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令和元年度事業報告（総括） 

（平成 31年４月１日～令和２年３月 31 日） 

 

  

令和元年度、沖縄県の経済は、入域観光客数が約 1,016 万人を記録し、7 年連

続で過去最高を更新したほか、雇用情勢については、平均の有効求人倍率が 1.19

倍、完全失業率が 2.7パーセントで、いずれも復帰後、最も良い数値を記録する

など、好調に推移している。 

 

沖縄県においては、令和元年度を、これまで実施した沖縄振興計画に基づく各

種施策等の課題や対策について総点検を行い、新沖縄発展戦略を踏まえ新たな沖

縄振興計画の検討に着手するとともに、残り３年となる「沖縄 21 世紀ビジョン

基本計画」の総仕上げに向け、各種施策に全力に取り組んでいく年としている。 

 

このような中、当公社では、「沖縄 21世紀ビジョン基本計画」等で示された諸

施策を積極的に推進するとともに、企業の複雑・高度化する経営課題の解決に向

けた支援や、経営基盤強化・経営革新等による総合的な支援等に加え、企業が何

を求めているかを的確に把握し、その要望等に応えられる組織体制の整備など、

取り組みを強化している。 

 

 これらの取り組みを具体化し、計画的かつ着実に実行していくため、第３期の

中期経営計画(平成 29 年度から令和３年度)の中間年にあたる令和元年度に、こ

れまでの成果や課題等を検証し、公社運営の方向性や事業の具体的な取り組み内

容や数値目標等について見直しを行い、諸事業を総合的に実施した。 

 

令和元年度の主な事業として、中小企業総合支援事業、海外事務所管理運営事

業等の補助事業に加え、沖縄振興特別推進交付金を活用した、中小企業基盤強化

プロジェクト推進事業、新産業事業化促進事業、沖縄国際物流ハブ活用推進事業、

沖縄大交易会運営管理事業、アジア・ビジネス・ネットワーク事業、グローバル

産業人材育成事業等の受託事業を着実に実施した。 

 

これらの事業実施に当たっては、適宜、評価や成果の検証を行い、効率性や実

効性の向上に取り組むとともに、業務運営体制の確保及び財政基盤の強化に取り

組み、中期経営計画の目標実現に努めた。 
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１ 総務管理 

1-1 総務管理事業 

公社の組織運営を円滑に推進するため、評議員会及び理事会の運営や、法務、

財務、企画、人事等の総括を行うとともに、人件費及び家賃等の管理に係る費用

を支出した。 

 

1.事業実績（186,832 千円） 

（内訳：産業振興基盤強化費 68,256 千円、共通事業 111,608 千円、退職給付事業 6,968 千円） 

（１）理事会を７回開催した。（決議の省略を含む） 

回 数 決議年月日 主な議事 

第 56回 

※決議の省略による 

平成 31年 

４月 17 日 

平成 31 年度事業計画一部変更・収支

予算の補正 

第 57回 

※決議の省略による 

令和元年 

５月 17 日 
第 18回評議員会の招集 

第 58回 ５月 29 日 

平成 30 年度事業報告・収支決算、平

成 31年度事業計画一部変更・収支予

算の補正、第 19回評議員会の招集 

第 59回 

※決議の省略による 
７月 30 日 平成 30 年度剰余金解消計画 

第 60回 

※決議の省略による 
10月１日 

令和元年度事業計画一部変更・収支

予算の補正 

第 61回 11月８日 
職務執行状況報告、予算手続き等の

運用基準の変更 

第 62回 
令和２年 

３月 25 日 

職務執行状況報告、令和２年度事業

計画・収支予算、資金の借入方法及

び借入限度額並びに償還計画、令和

元年度剰余金解消報告及び今後の解

消計画、第 20 回評議員会の招集等 

 

（２）評議員会を３回開催した。（決議の省略を含む） 

回 数 決議年月日 備 考 

第 18回 

※決議の省略による 

令和元年 

５月 17 日 
定款の一部変更 

第 19回 ６月 27 日 
平成 30 年度事業報告・収支決算、

理事の選任 
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第 20回 

※決議の省略による 

令和２年 

３月 31 日 
理事の選任 

 

 （３）職員の資質及び支援能力等の向上を図るため、中小企業基盤整備機構等

が開催する研修に職員を派遣したほか、宿泊研修を企画し実施した。 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

職員研修回数 21回 17回 

 

（４）コンプライアンス委員会を２回開催した。 

 項 目 令和元年度実績 令和元年度計画 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会の開催 ２回 ２回 

 

回 数 開催年月日 備 考 

第 1回 
令和元年 

12月 25日 

昨年度実施報告、コンプライアン

ス調査（社員意識調査）の継続に

ついて 

第２回 
令和２年 

３月２日 

調査結果報告、今後の改善策の検

討について 
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２ 中小企業の経営革新・基盤強化等支援 

2-1 中小企業総合支援事業 

経営革新を図る中小企業者や創業を目指す起業家等に対し、経営支援のワンス

トップサービスを提供する体制を整備し、窓口相談、専門家派遣、課題解決集中

支援、販路開拓及び取引マッチング支援等の事業を行った。 

 

1.事業実績（74,824 千円） 

(1)  支援体制整備事業 

中小企業総合支援事業を推進するプロジェクトマネージャー及びサブマネ

ージャーを配置し、商工会議所、商工会及びその他の中小企業支援機関と連

携を図り、県内中小企業の支援を行った。また、中小企業者に対する支援策

など幅広い情報を提供する「中小企業 100 の支援」(冊子及び WEB 版)を作成

し、周知した。 

 

(2) 窓口相談等事業 

中小企業等が抱える様々な経営課題の相談に応えるため、相談窓口におい

て、プロジェクトマネージャー等による助言を行った。 

 
 （窓口相談件数） 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

窓 口 相 談 2,969件 2,500件 

 
（相談内訳） 

 

 

 

 

相談内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

創業 53 47 44 48 49 34 41 25 44 41 46 33 505

事業計画 78 80 91 131 82 54 112 86 62 82 85 91 1,034

商品開発・ 研究開発 8 3 10 18 19 28 23 33 22 31 18 20 233

製造・ サービス 3 6 1 4 10 5 3 1 3 8 6 8 58

販路開拓 24 19 16 19 8 24 11 16 23 10 9 4 183

IT活用 5 7 11 1 1 2 1 7 1 14 5 1 56

物流 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 7

海外展開 0 1 1 2 1 1 3 0 0 3 0 0 12

財務会計・ 税務・金融 2 1 2 4 4 13 6 2 7 7 12 21 81

組織・人事 23 17 8 2 3 0 6 5 3 5 4 4 80

人材育成 4 6 8 5 5 0 7 3 0 1 0 6 45

その他 49 40 64 97 63 54 62 58 33 53 59 43 675

合計 249 227 256 331 245 216 275 236 199 256 246 233 2,969
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(3) 専門家派遣事業 

中小企業診断士やコンサルタント等の民間の専門家を派遣し、中小企業者

等の経営、技術、情報化等に係る診断・助言を行った。 

助成率：専門家派遣費用の 3 分の 2 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

専門家派遣  81回 60回 

 （内訳） 

業 種 
派 遣 

企業数 
診断・助言内容 

製造業 15 
生産・品質管理、販売促進、人材育成、IT活用、ビジ

ュアル・マーチャンダイジング手法等 

小売業 8 
財務管理、マーケティング、IT活用、個人情報の取り

扱い手法等 

建設業 4 資金繰り、働き方改革等 

サービス業 18 
資金繰り、財務管理、IT活用、マーケティング、マナ

ー外国人雇用に係る注意点等 

その他 2 ・事業計画・経営全般、電話対応マナー等 

合計 47  

 

(4)  情報提供事業 

中小企業者向け支援施策や企業経営の参考となる情報を提供するため、情

報紙「沖縄ベンチャースタジオ」の発行（年 4 回）とホームページやメール

マガジン（53 回配信）等による情報発信を行った。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

情報紙発行回数 4回 4回 

 

(5)  地域資源発掘支援事業 

新事業支援体制（プラットフォーム）の中核的支援機関として、各支援機

関間の情報共有化を図るため、「沖縄県プラットフォーム推進協議会」を 1

回開催した。さらに、支援機関が機能別に具体的な意見交換ができる場とし

て、機能別サブプラットフォームを 4回開催した。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

協議会開催回数 1回 2回 

 

(6) 離島地域等中小企業支援事業 

離島や北部地域の中小企業等を支援するため、当該地域のニーズに即したテ
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ーマのセミナーや個別相談会を開催した。また、当該地域において意欲の高い

中小企業等に対し、フォローアップ支援を行った。 

 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

セミナー及び個別相談会 4回 4回 

フォローアップ支援 4回 4回 

 

（開催内容） 

回 開催地等 テーマ 講師名 
参加者

数 

個別相談会 

相談者数 

1 
恩納村 

金武町 

もっと売れるようになる！ 

商品のつくり方・魅せ方セミ

ナー 

中村 美樹 17 5 

2 

国頭村 

大宜味村 

東村 

売れるチラシ・看板・ＰＯＰ

の作り方セミナー 
末次 哉春洋 18 1 

3 竹富町 

観光集客へ向けた WEBプロモ

ーション ～離島ファンを増

やす IT 活用～ 

高田 修央 10 3 

4 座間味村 

訪日観光客へ向けた WEBプロ

モーション ～WEB での集客

方法と便利な接客ツール～ 

高田 修央 13 2 

 

(7) 課題解決集中支援事業 

中小企業者が抱える様々な経営課題を解決するため、プロジェクトマネー

ジャーや専門家等が参画するワークショップを開催し、課題解決に向けたハ

ンズオン支援を行った。 

 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

課題解決集中支援企業数 2社 2社 

   

（内訳） 

企業名 回 数 主なワークショップの概要 

㈱佐喜眞義肢 7 

・現状認識～問題状況及びその原因ヒヤリング～ 

・経営方針及び損益計画の検討 

・短期及び中期の最重要課題の選定 

・課題実現のための行動計画の立案 

・最重要課題別実現行動計画の実施 



7 

㈱大生通信 7 

・オリエンテーション 

・知的資産経営報告書「会社の概要」について 

・これまでの知的資産の把握について 

・これからの事業展開について 

 

(8) 販路開拓・取引マッチング支援事業 

 ア 中小企業者等が開発した商品・技術の販路拡大を図るため、販路開拓等

のハンズオン支援を行った。また、中小企業の取引を推進するため、受発注

を希望する企業に対して取引のマッチング支援を行った。 

 

（販路開拓・取引マッチング支援） 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

取引マッチング件数 25件 20件 

 

  （主な取引マッチング内容） 

依頼企業 紹介先企業 内 容 

沖縄の風合同会社 ㈱沖縄県物産公社 
商品の販売先の紹介 

結果：店舗でのテスト販売実施 

 

 

イ 中小企業者の県外販路開拓を推進するため、県外商談会の出展をコーディ

ネートし、展示・商談等のスキル向上のための事前セミナーを開催した。 

 

項   目 令和元年度度実績 令和元年度計画 

県外商談会コーディネート回数 1回 1回 

販路開拓セミナー開催回数 2回 2回 

 

（県外商談会コーディネート） 

商談会名 参加企業数 開催場所 

スーパーマーケット・トレードショー 

（SMTS）2020 
25社 

幕張メッセ 

(千葉県) 

   ※日程：2020 年 2月 12日(水)、13日(木)、14日(金)の 3日間 

 

（販路開拓セミナー）SMTS2020「沖縄県コーナー」出展前セミナー 

 タイトル 講師 内 容 参加者数 

1 
展示会出展に係る

勉強会 
吉沢 敦 

① SMTS2020の概要と活用の仕方 

② SMTS2020出展の心構え 
27名 
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2 

売れる商品づくり

と販路拡大に向け

て 

野口 正幸 

① 三越伊勢丹から学ぶ商品開発 

② 全国で売れている商品の事例 

③ 展示会での展開・伝え方 

④ 伝わる提案書と商談のコツ 

（事前、当日、事後） 

16名 

 

2-2 機械類貸与事業 

1. 事業実績（経常費用 201,526 千円） 

中小企業等が設備の近代化・合理化、経営基盤の強化を図るため、中小企業者

等に代わって公社が機械設備を購入し、これを長期低利の割賦販売またはリース

を行った。 

項   目 
令和元年度実績 令和元年度計画 

件数 金  額 件数 金  額 

割賦・リース 20件 343,450千円 17件 400,000千円 

当年度の貸与執行実績は、貸与計画 400,000 千円（17 件）に対し、貸与実績

343,450 千円（割賦 343,450 千円（20 件））となり、85.8％の執行実績である。

貸与企業を業種別に分類すると、件数は製造業が 7件、サービス業が 7件等とな

っている。 

 

2-3 設備貸与事業 

1.事業実績(経常費用 31,891千円)   

当事業の根拠法である「小規模企業者等設備導入資金助成法」の廃止に伴い、

平成 27 年度より新規貸与業務を終了したことから、これまで貸与した企業に対

して経営相談を継続するとともに債権回収等の管理業務を行った。 

 

2-4 中小企業経営革新強化支援事業 

中小企業の経営革新計画への取組を促進するため、承認評価委員会の事務局

運営、経営革新計画策定のアドバイスや承認後のフォローアップ及びハンズオ

ン支援を行った。 

 

1.事業実績（25,702 千円） 

(1)評価委員会の開催及び運営等 

中小企業等の経営革新計画を受理し、計画承認のための評価委員会の開

催・運営等を行った。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

評価委員会開催回数 4回 ― 
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(2)経営革新計画の策定支援 

中小企業等の経営革新への取組を促進するため、商工会等との連携を図り、

経営革新計画に取り組む企業に対し、計画の策定支援を行った。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

県への承認申請件数 57社 40社 

 

 

(3)経営革新計画の実行支援 

  経営革新計画承認企業で計画実行中の中から支援を希望する企業に対し、ハ

ンズオン支援を行うとともに、必要に応じ専門家派遣を行った。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

ハンズオン支援企業数 34社 10社 

 
 
2. 経営革新計画承認企業及び承認計画内容 
評価 

委員

会 

No 承認企業名 

産業分類 

（大分類） 

 

所在地 経営革新承認計画内容 
申請 

経由先 

第 

１ 

回 

１ 島てんぷら平助 卸売・小売業 読谷村 

飲食業の経験等を生かした黒

いサーターアンダギーと中華

鍋の開発 

読谷村 

商工会 

２ ㈱喜神サービス 建設業 うるま市 

3D・VR による「見る・触れる・

創造する」を体感できるリフ

ォームショールームの開設 

うるま市 

商工会 

３ 浜口水産㈱ 製造業 宮古島市 
地場商材を余すことなく活用

した新製品開発 

中小企業

基盤整備

機構 

４ 

㈱農業生産法人 

沖縄葡萄 

宿泊業・ 

飲食サービス

業 

恩納村 

沖縄原種山葡萄（リュウキュ

ウガネブ）及びワインに適す

る県産食材を活かした加工品

販売 

恩納村 

商工会 

５ (同)SIROBAKO 情報通信業 うるま市 
高品質な WEB サービスを支え

る検証システムの開発・提供 

朔行政書

士事務所 

６ 
ベイキャントスト

ア・ピクチャーズ 
情報通信業 沖縄市 

出張上映・トークイベントを

開催し、自社のシアターの PR

を開催し、売上拡大を図る 

沖縄 

商工会議

所 
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７ ㈱プルアラウンド 情報通信業 那覇市 

泡盛黒麹を使用したフレーバ

ー泡盛黒麹ベーグル（パン）

開発事業 

中小企業

基盤整備

機構 

８ ジョブマネ㈱ 情報通信業 那覇市 

クラウド型 学生・独身寮等

管理システム開発により事業

領域の拡大 

公社 

９ いりおもて観光㈱ 

運輸業、 

郵便業 

竹富町 
インバウンド受け入れ態勢の

構築と旅行事業部の創設 

中小企業

基盤整備

機構 

10 トミハチ 製造業 沖縄市 
子供向けエイサー柄 T シャ

ツ、サージの開発・販売 

北中城村 

商工会 

第 

２ 

回  

11 
今帰仁自動車 

整備工場 

サービス業 

（他に分類さ

れないもの） 

今帰仁村 

新車販売及び自動車レンタル

事業による新規顧客の開拓と

販売と売上向上事業 

今帰仁村 

商工会 

12 ㈲石川種麹店 製造業 北谷町 

黒麹を使った黒麹玄米ジェラ

ート等の販売による新市場開

拓 

北谷町 

商工会 

13 
㈱PAMR 

サービス業 

（他に分類さ

れないもの） 
糸満市 

次世代型電動スマートエコモ

ビリティ「トライキー」の輸

入販売、及び自社オリジナル

製品の開発 

コンサル 

第

３

回 

14 Ｂファクトリー 卸売・小売業 浦添市 
法人向け原付レンタル・リー

ス事業の開発及び販売 

浦添 

商工会議

所 

15 BrandBuddyz(同) 

学術研究、 

専門・技術サ

ービス業 

うるま市 
フリーランス、主婦向けオン

ラインセミナーの開発 

うるま市 

商工会 

16 
農業生産法人安座

間珈琲農園(同) 
製造業 北中城村 

熱気球を用いたイベント展開

による珈琲豆の販売拡大及び

その他収益基盤の確立 

公社 

17 ㈱平仲 建設業 豊見城市 
太陽パネルを使った防災備蓄

倉庫の開発及び販売 
公社 

18 

アトムホーム㈱ 

電気・ガス・ 

熱供給・水道

業 

宜野湾市 

荒廃農地、遊休地、農振地域

等を有効活用した、「ソーラー

シェアリング」 

公社 
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19 (同)ミリオンズ 

教育、 

学習支援業 

浦添市 
経営力を持った自立型人材を

育てる認定講師の育成 
公社 

20 NT カンパニー㈱ 製造業 那覇市 
高品質な配食サービスを目指

した開発・販売 

那覇 

商工会議

所 

21 琉球ブリッジ㈱ 卸売・小売業 浦添市 

働き方改革を目的としたグロ

ーバル・スマート・ロジステ

ィクス 

公社 

22 
OKT コミュニケー

ションズ㈱ 
情報通信業 那覇市 

泡盛活性化プラットフォーム

「ＡＷＡＰＡＳＳ」の開発・

提供による収益拡大 

公社 

23 大央ハウジング㈱ 

不動産業、 

物品賃貸業 

那覇市 
コミニケーションオフィス事

業（CO 事業）の展開 
公社 

24 ZUMI 工房 

サービス業 

（他に分類さ

れないもの） 

那覇市 

貰って喜ばれる女性向け New

「貴殿の泡盛」を全国へ拡販

し、泡盛業界を盛り上げる 

那覇 

商工会議

所 

25 
浜カフェリアルエ

ステート㈱ 

不動産業、 

物品賃貸業 

南城市 
高齢者資産家が所有する物件

の売買事業モデルの FC 化 
公社 

26 ㈱ONNA 卸売・小売業 恩納村 

地域の特産品をプロデュース

した自社商品の開発と高級路

線向け販路開拓 

恩納村 

商工会 

27 
レキオ・パワー・

テクノロジー㈱ 
情報通信業 那覇市 

超音波エコー技術の無償学習

クラウドの開発と収益事業と

しての運営 

公社 

28 三社自動車 

サービス業 

（他に分類さ

れないもの） 

伊平屋村 

“島内で完結！購入から車検

まで”常時車検の実施と車両

販売及びレンタカー事業 

伊平屋村 

商工会 

29 輝喜重機 建設業 東村 
地下散水ホース埋設型リッパ

ーの開発と販売 

東村商工

会 

第

４

回 

30 ㈱プログレス 31 

運輸業、 

郵便業 

那覇市 

物販及び県産食材を活用した

物流事業とコンテナ事業で売

上向上を図る 

公社 

31 
㈲ヨシダ工業 

サービス 
製造業 那覇市 

日本初の新しいスタイル、ス

マートカーテンの製造・販売 

那覇 

商工会議

所 
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32 ㈱sirobako 情報通信業 沖縄市 

インハウス求人（求人の内製

化）を実現するクラウドソリ

ューションの提供 

沖縄 

商工会議

所 

33 
ペンションほろほ

ろ 
製造業 恩納村 

シークヮーサーマーマレード

と沖縄野菜ピクルスの商品化 

恩納村 

商工会 

34 ㈲だいにちシール 製造業 南風原町 

最新特殊印刷機を使った自社

商品の開発と販路拡大を目指

す 

南風原町 

商工会 

35 ㈲ハッピーモア 卸売・小売業 宜野湾市 

スムージーとカット野菜の冷

凍キット販売でハッピーで健

康な生活を 

宜野湾市 

商工会 

36 
ウォルフブロイ

(同) 
製造業 那覇市 

ジャーマンスタイル･クラフ

トビールの楽しみ方の提案と

普及拡大 

公社 

37 しま工房 製造業 うるま市 
インパクトのあるトリックア

ートの提供 

うるま市 

商工会 

38 ODAGAWA FITNESS 

PRO GROUP 本店 

生活関連サー

ビス業、娯楽

業 

嘉手納町 

パーソナルトレーナー養成コー

スの開発及びプレアンチエイジ

ングのためのフィットネスセミ

ナーの開発 

嘉手納町 

商工会 

39 ㈱エマオ 情報通信業 那覇市 

クラウド勤怠・健康管理シス

テムの健康経営支援事業で売

上向上 

公社 

40 
㈱C&C 

アソシエイツ 
情報通信業 那覇市 

自社開発セキュリティソフト

の販路拡大及びバージョンア

ップ商品の開発・販売 

那覇 

商工会議

所 

41 ㈱東屋 製造業 宜野湾市 
高齢者施設向け調理済み冷凍

食品の開発 

宜野湾市 

商工会 

42 

㈱Embellir Japan 

生活関連サー

ビス業、娯楽

業 

北谷町 

沖縄観光の魅力を高めるファ

ッション・アパレル事業の確

立 

北谷町 

商工会 

43 三和木工所 製造業 宜野湾市 
木工所の強みを活かした木製

品雑貨の開発 

宜野湾市 

商工会 
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44 山城とうふ店 製造業 本部町 
長期保存可能な島豆腐の商品

化と新市場進出 

本部町 

商工会 

45 ラフィール．ココ 製造業 中城村 
家族一体型ウェディング衣装

の提供 

中城村 

商工会 

46 
農業生産法人㈲ 

金城ミート 
製造業 今帰仁村 

金城アグー豚のすべての部位

を使い切るものづくりの推進 

今帰仁村 

商工会 

47 
㈱うるま機材 

センター 
卸売・小売業 うるま市 

足場資材レンタルの事業化に

よる収益力の向上 

うるま市 

商工会 

48 
首里 東道 Dining 

宿泊業、 

飲料サービス

業 
那覇市 

首里城を活用した食品、グッ

ズの開発販売による首里と琉

球の「SHIN（真･新･進）価値」

の発信 

那覇 

商工会議

所 

49 フローモ 製造業 嘉手納町 

お土産商品の開発による誘客

及び取扱商品の普及拡大の仕

組み作り 

公社 

50 真奈企画㈱ 

不動産業、 

物品賃貸業 

沖縄市 

外国人でも簡単に着られる

「美ら着物」商品開発及び販

売 

沖縄 

商工会議

所 

51 
㈱ナンクル 

情報通信業 
北谷町 

音響デジタルシステムの活用に

よる伝統芸能等に独創性を融合

した総合エンターテインメント

の提供 

北谷町 

商工会 

52 
沖縄オーガニック

クリエイト㈱ 

卸売・小売業 浦添市 

農家の所得を増やす次世代バ

イオスティミラントの開発・

販売 

浦添 

商工会議

所 

53 ㈲池田食品 製造業 西原町 
オフィスサービス等の提供に

よる営業強化 

西原町 

商工会 

54 みやぎ米屋㈱ 卸売・小売業 石垣市 
企業内６次化による自社ブラ

ンド米で地産地消に貢献する 

石垣市 

商工会 

55 帆風－HOKAZE－ 

宿泊業、 

飲料サービス

業 

東村 

ペーパークイリング（紙を巻

く技術）を活用した新商品で、

売上げ向上を図る。 

東村商工

会 
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56 ㈱d-labo 

プランニング 

生活関連サー

ビス業、娯楽

業 

嘉手納町 
アダン筆の製作体験の提供に

よる販路拡大 

嘉手納町 

商工会 

57 ㈱シロマ 製造業 南城市 
赤土流出防止専用土「ウルト

ラソイル」の製造・販売 

南城市 

商工会 

 

2-5 中小企業基盤強化プロジェクト推進事業 

県内中小企業の経営基盤強化を図るため、中小企業の課題解決のためのプロ

ジェクトや企業連携プロジェクトに対し、専門コーディネーター等による計画

のブラッシュアップ及びプロジェクトを円滑に推進するためのハンズオン支援

を行った。 

 

1.事業実績（53,392 千円） 

課題解決プロジェクト推進事業 24件及び企業連携プロジェクト推進事業 8件

の計 32 件のプロジェクトを採択し、ハンズオン支援を行うとともに、補助金

258,338 千円が沖縄県より交付された。 

 

事 業 名 令和元年度実績 令和元年度計画 

課題解決プロジェクト 

推進事業採択件数 
24件 24件 

企業連携プロジェクト 

推進事業採択件数 
8件 8件 

合 計 32件 32件 

 

2.支援内容実績（計 32件） 

(1)課題解決プロジェクト推進事業  採択 24 件 

成長可能性の高いプロジェクトを有する中小企業者を対象に、企業が抱える様々

な経営上の課題を解決するため、実行力のある提案プロジェクトに対し、専門コー

ディネーター等によるハンズオン支援を行った。 

 

課題解決プロジェクト 継続採択 11件   支援期間：H31.4.1～R2.2.29 

           新規採択 13件   支援期間：R1.6.20～R2.2.29 

NO 採択企業名 プロジェクト名 

1 農業生産法人株式会社アセローラ 製品「アセローラピューレ」高付加価値化プロジェクト 
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NO 採択企業名 プロジェクト名 

フレッシュ（3年目） 

2 
アラヤプランニング株式会社 

（3年目） 
仕組みづくりで販路拡大”売れる化”プロジェクト 

3 
有限会社デザインワークスオンリ

ーワン（3年目） 

インテリアリフォームコーディネートのパッケージプラ

ンによる企画販売プロジェクト 

4 琉球ブリッジ株式会社（2年目） 
琉球コネクション【沖縄・中国・日本】プロジェクトによ

る環境イノベーション 

5 
株式会社上間フードアンドライフ 

（2年目） 

高付加価値お弁当商品開発と新サプライチェーン構築プ

ロジェクト 

6 
ポークたまごおにぎり本店株式会

社（2年目） 

ポークたまごおにぎりを世界に広めるための海外進出プ

ロジェクト 

7 株式会社ジャイス（2年目） 
平成 31 年度オリジナル「ゴレス日本語すいすい」日本語

学習 IT教材海外販売事業 

8 株式会社オーダック（2年目） 県産キノコの販路拡大と新たな技術開発Ｖｏｌ．２ 

9 三建設備株式会社（2年目） 
ハウスクリーニングの波及効果で修理・メンテナンスの売

上拡大を図る 

10 
株式会社パラドックス・ブランデ

ィング（2年目） 
県内 NO１就職プラットフォーム TOPOTHESIAプロジェクト 

11 シンプル企画合同会社（2年目） パターンを中心とした企画開発とコンテンツ PRの強化 

12 株式会社星砂（新規） 無農薬で栽培したお米の加工品開発と販売 

13 株式会社ぬちま-す（新規） 
観光客の増加に対応した施設内誘導の改善、商品説明ツー

ルの開発、新商品開発等による売上拡大プロジェクト 

14 株式会社喜神サービス（新規） 
リフォーム事業の「リ・ブランディング」による県内リフ

ォーム業界リノベーション 

15 
琉球インタラクティブ株式会社 

（新規） 
外国人観光客向けシェアリングサービス創出事業 

16 株式会社Ｎａｎｓｅｉ（新規） CAD3次元化技術の取得による事業高度化 

17 株式会社樹産業（新規） 多機能型「コンテナハウス」の事業化と未来への可能性 

18 
株式会社セキュアイノベーション 

（新規） 

Web マーケティングを活用した情報セキュリティ商材の

販売促進プロジェクト 

19 
セレブラム教育システム株式会社 

（新規） 
沖縄版体験アトラクション型防災訓練導入プロジェクト 
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NO 採択企業名 プロジェクト名 

20 エコツーラボ合同会社（新規） 

SDGs14「ノータッチ珊瑚サステナブルツーリズム」実証プ

ロジェクト  ＊＊＊下地島空港開港に伴う珊瑚損傷予

防のための啓発型集客事業＊＊＊ 

21 株式会社かたずけ屋（新規） 
米軍・軍属へ廃車買取強化プロモーション・中古車両パー

ツ販路拡大プロジェクト 

22 アットモア株式会社（新規） 
エステ業界の人材課題解決及び安定高収益新ビジネスの

構築プロジェクト 

23 
株式会社ラ・フォーエス・カンパ

ニー（新規） 
売れる仕組み作り販売強化 

24 ジーエルイー合同会社（新規） 
沖縄発「サステイナブルコスメ」全国、海外販路拡大プロ

ジェクト 

 

 

(2)企業連携プロジェクト推進事業  採択 8件 

波及効果の高い提案プロジェクトを有する中小企業者等による企業連携体を対

象に、中小企業者が抱える様々な共通課題（業界課題等）を解決するため、実行力

のある企業連携プロジェクトに対し、専門コーディネーター等によるハンズオン支

援を行った。 

 

 

企業連携プロジェクト 継続採択 4件   支援期間：H31.4.1～R2.2.29 

           新規採択 4件   支援期間：R1.6.20～R2.2.29 

NO 採択企業名 連携企業名 プロジェクト名 

1 
株式会社沖縄県物産公社 

（3 年目） 

有限会社沖縄長生薬草本社 

株式会社ポイントピュール 

崎山酒造廠 

株式会社海邦商事 

店舗連動 Youtube 販促＋ウィチャ

ット販促を活用し国内外の小売業

と連携し店舗と EC サイトを融合し

沖縄物産の出口戦略を実現する。 

2 
城間びんがた工房 

（2 年目） 

やふそ紅型工房 

知念紅型工房 

琉球びんがた事業協同組合 

知念紅型研究所 

琉球びんがた普及伝承コンソーシアム 

琉球びんがたの知財整備・活用によ

る新規収益の基盤構築プロジェク

ト 

3 
株式会社 SORAアカデミーサ

ポート（2 年目） 

沖縄医療生活協同組合 

（沖縄協同病院・とよみ生協病院） 

株式会社ダイコー沖縄 

外国人患者・海外透析患者の受入れ

基盤整備プロジェクト事業 
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2-6 県産品拡大展開総合支援事業 

県産品の県外（日本国内に限る）への販路拡大を図るため、企業が実施する見

本市・商談会への出展、テスト販売、バイヤー招聘、販促プロモーション、商品

改善に対する補助金申請の審査及びアドバイス等を行った。併せてスーパーマー

ケット・トレードショーでの沖縄県ブース出展に際し、全体装飾を行ったほか、

出展企業に対して効果的な展示方法をアドバイスする等の支援を行った。 

 

1.事業実績(12,709 千円) 

 

項       目 令和元年度実績 令和元年度計画 

見本市・商談会等出展支援 94件（33社） 80件 

テスト販売・販売促進支援 45件（8 社） 40件 

県外流通事業者等招聘支援 23件（8 社） 30件 

情報発信支援 21件（5 社） 10件 

課題改善方向検証・商品改善支援 3件（3 件） 20件 

    

4 
株式会社平成造園 

（2 年目） 

沖縄県緑化種苗協同組合 

有限会社海邦造園 

有限会社西原農園 

緑化景観・在庫管理システム構築およ

びシステムを活用した造園業界の業務

効率化・樹木計画生産推進事業 

5 
キングラン沖縄株式会社 

（新規） 
那覇総合ガス株式会社 

メーカー依存から脱却した低コス

ト BEMS の開発プロジェクト 

6 有限会社ホーセル（新規） 
株式会社島藍農園 

ＲＵＢＩＣＯＮ 

沖縄のファッションを世界へ！ 

APARTMENT OKINAWA 推進強化プロジ

ェクト 

7 
有限会社東南植物楽園 

（新規） 

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 

株式会社ワールドツーリスト 

魅力あるナイトコンテンツの開発

と沖縄市夜の観光強化事業 

8 請福酒造有限会社（新規） 
株式会社多良川 

株式会社久米島の久米仙 

古くて新しい沖縄の蒸留酒「IMUGE」

の確立に向けて 
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2-7 戦略的産業ハンズオンフォローアップ支援事業 

沖縄県産業振興基金事業補助事業者に対するハンズオン支援及び公的助成等の

支援終了後の企業・団体等に対するフォローアップ支援を行った。また、事業効

果をより高め、組織体制の強化及び継続的な成長へと繋げるため、企業・団体等

のハンズオン・フォローアップ支援を行った。 

 

1. 事業実績（21,660千円） 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

ハンズオン・フォローアップ 

相談件数 
60件 ― 

ハンズオン・フォローアップ 

支援件数 
15件 15件 

 

  主な支援内容 

  (1)ハンズオン支援（沖縄県産業振興基金補助事業採択企業等への支援） 

 企業名 主な支援内容 

1 ㈱伊江島物産センター 特産品のリニューアル販売 

2 ㈱未来ぎのざ 体験事業の告知と収益構造の改善 

3 (一社)羽地ネットワーク 広告プロモーションのスキルアップ 

4 ㈱ザ・ウェーブ 国際大会の誘致検討委員会の開催 

5 (公社)沖縄県情報産業協会 研修施設の紹介、県内講師の紹介 

6 
(一財)沖縄マリンレジャーセイ

フティービューロー 
進捗管理、予算管理、ＨＰ活用方策 

7 ㈱あしびかんぱにー エイサーの情報提供、進捗管理 

 

 

  (2)フォローアップ支援（過去に補助事業等を受けた企業等への支援） 

 企業名 主な支援内容 

1 コンボルトジャパン㈱ 
拡販のための第一石油類貯蔵認可取得

支援 

2 ㈱西南門小カマボコ屋 創業 100 年のＰＲと節目の新商品開発 

3 ㈱仲里ペイント ＤＭによるビジネスパートナーの発掘 

4 農業生産法人㈱マルシェ沖縄 資材管理、原価管理の向上支援 

5 ㈱丸秀 道路内排水管内部診断の技術向上支援 
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6 金城製麺所 ＩＴ活用、消費期限の延長化支援 

7 沖縄北谷自然海塩㈱ 県外バイヤーの紹介、商談マッチング 

8 ごや電機 
コンビニ家電の展開、経営計画の策定

支援 

 

2-8 製造業県内発注促進事業 

県内製造業の受発注取引を促進するため、県内企業が県外に発注している取引

や新たに発注する取引について、県内製造事業者とのマッチングを図り、受注に

向けたフォローアップ支援を行った。 

 

1.事業実績(15,679 千円) 

県内企業から受発注取引に関する相談を受け、県内製造事業者とのマッチン

グ支援を行った。 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

巡回社数（※） 172社 100社 

受発注相談件数 52件 50件 

マッチング件数 79件 40件 

※巡回社数は訪問した（新規・既存事業者含む）社数とする。 

 

 

2-9 健康食品ブランド化推進強化事業 

 県産健康食品の沖縄ブランドを強化・確立し、他地域と差別化した販路拡大を

図るため、健康産業業界団体が実施する健康食品のブランド化に向けた取り組み

に対し、ハンズオン支援や専門家派遣を実施した。なお、本事業は健康食品ブラ

ンド化推進強化事業共同企業体で実施し、当公社では事業全体の取りまとめを行

った。 

※共同企業体構成員（３社） 

公益財団法人沖縄県産業振興公社 

株式会社沖縄ＴＬＯ 

一般社団法人トロピカルテクノプラス 

1. 事業実績（41,073 千円 うち公社分は 10,110千円） 

沖縄ブランド認証制度の自立的運営体制の構築に向けて、専門的かつ高度な

助言を行うため、業界団体に対して専門家を派遣し、具体的な助言を行った。 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

専門家派遣回数 4回 4回 
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2-10 沖縄特区・地域税制等活用促進事業 

沖縄振興特別措置法に基づく特区・地域制度の相談窓口を設置し、制度の普

及啓発及び企業戸別訪問を実施した。また、県知事認定の申請を行う企業に対

して、作成の相談・支援を行い、県内外企業の制度活用を促進した。 

 

1.事業実績（28,463 千円） 
 
(1)制度普及説明の実施 

沖縄振興特別措置法に基づく特区・地域制度の周知と普及啓発のための説

明会を実施した。 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

説明会(集合・個別)実施回数 46回 30回 

 

(2)利用申請者への申請手続き支援 

沖縄振興特別措置法に基づく特区・地域制度の一つである「産業高度化・

事業革新促進地域制度」の県知事認定申請を希望する事業者に対し、申請方

法及び申請書作成支援、要件審査を行った。 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

支援件数  84件 60件 

 

2-11 物流高度化推進事業 

県内企業が抱える物流課題の改善提案、情報提供、物流高度化モデルの波及等

を実施するため、①物流アドバイザリーを設置し、また、物流高度化モデルの構

築及び物流効率化を促進するため、②物流高度化実証、③共同物流への取組を支

援した。 

 

1.事業実績（34,091 千円） 

企業および団体等からの相談に対し、物流アドバイザリーを設置して物流改善

に向けたアドバイスを実施するとともに、県が実施する物流高度化実証に対して、

公募から採択までの支援や、採択企業に対するハンズオン支援を実施した。また、

共同物流については、県外共同センター利用者に対するハンズオン支援や、シャ

ーシ混載便の利便性について、荷主企業へのヒアリングをもとに、改善のための

ハンズオン支援を実施した。 

項 目 令和元年度実績 令和元年度計画 

物流改善・アドバイス件数 64 件 58 件 

物流高度化実証実施件数 3 件 3 件 
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2-12  展示会等総合推進事業（戦略的 MICE 誘致促進事業） 

MICEを経済成長のプラットフォームとして活用、推進するため、本事業におけ

る推進体制の構築、展示会・見本市・商談会の誘致活動、展示会等開催支援を実

施した。併せて、その他事業基盤構築や産学官連携推進の活動を実施した。 

 

1.事業実績（15,507 千円） 

 沖縄での展示会誘致・開催に関し、展示会等主催者への誘致及び関係構築のた

めの意見交換を実施した。今年度においては、7 件の県外主催者及び 10件の県内

主催者へ訪問し、沖縄における展示会開催の課題と開催の可能性についてヒアリ

ングを行った。 

項 目 令和元年度実績 令和元年度計画 

展示会誘致活動の件数 17件 20件 

展示会ビジネス勉強会等 3回 3回 
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３ 新事業の創出・ベンチャー企業の育成支援 

3-1 ベンチャー企業スタートアップ支援事業 

県内ベンチャー企業の成長を促すことを目的として、成長が期待できるベン

チャー企業へ的確・迅速なハンズオン支援を行うとともに、起業啓発セミナー

等を実施した。 

 

1.事業実績（25,821 千円） 

 

（１）採択件数 

成長が期待できる先進的なビジネスプランを有する企業について、過年度

に採択された企業 14件に対し、ハンズオン支援を行った。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

ビジネスプラン 

支援件数 

14件 

（継続 14件） 

11件 

（継続 11件） 

 

 ①継続採択支援企業（14件） 

 申請者 ビジネスプラン名 

1 ジョブマネ株式会社 ベンチャー企業向けクラウド型業務管理システム「ジョブマネ」 

2 株式会社シード探索研究所 沖縄天然資源から医薬品シードの探索 

3 株式会社デジリード AI チャットボットプラットフォーム事業 

4 株式会社 SAVORY 沖縄県産素材のみを用いたプレミアム・ボーンブロスの開発 

5 株式会社りゅう AR SNS「cheerme」の開発、配信による収益拡大 

6 ブルーテック株式会社 特殊粉体加工技術による沖縄未利用資源を世界展開へ 

7 合同会社 MBC 家庭ごみ収集車を媒体とした行政広報及び民間広告の街頭宣伝事業 

8 株式会社リプル コンクリート廃棄物の再資源化 

9 Ageshio Japan 株式会社 沖縄空手インバウンド支援事業 

10 株式会社 Alpaca.Lab 
IOT と AI を用いた、安心・安全な運転代行業を提供するプラットフ

ォームサービスの構築 
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11 サンクスラボ株式会社 
インターネット時代に、障がい者が安心して活躍できる地域づくり

構想 

11 サンクスラボ株式会社 
インターネット時代に、障がい者が安心して活躍できる地域づくり

構想 

12 株式会社びねつ 成果報酬型求人マッチングサービスジョブカロリの運営 

13 株式会社フルステム 自動大量幹細胞培養装置の開発製造・販売 

14 

伊東 昌章 

(株式会社シルクルネッサ

ンス) 

カイコ無細胞タンパク質合成系を基盤とした創薬支援事業及び新規

高分子セリシンを用いた再生医療支援事業 

 

（２）セミナー等開催 

多くのビジネスプランが誕生する環境を醸成するとともに、優秀なビジネス

プランを発掘するため、起業啓発等を目的としたセミナー等を行った。 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

起業啓発セミナー等 

延べ参加人数 
388人 150人 

 

①起業啓発活動（相談会等）及びセミナー等開催概要 

 

  イベント名 開催日 参加人数 

1 個別メンタリングセミナー 平成 31年 4月 15日 11 名 

2 
「プレゼンテーションセミナー 

〜ビジネスマッチングにおけるプレゼンの極意〜」 
令和元年 9 月 2 日 30 名 

 

3 

アジア女性社会起業家ネットワークサミット vol.1 

「誰ひとり取り残さない」ために私たちができること 

〜日本と ASEAN をつなぐ沖縄から生み出す SDGs 実現への一歩〜 

令和元年 10月 12日 

 ～ 

令和元年 10月 13日 

205 名 

4 
沖縄ベンチャーキャピタルサミット 2019 

 〜エンジェル投資家が語る沖縄スタートアップの方向性〜 
令和元年 11 月 1 日 46 名 

5 
OKINAWA ソーシャルイノベーションフォーラム 

～沖縄から未来を拓く社会価値の創造～ 
令和 2 年 2 月 12 日 96 名 

合 計 388 名 
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3-2 新産業事業化促進事業 

沖縄県における新たな産業創出の促進を図るため、スタートアップ企業や中小

企業が持つ新規性の高いビジネスモデルや優れた研究開発に対し、事業化に結び

付けるための資金的支援及びハンズオン支援を実施した。 

 

１. 事業実績（39,917千円） 

市場性や法的規制、実現性等を調査・検証する「事業計画検証ステージ」と、

早期の事業化を見据えた研究開発を実施する「研究開発実証ステージ」の２段

階に分けて、支援を実施した。 

 

（１） 事業計画検証ステージ 

①採択件数 

公募を行ったところ、29 件の申請があり、12 社を採択し支援を行った。 

補 助 上 限 額：500万円/年 

補 助 率：事業費の３/４以内 

補助対象期間：令和元年８月～令和２年１月（６ヵ月間） 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

採択件数 12件 12件 

 

②採択案件 

 分野 企業名 事業テーマ 備考 

１ 
情報 

通信 
LiLz株式会社 

機械学習と IoT を活用した独自カウンティ

ングシステムの事業検証 

Ｒ２実証ス

テージ昇格 

２ 
情報 

通信 

株式会社 

国建システム  

屋内測位サービス開発に関する有用性検証

およびニーズ調査 

 

３ 
情報 

通信 

アーティサン 

株式会社 

中小企業向け業種別クラウド「管理会計」

ソリューションの開発検証 

 

４ 
情報 

通信 

株式会社セキュア

イノベーション 

国産ハードニングツール開発へ向けた調

査・検証事業 

 

５ バイオ 
株式会社 

沖縄リサーチセンター 

ノビレチンと沖縄産素材の併用による新規

抗アレルギー食品の開発 

 

６ バイオ 
株式会社デジタル 

デザインサービス 

高リアルなカテーテル治療シーンを再現す

る「スマートカテーテルシミュレータ」の

構築 

Ｒ２実証ス

テージ昇格 

７ バイオ 
株式会社 

カタリスト琉球 

消費者インサイトを探求した新規ヘルスク

レーム（機能性表示食品）開発体制の構築

検証 

Ｒ２実証ス

テージ昇格 
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８ バイオ 
阪神化成工業 

株式会社 

細胞培養専用 EC サイトの運営 及び Cell 

Processing Device（CPD)の販売による再生

医療の普及促進 

Ｒ２実証ス

テージ昇格 

９ バイオ 
株式会社 

武蔵野免疫研究所 

宮古ビデンス・ピローサ製品の機能性表示

食品の開発（剤形検討） 

 

10 バイオ 甲南化工株式会社 
(R)-3-ヒドロキシ酪酸(R)-3HB を含む糖誘

導体の開発 

 

11 その他 株式会社リプル 
生コンスラッジを原料とした高反応消石灰

製造 

 

12 その他 株式会社屋部土建 養殖池水質改善事業 
 

 

（２） 研究開発実証ステージ 

①採択件数 

公募を行ったところ、18件の申請があり、５社を採択し支援を行った。 

補 助 上 限 額：3,000 万円/年 

補 助 率：事業費の３/４以内 

補助対象期間：最長２ヵ年度 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

採択件数 ５件 ４件 

 

②採択案件 

 分野 企業名 事業テーマ 備考 

１ 
情報 

通信 

株式会社 

Alpaca.Lab 

運転代行業と個人利用を結ぶ、オペレータ Al研

究開発事業 

Ｒ２実証

ステージ

継続 

２ 
情報 

通信 

株式会社 

ブルーブックス 

クラウド型匿名加工医療情報演算システムの開

発の開発 

Ｒ２実証

ステージ

継続 

３ バイオ 
株式会社 

サウスプロダクト 

オキナワモズクを利用したフコキサンチン生産

技術の開発 

 

４ バイオ 株式会社 AVSS バイオ医薬品等のウイルス安全性試験受託事業 

 

５ バイオ 
株式会社グリーン 

テクノプラス 

海洋分解性プラスチックの合成および分解性評

価技術の開発 
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3-3 産学官連携製品開発支援事業 

沖縄県内における競争力のあるものづくり産業の振興を図るため、県内企業、

大学及び試験研究機関等の製品開発共同体が、お互いの有する技術や研究シーズ

を使用し開発しようとする付加価値の高い製品開発プロジェクトに対し、資金的

支援及びハンズオン支援を実施した。 

 

１. 事業実績（25,660千円） 

 製品開発プロジェクトの公募を行い、新たに４社を採択した（うち１社につい

ては、採択後に補助事業の廃止申請があった）。継続企業の２社と合わせた計５

社に対し、ハンズオン支援を行った。 

 

補 助 上 限 額：（新規）3,500 万円/年、（継続）4,500 万円/年 

補 助 率：事業費の３/４以内 

補助対象期間：最長２ヵ年度 

 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

採択件数（うち継続件数） ６件（２件） ６件（２件） 

 

（１）採択案件 

製品開発テーマ ノビレチンと沖縄素材併用による新規認知機能改善

食品の開発 

企業名 ・管理法人 株式会社沖縄リサーチセンター 

・共 同 体 琉球大学教育学部 

 

製品開発テーマ 沖縄産エリ蚕蛹を宿主とする子実体（仮称：琉球夏草）

を応用した機能性食品素材の開発 

企業名 ・管理法人 株式会社沖縄ＵＫＡＭＩ養蚕 

・共 同 体 東京薬科大学薬学部生物分子有機化学 

研究室 

 

製品開発テーマ フッ素樹脂フィルムを活用した半導体製造装置用次

世代型バルブ開発 

企業名 ・管理法人 株式会社ＡＤＯ 

・共 同 体 沖縄県工業技術センター 
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製品開発テーマ 沖縄県産タマヌオイルと葉の抽出物を活用した機能

性スキンケア製品の開発【令和２年度継続】 

企業名 ・管理法人 株式会社すまエコ 

・共 同 体 沖縄県工業技術センター、近畿大学 

 

製品開発テーマ 沖縄県産「高品質炭酸カルシウム」活用環境プラスチ

ック製品の開発 

企業名 ・管理法人 ワールド・リンク株式会社 

・共 同 体 沖縄県工業技術センター 

 

製品開発テーマ 一家に一台を実現する、コンシューマー向け超音波エ

コーデバイスの開発 

企業名 ・管理法人 レキオ・パワー・テクノロジー株式会社 

・共 同 体 ㈱沖縄医療機器開発事業、琉球大学 

 

3-4 沖縄ものづくり振興ファンド管理運営事業 

 中小ものづくり企業の資金調達手法の多様化を図り、当該企業の競争力を強化

するため、県内金融機関とともに設立した「沖縄ものづくり振興ファンド有限責

任組合」を運営するとともに、出資による資金の供給及び経営支援を実施した。 

 

１ 事業実績（15,000千円） 

 今年度は、１社（2 件）について株式の売却を実行し、出資累計件数は 9 社 9

件となった。 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

投資社数（件数） 9社（9 件） 10社（11件） 

出資先（売却実行） 

企業名 種類 出資金額 

㈱ナノシステムソリューションズ 

種類株式 90,000,000円 

種類株式 59,976,000円 

合計 ― 149,976,000円 

〈参考〉 

ファンド名： 沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合 

組合員  ： 公益財団法人沖縄県産業振興公社、株式会社琉球銀行 

       株式会社沖縄銀行、株式会社沖縄海邦銀行、コザ信用金庫 

助成額  ： 15.25 億円（うち公社出資額：12.55億円） 

存続期間 ： 平成 26年 12 月 18日～令和 4年３月 31 日 
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3-5 沖縄中小ものづくり企業投資事業 

 県内のものづくり企業が、直接金融により円滑に資金を調達できるよう、平成

26年度に県内金融機関とともに資金を拠出し「沖縄ものづくり振興ファンド有限

責任事業組合」を設立した。本組合を通じて、県内ものづくり企業に対して、出

資やよる資金供給を行った。 

 

１ 事業実績（管理のみ） 

 今年度は、投資先企業１社（㈱ナノシステムソリューションズ）の株式売却を

行った。 

 

〈参考〉 

ファンド名： 沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合 

組合員  ： 公益財団法人沖縄県産業振興公社、株式会社琉球銀行 

       株式会社沖縄銀行、株式会社沖縄海邦銀行、コザ信用金庫 

助成額  ： 15.25 億円（うち公社出資額：12.55億円） 

存続期間 ： 平成 26年 12 月 18日～令和 4年３月 31 日 

 

２ 出資先（令和 2 年 3月 31日時点） 

企業名 種類 出資金額 

（株）ポイントピュール 種類株式 89,950,000円 

（株）ＥＣＯＭＡＰ 種類株式 99,900,000円 

（株）沖縄パイオニアフーズ 種類株式 30,000,000円 

（株）リュウクス 種類株式 149,988,000円 

（株）トリム 種類株式 50,000,400円 

レキオスソフト（株） 種類株式 50,000,000円 

琉球アジアン（株） 種類株式 19,809,000円 

（株）Ｇｒａｎｃｅｌｌ 種類株式 14,996,000円 

ワイズグローバルビジョン（株） 種類株式 39,900,000円 

合計 544,543,400円 
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3-6 ベンチャー企業投資事業  

１ 事業実績(管理のみ) 

ベンチャー企業の成長を促進するため創設された直接金融制度であり、平成 13

年度から平成 17 年度までの間、株式 10 社 66,913 千円、出資 1 社 50,000 千円、

投資総額 11社、12 件、116,913千円の投資支援を行い、平成 17年度に新規投資

を終了した。 

 今年度は、出資企業 1社について株式売却を実行したほか、その他出資企業５

社に対する経営状況の把握に努めるとともに、必要に応じて支援施策情報の提供

等を行った。 

 

※売却実行した出資先 

企業名 種類 出資金額 

㈱沖縄ソフトウェアセンター 普通株式 8,000,000円 

 

２ 出資先（令和 2 年 3月 31日時点） 

企業名 種類 出資金額 

㈱マグナデザインネット 普通株式 10,000,000円 

㈱トリム 普通株式 9,000,000円 

クラスターワークス㈱ 普通株式 2,000,000円 

㈱サウスプロダクト 普通株式 10,000,000円 

㈱沖縄 TLO 普通株式 5,000,000円 

合計 36,000,000円 

 

3-7 おきなわ新産業創出投資事業 

県内のベンチャー企業（IT、バイオ、環境関連）等への資金的支援を行なうた

め、平成 21年度に県内企業やベンチャーキャピタル等とともに組成した「おき

なわ新産業創出投資事業有限責任組合」へ出資を行っている。 

 

1.事業実績（管理のみ） 

今年度は、投資先企業の経営状況を確認していくとともに、ファンド運営者が実

施する投資先企業へのハンズオン支援についてフォローを行った。 

 

ファンド名：おきなわ新産業創出投資事業有限責任組合 

・無限責任組合員：バイオ・サイト・キャピタル株式会社 

・ファンド組成額 5億円（うち公社出資額：3.75億円） 

・存続期間：平成 22年 1月 29日～令和 4年 1 月 28 日 
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2.出資先（令和 2 年 3月 31日時点） 

企業名 種類 出資金額 

オーピーバイオファクトリー(株) 普通株式 45,000,000円 

沖縄プロテイントモグラフィー(株) 普通株式 60,000,000円 

(株)先端医療開発 普通株式 15,000,000円 

ORTHOREBIRTH(株) 
普通株式 

A種種類株式 

11,000,000円 

37,600,000円 

合  計 ― 168,600,000円 

 

3-8 沖縄型上場基盤整備促進事業   

平成 24 年度、有望な県内ベンチャー企業が TOKYO PRO-Market 市場に上場し、

資金調達できるよう、上場支援アドバイザー企業「株式会社 OKINAWA J-Adviser

（現社名「株式会社 OJAD」※令和元年 8 月社名変更）」の設立支援及び出資を行

っている。 

 

１ 事業実績（管理のみ） 

今年度は、他の株主とともに OJAD の経営状況を確認し、必要に応じて支援施

策情報の提供等を行った。 

 

２ 出資先（令和 2 年 3月 31日時点） 

企業名 種類 出資金額 

㈱OJAD 普通株式 50,000,000円 

 

3-9 沖縄におけるベンチャーファンドのあり方に関する調査事業  

沖縄におけるベンチャー企業の起業・創業しやすい環境の整備促進を図るため、

最適なベンチャーファンドについて調査を行った。 

 

1. 事業実績(1,183 千円) 

有識者等へのヒアリング等を行い、インパクト投資に関する投資手法及び運営

体制等に関する調査を行った。 
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４ 海外展開支援 

4-1 海外事務所活動支援事業 

県内企業の海外経済交流を促進するため、海外事務所（北京、上海、香港、台

北、シンガポール、ソウル）、福州駐在所、委託駐在員（タイ、フランス、オー

ストラリア、インドネシア、ベトナム、マレーシア、フィリピン）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、

企業誘致活動等を実施した。 

また、海外事務所、委託駐在員活動報告会・市場別セミナーの実施等、県内企

業の海外展開促進の支援を行った。 

 

1.事業実績(89,994 千円) 

(1)海外貿易情報収集・提供 

県内企業の海外展開等を促進するため、年間を通して海外における経済・貿

易情報の収集並びに市場可能性調査等に係る情報提供等を行った。 

  

(2)海外観光誘客 

外国人観光客の誘客拡大を図るため、沖縄観光コンベンションビューロー等

との連携のもと、海外の地元メディアやインフルエンサー等の活用による沖縄

のイメージアップや観光の誘客プロモーションを展開した。 

さらに、現地旅行会社と県内旅行会社の商談支援、旅行会社及びメディア関

係者等を対象としたセミナーや FAM ツアー等による沖縄観光の魅力発信及び旅

行商品の造成支援、航空会社との調整・交渉など、地域の実情に即した取り組

みを実施した。 

箇 所 主な実績等 

北京事務所 

・観光博出展（北京国際(BITE)） 

・沖縄観光セミナー 

（JNTOセミナー＠蘭州、教育旅行セミナー＠西安 等） 

・商談会（JNTO主催商談会＠青島、インセンティブツア

ー商談会＠瀋陽、Visit Japan Travel Mart 等） 

その他、航空会社プロモーション用沖縄ロケ支援、旅

行会社向けオンラインセミナー、沖縄観光施設のオンラ

イン紹介、各イベントの実施に係る調整及びアテンド等 

上海事務所 

（福州駐在所） 

・観光博出展 

（DRT ダイビング博覧会、SWTF上海旅行博覧会 等) 

・プロモーション、PR 

（クルーズ船プロモーション「厦日星旅暢郵沖縄」等） 

・交流会（JQSY日本軽奢游フォロワー拡大交流会 等） 

・セミナー（MICE、VISIT JAPAN訪日旅行セミナー 等） 
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・FAMツアー（南京・杭州MICE関係者 等）  

その他、旅行会社及び航空会社への沖縄商品造成に向

けた調整、各イベントの実施に係る調整及びアテンド等 

台北事務所 

・高雄音楽イベント沖縄特集 

その他、観光・物産PRのため、SNSやその他のメディア

を通じて情報発信を実施 

香港事務所 

・観光博出展（香港国際旅行博、Sports Expo、ダイビン

グエキスポ 等） 

・イベント対応(沖縄サイクリングPR、深センアストロク

ルーズタイアップ沖縄PR 等) 

・FAMツアー（ゴルフ専門旅行社、サイクリングKOL、

Utravel、MICE、教育旅行等） 

・観光セミナー、商談会、セールス営業 

（スポーツ旅行社、富裕層向け旅行社 等） 

その他、旅行会社及び航空会社への沖縄商品造成に向

けた調整、各イベントの開催に係る調整及びアテンド等 

シンガポール事務所 

・観光博出展（MITMペナン・ジョホールバル、NATAS、Travel 

Madness Expo 等) 

・FAMツアー（Air Asia X 新規就航FAMトリップ 等） 

・観光セミナー、商談会（インドネシア、マレーシア、

オーストラリア、インド、ベトナム、フィリピン等） 

・沖縄ナイトinタイ 

その他、旅行会社及び航空会社への沖縄PR・各イベン

ト開催に係る調整及びアテンド等 

ソウル事務所 

・観光博出展（ハナツアー旅行博覧会、釜山国際観光展、

モードツアー国際旅行博覧会 等） 

・FAMツアー（ハイアット、アシアナ航空、旅行社 等） 

・観光セミナー、商談会（ソウルインセンティブマート、

九州観光商談会 等） 

その他、旅行会社及び航空会社への沖縄PR・各イベント 

開催に係る調整及びアテンド等 

タイ駐在員 

・観光博等出展サポート（FITフェア旅行会社商談会、FIT

フェア旅行会社商談会 等） 

・沖縄MICEプロジェクト随行、新規路線就航誘致(Peach

航空・JAL/JTA)等 

フランス駐在員 Facebookによるフランス市場の情報発信 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ駐在員 

・沖縄観光PR実施（Matsuri Japan Festival in Chatswood

祭りジャパン・フェスティバル、JNTO主催「ジャパン

・ロードショー」 等） 
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インドネシア駐在員 ・情報収集等（JINT主催ジャパントラベルフェア 等） 

ベトナム駐在員 ・観光博等出展（FEEL JAPAN IN VIETNAM2019 等) 

マレーシア駐在員 
・観光博等出展・支援（Matta Fair 等） 

フィリピン駐在員 
・情報収集等（Travel Madness Expo2019） 

・マニラ直行便の陳情等 

 

(3)海外セミナー開催 

県内企業の海外展開の推進や進出企業の発掘、施策の利用促進等を図るため、

海外事務所長及び委託駐在員による活動報告会・市場別セミナーを開催した。 

箇 所 主な実績等 

本社 

沖縄県海外事務所・委託駐在員活動報告会＆ 

市場別セミナー 

【参加者】①176 名、②76個別相談、③32名 

県内企業及び県民向けに、各海外事務所及び委託駐在員

による①現地最新情報及び活動報告の他、②個別相談会、

③ネットワーキング会を行った。 

 

(4)県物産品販路拡大 

県物産品の販路拡大を図るため、海外で開催される見本市・商談会等への県

内企業の出展、現地デパート・量販店等において開催する沖縄物産展・沖縄フ

ェア等のプロモーション、県内企業と現地企業との商談等の支援を実施した。 

箇 所 主な実績等 

北京事務所 

・見本市出展・支援 

（西安シルクロード博覧会、地域の魅力海外発信支援事

業（中国） 等） 

・イベントの実施・支援 

（日本大使館「春の交流会」、北京泡盛まつり、青島日本

フェア 等） 

その他、ウェブを活用した県産品の知名度向上、販路拡

大・販促活動、企業支援等 

上海事務所 

（福州駐在所） 

・沖縄イベント・プロモーション実施 

（九州沖縄魅力発信/沖縄工芸市 等） 

・沖縄フェア実施（上海高島屋、Ole 等での沖縄フェア、

麵屋武蔵での沖縄マグロフェア 等) 

・展覧会出展・支援 

（海峡両岸経済貿易交易会、FHC CHINA2019 等） 

・大交易会へのバイヤー招聘 

・福建省冷凍品輸出実験に係る現地市場調査 
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・招聘随行（上海芸術品博物館） 

台北事務所 
・見本市出展支援（BioTaiwan 等） 

・嘉義沖縄フェア、オリオンビアフェスタ in台北支援  

香港事務所 

・展示会出展・支援 

（FoodExpo、Restaurant and Bar Expo、 

Wine and spirits 、ALMC物流商談会、 等） 

・沖縄イベント開催・支援 

（沖縄フェア：SOGO、華御結、八天堂、ドンドンドンキ

等、石垣フェア：九号水産、Butlerバー泡盛フェア） 

シンガポール事務所 

・展示会出展・支援 

（Vitafoods Expo、Asia Pacific Food Expo 等） 

・沖縄イベント開催・支援 

（Sun with Moon沖縄フェア、ISETAN KLCC 

/Shojikiya/J-mart等での沖縄フェア、タイ大手製造業

主催イベントでのテスト販売 等） 

その他、大交易会バイヤー商談、沖縄の認知度の向上・

東南アジア地域への販路拡大を目的とした企業支援等 

ソウル事務所 

・展示会出展・支援 

（ソウルフード2019、ソウル国際酒類博覧会 等） 

・沖縄イベント開催・支援 

（一路10周年記念試飲会） 

タイ駐在員 

・沖縄関連イベント実施・支援（タイフェスティバル in 

OKINAWA 泡盛関連(沖縄県ものづくり振興課)、シンハー

ビールへシークワーサー提案(アジア経済戦略課)、沖縄

ナイトin タイ2020、天皇誕生日レセプション出展(在タ

イ日本国大使館主催）、天皇誕生日レセプション出展(在

チェンマイ日本国総領事館主催)） 

その他、タイへの販路拡大を目的とした県内企業の相談

対応、情報提供 等 

フランス駐在員 

・情報収集及びFacebookにてフランス市場の情報発信（パ

リ伝統工芸品展示会、日本食材商談会、日経コンセプト

ストア新店舗、日経ディストリビューター直営店 等）  

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ駐在員 

・泡盛PR（レストラン・食品会社等での販促会、沖縄フェ

ア開催 等） 

・シークヮーサーと黒糖PRイベント開催 

(沖縄県流通・加工推進課) 

その他、豪州への販路拡大を目的とした県内企業の相談

対応、情報収集等 

ベトナム駐在員 ・イベント視察 
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（ベトナム高品質製品見本市2019、VIETFISH2019 等)  

その他、ベトナムへの販路拡大を目的とした県内企業の相

談対応、情報収集等 

インドネシア駐在員 

・企業視察団サポート、随行等 

その他、インドネシアへの販路拡大を目的とした県内企

業の相談対応、情報収集（日系含む現地企業・経済人のヒ

アリング、各種経済政策の情報収集、経済情勢の分析）等 

マレーシア駐在員 

・県内企業のマッチング及び営業サポート 

（ISETAN KLCC 沖縄フェア 等） 

・海外販売促進支援視察（エイサー団派遣及び泡盛販売促

進・試飲会＠Publika） 

その他、マレーシアへの販路拡大を目的とした県内企業

の相談対応、情報収集等 

フィリピン駐在員 

・沖縄大交易会へバイヤー招聘、県内酒造メーカーのフィ

リピン内の販促広告の状況確認、県内酒造メーカー・食

品加工業者の商品のテスト販売支援 

その他、フィリピンへの販路拡大を目的とした県内企業

の相談対応、情報収集等 

 

 (5)企業誘致・経済交流促進 

海外企業と県内企業の貿易、合弁・技術提携等を推進するため、県や関係機

関等と連携を図り、ビジネス交流会やマッチング会を開催し、企業誘致の促進

や県内企業の海外展開等を支援した。 

箇 所 主な実績等 

北京事務所 

・中国日本商会主催セミナー参加 

・日本大使館経済部、JETRO、中国日本商会、日中経済協会

へ情報収集。 

上海事務所 
・沖縄国際物流ハブ振興セミナー参加 

・JETRO 対日投資セミナー参加 

台北事務所 

・Computex、INNOVEX、SemiconTaiwan出展支援 

・経済特区沖縄セミナー＆商談会in台湾 開催支援 

その他、県内企業と現地企業のマッチング、企業講習会

参加、関連情報の招集等 

香港事務所 ・香港シティイノベーションハブ・ISCO MOU締結支援 

シンガポール事務所 
・MRO ASIA-Pacific出展フォロー 

・アジアと日本を結ぶITブリッジ沖縄セミナー 

ソウル事務所 

・韓国貿易協会主催韓日未来協力パートナーシップ討論会、

ソウル国際経済諮問談（SIBAC）総会参加 等 
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タイ駐在員 
・バンコクでの就職イベントサポート(アジア経済戦略課) 

・県内企業のタイ進出相談対応等  

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ駐在員 
・企業紹介等県内企業からの相談対応 

 

フランス駐在員 

・情報収集（パリ市・京都市主催のアートビジネス支援事

業、ヨーロッパイノベーションセミナー、パリ市主催国

際スタートアップ支援イベント等）及びFacebookにてフ

ランス市場の情報発信 

ベトナム駐在員 

・不動産業・物流企業への現地アテンド・視察 

・海外派遣集中講座inベトナムでのサポート 

・ベトナムからの特定技能実習生受入相談 

・ベトナム出店検討中の企業への相談対応、情報提供等 

インドネシア駐在員 
・意見交換、現地アテンド等 

  

マレーシア駐在員 
・マレーシア企業と県内企業のマッチング 

・県内大学生インターン研修支援等 

フィリピン駐在員 

・保温機器メーカーや日本語教師養成学校、飲食業等県内

企業へ人材派遣・企業進出の相談、視察対応 

・フィリピン人介護福祉士候補生の派遣サポート 

 

4-2 海外事務所管理運営事業 

公益財団法人沖縄県産業振興公社海外事務所（ソウル、北京、上海、香港、台

北、シンガポール）の管理・運営に必要な経費を執行した。 

 

1.事業実績(113,575 千円) 

事 務 所 名 金 額（円） 

ソ ウ ル事務所 25,949,008   

北 京 事 務 所 9,836,258   

上 海 事 務 所 11,572,343   

香 港 事 務 所 12,504,735  

台 北 事 務 所 18,091,411  

シンガポール事務所 19,804,287  

本     社 15,817,029  

合   計 113,575,071  
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4-3 福建・沖縄友好会館管理運営事業 

公益財団法人沖縄県産業振興公社福州駐在所及び福建・沖縄友好会館の適切な

管理運営を行うとともに、本県からの来訪や各種相談・問合せ等に的確に対応で

きる現地スタッフを活用し、入居企業のサポート等、県内企業の海外展開支援を

行った。 

 

1.事業実績(9,815 千円) 

(1)福建・沖縄友好会館 5階入居企業サポート 

入居する企業に対して、現地での登記手続き・情報収集等の支援を行った。 

(2)福建・沖縄友好会館 1階展示コーナー運営 

１階展示コーナーにて物産・観光・文化等総合的に沖縄のＰＲを行った。 

4-4 沖縄国際物流ハブ活用推進事業 

1. 事業実績(53,067千円) 

ＡＮＡ航空貨物便の就航地域を中心に、アジア主要都市への県産品の販路拡大

を目的とした見本市・物産展等への渡航、海外バイヤー等の招聘、販売促進プロ

モーション、商品改良等の支援を行った。 

また、県内企業の海外展開を促進するため、東アジア地域における見本市等へ

の県内企業等による出展を支援した。 

 

（補助金支援） 

項       目 令和元年度実績 令和元年度計画 

県内生産者等渡航支援 162件（73社） 200件 

海外流通事業者等招聘支援 20件（12社）  30件 

プロモーション等実施支援 46件（34社）  50件 

商品改良実施支援 5件（3 社） 5件 

輸出拡大人材育成支援 1件（1 社） 2件 

海外輸出促進支援 4件（2 社） 10件 

 

（海外見本市等出展支援） 

項       目 令和元年度実績 令和元年度計画 

海外見本市等出展支援 1件 1件 
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4-5 県産工業製品海外販路開拓事業 

県産工業製品（食品除く）の海外への販路開拓・拡大を図るため、海外見本市

への出展支援、販売促進プロモーション等支援、フィージビリティスタディ（事

業可能性調査）等の支援を実施した。 

 

1.事業実績(23,051 千円) 

平成 30 年度からの継続支援企業７社に加え、令和元年度は新規４社及び過去

に２年の補助を受けた１社（継続扱い）の計５社を採択し、見本市出展支援、海

外での営業活動及びプロモーション支援、フィージビリティスタディ支援等を行

った。 

項目 令和元年度実績 令和元年度計画 

支援企業数 12社（うち継続８社） 11 社（うち継続７社） 

 

支援企業名 海外展開する製品 展開国（地域） 

(株)立神鐵工所 
特許技術を活用したビーチパラソ

ル 
ハワイ、オーストラリア 

ワイズグローバルビジョン

(株) 
海水淡水化装置等 東南アジア・中東・大洋州 

アンリッシュ食品工業(株) プロトン凍結機、プロトン解凍機 アジア 

沖縄東京計装(株) 
流量計及び流量コントローラー、

液面計 
アジア 

（株）ASOVIVA 
ペグ三線、各種デザイン三線、ミ

ニマム三線 

欧米、アジア、オーストラ

リア 

（株）J&S inter national 
スカーフ、ストール、バッグ、ポ

ーチ、レディースファッション 
中東、マレーシア 

（株）アクロラド カドミウムテルル放射線検出素子 欧米、韓国 

（株）オキナワブレッシング 日本製ウェットスーツ 
オーストラリア、台湾、フ

ィリピン、タイ 

（有）アンサー 審美歯科技工製品 タイ、アジア 

（株）琉球ファクトリー 日本製島ぞうり（ビーチサンダル） 
シンガポール、台湾、ハワ

イ、オーストラリア 

佐喜真義肢（株） CBブレース（義肢装具の製造） 
台湾、韓国、フランス、シ

ンガポール 
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（一社）琉球びんがた普及伝承

コンソーシアム 

本染め琉球びんがた 

琉球紅型デザインを活用した商品 
オランダ、アメリカ 

 

4-6 海外事務所等観光誘致機能強化事業 

外国人観光客の誘客を促進するため、海外事務所（北京、上海、香港、台北、

シンガポール、ソウル）のみならず、新規開拓市場として豪州と欧州（イギリス、

フランス、ドイツ）の 4ヵ所へ現地駐在員（沖縄観光誘客サポート員）を配置し、

市場調査や旅行会社へのセールスおよび認知度向上のため観光ＰＲ活動等を行

った。 
 

1. 事業実績(53,563千円) 

 主な事業内容として、現地観光イベント等での沖縄観光プロモーションを

38回、国際旅行博出展支援や現地旅行社に対する沖縄関連旅行商品造成支援

を 25回、旅行社及びメディア関連企業の招聘を 2回、定期・トランジット航

空便等の造成を 6回、観光誘客サポート員によるイベント参加・セミナー開催

については 30 回行った。 

項       目 主な実績等 

沖縄観光プロモーション広告宣伝

事業及び市場展開支援事業 

香港事務所：4 回 

上海事務所：4 回 

北京事務所：11 回 

台北事務所：2 回 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事務所：15 回 

ソウル事務所：2回 

国際旅行博出展支援及び沖縄関連

旅行商品造成支援 

香港事務所： 3回 

上海事務所：2 回 

北京事務所：1 回 

台北事務所：1 回 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事務所：18 回 

旅行社及びメディア招聘、 

広告事業等 

香港事務所：1 回 

ソウル事務所：1回 

定期・トランジット航空便等造成 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ事務所：6 回 

観光誘客サポート員イベント参加、

セミナー開催等 

オーストラリア：10 回 

イギリス：5回 

フランス：10回 

ドイツ：5回 

 



40 

4-7 沖縄大交易会運営管理事業 

東アジアの中心に位置しているという沖縄の地理的優位性を活かし、国際物流

貨物ネットワークの構築・更なる拡大を図る目的で、日本最大の「食」をテーマ

とした国際食品商談会「沖縄大交易会」の実行委員会事務局の運営管理を行った。 
 

1. 事業実績(57,156 千円) 

 主な事業内容として、①沖縄大交易会実行委員会の総務・財務に関する一切

の業務、②運営に要する費用の支払いに関する業務、③各種報告に対する業務、

④総会・幹事会・企画運営部会の開催及び議事録作成に関する業務、⑤問合せ

に関する業務、⑥運営に関する業務を行った。 

項       目 主な実績等 

サプライヤー勧奨活動 

（14回） 

・長野県、山梨県訪問（4/22-24） 

・県内サプライヤー募集説明会（5/15） 

・佐賀県、長崎県、熊本県、福岡県訪問（6/5-7） 

・岡山県、兵庫県訪問（6/19-20） 

・福井県、滋賀県訪問（6/26-6/28） 

・香川県訪問（8/8-9） 

・栃木県訪問（9/4-5） 

 

オフィシャルセミナー開催 

（5回） 

・食品流通業界の最新トレンドと長期間育成できる

売れる商品開発（7/19） 

・基礎からわかる貿易実務（初級・中級）、海外で

の知的財産の保護方法、輸出証明書発給に係る留意

事項（8/2） 

・商談の前にこれだけは知っておきたい EPA/FTA

のキホンセミナー（9/2） 

・海外でも売れる商品パッケージのつくり方（9/24） 

・販路が広がる商談の進め方（10/17） 

 

参加サプライヤー事前説明

会 

スタッフ向け説明会・研修会 

・事前説明会（今年度より動画配信） 

・語学スタッフ研修会（10/19） 

・運営スタッフ説明会（10/16～11/6 計 7回） 

 

各種会議開催 

（6回） 

・総会（4/11） 

・幹事会（10/28） 

・企画運営部会（7/8、10/11、1/27、2/12） 
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4-8 アジア・ビジネス・ネットワーク事業 

海外と沖縄のビジネス交流を促進することを目的に、海外企業等が県内にお

いて、投資や立地、ビジネスを行おうとする際のサポート窓口を設置し、海外

企業等からの各種相談、県内視察の受入等のサポート業務を行った。併せて、

県内企業・団体等がビジネス拡大のために行う、海外企業・団体等とネットワ

ーク構築のサポート業務を行った。 

 

1.事業実績（39,004 千円） 

（１）コンシェルジュ業務 

本県への投資を具体的に検討させるため、海外企業に対する窓口相談及び県

内視察アテンド及び現地訪問調整等を行った。 

項 目 令和元年度実績 令和元年度計画 

外国企業等の相談対応企業数 142社 60社 

サポート窓口において沖縄への投資を

検討するに至る企業数 
16社 12社 

 

（２）連携構築業務 

  県内企業・団体等がビジネス拡大のために行う、海外企業・団体等とネット

ワーク構築のサポート業務を行った。 

項 目 令和元年度実績 令和元年度計画 

海外の連携先における新たなビジネ

スネットワーク構築に向けた意向・課

題の把握 

15件 4件 

県内の団体、企業における新たなビジ

ネスネットワーク構築に向けた意向

や課題の把握 

42件 8件 

県内企業等が海外企業等との連携協

議に至った件数 
6件 2件 

 

4-9 琉球大学台北サテライトオフィス管理運営事業 

沖縄県産業振興公社台北事務所内に設置している琉球大学台北サテライトオ

フィスの管理・運営に必要な経費を執行した。 

 

1.事業実績(1,603 千円) 

事 務 所 名 金 額（円） 

台 北 事 務 所 1,602,662  

合   計 1,602,662  
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4-10 海外事務所 MICE 誘致活動強化事業 

1.事業実績（7,717 千円） 

海外の企業、学協会、政府機関などが主催する MICE の誘致及び国際的な MICE

都市としての認知度向上を目指すため、沖縄 MICE 振興戦略に基づき、北京、上

海、香港、台北、シンガポール及び韓国事務所が、海外の MICE 主催者等に対す

る誘致活動、ブランドプロモーションなどを実施した。 
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５ 産業人材育成支援 

5-1 経営サポート事業 
 県内中小企業が抱える様々な課題を解決するため、当公社が保有する経営に

関する専門的な支援ノウハウを有効に活用し、会員企業等に対して経営支援を

行った。 

 

1.事業実績（経常費用 7,282 千円） 

(1)有料セミナー 

経営幹部や従業員等のスキルアップを図るため、企業ニーズに合わせた講

演会や有料セミナーを開催した。 

 

項   目  令和元年度実績 令和元年度計画 

セミナー開催回数 14回 15回 

 

 (2) プロモーションサポート 

県内中小企業のプロモーション支援を行うため、ホームページやメールマ

ガジン（計 53 回配信、登録者数約 4,000名）、情報紙（「沖縄ベンチャースタ

ジオ」年 4回、計 64,000 部発行）等の情報配信機能を活用し、企業の商品紹

介や企業紹介等を行った。また、県内外への販路拡大や市場調査を行いたい

企業に対し、「沖縄の産業まつり」への出展支援を行った。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

「沖縄ベンチャースタジオ」紹

介企業数 
40社 40社 

「沖縄の産業まつり」 

出展支援企業数 
10社 - 

 

(3) ネットワーク会員 

企業支援の拡充を図るため、ネットワーク会員を募り、セミナーや講演会

を通じた人材育成支援及びホームページや情報紙等での広報支援を行った。 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

ネットワーク会員数/年   163社 200社 
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5-2 正規雇用化企業応援事業 

 非正規従業員の正規雇用化及び人材育成を図る県内企業に対し、従業員の県内外研修

に係る費用（旅費、宿泊費）に対する助成金審査等の事業を実施した。 

 

１ 事業実績（12,302千円） 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

正社員転換者数 39人 55人 

＜助成内容＞ 

対  象：非正規従業員（雇用期間６ヶ月以上）を正社員転換する事業所 

助成金額：県内外の研修に要する交通費及び宿泊費の３／４、又は、研修期間ごとに

定めた限度額のいずれか低い金額 

 

5-3 生涯現役スキル活用型雇用推進事業 

 高年齢者の継続雇用と若年者の雇用促進及び人材育成を図るため、県内企業等を対象

に、高年齢者の技術や経験を若年者に継承するペア就労などの取り組みに対して助成金

の審査等を行うとともに、働き方の改善に関するセミナー等の事業を実施した。 

 

１ 事業実績（18,650 千円） 

項   目 令和元年度実績 令和元年度計画 

若年者新規雇用 56人 55人 

セミナー参加企業 114 社 120社 

勉強会参加企業 74 社 60社 

報告会参加企業 - (※開催中止) 40社 

   ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。 

＜助成内容＞ 

対  象：従業員が 65歳まで働けるような措置を講じている県内中小企業 

助成金額：ペア就労１組につき 25万円（働き方改善により加算あり） 

 

5-4 グローバル産業人材育成事業  

沖縄の産業振興に資する高度な国際性や専門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を対象に、国内外 OJT 派遣、海外専門家等招聘、

集合研修（セミナー）等を実施した。 

 

1. 事業実績（45,791 千円） 

 国内外 OJT派遣で 10名、海外専門家等招へいで 8名の専門家を招へいし、128

名の社員に研修を行った。集合研修では、連続型とニーズ型、海外派遣集中講座
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を開催し合計 266 名の参加があった。 

項       目 令和元年度実績 令和元年度計画 

国内外OJT派遣 10人 10人 

海外専門家等招へい 8人 8人 

集合研修（セミナー）受講者 266人 100人以上 

   

5-5 正社員雇用拡大助成金事業 

 35歳未満の若年者（卒後１年以内の者を除く）で、過去６か月以内に正社員として雇

用されていない者を正社員として新規雇用し、定着を図る企業に対して、助成金審査や

定着の取組確認等の事業を実施した。 

 

１ 事業実績（14,874 千円） 

項  目 令和元年度実績 令和元年度計画 

正社員定着人数 56人 100人 

＜助成内容＞ 

対  象：新規に要件を満たした正社員を採用し、定着につながる取組みを行う中小

企業等 

助成金額：１人あたり 30万円（１社あたり最大 90万円） 

 


