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１ 中小企業者等について

(1) 「中小企業者」及び「小規模企業者」

①中小企業者の範囲

昭和38年に制定された中小企業指導法が平成11年12月に中小企業基本法として改正

され、公布施行された。法の理念を、従来の「大企業との格差是正」から「多様で活

力ある独立した中小企業の成長発展」へ転換し、経営基盤の強化、経営の革新及び創

業の促進、環境変化への適応の円滑化を政策の基本方針としている。

同法によると、中小企業者の範囲については、「概ね」次のように定めている。

また、中小企業支援法第２条によると、中小企業者の定義について、次の各号の

「いずれかに該当する者」としている。

業 種 従業員規模・資本金規模

製造業その他の業種 300人以下又は３億円以下

卸 売 業 100人以下又は１億円以下

小 売 業 50人以下又は５千万円以下

サ ー ビ ス 業 100人以下又は５千万円以下

つまり、従業員規模か資本金規模のどちらかが上記の条件を満たしていれば中小企

業者となる。たとえば、工業の場合は従業員数が3 0 0人以下の企業であれば、その資

本金が３億円を超えていても中小企業者である。

なお、「その他の業種」とは、卸売、小売、サービス業を除く建設業、運輸業その

他の業種としており、また、中小企業支援法施行令では、ゴム製品製造業やソフトウ

ェア業又は情報処理サービス業、旅館業など、別途定める業種を除くとしている。

② 小規模企業者の範囲

「中小企業基本法」で定める小規模企業者の範囲は、次のとおりとなっている。

業 種 従 業 員 規 模

工 業 等 常時使用する従業員の数が20人以下

商 業・サービス業 常時使用する従業員の数が 5人以下

商工労働部中小企業支援課 TEL 098-866-2343 FAX 098-861-4661問い合わせ先
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(2) 沖縄県中小企業の振興に関する条例について

① 制定の経緯及び背景

沖縄県では、本土復帰以降、沖縄振興特別措置法や沖縄振興計画に基づく国の支援

を得ながら、自立型経済の構築を目指して、観光・リゾートやＩＴ、泡盛、健康食品

など、沖縄の特性を活かし、今後の成長が期待できる産業の振興に取り組んできた。

その結果、観光客の増加やＩＴ企業の誘致など、一定の成果を挙げてきたところだ

が、一方で、高い失業率や低い一人当たり県民所得など、依然として残された課題も

あり、その解決に向けた取組が求められている。

これらの課題の解決には、県内企業の９９．９％を占める中小企業の活動が活性化

され、地域経済の成長と雇用の拡大の原動力となることが重要である。

このことから、平成20年３月に「沖縄県中小企業の振興に関する条例」を制定し、

中小企業振興に関する基本理念及び中小企業関係者等の役割を示し、関係者間の共通

認識を図るとともに、政策決定過程に中小企業関係者の意見を反映させるため、中小

企業関係者で構成する「中小企業振興会議」を設置し、関係者の意見等を踏まえた効

果的な中小企業振興施策を充実させ、総合的に推進する仕組みを構築している。

② 基本方針

沖縄県では、本条例の基本理念を実現するため、県が取り組む事項（基本方針）を

大きく５つに分けて規定している。

商工労働部中小企業支援課 TEL 098-866-2343 FAX 098-861-4661問い合わせ先

沖縄県

中小企業の

振興に関する

条例

＜基本方針＞

(1)

経営革新の促進

新しい事業活動

経営基盤の強化

環境変化への

適応の円滑化

セーフティーネット、再生支援資金など

人材、設備、技術等の確保

資金調達の円滑化

運転資金の調達支援
信用保証機能の強化

創業の促進

新しい中小企業の創業

(2)

(3)

(4)

(5)
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沖縄県中小企業の振興に関する条例
（平成20年沖縄県条例第18号）

目次
第１章 総則（第１条－第５条）
第２章 基本方針（第６条）
第３章 施策の策定等に関し県が講ずる措置（第７条－第1
3条）
附則

総則第１章
（目的）

この条例は、中小企業の振興について、その基本理念、第１条
県の施策に関する基本方針及び県の施策の策定過程における
中小企業者その他の関係者の意見を反映させる手続その他県
が講ずる措置を定めるとともに、県並びに中小企業者及び中
小企業関連団体の責務等を明らかにすることにより、中小企
業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって本県経済の
発展及び県民生活の向上に資することを目的とする。
（定義）

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、第２条
それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 中小企業者 中小企業支援法（昭和38年法律第147号）
第２条第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する
者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

⑵ 経営の革新 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）
第２条第２項に規定する経営の革新をいう。

⑶ 経営資源 中小企業基本法第２条第４項に規定する資源
をいう。

⑷ 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する
事業者であって、県内に事務所又は事業所を有するものを
いう。

⑸ 産学行政の連携 事業者（経済団体を含む。第11条にお
いて同じ。）、大学等（大学若しくは高等専門学校又はこ
れらに附属する研究機関をいう。第11条において同じ。）
又は国（独立行政法人及び政府関係金融機関を含む。第1
1条において同じ。）、県若しくは市町村が相互に密接な
連携を図ることをいう。

（基本理念）
中小企業は、多様な事業の分野において特色ある事業第３条

活動を行い、多様な就業の機会を提供し、県民生活に必要な
物資や役務を提供することにより本県の経済及び県民生活の
基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が
創意工夫を生かして事業活動を行うことを通じて、新たな産
業を創出し、就業の機会を増大させ、離島その他の地域にお
ける経済の活性化及び県民生活の利便性の向上を促進する等
本県経済の発展及び県民生活の向上に重要な役割を有するも
のであることにかんがみ、その振興については、独立した中
小企業者の自主的な努力が助長されること及び中小企業の事
業活動の活性化の効果が地域の活性化に寄与し、地域の活性
化が中小企業の成長発展をさらに促進させることを旨として
図られなければならない。
（県の責務）

県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」と第４条
いう。）にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的
に策定し、及び実施する責務を有する。
（中小企業者及び中小企業関連団体の努力）

中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的環第５条
境の変化に即応して、自主的にその経営の向上を図るよう努
めなければならない。

２ 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業
に関する団体（次項において「中小企業関連団体」とい
う。）は、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に
取り組むよう努めるものとする。

３ 中小企業者及び中小企業関連団体は、県が行う中小企業の
振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものと
する。

基本方針第２章
県は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業の振興第６条

に関する施策を講ずるものとする。
⑴ 中小企業者の経営の革新の促進を図ること。
⑵ 中小企業の創業の促進を図ること。

⑶ 中小企業の経営基盤の強化を図ること。

⑷ 中小企業者の資金調達の円滑化を図ること。
⑸ 経済的社会的環境の著しい変化への中小企業者の適応の
円滑化を図ること。

施策の策定等に関し県が講ずる措置第３章
（中小企業者その他の関係者の意見の反映）

知事は、中小企業の振興に関する施策の策定に当たっ第７条
ては、当該施策に中小企業者その他の関係者の意見を反映さ
せるため、中小企業者その他の関係者に対し、当該施策に関
する情報を提供し、当該施策について意見を述べる機会を付
与するとともに、中小企業者その他の関係者相互間の情報及
び意見の交換の促進を図るための措置を講じなければならな
い。

２ 知事は、前項の規定により意見が述べられた場合にあって
は、当該意見（次項において「提出意見」という。）を十分
に考慮して、中小企業の振興に関する施策を策定しなければ
ならない。

３ 知事は、中小企業の振興に関する施策を策定した場合には、
遅滞なく次に掲げる事項を公表しなければならない。
⑴ 当該施策を講ずることとする理由又は目的及び当該施策
の内容

⑵ 提出意見（提出意見がなかった場合にあっては、その
旨）

⑶ 提出意見を考慮した結果及びその理由
４ 前項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧
に供する方法その他適切な方法により行うものとする。
（基本方針を踏まえた支援計画の策定等）

知事は、中小企業支援法第４条第１項に規定する中小第８条
企業支援事業の実施に関する計画（以下「支援計画」とい
う。）を定めるに当たっては、同条第２項の規定によるほか、
第６条の基本方針を踏まえるものとする。

２ 前条第１項及び第２項の規定は、支援計画を定める場合に
ついて準用する。

３ 知事は、支援計画を定めた場合には、遅滞なくこれを公表
しなければならない。この場合においては、前条第４項の規
定を準用する。
（支援計画に定めた事業の実施状況の公表）

知事は、毎年、支援計画に定めた事業の実施状況を取第９条
りまとめ、これを公表しなければならない。この場合におい
ては、第７条第４項の規定を準用する。
（施策実施上の配慮）

県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっ第10条
ては、当該施策が中小企業の経営に及ぼす影響について十分
に配慮し、独立した中小企業者の自主的な努力を阻害するこ
とのないようにしなければならない。

２ 県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、
中小企業の事業活動が離島その他の地域における経済及び県
民生活に及ぼす影響について十分に配慮し、中小企業の事業
活動の活性化の効果が地域の活性化に寄与することとなるよ
う努めなければならない。

３ 県は、小規模企業者に対して中小企業の振興に関する施策
を講ずるに当たっては、経営資源の確保が特に困難であるこ
とが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の
発達及び改善に努めるとともに、融資その他の事項について、
小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとす
る。
（産学行政の連携の確保）

県は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっ第11条
ては、当該施策が適切に実施されるよう、必要に応じ、事業
者、大学等又は国若しくは市町村に対し、産学行政の連携に
ついて必要な協力を求めるものとする。
（財政上の措置）

県は、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進す第12条
るため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
（市町村への協力）

県は、市町村が行う中小企業の振興に関する施策につ第13条
いて、市町村の求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その
他の必要な協力を行うものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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  (3)　都道府県別企業数（民営・非1次産業）

企業数 構成比（％） 企業数 構成比（％） 企業数 構成比（％） 企業数 構成比（％）
北海道 166,961 99.8 144,616 86.4 322 0.2 167,283 100.0
青森県 47,954 99.9 42,458 88.4 63 0.1 48,017 100.0
岩手県 44,388 99.8 39,125 88.0 67 0.2 44,455 100.0
宮城県 71,928 99.8 62,968 87.3 163 0.2 72,091 100.0
秋田県 39,925 99.9 35,612 89.1 39 0.1 39,964 100.0
山形県 45,799 99.9 40,797 88.9 67 0.1 45,866 100.0
福島県 71,625 99.9 63,603 88.7 85 0.1 71,710 100.0
茨城県 92,823 99.9 82,363 88.7 84 0.1 92,907 100.0
栃木県 70,736 99.9 63,025 89.0 102 0.1 70,838 100.0
群馬県 77,225 99.9 68,904 89.1 105 0.1 77,330 100.0
埼玉県 186,837 99.9 166,118 88.8 269 0.1 187,106 100.0
千葉県 139,283 99.8 122,003 87.4 265 0.2 139,548 100.0
東京都 487,729 99.1 408,714 83.0 4,662 0.9 492,391 100.0
神奈川県 216,503 99.7 187,674 86.4 600 0.3 217,103 100.0
新潟県 89,770 99.8 79,305 88.2 162 0.2 89,932 100.0
富山県 41,351 99.8 36,176 87.3 96 0.2 41,447 100.0
石川県 47,286 99.8 41,828 88.3 111 0.2 47,397 100.0
福井県 34,167 99.9 30,404 88.9 45 0.1 34,212 100.0
山梨県 36,555 99.9 33,023 90.2 48 0.1 36,603 100.0
長野県 85,783 99.8 77,032 89.6 161 0.2 85,944 100.0
岐阜県 82,601 99.9 73,266 88.6 101 0.1 82,702 100.0
静岡県 140,136 99.8 123,807 88.2 234 0.2 140,370 100.0
愛知県 240,809 99.7 206,323 85.4 715 0.3 241,524 100.0
三重県 60,504 99.8 53,210 87.8 91 0.2 60,595 100.0
滋賀県 39,165 99.8 34,238 87.3 70 0.2 39,235 100.0
京都府 94,994 99.8 83,700 87.9 187 0.2 95,181 100.0
大阪府 326,793 99.6 282,486 86.1 1,240 0.4 328,033 100.0
兵庫県 169,036 99.8 147,417 87.0 313 0.2 169,349 100.0
奈良県 36,092 99.9 31,810 88.1 28 0.1 36,120 100.0
和歌山県 40,708 99.9 36,693 90.1 31 0.1 40,739 100.0
鳥取県 18,882 99.8 16,539 87.4 32 0.2 18,914 100.0
島根県 26,319 99.9 23,308 88.5 29 0.1 26,348 100.0
岡山県 60,144 99.8 52,355 86.9 108 0.2 60,252 100.0
広島県 96,627 99.8 83,949 86.7 182 0.2 96,809 100.0
山口県 46,307 99.9 40,315 86.9 67 0.1 46,374 100.0
徳島県 29,939 99.9 26,933 89.9 30 0.1 29,969 100.0
香川県 36,329 99.8 32,004 87.9 63 0.2 36,392 100.0
愛媛県 50,945 99.8 45,108 88.4 91 0.2 51,036 100.0
高知県 29,548 99.9 26,615 90.0 27 0.1 29,575 100.0
福岡県 154,699 99.8 132,668 85.5 384 0.2 155,083 100.0
佐賀県 27,907 99.9 24,316 87.0 38 0.1 27,945 100.0
長崎県 48,638 99.9 42,825 88.0 48 0.1 48,686 100.0
熊本県 57,348 99.9 50,057 87.2 82 0.1 57,430 100.0
大分県 40,390 99.9 35,200 87.0 50 0.1 40,440 100.0
宮崎県 40,008 99.9 35,465 88.5 44 0.1 40,052 100.0
鹿児島県 58,110 99.9 51,728 88.9 59 0.1 58,169 100.0
沖縄県 53,658 99.9 47,278 88.0 66 0.1 53,724 100.0
合計 4,201,264 99.7 3,665,361 87.0 11,926 0.3 4,213,190 100.0

　　　　　以下）、または資本金3億円以下（卸売業は1億円以下、小売業、飲食店、サー　ビス業は5,000万円以下）の企業を中小企業とする。

　　　  6.経済センサス－基礎調査では、(1)商業・法人登記等の行政記録を活用して、事業所・企業の捕捉範囲を拡大しており、(2)本社等の

　　　　 事業主が支所等の情報も一括して報告する「本社等一括調査」を導入しているため、過去の中小企業白書の附属統計資料の「事業

　　　   所・企業統計調査」による結果と単純に比較することは適切ではない。　

　　　　5.産業分類は、2007年11月改訂のものに従っている。

（注）　1.企業数＝会社数＋個人事業所（単独事業所及び本所・本社・本店）とする。

　　　　2.常用雇用者300人以下（卸売業、サービス業は100人以下、小売業、飲食店は50人

　　　　3.常用雇用者20人以下（卸売業、小売業、飲食店、サービス業は5人以下）の企業を小規模企業とする。

　　　　4.小規模企業の構成比は全企業数に占める割合とする。

資料：総務省「平成２１年経済センサス－基礎調査」再編加工

中小企業
大企業 合計

うち小規模企業
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融資対象
融資限度額

（単位　万円）
融資期間

（据置期間）
融資利率
（固定）％

保証料率
融資斡旋・認定等

申込先

一般貸付 短期的な運転資金を必要とする中小企業者 運転のみ1,000
0.45～
1.50

売掛債権
担保貸付

他の事業者等に売掛債権を有する中小企業者 運転のみ3,000 0.43

一般貸付
従業員20人以下の企業（商業・サービス業は5人以
下）※宿泊業及び娯楽業は20人以下 2.25

0.45～
1.45

従業員20人以下の企業で、既存の保証協会の保
証付融資残高との合計が1,250万円以下の小規模
企業者（商業・サービス業は5人以下）※宿泊業及
び娯楽業は20人以下

運転・設備併せて既存の
保証協会の保証付融資
残高との合計で1,250

運・ 7年(1年)
設・10年(1年) 2.10

0.50～
1.75

琉球銀行
沖縄銀行
沖縄海邦銀行
コザ信用金庫

運転・設備併せて8,000

（運転　3,000）

（設備　5,000）

・事業転換の場合

運転・設備併せて10,000

(運転3,000、設備7,000)

・多角化の場合

運転・設備併せて7,000

(運転2,000、設備5,000)

運転・設備併せて8,000

（運転　3,000）

（設備　5,000）

1組合あたり
共同事業資金 5,000
転貸資金 30,000
(※1転貸先 3,000)
1組合員あたり3,000
※転貸資金は一般貸付のみ

沖縄県中小企業再生支援協議会等の支援を受け
再生計画・経営改善計画を策定した中小企業者、
協同組合等
※「おきなわ経営サポート会議」を追加

運転・設備併せて8,000
運転・設備
10年(1年)

取扱金
融機関
所定金

利

0.45～
1.40

県中小企業再生支援
協議会

（対象１）４分の１以上償還した沖縄県信用保証協
会の保証付き融資を借り換える者 2.70

0.45～
1.40

（対象２）セーフティネット保証の市町村による認定
を受け、かつ借換事業計画書を作成している者 2.60 0.55

運転・設備併せて10,000

（運転　5,000）

運転・設備併せて25,000

（運転　10,000）

ベンチャービジネスを展開する中小企業者、協同
組合等　※経営革新の承認を受けた企業も対象

運転・設備併せて3,000
運・ 7年(1年)
設・10年(1年) 2.40

0.45～
1.40

県産業政策課
県中小企業支援課

独立・開業を行う者又は開業後１年未満の事業者 運転・設備併せて1,000
運転・設備
7年(1年)

2.30～
2.40

0.45～
1.35

県産業振興公社
県商工会連合会
商工会
商工会議所

※1 融資条件等については、年度途中で変更する場合があります。

２　資金調達・設備導入制度

沖縄県商工労働部中小企業支援課●TEL(098)866-2343

※2 保証料率は、資金の種類及び融資対象者の経営状況等の情報に基づき決定（詳細は沖縄県信用保証協会までお問い合わせ下さい。）

0.45～
1.40

創業者支援

琉球銀行
沖縄銀行
沖縄海邦銀行
コザ信用金庫
商工組合中央金庫
※商工会・商工会議所
（観光産業のみ）

2.20
0.45～
1.40

県中小企業支援課

　（１）　平成２６年度　沖縄県制度金融

運・ 7年(1年)
設・10年(1年) 2.20

組
織
強
化
育
成

一般貸付

セーフティネット貸付

中小企業
セーフティネット

運転・設備併せて5,000 10年（6ヵ月）

琉球銀行
沖縄銀行
沖縄海邦銀行
コザ信用金庫
商工組合中央金庫
※市町村商工担当課
（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証認定）

ベンチャー支援
＜※利子補給対象＞

中小企業再生支援

産
 

業
 

振
 

興

オキナワ型産
業振興貸付

企業立地推進
貸付

資金繰り円滑化借換

国際物流拠点産業集積地域、情報通信産業特別
地区等において、工場、事業所等を設置しようとす
る中小企業者、協同組合等

運・10年(1年)
設・15年(3年)

0.45～
1.40

・売上の減少等により資金繰りが厳しくなっている
中小企業者、協同組合等
※原油・原材料の高騰により資金繰りが厳しい中
小企業者、協同組合等を追加

運転・設備併せて3,000
※設備資金はｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ
保証第3号、第4号又は第
5号の適用を受ける場合
のみ

運・ ７年（1年）
※ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保
証第3号、第4号
又は第5号の適
用を受ける場合
は運・7年(1年)、
設10年(1年)

2.10～
2.30

雇用創出促進
＜※利子補給対象＞

事業拡大や多角化計画に基づき、新たに常時使用
する従業員を１名以上雇い入れようとする中小企
業者、協同組合等

商工業関係組合及び構成企業

売上の減少等により資金繰りが厳しくなっている商
工業関係組合及び構成企業

県内において、地域特性を生かした比較優位性の
ある産業「オキナワ型産業」を営む中小企業者、協
同組合等
※「観光産業」を追加

商工会
商工会議所

1.50
（ただし
変動あ

り） 0.60

0.45～
1.45

運・ 7年(1年)
設・10年(1年)

0.45～
1.50

琉球銀行
沖縄銀行
沖縄海邦銀行
コザ信用金庫
商工組合中央金庫

2.40

琉球銀行
沖縄銀行

沖縄海邦銀行
コザ信用金庫

商工組合中央金庫
※市町村商工担当課
（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証認定）

0.45～
1.45

事業転換や多角化により新たな事業分野に進出す
る中小企業者、協同組合等

運・  7年(1年)
設・10年(1年) 2.30

0.45～
1.40

県産業振興公社
商工会
商工会議所

県中小企業団体
中央会

運・  7年(1年)
設・10年(1年) 2.00

資金名         　　 　 融資条件等

事
　
業
　
歴
　
が
　
1
　
年
　
以
　
上
　
の
　
事
　
業
　
者

短
期
運
転

1年

特別小口
貸付

中小企業信用保険法に規定する特別小口保険該
当者に対する無担保無保証人制度

小口零細企業

経営振興
経営の近代化、合理化を図る中小企業者、協同組
合等

運・ 7年(1年)
設・10年(1年)

2.20

琉球銀行
沖縄銀行
沖縄海邦銀行
コザ信用金庫
商工組合中央金庫

小
規
模
企
業

対
策

運転・設備併せて1,250
運・ 7年(1年)
設・10年(1年)

商工会
商工会議所
市町村商工担当課2.10 0.60

新事業分野進出
＜※利子補給対象＞
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（２）必要添付書類等

基本的に次の書類が必要です。 ので、詳しくは沖縄県商工労働部中小企業資金によって必要書類が異なる場合もあります
支援課ホームページ（http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/kinyu/yuushiseido.html)でご確認下さい。

申込者本人 連帯保証人

① 事業税納税証明書（事業税の納税が到来していない場合は県民税及び市 ① 印鑑証明書
町村民税納税証明書） ② 資産評価証明書

② 最近２年間の受付印のある確定申告書の写し ③ 個人情報の提供に関する同意書
（法人は最近２年間の決算書） ※ その他金融機関、保証協会が必

③ 定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書) 要とする書類
（法人、協同組合等の場合）

④ 印鑑証明書
⑤ 資産評価証明書
⑥ 見積書、請求書等（設備資金の場合）
⑦ 許認可証の写し（許認可業種の場合）
⑧ 個人情報の提供に関する同意書
※ その他金融機関、保証協会が必要とする書類

（３）制度融資フロー図

①－２※１

①融資斡旋申込 融資依頼

②保証依頼

※２

①認定等申込

③保証承諾①－２

認定書等交付

①融資申込※３

④融資実行

原資預託
融資あっせん機関にあっせん申込みを行う資金※１
小規模企業対策資金、新事業分野進出資金、雇用創出促進資金、組織強化育成資金、観光リゾート振興資金、創業者支

援資金
(注) 雇用創出促進資金は、②保証依頼後、信用保証協会で審査し③保証承諾の見込みがついた時点で金融機関経由によ

、「 （ ）」 。り信用保証協会に対し 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 事業主通知用 の写しを提出していただきます
融資対象者となるため認定等の申込みを行う資金※２
産業振興資金（企業立地推進貸付 、ベンチャー支援資金、中小企業再生支援資金、中小企業セーフティネット資金）
（融資対象３の該当者 、組織強化育成資金（セーフティネット貸付 、資金繰り円滑化借換資金（融資対象２の該当） ）
者）
直接取扱金融機関へ申込みを行う資金※３
短期運転資金、経営振興資金、小口零細企業資金、産業振興資金（オキナワ型産業振興貸付 、中小企業セーフティ）
ネット資金（融資対象１、２の該当者 、資金繰り円滑化借換資金（融資対象１の該当者））
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３　主な関係団体一覧
（1）市町村担当課一覧

  平成26年4月1日現在
市町村名 商工担当課 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

那覇市 商工農水課 900-8585 那覇市泉崎1－1－1 (098)951-3212 (098)951-3213

宜野湾市 商工農水課 901-2710 宜野湾市野嵩1－1－1 (098)893-4411 (098)893-4410

石垣市 商工振興課 907-8501 石垣市美崎町14 (0980)82-1533 (0980)83-1427

浦添市 商工産業課 901-2501 浦添市安波茶1－1－1 (098)876-1234 (098)876-9467

名護市 商工観光課 905-8540 名護市港1－1－1 (0980)53-1212(内348) (0980)53-7455

糸満市 商工観光課 901-0392 糸満市潮崎町1－1 (098)840-8137 (098)840-8155

沖縄市 商工振興課 904-8501 沖縄市仲宗根26－1 (098)929-3300（直通） (098)937-0342

豊見城市 商工観光課 901-0292 豊見城市字翁長854-1 (098)850-5876 (098)850-5343

うるま市 商工観光課 904-1192 うるま市石川石崎1－1 (098)965-5634 (098)965-5623

宮古島市 商工物産交流課 906-0012 宮古島市平良字西里187番地 平良第二庁舎 (0980)73-2691 (0980)73-2692

南城市 観光商工課 901-0695 南城市玉城字富里143 (098)946-8817 (098)852-6004

国頭村 企画商工観光課 905-1495 国頭村字辺土名121 (0980)41-2101 (0980)41-5910

大宜味村 企画観光課 905-1392 大宜味村字大兼久157 (0980)44-3007 (0980)44-3029

東村 企画観光課 905-1292 東村字平良804 (0980)43-2265 (0980)43-2457

今帰仁村 経済課 905-0492 今帰仁村字仲宗根219 (0980)56-2256 (0980)56-2105

本部町 商工観光課 905-0292 本部町字東5 (0980)47-2700 (0980)51-6007

恩納村 商工観光課 904-0492 恩納村字恩納2451 (098)966-1280 (098)966-1045

宜野座村 観光商工課 904-1392 宜野座村字宜野座296 (098)968-5125 (098)968-5037

金武町 産業振興課 904-1292 金武町字金武１ (098)968-2645 (098)968-6271

伊江村 商工観光課 905-0503 伊江村字川平519-3 (0980)49-2906 (0980)49-5587

読谷村 商工観光課 904-0392 読谷村字座喜味2901 (098)982-9216 (098)982-9002

嘉手納町 産業振興課 904-0203 嘉手納町字嘉手納588 (098)956-1111(内326) (098)956-9508

北谷町 商工観光課 904-0192 北谷町字桑江226 (098)982-7701 (098)926-2174

北中城村 企画振興課 901-2392 北中城村字喜舎場426番地2 (098)935-2233 (098)935-3773

中城村 企業立地観光推進課 901-2493 中城村字当間176 (098)895-2131 (098)895-3048

西原町 産業課 903-0220 西原町字嘉手苅112 (098)945-4540 (098)945-4580

与那原町 企画観光課 901-1392 与那原町字上与那原16 (098)945-5323 (098)946-6074

南風原町 産業振興課 901-1195 南風原町字兼城686 (098)889-4430 (098)889-7657

渡嘉敷村 商工観光課 901-3592 渡嘉敷村字渡嘉敷183 (098)987-2333 (098)987-2783

座間味村 産業振興課 901-3496 座間味村字座間味109 (098)987-2312 (098)987-2004

粟国村 経済課 901-3792 粟国村字東367 (098)988-2258 (098)988-2464

渡名喜村 経済課 901-3692 渡名喜村1917－3 (098)989-2066 (098)989-2197

南大東村 産業課 901-3895 南大東村字南144-1 (0980)22-2037 (0980)22-2669

北大東村 経済課 901-3992 北大東村字中野218 (0980)23-4033 (0980)23-4406

伊平屋村 総合推進室 905-0703 伊平屋村字我喜屋217-27 (0980)46-2177 (0980)46-2091

伊是名村 商工観光課 905-0695 伊是名村字仲田1203 (0980)45-2534 (0980)45-2438

久米島町 産業振興課 901-3193 久米島町字比嘉2870 (098)985-7131 (098)985-7120

八重瀬町 企画財政課 901-0592 八重瀬町字具志頭659番地 (098)998-2668 (098)998-4745

多良間村 観光振興課 906-0602 多良間村字仲筋99－2 (0980)79-2260 (0980)79-2664

竹富町 商工観光課 907-8503 石垣市美崎町11-1 (0980)82-6191 (0980)82-6199

与那国町 総務財政課 907-1801 与那国町字与那国129 (0980)87-2241 (0980)87-2079
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  (2) 商工関係団体一覧   

 （平成26年4月1日現在）

沖縄県中小企業団体中央会 会　長  津波古勝三 沖縄産業支援センター６階 859-6120 859-6121

（※支援センターの住所は下記）

沖縄県信用保証協会 会　長  仲里　全輝 900-0016 那覇市前島3－1－20 863-5302 863-6805

沖縄県商工会連合会 会　長  照屋　義実 沖縄産業支援センター６階 859-6150 859-6149

沖縄県商工会議所連合会 会　長  國場 幸一 900-0033 那覇市久米2－2－10 868-3758 866-9834

　　　 （那覇商工会議所内）

(公財)沖縄県産業振興公社 理事長  知念 榮治 沖縄産業支援センター４階 859-6255 859-6233

(一社)沖縄県銀行協会 会　長  玉城　義昭 900-0032 那覇市松山2-27-1 866-5448 866-5564

      　 ｸﾞﾚｰｽ松山2階

(一社)沖縄県経営者協会 会　長  安里 昌利 沖縄産業支援センター６階 859-6151 859-6153

(公社)沖縄県工業連合会 会　長  湧川 昌秀 沖縄産業支援センター６階 859-6191 859-6193

(一社)沖縄県生産性本部 会　長  大城 勇夫 沖縄産業支援センター６階 857-0141 857-0142

沖縄経済同友会 代表幹事 當眞 嗣吉 900-0015 那覇市久茂地3-15-9 868-8439 868-0787

   〃    玉城 義昭

沖縄県中小企業家同友会 代表理事 小渡　玠 沖縄産業支援センター６階 859-6205 859-6208

   〃    稲嶺　有晃

沖縄県酒造組合 会　長  平良正諭輝 900-0001 那覇市港町2－8－9 868-3727 861-3733

沖縄県商店街振興組合連合会 理事長  上原 善明 沖縄産業支援センター６階 859-6120 859-6121

(社)沖縄県貿易協会 会　長　新垣 勇 900-0033 那覇市久米2－2－10 866-9183 866-9219

(一社)沖縄県中小企業診断士協会 会　長  西里 喜明 902-0061 那覇市古島1-23-2 882-3033 885-0910

　　　　譜久原ビル２階

(一社)沖縄県発明協会 会　長  西村 聰 904-2234 うるま市字州崎12－2 921-2666 921-2672

(社)沖縄県溶接協会 会　長　屋良 秀夫 904-2234 うるま市字州崎12－2 934-9565 934-9545

沖縄県ＪＩＳ協会 会　長  小波津 昇 沖縄産業支援センター６階 859-6195 859-6195

商工組合中央金庫那覇支店 支店長  渡部 秀嘉 900-0015 那覇市久茂地2－22－10 866-0196 863-7831

(社)日本青年会議所沖縄地区協議会 会　長　奥村 幸定 901-0145 那覇市高良3－9－5 858-1110 858-1010

沖縄砂利採取事業協同組合 理事長  吉山 盛安 901-2227 宜野湾市字宇地泊668番地 890-2904 890-2905

(公社)沖縄県情報産業協会 会　長  仲里 朝勝 沖縄産業支援センター５階 859-2677 859-2620

(株)沖縄県物産公社 社　長  上里 至 沖縄産業支援センター７階 859-6456 859-6330

(株)沖縄産業振興センター 社　長  照屋 義実 沖縄産業支援センター３階 859-6234 859-6230

(財)南西地域産業活性化ｾﾝﾀｰ 会　長  當眞 嗣吉 900-0015 那覇市久茂地3-15-9 866-4591 869-0661

アルテビルディング那覇２Ｆ

沖縄県生コンクリート工業組合 理事長　津波古勝三 900-0001 那覇市港町2-14-1 868-2662 863-2511

沖縄県衣類縫製品工業組合 理事長　大坪　愼治 900-0023 那覇市楚辺1-10-36 836-4700 836-4721

特定非営利活動法人
フロム沖縄推進機構

理事長　池宮　力 沖縄産業支援センター５階 859-1831 859-1832

859-7456

 ＦＡＸ

  ※　沖縄産業支援センターの住所：901-0152 那覇市字小禄1831-1

   団体名  　代 　表   者 　　所在地 ＴＥＬ

日本貿易振興機構
　沖縄貿易情報センター

所　長  水野 大輔 沖縄産業支援センター６階 859-7002
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(3) 商工会・商工会議所一覧  　

①商工会議所

№ 郵便番号 所  在  地 ＴＥＬ ＦＡＸ

1 会頭 國場 幸一 900-0033 那覇市久米2-2-10 098-868-3758 098-866-5728

2 会頭 新垣 直彦 904-0004 沖縄市中央4-15-20 098-938-8022 098-938-2755

3 会頭 下地　義治 906-0012 宮古島市平良字西里240-2 3階 0980-72-2779 0980-73-1543

4 会頭 西村　聰 901-2567 浦添市勢理客4-13-1 098-877-4606 098-877-4677

②商工会連合会・商工会

郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

1 会長 照屋　義実 901-0152 那覇市字小禄1831-1(産業支援ｾﾝﾀｰ6階604号) 098-859-6150 098-859-6149

1 会長 福里 清孝 901-2224 宜野湾市真志喜1-11-11 098-897-0111 098-897-9467

2 会長 我喜屋　隆 907-0013 石垣市浜崎町1-1-4 0980-82-2672 0980-83-4369

3 会長 金城　哲成 905-0017 名護市大中1-19-24 0980-52-4243 0980-53-7204

4 会長 照屋 正秀 901-0361 糸満市字糸満2075 098-992-2816 098-992-3544

5 会長 当銘 優 901-0242 豊見城市字高安358-2 098-850-2060 098-850-0462

6 会長 山城　和正 904-2312 うるま市勝連平安名2884-1 098-978-3168 098-978-3940

7 会長 潮平 隆 901-1403 南城市佐敷字佐敷43 098-947-1283 098-947-6559

8 会長 崎浜 秀安 905-1411 国頭村字辺土名264-1 0980-41-5116 0980-41-2996

9 会長 仲井間 宗利 905-1303 大宜味村字喜如嘉320 0980-44-3442 0980-44-3343

10 会長 島袋 徳和 905-1204 東村字平良809-1 0980-43-2931 0980-43-2503

11 会長 島袋 松男 905-0401 今帰仁村字仲宗根99-3 0980-56-4474 0980-56-2796

12 会長 松田 泰昭 905-0212 本部町字大浜881-1 0980-47-2749 0980-47-4574

13 会長 當山 憲一 904-0411 恩納村字恩納419-3 098-966-8258 098-966-2435

14 会長 仲本 彰 904-1302 宜野座村字宜野座1213 098-968-8337 098-968-2301

15 会長 國場 盛光 904-1201 金武町字金武4090-1 098-968-2491 098-968-4725

16 会長 知念 政宏 905-0503 伊江村字川平519-3（はにくすにﾎｰﾙ棟） 0980-49-2742 0980-49-5756

17 会長 國吉 眞哲 904-0304 読谷村字楚辺2187 098-956-4011 098-982-8273

18 会長 渡口 彦則 904-0203 嘉手納町字嘉手納259 098-956-2810 098-956-8414

19 会長 米須　義明 904-0101 北谷町字上勢頭837-1 098-936-2100 098-936-8845

20 会長 安里 邦夫 901-2303 北中城村字仲順432 098-935-3939 098-935-2978

21 会長 幸喜 良男 901-2406 中城村字当間140-5 098-895-2136 098-895-2166

22 会長 濱門 稔 903-0122 西原町字小橋川1-5 098-945-6136 098-946-6627

23 会長 與座 永己 901-0512 八重瀬町字具志頭1 098-998-4334 098-998-6743

24 会長 照屋 義実 901-1303 与那原町字与那原3090-8 098-945-3513 098-945-7502

25 会長 赤嶺 和雄 901-1112 南風原町字本部158 098-889-6121 098-889-4313

26 会長 嘉手苅 一 901-3121 久米島町字嘉手苅658-1 098-985-2630 098-985-2740

27 会長 新垣 徹 901-3501 渡嘉敷村字渡嘉敷346 098-987-2430 098-987-2798

28 会長 宮平 安弘 901-3402 座間味村字座間味94番地 098-896-4321 098-987-2340

29 会長 垣花 恵忠 901-3806 南大東村字池之沢347-5 09802-2-2184 09802-2-2194

30 会長 伊禮 征男 905-0703 伊平屋村字我喜屋217-27 0980-46-2912 0980-46-2964

31 会長 東江 源也 905-0602 伊是名村字諸見565-4 0980-45-2475 0980-45-2306

32 会長 大浦 貞治 906-0506 宮古島市伊良部字長浜1296 0980-78-6202 0980-78-5060

33 会長 上勢頭 保 907-0012 石垣市美崎町1-5 0980-82-5616 0980-83-3287

34 会長 崎原　孫吉 907-1801 与那国町字与那国59-3 0980-87-2944 0980-87-2160

団体名

(平成26年4月1日現在)

代 表 者 名

代表者名

名護市商工会

うるま市商工会

団　体　名

石垣市商工会

宜野湾市商工会

浦添商工会議所

宮古島商工会議所

沖縄商工会議所

那覇商工会議所

沖縄県商工会連合会

恩納村商工会

糸満市商工会

豊見城市商工会

国頭村商工会

大宜味村商工会

南城市商工会

東村商工会

今帰仁村商工会

本部町商工会

北中城村商工会

中城村商工会

座間味村商工会

西原町商工会

八重瀬町商工会

与那原町商工会

南風原町商工会

久米島商工会

渡嘉敷村商工会

南大東村商工会

伊平屋村商工会

伊是名村商工会

宮古島市伊良部商工会

竹富町商工会

与那国町商工会

嘉手納町商工会

北谷町商工会

宜野座村商工会

金武町商工会

伊江村商工会

読谷村商工会
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(4) 労働関係機関・団体一覧　                      

平成26年4月1日現在

沖縄県労働金庫 900-0029 那覇市旭町1-9 098-866-0236

(公財)沖縄県労働者福祉基金協会 900-0021 那覇市泉崎1-15-10 3階 098-865-5001

沖縄県勤労者互助会 902-0073 那覇市上間294-2G-2 098-987-0622

(一財)沖縄駐留軍離職者対策ｾﾝ
ﾀｰ

901-2221 宜野湾市伊佐4-5-16 098-898-5587

904-0014 沖縄市仲宗根町35-8 098-929-4001

900-0036 那覇市西3-8-14 098-866-8905

沖縄県労働組合総連合 900-0026 那覇市奥武山町26-24 奥武山ﾏﾝｼｮﾝ201 098-859-2110

(社)沖縄県経営者協会 901-0152 那覇市字小禄1831-1 (沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ内) 098-859-6151

沖縄県商工会議所連合会 900-0033 那覇市久米2-2-10 098-868-3758

沖縄県商工会連合会 901-0152 那覇市字小禄1831-1 (沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ内) 098-859-6150

沖縄県中小企業団体中央会 901-0152 那覇市字小禄1831-1 (沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ内) 098-859-6120

沖縄県中小企業家同友会 901-0152 那覇市字小禄1831-1 (沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ内) 098-859-6205

(公社)沖縄県工業連合会 901-0152 那覇市字小禄1831-1 (沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ内) 098-859-6191

(一社)沖縄県建設業協会 901-2131 浦添市牧港5-6-8 098-876-5211

(一社)沖縄県生産性本部 901-0152 那覇市字小禄1831-1 (沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ内) 098-857-0141

厚生労働省
100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
　　　　　中央合同庁舎第5号館

03-5253-1111

(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構

261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 043-213-6000

(独)労働者健康福祉機構 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580 044-556-9835

中小企業退職金共済事業本部 170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1 03-6907-1234

建設業退職金共済事業本部 170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1 03-6731-2849

(独)労働政策研究・研修機構 177-8502 東京都練馬区上石神井4-8-23 03-5903-6111

(社)日本勤労青少年団体協議会 164-8512 東京都中野区中野4-1-1(サンプラザ) 03-3389-1802

(一社)全国中小企業勤労者福
祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 03-3433-2948

(一財)女性労働協会 108-0073 東京都港区三田3-5-21 03-3456-4410

グッジョブセンターおきなわ 900-0021 　那覇市泉崎1-15-10 098-865-5006

沖縄県キャリアセンター
（おもろまち）

900-0006 那覇市おもろまち1-3-25
沖縄職業総合庁舎３F

098-869-1034

沖縄県キャリアセンター
（泉崎）

900-0021 那覇市泉崎1-15-10
グッジョブセンターおきなわ２F

098-866-5465

グッジョブおきなわ推進事業
局（上之屋）

900-0005 那覇市天久1311-11（ダイオキビル６Ｆ） 098-860-8300

(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構沖縄職業訓練支援ｾﾝ
ﾀｰ

904-0105 北谷町吉原728-6 098-936-1755

沖縄職業能力開発大学校 904-2141 沖縄市池原2994-2 098-934-6282

沖縄県職業能力開発協会 900-0036 那覇市西3-14-1 098-862-4278

(一社)沖縄産業開発青年協会 905-1204 東村平良380-1 0980-43-2118

建設業退職金共済沖縄県支部 901-2131 浦添市牧港5-6-8 098-876-5214

(一社)沖縄県労働基準協会 900-0001 那覇市港町2-5-23 098-868-2826

(独)駐留軍等労働者労務管理
機構沖縄支部

904-0202　嘉手納町字屋良1058-1 098-921-5531

所　　　　在　　　　地 連　絡　先

(公財)沖縄中部勤労者福祉ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

労

働

福

祉

団

体

区　分 団　体　・　機　関　名
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団
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の
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係

団
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日本労働組合総連合会沖縄県
連合会

使

用

者

団

体
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沖縄労働局 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 TEL 098-868-4303

(那覇第2地方合同庁舎) FAX 098-862-6793

中労委事務局沖縄分室 900-0022 那覇市樋川 1-15-15 TEL 098-854-7433

(那覇第1合同庁舎) FAX

那覇労働基準監督署 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 TEL 098-868-3344

(那覇第2地方合同庁舎) FAX 098-868-1390

沖縄労働基準監督署 904-0003 沖縄市住吉1-23-1 TEL 098-982-1263

(沖縄労働総合庁舎) FAX 098-939-3193

名護労働基準監督署 905-0011 名護市宮里452-３ TEL 0980-52-2691

(名護地方合同庁舎) FAX 0980-53-2304

宮古労働基準監督署 906-0013 宮古島市平良字下里1016 TEL 0980-72-2303

　　　　　　　　　　   (平良地方合同庁舎) FAX 0980-72-1846

八重山労働基準監督署 907-0004 石垣市登野城55-4 TEL 0980-82-2344

　　　　　　　　　　　 (石垣地方合同庁舎) FAX 0980-82-9445

沖縄労働局職業安定部 900-0006  那覇市おもろまち2-1-1(3F) TEL 098-868-1655

職業安定課  FAX 098-868-1635

沖縄労働局職業安定部 900-0006  那覇市おもろまち2-1-1(3F) TEL 098-868-3701

職業対策課 FAX 098-951-3507

那覇公共職業安定所 900-8601  那覇市おもろまち1-3-25 TEL 098-866-8609

　　　　　沖縄職業総合庁舎1～3階 FAX 098-866-0808

ハローワークプラザ 900-0006  那覇市おもろまち3-3-1 TEL 098-867-8010

那覇 　　　　　コープあっぷるタウン3階 FAX 098-867-7844

沖縄公共職業安定所 904-0003  沖縄市住吉1-23-1 TEL 098-939-3200

FAX 098-939-3209

ハローワークプラザ 904-0004  沖縄市中央2-28-1コリンザ３階 TEL 098-939-8010

沖縄 FAX 098-939-8100

名護公共職業安定所 905-0021  名護市字東江4-3-12 TEL 0980-52-2810

FAX 0980-52-4091

宮古公共職業安定所 906-0013  宮古島市平良字下里1020 TEL 0980-72-3329

FAX 0980-72-8964

八重山公共職業安定所 907-0004  石垣市字登野城55-4 TEL 0980-82-2327

FAX 0980-82-1389

沖縄障害者職業センター 900-0006  那覇市おもろまち1-3-25 TEL 098-861-1254

       　 沖縄職業総合庁舎5階 FAX 098-861-1116

(財)介護労働安定センター 900-0016  那覇市前島3-25-5 TEL 098-869-5617

　　沖縄支部           とまりん(アネックスビル1階) FAX 098-869-5618

(公社)沖縄県シルバー人材 901-2132  浦添市伊祖1-33-1 TEL 098-871-0330

　　　センター連合 　　　　　牧港建設第２ビル２階 FAX 098-875-0255

(財)産業雇用安定センター 900-0014  那覇市松尾1-19-1 TEL 098-860-0750

      沖縄事務所 　　　　　ベルザ沖縄９階 FAX 098-860-0760

連　絡　先
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４ 主な関係機関等の概要
(1) 公益財団法人沖縄県産業振興公社

平成26年4月1日現在

１．概 要
県内商工業の設備の近代化及び下請取引の円滑化を図るとともに、情報の収集、提供などを行って、

商工業の生産技術の向上及び経営の合理化を促進し、もって本県産業の健全な発展に寄与することを
目的として、県が設立した公益法人である。

２．組 織
総務課

総務部長
融資課

理事長 専務理事 事務局長
産業振興部長 産業振興課

経営支援課
経営支援部長

海外・ビジネス 香港事務所
支援課 上海事務所

台北事務所
北京事務所
福州委託駐在員等

３．事業内容（一部）

設備貸与事業・ 小規模企業等の創業及び経営基盤強化に必要な設備導入を促進する。
機械類貸与事業

中小企業総合支 新事業創出促進法に基づく中核的支援機関として、新事業の創出を促進するため、各
援事業（中小企 支援機関のﾈｯﾄﾜｰｸの強化、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの情報提供を推進するとともに産業資源ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰ
業支援センター ｽの整備等を実施。
事業） また、中小企業の経営革新や創業を支援し、人材、技術、情報等の経営資源を効率的

に確保するため、窓口相談や専門家の派遣、研修会やセミナーの開催、情報の提供等を
実施。

OKINAWA型産業応 本県の特色ある地域資源を活用した事業の芽だしを支援する(地域資源活用支援事
援ファンド事業 業)。また、健康食品・バイオ関連産業や観光関連産業等における県内中小企業が行う商

品開発やサービスの創出を支援し事業化を促進する(新商品開発等支援事業)。

海外事務所活動 県内企業の海外経済交流を促進するため、海外事務所（台北、北京、上海、香港）、
支援事業 福州及び北米委託駐在員等の活用により、海外情報の収集・提供、海外の市場調査、観

光客の誘客、県産品の販路拡大、企業誘致活動等を行う。
また、海外への経済ミッション派遣や海外ビジネスセミナーの開催、海外見本市・商

談会等への出展支援等を通して、県内企業の海外展開等を促進する。

中小企業課題解 県内中小企業の経営基盤強化を図るため、成長可能性のある県内中小企業の課題解決
決・地域連携プ や企業連携プロジェクトに対し、プロジェクトマネージャー等による計画のブラッシュ
ロジェクト推進 アップから計画推進のコーディネート等の一貫支援を行うとともに、プロジェクトの円
事業 滑な推進のための専門家派遣やプロジェクト費用を助成する。

おきなわ新産業 沖縄のベンチャー企業（IT、バイオ、環境関連）等への資金的支援を行うため、ベン
創出投資事業 チャーキャピタルなどが出資して組成する投資事業有限組合に出資する。

沖縄文化等コンテンツファンド投資事業有限責任組合と連携し、コンテンツ制作を目沖縄文化等コン
指す事業者を対象に、コンテンツ制作プランのブラッシュアップと実現に向けた共同事テンツ産業創出
業体の形成、知財戦略の構築、資金・工程管理のノウハウ蓄積、幅広い市場に向けた販支援事業
路開拓等を行うため、ハンズオン支援を行う。

万国津梁産業人 高度な専門性と国際性を有する産業人材を育成するため、海外展開を目指す県内企業
材育成事業 を対象に、国内外におけるOJT 研修及び海外大学院への留学派遣や、海外専門家の招へ

いを通じたスキル、ノウハウの習得を支援する。また、企業の若手・中核人材を対象と
した座学研修を実施する。

４．問い合わせ先
〒901-0152 那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター４階

TEL 098-859-6255 FAX 098-859-6233
HP http://okinawa-ric.jp mail:info@okinawa-ric.or.jp
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(2) 株式会社沖縄県物産公社
平成26年4月1日現在

１．概 要
主要民間企業等43団体・自治体10市県が参加してオール沖縄で構成される第三セク

ターの事業体であり、沖縄県産品の販売促進と県内製造業への県外市場情報の提供及
び海外からの原材料供給等を通して、マーケティングによる本県地場産業の振興を図
るために、平成５年２月に設立され、同年４月１日に事業を開始した。

２．組 織
海外事業課

広域事業部
イベント推進課

社長 専務 常務 広域流通課

ﾘﾃｰﾙ事業部 店舗営業課

営業企画部 販売促進室

物流ITシステム課
経営管理部

経営管理課
（平成25年7月1日組織改正）

３．事業内容
①物産展・見本市・商談会などの企画・実施 ②卸売・小売及び集荷・問屋機能
③県産品の宣伝紹介 ④県・市町村よりの委託事業
⑤県内外のパイロットショップ・飲食店経営
⑥新商品の企画・開発及び既存商品の改良 ⑦県産品に関する輸移入
⑧市場調査などの流通情報の収集・分析・提供 ⑨通信販売業務 等

４．主な事業実績
平成５年の設立以来、パイロットショップ展開を始め、沖縄県の委託による県外・

海外物産展及び見本市、商談会を開催しているほか、独自で物産展を開催するととも
に、卸取引や通信販売でも県産品の販路拡大に努めている。
また、沖縄県の委託事業として沖縄県優良県産品推奨事業を実施し、県産品の品質

向上と販路の拡大にも努めている。

５．販売ネットワーク営業所・店舗
①東京営業所 ②大阪営業所 ③札幌わしたショップ ④銀座わしたショップ
⑤わしたショップイオンレイクタウンkaze ⑥わしたショップイオンモール幕張
新都心 ⑦名古屋わしたショップ ⑧福岡わしたショップ ⑨わしたショップ国際
通り本店 ⑩那覇空港わしたショップ ⑪その他：特約店6店舗

６．問合わせ先
〒901-0152 那覇市字小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター７階

TEL 098-859-6456 FAX 098-859-6330
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(3) 株式会社沖縄産業振興センター

平成26年4月1日現在

１．概 要

各種産業支援団体を集積した沖縄県の産業振興の拠点である「沖縄産業支援

センター」を管理運営する沖縄県等が出資する第３セクターである。

２．組 織 図

総務課

社 長 専 務 総務企画部 企画課

管理課

３．業務内容

①沖縄産業支援センターの管理・運営

（１）採算性の確保

・施設の入居促進、会議室の利用促進 等

（２）施設等の管理・運営

・施設、駐車場の整備 等

（３）ソフト機能の充実

・講習会、説明会開催 等

４．沖縄産業支援センターの施設・機能

地域プラットフォーム施設、インキュベート施設、民間(オフィス)施設、

ホール、観光物産展示場、会議室、レストラン、売店、保育園、他

５．問い合わせ先

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄１８３１番地１

沖縄産業支援センター３０１室

TEL 098-859-6231 FAX 098-859-6232
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平成26年4月1日現在(4) 公益社団法人沖縄県情報産業協会（ＩＩＡ）

昭和62年11月、ソフトウェア開発に携わる県内企業10社が発起人となり任意団体の沖縄県ソフ
１． トウェア産業振興協会が設立され、平成12年３月には、社団法人沖縄県情報産業協会として認可概 要

され、平成25年４月には公益社団法人に移行しました。地域情報化に関する調査・研究、人材育
成及び技術開発を推進する事業等を通じ、本県情報関連産業の健全な発展を図るとともに、県内
産業の高度情報化を推進し、もって地域経済・社会の活性化及び県民生活の向上に寄与すること
を目的としています。

組 織２．

事業内容３．
（１）地域情報化推進のための調査・研究、啓蒙普及及び政策提言
（２）情報産業の振興に資する教育研修、人材育成
（３）情報産業の振興に資する技術開発、基盤整備及び利活用推進
（４）産業の高度情報化の推進のための関係団体との連携
（５）会員相互の情報交換及び交流
（６）その他当協会の目的を達成するために必要な事業

・協会の広報・啓発活動に関すること ・広報誌・機関誌の発行に関すること
・ホームページの管理、運営に関すること

総務委員会 ・ 関連産業における人材の確保に関することIT
・ 関連企業の福利・厚生に関すること ・職場環境の改善に関することIT
・関係団体との交流促進に関すること ・会員の交流推進に関すること

・ 技術の調査・研究に関することIT
・ 技術の活用促進及び啓蒙・普及に関することIT

技術委員会 ・ 技術開発に伴う人材育成に関することIT
・他産業における 活用の促進に関することIT
・関係団体との技術交流に関すること

・ 産業の経営基盤の向上に関することIT
・ 需要の拡大に関することIT

経営委員会 ・ビジネスチャンスの拡大に関すること
・ 経営人材の育成に関することIT
・異業種交流に関すること

・市町村の情報化推進に関すること
地域情報化委員会 ・県民の情報リテラシー向上に関すること

・ ユーザー教育・研修に関することIT
・ コーディネーターとの連携に関することIT

アジアビジネス ・アジア諸国との情報連携、人材交流に関すること
推進委員会 ・沖縄県の優位性を生かしたビジネスモデル構築に関すること

特別委員会 常設委員会の守備範囲を超える事案や臨時的な対応が必要な事案への対応のため、特別委
員会を設置する

問合わせ先４．
〒901-0152 那覇市小禄1831番地1

沖縄産業支援センター ５階
TEL 098-859-2677 FAX 098-859-2620
http：//www.iia-okinawa.or.jp
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(5) 特定非営利活動法人フロム沖縄推進機構

平成26年4月1日現在

１．概 要

平成１１年４月に、沖縄県マルチメディアアイランド構想の実現を目指し、産・学

・行政・住民が一体となり設立された特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)。平成２４年

度に策定されたおきなわSmart Hub構想実現のため、業界・地域の立場で具体的な支

援事業を展開する。

２．組 織 図

総 会

監 事 理 事 会 運営委員会

事務局

(総務部門・事業部門)

３．事 業 内 容

情報通信関連企業 東京を中心に企業誘致に関する説明会、沖縄ＩＴ津梁パークのＰＲ・

誘致・活性化事業 紹介等や県内企業の製品ＰＲ、県内では、テーマを設けた講演会、セ

ミナーや情報交流会等を行う。

情報通信関連人材の 情報通信関連人材のスキルアップを主体に、即戦力としての人材や戦

育成・確保事業 力不足を補うための人材の育成・確保、業界の将来を担う人材の育成

等を行う。また、同様の事業を積極的に支援する。

、 、 、 、 、地域情報化を推進 地域情報化の推進として 地域の学校 公民館等で児童 生徒 学生

する事業 父母、祖父母等を対象にデジタル・デバイドの是正やＩＴリテラシー

の向上のための情報化教育等の実施や支援を行う。

研究、製品開発及び メンバーの過半数を当機構の会員企業で構成するワークグループが行

、 。政策提言等の活動支 う 事業化に向けた研究・製品開発及び政策提言の検討等を支援する

援事業

コーディネート事業 県内進出に関わる詳細情報、事業確保のための企業間のコラボレーシ

ョン情報、県内ＩＴ人材情報、事業化に関する相談等々情報通信関連

産業の振興に関わる情報提供や相談等を行う。

４．問い合わせ先

〒901-0152 那覇市小禄1831番地1

沖縄産業支援センター ５階

TEL 098-859-1831 FAX 098-859-1832

E-mail：from@from-okinawa.org
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