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１沖縄県の雇用情勢

１）雇用・失業状況（

本県の１５歳以上人口は復帰後一貫して増加していたものの、平成１９年は１，１２０千人と、前

年と比べ２千人減少し、復帰後初めて前年を下回った。その後、再び前年比増加に転じ、平成２７年

は１，１７８千人と、前年に比べ６千人増加し、８年連続の増加となった。

労働力人口（就業者数＋完全失業者数）は増加傾向で推移しており、平成２７年は７００千人と、

前年に比べ１８千人増加した。

就業者数は増加傾向で推移しているが、平成２３年は６１９千人と、前年と比べ３千人減少し４年

ぶりの減少となった。平成２４年には６２７千人と再び増加に転じ、平成２７年は６６４千人と、前

年に比べて１９千人増加し、４年連続の増加となった。

完全失業者数は平成１０年以降５０千人前後で推移している。平成１９年よりやや増加傾向で推移

していたが、平成２３年より減少に転じ、平成２５年は３９千人と就業者が増加する中で、平成９年

以来１６年ぶりとなる４０千人を割り、平成２７年も減少し、３６千人となった。

この結果、平成２７年の完全失業率は５．１％となった。

非労働力人口は平成２２年より増加傾向で推移していたが、平成２５年は４年ぶりに減少したもの

の、平成２６年は再び増加に転じたが、平成２７年は前年と比べ１２千人減少し、２年ぶりの減少と

なった。

完全失業者数（人）完全失業者数（人）
※完全失業率（％）＝ ×100 ＝ ×100

労働力人口（人） 就業者数（人）＋完全失業者数（人）
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全国の１５歳以上人口は、平成２０年まで前年を上回って推移していたが、平成２２年は１１，０

４９万人と、前年と比べて減少に転じた。平成２７年は１１，０７７万人と前年に比べて５万人減少

となった。

労働力人口は、平成２０年から２２年まで３年連続で前年を下回っていたが、平成２３年に一旦増

加し、平成２４年は再び減少したものの、平成２５年から増加に転じ、平成２７年は６，５９８万人

と、前年に比べ１１万人の増加となった。

就業者数は、減少傾向で推移しており、平成２１年は６，２８２万人と前年に比べ１０３万人減少

と、過去最大の減少幅となった。平成２３年は６，２８９万人と前年に比べ３３万人増加し、４年ぶ

、 、 ，りの増加となり 平成２４年に一旦減少したものの平成２５年から再び増加に転じ 平成２７年は６

３７６万人と前年に比べ２５万人の増加となった。

完全失業者数は平成１５年から減少傾向で推移し、平成１９年は２５７万人と、前年と比べ１８万

人減少し５年連続の減少となった。しかし、平成２０年には増加に転じ、平成２１年には３３６万人

と前年と比べ７１万人増加し、過去最大の増加幅となった。平成２２年から再び減少に転じ、平成２

７年は２２２万人と、前年と比べ１４万人減少し、６年連続の減少となった。

その結果、平成２７年の完全失業率は３．４％と、前年と比べて０．２ポイント低下し、２年連続

で３％台となった。

非労働力人口は増加傾向で推移していたが、平成２５年は減少に転じ４，５０６万人となり、平成

４年から２２年ぶりの減少となり、平成２７年も４，４７３万人と引き続き減少した。
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（２）完全失業率

①完全失業率の推移

本県の完全失業率は、バブル経済の崩壊後、全国的な経済の低迷による影響などにより上昇傾向で

推移し、平成１３年は８．４％と復帰後最高となった。その後は、入域観光客数が好調に推移したこ

とや家計消費支出の順調な推移等、県内景気は回復の動きが続いたものの、完全失業率は横ばいの状

況にあった。

平成１９年５月から１２か月連続で前年同月と比べ低下し、平成２０年４月には６．５％となるな

ど、完全失業率は低下傾向で推移していたものの、その後は上昇に転じ、平成２１年５月には、８．

６％まで悪化した。平成２７年は２月に６．１％まで上昇したが、その後は低下傾向で推移し、その

結果、平成２７年の完全失業率は５．１％となった。

一方、全国は平成２０年のリーマンショックによる世界的な景気の悪化を受け、製造業等における

非正規労働者の雇止め等が急増する等、雇用情勢は急速に悪化し、平成２１年７月は５．５％と過去

最悪の水準を記録した。平成２４年以降、低下傾向で推移し、その結果、平成２７年の完全失業率は

３．４％と前年と比べて０．２ポイント低下し、５年連続の低下となった。
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②年齢階級別完全失業率の状況

本県の完全失業率を年齢階級別にみると、３０歳未満の若年者で完全失業率が突出しており、若年

者層が本県の高失業率の要因となっているといえる。しかし、平成２７年には、８．３％となり２年

ぶりに改善した。

平成２７年の完全失業率を年齢階級別にみると、３０代で横ばいで推移し、２０代と４０代、５０

代、６０歳以上で改善した。

全国の年齢階級別完全失業率をみると、若年者の完全失業率は平成２１年、平成２２年と８％台まで

上昇したが、平成２３年以降減少に転じ平成２７年は５．３％となり５年連続で改善した。全体の推移

をみると、平成２１年は各年齢層とも完全失業率は上昇したが、平成２５年以降は、すべての階級にお

いて低下している。

図04-2
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（３）男女別・年齢別雇用失業状況

①労働力率（ろうどうりょくりつ）

労働力率とは、１５歳以上人口に占める労働力人口の割合のことであり、ここでは２０歳～６４歳

までの人口に占める労働力人口の割合をみてみる。

本県の男女合計の労働力率は、おおむね７６％前後で推移している。平成２７年は７８．４％と前

年と比べ１．５ポイント上昇した。

一方、全国の男女合計の労働力率は、おおむね７８％前後で推移していたが、平成２７年は８１．

０％と前年と比べ０．６ポイント上昇した。

本県の男性の労働力率は、平成２１年から平成２３年にかけて上昇が続いたものの、平成２４年か

ら平成２６は低下、上昇、低下と推移したが、平成２７年は前年と比べ１．２ポイント上昇した。

一方、全国の男性の労働力率は、９０％前後をほぼ横ばいで推移しており、平成２７年は９０．９

％と、前年と比べ０．２ポイントの上昇となった。

本県の女性の労働力率は、平成１３年以降上昇傾向で推移し、平成２１年には６６．５％と全国の

女性の労働力率とほぼ同水準となった。平成２４年には６７．０％と前年と全国の女性の労働力率を

初めて上回ったが、平成２５年には６７．９％と前年に比べ０．９ポイント上昇したものの全国の上

昇率の方が高かったため、再び全国が上回り、平成２７年も７０．８％と前年に比べ２．５ポイント

上昇したが全国を下回った。

全国の女性の労働力率は、平成１４年以降上昇傾向で推移している。平成２７年は７０．９％と、

前年と比べて０．９ポイント上昇した。
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②女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブ）

女性の年齢階級別労働力率をみると、全国の平成１７年は、２５～２９歳及び４５～４９歳を山、

３０～３４歳を谷とするＭ字カーブを描いている。１０年後の平成２７年は、２５～２９歳及び４５

～４９歳を山、３５～３９歳を谷とするＭ字カーブを描いている。平成２７年は平成１７年と比べて

、 。全体的に上昇しており 多くの年齢階級において女性の労働市場への参入が進んでいることが分かる

なお、労働力率が最も低下する年齢は、平成１７年、平成２７年ともには３０～３４歳となってい

る。

一方、本県の平成２７年は全国とは異なり、ある年齢階級における大幅な労働力率の低下（谷）が

なく、ほとんどＭ字カーブを描いていない。

全国は、子育てが一段落する４０代に再び労働市場へ参入し、５０代から徐々に労働市場から撤退

、 、 、 、しているが 本県は 結婚・子育て時に労働市場から撤退する女性が少なく 子供が成人を迎えた後

５０代に入ってから労働市場からの撤退が進んでいる。
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③年齢階級別非労働力人口の推移

本県の非労働力人口は、平成６年に４００千人を超え、以降上昇傾向で推移し、平成１９年には

４８０千人を超えるまで増加した。平成２６年には４９０千人と復帰後最大となったが、平成２７年

は４７８千人で前年と比べて１２千人減少した。

本県の非労働力人口を年齢階級別にみると、１５歳～５９歳で減少傾向で推移しており、６０歳以

上の年齢で増加している。６０歳以上の非労働力人口は、平成１１年の１８３千人（４２．９％）か

ら平成２７年には２７２千人（５６．９％）と大幅に増加しており、高齢化が非労働力人口増加の主

な要因となった。

全国の非労働力人口は、１５～５９歳の年齢階級では減少傾向で推移しており、６０歳以上の年齢

階級で増加している。

６０歳以上の非労働力人口は、平成１１年は１，９４５万人（４８．８％）であったが、平成２７

年は２，９３０万人（６５．５％）と、本県よりも急速に高齢化が進んでいる。



- 15 -

（４）若年者の雇用状況

①若年者完全失業率の推移

本県の若年者（３０歳未満）の完全失業率は、復帰当初から現在に至るまでおおむね１０％を超え

る数値で推移しており、慢性的に高い失業状況となっている。

平成１３年は１５．７％と、復帰後最高値となり、平成１５年から２１年までは１３％前後で推移

している。平成２３年は１１．３％と１４年ぶりの１１％台となり、平成２４年は１１．５％と一時

上昇したものの、平成２５年には平成４年以来２１年ぶりの１ケタ台となる８．５％と大幅に改善し

た。平成２６は再び上昇したが、平成２７年は８．３％と前年と比べて１．１ポイント改善した。

一方、全国をみると、バブル崩壊後から徐々に上昇を続け、平成１５年は８．５％となった。その

後は低下傾向で推移し平成２０年まで５年連続で前年比低下となった。しかしリーマンショックによ

る景気後退の影響を受け、平成２１年、平成２２年と２年連続で８％台の水準となった。その後、低

下傾向で推移し、平成２７年は５．３％と、前年に比べ０．４ポイント低下した。
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②新規学卒者の就職内定率の推移

本県の高校生の就職内定率は、バブル崩壊後から低下傾向で推移し、平成８年は５６．５％となる

など悪化を続けた。平成１０年は７２．７％まで上昇したものの、平成１２年は５８．３％と、再び

５８％台まで低下した。その後、平成１５年から徐々に回復し、平成１８年は１４年振りの９０％台

となる９２．７％となった。しかし、平成２１年、平成２２年は景気後退の影響を受けた求人数の大

幅な落ち込みの影響等もあり低下したが、その後改善し、平成２７年は９２．７％と前年に比べ０．

１ポイント上昇し、５年連続改善した。

一方、全国の高校生の就職内定率は、平成１０年までは９８％以上となっていたが、それ以降は低

下傾向で推移し、平成１４年は９４．８％まで落ち込んだ。しかし、景気の拡大に伴い就職内定率も

改善し、平成２５年は９９．０％と、前年に比べ１．５ポイント上昇し、２０年ぶりとなる９９％台

まで改善したが、平成２６年は、９８．２％と再び低下した。平成２７年は９８．８％と前年に比べ

０．６ポイント改善した。

本県の大学生の就職内定率は、平成５年の８０．５％から低下傾向で推移し、その後は上昇と低下を

繰り返しながら徐々に回復に向かい、平成１８年は７０．０％と１２年ぶりに７０％台となった。平成

２２年は就職氷河期の再来とも呼ばれ５５．６％と５０％台まで落ち込み平成２３年以降、上昇傾向で

推移し、平成２７年には７７．０％となった。

一方、全国の大学生の就職内定率をみると、平成１２年以降上昇傾向で推移し、平成２０年は９６．

９％と８年連続で上昇した。その後、リーマンショックや東日本大震災の影響もあり、平成２２年、平

成２３年は９１％台となったものの、その後上昇し、平成２７年は９６．７％と前年と比べて２．３ポ

イント上昇し４年連続の上昇となった。
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（５）産業別就業者数

①産業別就業者構成比の推移

産業別就業者数の推移をみると、第１次産業は、実数・割合がともに減少傾向で推移している。製

造業を含む第２次産業は、平成１４年頃までは実数・割合がともに横ばいで推移していたが、ここ近

年は減少傾向で推移している。第３次産業は、実数・割合ともに増加傾向で推移している。

平成２７年の本県の産業別就業者数は、第一次産業が３０千人（４．５％ 、第二次産業が１０３）

千人（１５．５％ 、第三次産業が５２１千人（７８．５％）となっている。）

一方、全国は、第一次産業２２８万人（３．６％ 、第二次産業が１，５３８万人（２４．１％ 、） ）

第三次産業が４，５０９万人（７０．７％）となっている。

本県においては、第三次産業就業者比率が全国と比べ約８ポイント上回っており、逆に第二次産業

では約９ポイント下回っているなど、一般的に雇用の吸収力があるといわれる製造業を含む第二次産

業の割合が低く、サービス業を含む第三次産業の割合が高い状況となっている。
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②主な産業別就業者数の推移

図１１をみると、平成２６年は前年と比較して 「農林業 「建設業 「情報通信業、運輸業 「飲食、 」 」 」

店・宿泊業 「サービス業、複合サービス業」で増加しており 「製造業 「卸売・小売業」で横ばい」 、 」

となっている。



新規求職申込件数：計上年に受理した求職申込件数。*5
月間有効求職者数：前月から繰り越された有効求職者数（前月末日現在において、求職票の有効期限が翌月以降にま*6

たがっている就職未決定の求職者をいう ）と当月の「新規求職申込件数」の合計数をいう。。
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（６）求人・求職状況

①求人・求職・求人倍率の推移

新規求職申込件数は、平成２１年以降増加傾向で推移してきたが、平成２４年の新規求職申込件

数 が前年と比べ大幅に減少し、平成２７年も 件と引き続きの減少となった。新規求人
*5

７９，５３３

数は、平成１８年まで増加傾向で推移したものの、その後は減少傾向となっていたが、平成２２年

より再び上昇に転じ、平成２７年は 人と前年と比べ１１，２１４人とこちらは、大１０３，７８２

幅に増加し６年連続の増加となった。

その結果、新規求人倍率は全国的な景気回復の影響もあり、復帰以降過去最高となる１．３０倍

となった。

一方、平成２６年の月間有効求職者数 （月平均）は 人と、前年と比べ１，６１４人*6 ２８，１８８

減少し４年連続の減少となった。月間有効求人数（月平均）は、平成１９年以降減少傾向にあった

、 、 、 ， 、が 平成２２年より上昇に転じ 平成２６年は 人と 前年と比べ３ ０３５人増加し２３ ６３６，

６年連続の増加となった。

有効求人倍率は、平成１４年から５年連続で前年を上回って推移していたものの、その後は景気

後退の影響を受け低下し、平成２１年、平成２３年は０．３倍台を割り込んだ。しかし、平成２７

年は全国的な景気の回復の影響もあり、復帰以降過去最高の０．８４倍となった。
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②新規求人倍率（全国比較）

本県の新規求人倍率をみると、平成１０年以降はゆるやかな上昇傾向で推移し、平成１４年から１

８年まで５年連続で前年を上回って推移したものの、平成１９年以降は低下傾向が続いていた。平成

２３年は０．４７倍と、１０年ぶりに０．４倍台となったものの、平成２４年を境に上昇に転じ平成

２７年は復帰後過去最高となる１．３０倍となった。

全国の新規求人倍率をみると、平成５年から平成１４年まで、２，３年ごとに上昇と低下を繰り返

。 、 ． 、しながら推移していた 平成１５年から４年連続で上昇し 平成１８年は１ ５６倍となったものの

平成１９年から平成２１年までは３年連続低下となり、平成２１年には０．７９倍と７年ぶりに１倍

台を割り込んだ。しかし、平成２２年には再び上昇に転じ、平成２７年は１．８０倍と、前年と比べ

０．１４ポイント上昇し、６年連続の上昇となった。
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③有効求人倍率（全国比較）

本県の有効求人倍率は、平成１０年以降はゆるやかな上昇傾向で推移し、平成１６年は０．４０倍

と、１３年ぶりに０．４倍台となったものの、平成１９年以降は低下傾向に転じ、平成２１年、平成

２３年は０．２倍台と低い水準となった。しかし、平成２４年を境に上昇に転じ、平成２７年は復帰

後過去最高となる０．８４倍となった。

全国の有効求人倍率は、平成１４年より上昇傾向で推移し、平成１８年は１．０６倍と、１４年ぶ

りに１倍台となった。平成２１年には景気後退の影響を大きく受け、０．４７倍と前年に比べ０．４

１ポイントの大幅な低下となったが、平成２２年からは上昇に転じ、平成２６年は１．２０倍と、前

年に比べ０．１１ポイント上昇し、６年連続の上昇となった。


