － C ）÷（ A ＋ B + 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 5月 1日 

        実感に対応する期間（H29.11.1～H30.5.1） 

        予測に対応する期間（H30.5.1～H30.11.1） 

・発送数：1467、有効回収数：271、回収率：18.47％ 

・回答者の主な営業地域 

 

・回答者の主たる業種 

  



 

 

10 

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」～「H30.5」は実感値、「H30.11」

は H30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 

 

① 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（H29.11.1～H30.5.1）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。県内全域で地価上昇が実感されているが、那覇市小禄地区以外のすべ

てのエリアで、一服感が見られた。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）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、特に那覇市西部、那覇市周辺部、本島南

部、本島中部ではその傾向が顕著だった。 

●商業地 

調査時点における過去半年間（H29.11.1～H30.5.1）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。県内全域で地価上昇が実感されているが、那覇市周辺部以外のすべての

エリアで、一服感が見られた。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）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、特に本島中部以南はその傾向が顕著

であった。 

●軍用地 

調査時点における過去半年間（H29.11.1～H30.5.1）の地価動向に関する実感値は、離

島部以外でプラス。全体的に地価上昇感が実感されているが、一服感が見られた。なお、離島部

はすべての回答が「不明」であったため、DI値が計測できなかった。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）でも、離島部以外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、これまでの調査とほぼ同様、DI 指数は著しく減少しており、上昇傾向が

大きく和らぐと予測された。 
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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 

 

② 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（Ｈ29.11.1～Ｈ30.5.1）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・那覇市東部・那覇市小禄地区・那覇市周辺

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（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）では、那覇市東部・離島部以外のエリアで更に増加

すると予測されている。那覇市東部は DI 値が低めであり、他のエリアに比べ取引件数は緩やかな

増加にとどまると予測された。 

●マンション 

調査時点の過去半年間（Ｈ29.11.1～Ｈ30.5.1）の取扱件数動向に関する実感値は、

那覇市東部・本島中部・本島北部・離島部でマイナスとなっており、他のエリアはプラスであるが、全

体的に DI値が半年前よりも低下しており、県内全体で取引件数に落ち着きが見られる。 

今後半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）では、離島部以外のエリアでプラスとなっており、取引

が増加すると見込まれる。ただし、那覇市西部はプラスであるが DI 値が減少しており、落ち着きを

見せると予測されている。離島部では DI値のマイナス幅が更に拡大すると予測している。 

●戸建住宅 

調査時点の過去半年間（Ｈ29.11.1～Ｈ30.5.1）の取扱件数動向に関する実感値は、

那覇市東部で前回プラスから転じてマイナスとなっており、離島部は横ばいとなった。他のエリアはプ

ラスとなっているが、那覇市小禄地区の DI値が減少しており落ち着きが見られる。 

今後半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）では、那覇市東部で下落から横ばいに転じると予測

されており、その他のすべてのエリアでプラスとなっている。那覇市周辺部・本島北部では実感値・予

測値とも DI値は高く、今後も取引件数が増加するとの予測が示されている。 
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●軍用地 

調査時点の過去半年間（Ｈ29.11.1～Ｈ30.5.1）の取扱件数動向に関する実感値は、

県内全体で調査開始から初めてプラスに転じており、取引件数の増加を実感している。 

那覇市西部でマイナスから横ばいに、本島南部・本島中部はマイナスからプラスに転じている。他

方、那覇市東部・那覇市小禄地区は依然としてマイナスが続いており、本島北部は前回プラスから

マイナスに転じている。 

今後半年間（Ｈ30.5.1～Ｈ30.11.1）では、県内全体でプラスとなっており、今後、軍用地

取引件数の増加を予測している。那覇市西部・那覇市東部・那覇市小禄地区ではマイナスと予

測されているが、他のエリアでプラスとなっている。本島北部ではマイナスからプラスに転じると予測さ

れており、取引の増加が期待されている。 
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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（H29.11.1～H30.5.1）の賃料動向に関する実感値は本島中部

でマイナス、本島北部が０、その他のエリアはプラスとなっており、本島南部と北中部で実感値の違

いが明確となった。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）では、本島中部がマイナス、那覇市東部が０と予測

された。そのほかのエリアでは 3P～10P程度の変動はあるがいずれもプラスと予測されている。 

●共同住宅稼働率 

調査時点の過去半年間（H29.11.1～H30.5.1）の稼働率動向に関する実感値は本島南

部がプラスからマイナスに転じ、本島中部は引き続きマイナス、その他のエリアではプラスとなった。那

覇市周辺部の DI 値は大きく上昇したが、那覇市東部と那覇市小禄地区の DI 値は減少してい

る。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）では、過去半年間の実感値がマイナスであった本島

南部及び本島中部のほか、那覇市東部がマイナスとなり、県内全体でもマイナスの予測となった。 

●店舗・事務所賃料 

調査時点の過去半年間（H29.11.1～H30.5.1）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。堅調に推移しているとみられるが、那覇市周辺部及び離島部以外のエリアでは

DI値が減少した。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）では、那覇市東部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されており、商業不動産の賃貸市場が概ね好調であるが、落ち着き

が見れれつつある。 
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●店舗・事務所稼働率 

調査時点の過去半年間（H29.11.1～H30.5.1）の稼働率動向に関する実感値は那覇市

東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いる。那覇市周辺部及び離島部の DI

値が上昇している。 

今後半年間（H30.5.1～H30.11.1）の予測では、那覇市東部及び本島南部のDI値がマ

イナスとなった。その他のエリアでは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

善が見込まれるが、落ち着きもみられ始めている。 

 


