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はじめに 

日本経済は、平成 24年末から回復基調が続き、個人消費や設備投資などの

国内需要に加え、輸出や生産など国外需要も持ち直しがみられ、また、企業

収益は過去最高となり、雇用や所得環境も改善傾向が続いている。 

政府の平成 30年度の経済見通しによると、景気回復の長さは戦後 2番目と

なり、引き続き、好循環の進展が見込まれるとされている。 

政府では、中小企業等に対する支援策として、賃上げによる税額控除拡大、

設備投資に伴う固定資産税等の軽減強化、IT導入支援等の経営力強化・生産

性向上に向けた取組のほか、働き方改革実現に向けた、人材育成や事業承継

等を後押しする、活力ある担い手拡大に対する支援策を展開するとしている。 

 

最新の沖縄県の経済動向としては、入域観光客数は前年を上回って推移し、

個人消費、建設関連需要、雇用情勢等の好調な推移から、22期連続で「景気

は拡大している」との発表がなされている。 

沖縄県では、沖縄振興の柱として『域内産業を活性化させることで雇用の

創出、所得・税収の増加が図られ、地域経済全体が安定的に発展する好循環

の生み出す「強くしなやかな自立型経済」の構築』を掲げており、沖縄 21世

紀ビジョン基本計画に基づいた施策展開が進められているものの、県民所得

においては全国に比べ依然として開きが見られ、また県内における非正規雇

用者や若年層の失業率が依然として高いなどの課題も指摘されている。 

 

一方、那覇市では、まちづくりの今後 10年の指針となる「第 5次総合計画」

が今年４月にスタートし、「稼ぐ力を高める」視点に重きを置きつつ、経済振

興政策を市政の「2丁目 1番地」として、中小企業支援をはじめとする様々な

施策を展開していくこととしている。 

昨年度、那覇市が実施した「市内中小企業経営実態調査」においては、人

材が不足していると回答した事業者が約 5割となるなど、景気回復の長期化

によって、労働市場では人手不足感がさらに高まっているとの報告がなされ

ている。その他、「中核人材の不足」、「新規事業展開の不足」、「企業のＩＴ未

整備」、「後継者不足」といった様々な課題も浮彫りとなっている。 

 

那覇市中小企業振興審議会は、「那覇市中小企業振興基本条例」に掲げられ

た基本的施策を円滑に展開するため、各実施事業の評価、提言に対する取り

組み状況のチェック、時代の変化や中小企業の実態を捉えた専門的な視点に

よる提言等、PDCA サイクルを推進することで、那覇市の経済振興に寄与する

ことを目的としている。 

今回、平成 30年 5月 9日付け諮問第 7号に基づき、平成 30年 5月から 7

月にかけて、計 3回の審議を行い、那覇市の中小企業振興施策を中心に議論

を進めてきた結果を踏まえ、平成 30年度の答申として取りまとめた。 

那覇市においては、本答申内容を踏まえた今後の中小企業振興に関わる具

体的事業の企画立案、見直し改善等を行い、那覇市中小企業の振興発展に向

けた取り組みを推進されることを強く望むものである。 
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那覇市における中小企業振興施策の事業評価について 

「那覇市中小企業振興基本条例」第 4条に基本的施策として定められた第 1

項から第 7項に従い、那覇市の平成 29年度事業と平成 30年度事業について

「A.高く評価できる」、「B.概ね評価できる」、「C.あまり評価できない」、「D.

まったく評価できない」の 4段階で、事業評価を行なった。 

「D.まったく評価できない」の該当は無かったが、その他の結果及び内容

について、以下のとおり示す。 

 

１.「A.高く評価できる」とした結果及び内容について 

（１）観光需要の創出により、市内消費の拡大を図ること 

   観光振興のための多様な事業が実施されており、観光客数の増加及び観光

客受入に貢献しており、高く評価した。 

 

２.「B.概ね評価できる」とした結果及び内容について 

（１）中小企業者の経営の革新及び創業の促進を図ること 

「先進的かつ新たな産業発展事業補助事業」に対して、時代に即した産業

に挑戦したいと考えている中小企業にとって有効な支援事業である、といっ

た評価がある。既存事業である「那覇の物産展事業」や「誘致活動サポート

事業」においては、評価する意見と事業方針が不明確であるとの意見があった。 

 

（２）中小企業の経営基盤の強化を図ること 

伝統工芸分野の既存事業における那覇市の支援体制への評価と、長期的な

ビジョンに基づく当該分野の支援策についての検討が必要との意見があった。 

 

（３）中小企業者の資金調達の円滑化を図ること 

「小口資金融資事業」について厳しい評価が多数みられた。国・県・金融

機関をはじめとする様々な資金調達策がある中で、事業内容の再考が必要だ

と考える。また、「民間資金調達促進マッチング事業」については、期待する

という意見が多かった。 

 

（４）商店街の振興を図ること 

商店街活性化のための施策検討や、トランジットモールの現状分析・課題

整理等の必要性への意見が多くみられた。 

 

（５）前各号に掲げられるもののほか、中小企業の振興のため必要と認められる事項 

「市内中小企業経営実態調査報告書」、「なはけいざいマガジン」を評価す

る意見や、観光分野に関する施策が多いため、幅広く施策を検討する必要性

があるのではないか、といった意見があった。 

 

３.「C.あまり評価できない」とした結果及び内容について 

（１）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 
 環境変化への適応は企業にとっての最重要課題であるにも関わらず、予算

自体が少なく、再考する必要性があるため「C.あまり評価できない」とした。 
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那覇市における中小企業振興施策の提言について 

本提言は、各施策の評価、各審議委員の専門的見地による意見交換及び審

議を経て、実施するものである。 

提言に先立ち、那覇市の中小企業振興に係る予算規模や組織・人員体制は

他自治体と比較しても脆弱であり、見直しが必要と考える。沖縄県のフロン

トランナーとしての役割や、稼ぐ力を高める商都「那覇」として、県内他市

町村や全国の他中核市等との比較検討等を行いながら、予算措置や人員の規

模について早急に検討を行い、32万都市の経済振興推進に相応しい体制を整

えるよう強く要望する。 

提言について、優先的に実施が必要な施策は、「１．優先的に実施が必要な

中小企業振興施策」のとおり示す。 

また、条例に定める7つの基本的施策ごとに区分した提言については、「２．

中小企業振興基本条例に定める基本的施策について」のとおり示す。 

 

１．優先的に実施が必要な中小企業振興施策 

（１）人材育成・確保について 

「市内中小企業経営実態調査事業」でも明らかになったとおり、中核人材・

労働人材の不足は、市内中小企業に共通した課題となっている。労働力人口

の減少や人手不足の中、企業の生産性を向上させる支援に加え、働き方改革

にも示されている女性、シニア、障がい者の就労や、テレワークなどの在宅

就労など、多様な人材や就労形態支援を検討していただきたい。 

人材確保については、今後リタイアが予想される経営者、民間企業出身者、

公務員と中小企業とのマッチング支援や、年々増加している就労外国人に関

する支援策について、検討していただきたい。 

他団体が実施している研修・セミナーとの連携や、受講料の一部補てん等

の人材育成支援策について、検討していただきたい。 

また、入域観光客数の増加を背景に、那覇市の主要産業の一つである観光

業関連従事者のホスピタリティマインドの底上げと、外国語への対応能力が

求められている。観光高度人材育成支援策について、県や沖縄観光コンベン

ションビューロ等の関係機関と連携し、検討していただきたい。 

 

（２）事業承継対策について 

平成 28年 12 月に中小企業庁より発刊された「事業承継ガイドライン」で

は、中小企業は全企業数の約 99%（小規模事業者は約 85%）となっており、地

域経済・社会を支える存在として、また雇用の受け皿として極めて重要な役

割を担っている。 

一方、経営者の高齢化が進んでいるにも関わらず、事業承継の準備に着手

している企業が少ないことが全国的な課題となっており、県内において後継

者が決定していない企業は、全体の約 8割との報道がなされるなど、後継者

をとりまく環境は深刻な状況になっている。 

事業承継の準備期間には一定程度の期間が必要とされることから、現経営

者が自身の進退の時期を含め、計画的に事業承継に取り組むことを支援する
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「事業承継支援」や、後継者育成支援について、国・県・商工会議所等の各

機関と連携を取りながら、那覇市独自の支援事業の実施可能性について、検

討していただきたい。 

 

（３）中小企業の ICT 支援 

「生産性向上特別措置法」の施行をはじめ、「ものづくり・商業・サービス

経営力向上支援事業（ものづくり・サービス補助金）」や、「サービス等生産

性向上 IT導入支援事業（IT導入補助金）」など、企業の生産性向上のための

設備投資や ICT 導入を通じた中小企業支援が全国的に始まっている。 

那覇市においても、「先端設備等導入計画」の認定を受け、同計画に伴う固

定資産税特例の対応を進めており、広報や認定など那覇市の担う役割を果た

しつつ、国・県・認定支援機関と連携し、中小企業の生産性向上支援につと

めていただきたい。 

一方、市内の中小企業においては、ホームページや SNS の活用など、汎用

的な ICT の利活用における課題を抱える企業が少なくない。ICT 利活用の段階

に応じたセミナーの開催や、自社の人材で ICT 導入を可能とするための ICT

人材育成支援等について、検討していただきたい。 

また、中小企業は、支援を受けたくても情報を収集する余裕が無く、申請

書の作成を行うための人手自体が不足している場合が多い。そのような中小

企業に対する支援策の周知や手続きの簡素化等を通じ、利用しやすい環境を

整えていただきたい。 

 

（４）那覇市の特色と独自性を持った経済振興策の実施 

   那覇市においては他市町村との違いを打ち出し、民間のプランも採用しな

がらスピード感を持った独自性の強い経済振興戦略を打ち出すべきである。 

 例としては、テストマーケティングの場として優位性を持つアイランド・

ライフ・クオリティ（暑さや湿気、塩害、紫外線等に適応する島だからこそ

有している技術）を世界に打ち出すなどの取り組みが挙げられる。 

本審議会の提言により、独自性の強い事業としてスタートした「新商品開

発支援事業」や、今後進められる「先進的かつ新たな産業発展事業補助事業」

等は、採択において生産性向上の観点を取り入れ、公平性、専門性をもつ外

部の意見も反映していただきたい。 

また、那覇市の産業支援の方向性を明確に示す「コンセプト設計」を外部

の専門家を交え検討し、強化を図っていただきたい。 

 

（５）各種成果物を活用した計画書の策定 

「市内中小企業経営実態調査事業」、「国際通りトランジットモールビジョ

ンづくり支援事業」、「商店街アーケードビジョンづくり支援事業」等、平成

29年度に実施された各種事業の成果物をもとに、市内中小企業振興のための

中長期的なビジョンの作成、インキュベート施設等の方向性の再検討を含め

たグランドデザインの作成、魅力ある商店街再生プロジェクト施策の検討な

ど、各種成果物を活用した中長期的な計画の策定について、検討していただ

きたい。 

また、伝統工芸においては、「沖縄県伝統工芸産業振興計画」を踏まえた産
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業振興ビジョンを策定し、那覇市の伝統工芸における中長期的な支援方法に

ついて、検討していただきたい。 

 

（６）那覇市中小企業振興基本条例第４条第４項について 

那覇市中小企業振興基本条例第 4条第 4項「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」については、経済環境の急激

な変化や、それがもたらす社会的環境の変化に対し、中小企業がどのように

適応していくかといった重要な事項を表現している。 

しかし、条例の示す範囲が広く、表現も抽象的なところがあり、他の基本

的施策が包含される部分も生じるなど、定義を明確に捉えることが困難とな

っている。そのような状況もあり、該当する施策に定義できる那覇市の実施

事業が少なく、評価や提言が困難な状況となっている。同項の意図する内容

や定義、対象や那覇市の考え方について、整理を行なっていただきたい。 

 

（７）観光交流都市としての魅力向上 

那覇空港の国際線の増便や、大型クルーズ客船の寄港回数の増加等により

多様化する外国人観光客の要望に対応するべく、観光危機管理をはじめとす

る、外国人観光客を含めた受入体制の強化に取り組んでいただきたい。 

また、乗り継ぎで那覇空港を利用する観光客も増加しており、市内周遊の

新たな可能性が出てきていることから、シンガポールや韓国等の先進空港で

の事例を参考に那覇市内周遊ツアーの拡充をはかり、戦略的に乗り継ぎ客を

呼び込む手法について、検討していただきたい。 

シンガポールやイギリス等の先進事例を参考に、国場川を活用したウォー

ターフロント都市の整備や、夜間の消費需要拡大に向けたナイトタイムエコ

ノミーについても研究を進めていただきたい。 

また、商店街や観光施設におけるキャッシュレス化への対応については、

消費単価の増加につながるなどの効果が確認されていることも踏まえ、観光

客が多く訪れる国際通りの商店街をモデルケースにするなど国・県・金融機

関等と連携し、進めていただきたい。 

 

２．中小企業振興基本条例に定める基本的施策について 

（１） 中小企業者の経営の革新及び創業の促進を図ること 

①創業支援 

経営革新計画作成支援や、第二創業支援、法人設立のための手続きを一か

所で可能とした「法人設立ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ」の導入について、検討していただきたい。 

 

②事業評価委員会の設置検討について 

「新商品開発支援事業」、「先進的かつ新たな産業発展事業補助事業」にお

ける事業評価委員会の設置について、検討していただきたい。 

 

③先進的かつ新たな産業発展事業補助事業について 

先進的かつ新たな産業発展事業補助事業において、生産性向上の視点を

取り入れて進めていただきたい。また、ﾓﾃﾞﾙｹｰｽとなる事例を提示いただきたい。 
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④海外販路拡大支援チームの組成について 

海外販路拡大支援において、市役所の職員が同行するという支援体制につ

いて、外部人材の登用も視野に検討していただきたい。 

 

（２） 中小企業の経営基盤の強化を図ること 

①那覇商工会議所と連携した経営基盤強化支援策の検討について 

那覇商工会議所等と連携した継続的なサービス提供を前提とした、「経営

力強化支援事業」、「各種管理システム及び業務システム整備事業」等につ

いて、検討していただきたい。 

 

②民間企業等との連携による経営者向けスクールについて 

中小企業の経営基盤の強化を図るためには、経営層の質の向上をはかる

ことがもっとも重要となる。福岡の特定非営利活動法人九州・アジア経営

塾（KAIL）のように、中長期的視野をもった実践的なプロフェッショナル

スクールを民間企業と共に設立する等の手法を検討していただきたい。 

 

③沖縄の気候特性を活かした独自技術における海外展開支援について 

産業支援策について、ほとんどがモノ・物流に関するものだが、沖縄の

本来の強みはアイランド・ライフ・クオリティにある。東南アジアや大洋

州地域の展示会等に出展して、沖縄の技術や知見を売り込むための支援を

検討していただきたい。 

 

（３）中小企業者の資金調達の円滑化を図ること 

①市小口資金融資事業の再検討について 

小口資金融資制度の更なる効果検証と情報発信の強化につとめていただ

きたい。 

また、貸付実行額の大幅な増加をはじめ、募集方法の工夫、借入申込み

から融資実行までの期間の短縮につとめていただきたい。 

 

②経営力評価委員会（目利き委員会）の設置 

京都市では、起業者の事業プランを評価する目利き委員会を設置し、ベ

ンチャー企業の発掘、育成に努めている。那覇市でも、経営力評価委員会

を設置し、そこで評価された企業に対しての無担保無利息融資制度の設定

について、検討していただきたい 

 

（４）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 

①各種支援事業の検討について 

経営革新計画との連携や企業戦略設計支援事業等の企業の経営・戦略に

関する支援事業や、新たな事業開発のための支援事業、先進地視察事業等

について、検討していただきたい。 

 

（５）観光需要の創出により、市内消費の拡大を図ること 

①国際通りトランジットマイル事業における新規イベント開催について 

国際通りﾄﾗﾝｼﾞｯﾄﾏｲﾙ事業における、新規ｲﾍﾞﾝﾄの開催を検討いただきたい。 
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②地元客に愛される質の高い街づくりの検討 

商店街の活性化については投資額に比較し、効果が少ないように感じる。

観光客をターゲットとした事業が多く見受けられ、地元客の喚起にはつな

がっていないのではないか。地元客に愛される質の高い街づくりを目指す

べく、コンセプト設計を見直していただきたい。 

 

③観光危機管理推進事業について 

新規事業の「観光危機管理推進事業」は重要度が高い事業であり、早期

に取り組んで頂きたい。対策内容は自然災害に限定せず感染症対策や風評

対策など幅広くとらえて欲しい。対象範囲が広い割には予算が少ないと思

うが、実効性のある計画を策定してもらいたい。 

 

（６）商店街の振興を図ること 

①国際通りトランジットマイル事業における新規イベント開催（再掲） 

国際通りトランジットマイル事業において、新規イベントの開催につい

て検討していただきたい。 
 

②学生との連携による国際通り及び主要商店街活性化事業 

高校生や大学生と連携し、国際通り及び主要商店街の活性化に向けて、

商品開発やイベント企画等につとめていただきたい。 

 

③中心市街地の商流戦略支援 

電子取引の普及、通信販売や古物商（中古品・リサイクル商品の市場拡

大）の普及に備えた商店の戦略支援について、検討していただきたい。 

 

（７）前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興のため必要と認められる事項 

①好事例集の作成・配布について 

中小企業が、制度や支援を活用する事によって業務改善や売り上げ向

上に繋がった「好事例集」を作成し、市内中小企業者に配布することを検

討していただきたい。 

 

②那覇市における組織改革の推進について 

那覇市観光協会に市職員を派遣し機能強化に取り組んでいることは評価

できるが、地域と協同し観光地域づくりを行う法人組織（ＤＭＯ）への関

心も高まっている。そのような先進事例を取り入れ、効果的な組織改革を

積極的に進めて欲しい。 

 

③なはけいざいマガジンについて 

なはけいざいマガジンの特集号の企画や、児童生徒のキャリア教育の要

素を取り入れた紙面構成について、検討していただきたい。また、新年度

の発刊が遅れており早急に発行をお願いしたい。発行回数及び時期につい

ては、ニーズを踏まえて対応して頂きたい。 
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３．中小企業振興施策全般への意見・提言及び新たな事業プラン等 

①テストマーケティング受け入れ事業 

沖縄県経済及び社会はテストマーケティング市場の規模として適してお

り、その優位性を最大限活かした政策展開が望まれる。 

 

 


