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春３月。やんばるの山々に新緑が芽吹く。海の青と鮮やかさを競い合う（多野岳山頂より屋我地島、古宇利島を望む） 
 

2015～16 年度国際ロータリーテーマ 

Be a gift to the world 
「世界へのプレゼントになろう」 

 

会長 K. R. ラビンドラン 

 

トップ記事 大城勇夫さん卓話「沖縄経済」 
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カギはアジア経済戦略 

 安倍内閣のもとで三本の矢と経済対策が打ち出さ

れました。評価はいろいろあります。いわゆる大企

業、輸出産業をは金融緩和で好影響となり業績も改

善していますが、一方で地方は景気回復の実感が湧

かない、という厳しい見方もあります。こうした中

で、今年の参院選挙、あるいは衆参同時選挙説も浮

上し、昨年来、地方創生が強調されています。 

 日本の社会経済の大きな問題は 2008 年をピーク

とした人口減少です。2015 年 10 月 1 日現在の国勢

調査の結果もそれを裏付ける厳しい状況が示されま

した。2008 年の 1 億 2808 万人をピークに、このま

ま現在の出生率で推移すれば 2050 年には１億人を

割ると推計されています。人口推計は相当の確率で

当たります。 

 １億人を割ると、さすがに日本の社会経済に大き

な悪影響を及ぼしますので、その対応が大きな課題

になっています。人口が急減したのは出生率の低下

が要因です。沖縄は 1.9 くらいですが日本全体では

1.4 でなかなか回復しない。今の人口を維持するに

は 2.07 で推移しなければならないと言われます。で

すから沖縄も 10 年後には人口減少問題に直面する

ことになります。日本全体では、出生率を増やして

も人口じたいが減っていますので、なかなか急回復

はできないのが人口問題の難しいところです。 

 政府としても放置はしていません。それが少子化

対策です。少子化担当大臣を置き、対策も本格化し

ています。しかし子供を産み育てるというのは大変

ですから、そう簡単にはいきません。 

 政治・経済的に反響を呼んだのが、安倍政権に近

いとされる日本生産性本部日本創生部会（増田寛也

座長）が 2014 年に出した「消滅可能性都市」です。

全国 896 の自治体が 2040 年までに行政サービスが

できなくなる、それがほぼ半数の 49.8％というショ

ッキングなレポート。中でも人口が１万人を割る市

町村（消滅可能性が高い）は 523 自治体と予測し

29.1％です。沖縄では竹富町、久米島町、渡嘉敷村、

与那国町、東村、座間味村、伊是名村、多良間村に

なります。ちなみに名護市は 2010年に 6万 231人、

2040 年には 5 万 6028 人となり、若年女性人口が 3

割減るとの予測です。那覇市も同じですので、出生

率の回復だけでは厳しい状況が続くでしょう。 

 その半面、豊見城市、八重瀬町、南風原町は２ケ

タの伸びを予測しており、新しい事業展開をするさ

いはこれを念頭に入れておくと良いでしょう。 

 さて経済政策ですが、いわゆる３本

の矢は個人的な評価として、とりあえ

ず成果を収めたのは金融緩和で、円安

効果で余ったお金が土地、株に向かう

ことで資産効果を生みました。もう一

つの財政出動は一時的な景気刺激策

に終わるのではないか。そして三つ目

の成長戦略ですが過去の歴代の政権

でも打ち出されたものですが、残念な

がら思わしい成果を生んでいません。 

 金融緩和がどこまで続くかは別と

して、年初来の中国経済の減速、アメリカの利上げ

が世界経済に及ぼす影響などを背景に、為替、株式

の市場（マーケット）は大きな影響を受けます。こ

のままでは、せっかく物価上昇率２％を目指して金

融緩和策を打っているのに十分な生果が上がらない

として、マイナス金利の導入が始まりました。 

 最近、日経新聞とテレビ東京が実施した世論調査

では、アベノミクスを評価するが 31％、これに対し

評価しないが、とうとう 50％を越えました。マイナ

ス金利についても評価は 23％、評価しないが 53％

で、いわゆるアベノミクスに対し懸念が出ています。

これをとらえて新３本の矢を打ち出しました。 

 新３本の矢とは、ＧＤＰ600 兆円、希望出生率 1.8、

介護離職ゼロ。これらの結果が「一億総活躍社会」

で、その中心をなすのが地方創生です。 

 首都圏は放っておいても人口は増え続けます。地

方から移住するので、東京圏の人口集中の一方で地

方は人口減少が現実問題となっています。再生では

なくて、新しい地方を造る「創生」を打ち出してい

ます。大事なのは、結局は地域間の競争で限られた

パイ（予算）の分捕り合戦が始まっていること。 

基本的には 2060 年でも１億人の人口を維持して

いこうと、そのための施策が示されています。地方

は 50 年後の人口推計を３月いっぱいに作ります。

唯一、50 年後にも人口を増やすと打ち出しているの

は沖縄県だけ。他は減少するとの見込みです。 

 今後の視点は、まず東京一極集中の是正です。そ

れから若い世代の就労・結婚・子育ての夢と希望の

実現です。さらに地域特性に即した課題の解決です。

どう強みを伸ばしていくか、知恵を出して下さねば

なりません。琉球銀行としても今年 1 月に那覇市と

の間で「地域創生にかかる連携・協力に関する協定」

を締結しました。もっとも、翌日には沖銀、海邦銀

行さんも協定を結びましたが。 

 さて沖縄経済はどうか。県内景気は拡大基調を持

続しております。日本経済もそうですが、他の都道

府県では「緩やかな回復」です。沖縄だけは「拡大」

と表現し、羨ましがられる状況。この要因は個人消

費の堅調さ、人口増加、観光需要を背景として消費

が堅調であること。人口増加率は 3％で全国トップ

です。ただし 10 年後は沖縄の人口もピークアウト

をすると予想され、減少社会に入っていきます。ま

だ若干、時間がありますので、対応策が必要です。 

 観光について懸念すべは、国内客が前年比ではプ

ラス 1.6％、国外客が前年比 60 万人（68％）増で、

増加の相当数が外国人客で占めていること。外国人

客はいろんな要素で変動しやすいので、持続的に国

内客を増やしていく策が必要になります。 

 当面、不安要因はありませんが、あえて言うなら

インバウンド需要の変化、つまり中国を中心とした

爆買いのようなことが続くかどうか。そのほか為替、

株式市場の変動が収まらない。さらに金融緩和によ

る原材料価格の高騰、人手不足などが景気拡大の制

約条件にもなりかねません。 

 そういった中で沖縄が目指すべき方向は、強みを

生かすアジア経済戦略です。観光を成長のキーワー

ドに、アジアの元気さをどう取り込んでいくか。物

流拠点、世界水準の観光リゾート地、情報通信網、

新たなものづくりの推進になります。もともと沖縄

はアジアとの近接性ということで注目をされてきま

したが、日本全体では理解されていないところがあ

りました。それを日経ビジネスが「沖縄経済圏」と

して特集し、沖縄のアジアにおける優位性として

大々的に打ち出して以降、本土企業も沖縄の発展可

能性に注目しはじめ、沖縄の景気拡大要因の一つに

なりました。そのような恵まれた条件を、どのよう

に生かしていくかが重要な課題になります。（拍手） 
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大城勇夫さん卓話 

「地方創生と沖縄経済のゆくえ」 
琉球銀行相談役 

春告げる北部芸能祭 

儀保市子さんら熱演 

下り口説を踊る（左から）儀保市子さん、古堅嵩江さん。右は「花風」を独演する師匠の竹田克枝さん＝名護市民会館 

 春の訪れを告げる第 32 回北部芸能祭（主催・同

実行委員会、沖縄タイムス社）が３月５日、名護

市民会館で開かれ、約 600 人が琉球古典芸能を堪

能しました。 

 名護ロータリークラブ（我那覇直会長）が各種

行事でお世話になっている美和の会竹田克枝琉舞

練場の儀保市子さん（儀保充会員の奥様）、古堅嵩

江さん、師匠の竹田克枝さんらが出演しました。 



 

 

 

 

 

 

 

司会進行（SAA）        前田 裕子 

1）  開会の点鐘・・・・・・・・・・（我那覇 直 会長） 

2）  ロータリーソング・・・・・・・「奉仕の理想」♪ 

3）  四つのテストの唱和・・（座波 徹職業奉仕副委員長） 

4）  ゲストの紹介 

    名護文財保存調査委員長 岸本 林 様 

5）  幹事報告・・・・・・・・・・・（喜世川 優幹事） 

6）  委員会報告・・・・・・・（岸本直也社会奉仕委員長） 

7）  卓話 琉球銀行 相談役 大城 勇夫様  

演題「地方創生と沖縄経済の行方」 

8）  出席報告・・・・・・・・・（町田浩美出席委員）    

9） 閉会の点鐘・・・・・・・・（我那覇 直会長） 

○ニコニコＢＯＸ 

小 計             ￥３，０００ 

累 計           ￥１８０，２３４ 

コメント 

卓話ありがとうございました。 

我那覇 直、喜世川 優、山城 興朝 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１９７２回定例会記録３月２日（水） 

 

２０１５～２０１６年度 

国際ロータリークラブのテーマ 

「世界へのプレゼントとなろう」 

 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

卓話予定表 

 

３月  ９日 （水） 石川 雅弘会員 

３月 １６日 （水） 比嘉 敏夫会員 

３月 ２３日 （水） 安富 辰也会員 

*卓話予定者です。変更可能です 

座波徹プログラム委員長か、事務局

に連絡下さい。 

水と衛生月間 

地区協議会のお知らせ 

 

日時：平成２８年４月７日（木） 

登録開始：１３：００ 

本会議：１３：３０～１８：００ 

懇親会：１８：１０～１９：３０ 

場所：ホテル椿山荘東京 

 

♪奉仕の理想♪ 

奉仕の理想に集いし友よ 

御国に捧げん我等の業 

望は世界の久遠の平和 

めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

我等のロータリー 

 

ロータリークラブとは、 

 

 「ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あらゆる職業におい

て高度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界における

親善と平和の確立に寄与することを目指した、事業および専

門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体である」 

  

 上記の 101 字は、「ロータリー・クラブというのは何です

か?」と尋ねられた時に思い出す価値のある言葉です。  

 


