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はじめに 

 

日本経済は緩やかな回復を続けており、企業収益が過去最高を記録する中

で、設備投資の増加や雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しが続

くなど、経済の好循環は着実に回りつつあるとされている。 

また、令和元年度は消費税率の引上げが予定されているが、軽減税率の導

入やプレミアム付き商品券の発行などの景気対策の投入により、内需を中心

とした景気回復が見込まれるとされている。 

一方で、有効求人倍率がバブル期を上回る水準にあるなど人手不足が全国

的な課題となっており、政府は、生産性の向上等による潜在成長率を引き上

げることが急務であるとして、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革

命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」に、引き続き積極的に取り組む

としている。 

 

沖縄県の経済動向は、平成 30年の入域観光客数は 6年連続で過去最高を更

新するほか、同年 7月には、完全失業率が 44 年ぶりに 2％台を記録するなど、

雇用情勢も好調に推移している。これらを背景に、観光需要や個人消費も拡

大し、民間設備投資も増加しており、平成 24 年以降、景気拡大が続いている。 

県は、令和元年の重点事業において、観光リゾート産業や情報通信関連産

業等のリーディング産業の拡充・強化、国際物流拠点の形成などを推進し、

県民所得の向上に向けて取り組むとしている。また、全国的に企業の人手不

足が課題となっている中、労働環境の整備や外国人材の活用等について、各

業界の取り組みを推進していくとしている。 

 

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」を昨

年スタートさせ、経済振興を市政の最重要政策のひとつとして、稼ぐ力を高

める種々の施策を展開している。 

今年度の施政方針では、那覇を支える「働く人」の支援を進めるべく、新

たな産業の創出や、高度人材の育成を実践している企業への支援、多様な働

き方支援など人手不足への対応等を進めることで、「様々な産業が集い・育

ち・ひろがるまちづくり」、「産業を支える市民とその労働環境を整えるまち

づくり」に取り組むこととしている。 

 

那覇市中小企業振興審議会は、本市の経済振興に係る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、令和元年 5月 8日付け諮問第 10号に基づき、5月から 7月にかけて、

計 3回の審議を行い、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30年度事業と令和元年度事業について「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、本市の新たな資金

調達方法として、期待するとの意見があった。また、概ね評価できるものの、

今後の企業成長を促すような施策展開が求められるとの評価があった。 

 

（２）中小企業の経営基盤の強化を図ること 

「地域未来投資事業」においては、事業内容や効果を検証の上、今後の展

開に期待するとの評価があった。また、「市内企業経営基盤強化事業」につい

ては、セミナーの内容や広報等を工夫しつつ、今後の事業展開に期待すると

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、実行率に

おいて課題はあるが、本市の特徴的な事業として、今後の展開に期待すると

いう意見が多かった。 

 

（４）商店街の振興を図ること 

各商店街の特色を差別化し、観光客と地元客が共存できるような街づくり

の検討や、トランジットモールの魅力ある活用方法等を求める意見があった。 

 

（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 

「那覇市地域おこし企業人事業」等に対する意見があった。 

 

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 
 本項においては、該当する事業が少なく、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、取りまとめたものである。 

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、その強化が急務であることを指摘する。  

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。 

提言については、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」、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」の区分

にて示す。 

 

１．優先的に実施が必要な中小企業振興施策 

（１）中長期的な人材育成支援策の検討について 
東アジアや太平洋地域の玄関口等の地理的優位性により本市への投資や立

地企業が増加する中、市内中小企業が安定した企業運営を続けるためには、

経営計画等に基づいた戦略的な事業展開、円滑な資金調達、ITを利活用した

生産性の向上、自社の強みを的確に伝えるための効果的な手法など、様々な

分野における、経営者の資質向上が求められている。 

また、有効求人倍率や完全失業率といった雇用環境が改善する中、各業種

における人手不足が大きな課題となっており、急増する観光客への対応や、

市民生活への影響が懸念されている。 

平成 29年度に実施した「市内中小企業経営実態調査」においても、中核人

材・労働人材の不足が大きな課題として挙げられており、経営者の資質向上

を通じた経営基盤強化の支援や、市内中小企業の中核人材・労働人材の育成

支援について、引き続き取り組んでいただきたい。 

また、小中学生のうちから本市を代表する業界や職種に触れ、職業観を磨

いていくことは、キャリア教育の観点からも、中長期的な人材育成支援策の

一つとして有効である。 

ついては、本市を代表する業界や職種を集め、小中学生がお仕事体験が出

来るような機会の創出につとめていただきたい。 

 

（２）創業予定者に対する多様な支援策の検討について 

働き方改革や生産性向上を推進するための取り組みとして、企業において

は、フレックスタイムやテレワークの導入、長時間労働の是正など、魅力あ

る職場づくりを実現するための対応が求められているが、若者、女性、障が

い者、シニア、外国人、移住者等、各々の特性に応じた働き方を実現するう

えでは、創業も有効な手段の一つである。 

本市では、なはし創業・就職サポートセンターでの専門員によるアドバイ

スのほか、各種セミナーの開催などの創業支援施策を展開しているが、若者
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や女性などの社会経験が少ない創業予定者には、プレゼンテーションの機会

を提供し、実践を積んでもらうなど、創業予定者の属性に応じた支援策につ

いて、検討していただきたい。 

また、近年は、創業支援施設の在り方についても独自性が求められてきて

おり、電源・インターネット環境などの設備面に加え、施設の外観、立地、

利用方法等に配慮した、創業者の感性を刺激するような施設の需要が高まっ

ている。 

ついては、魅力ある創業支援施設の在り方について、他自治体の例などを

参考に、検討を進めていただきたい。 

 

（３）市内中小企業者に対する事業承継対応策の検討について 

経営者の高齢化や後継者不在等の理由による中小企業の休廃業が全国的な

課題となっており、本県においては、県内の 8割以上の事業者が後継者不在

と言われるなど、全国と比べても深刻な状況にあり、市内中小企業者への事

業承継の支援は、本市の経済振興においても重要な取り組みの一つである。 

国や県においては、「沖縄県事業承継ネットワーク」の構築や「沖縄県事業

引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」などを通じた、中小企業への事業

承継対策の積極的な働きかけにつとめている。 

事業承継の準備は内容が多岐にわたり、一定の期間を要することから、早

期に取り組むことが重要である。本市においても、関係機関と連携を取りな

がら、セミナーなどを通じて市内中小企業者への事業承継に関する啓発や、

各種支援策の周知につとめていただきたい。 

 

（４）市内中小企業者に関する基礎調査及び情報弱者への対応検討について 

好調な有効求人倍率を背景に人手不足に対する危機感が高まる中で、本市

においては、市内中小企業者の生産性向上の支援により、労働生産性を高め、

潜在成長率を引き上げるための取り組みが求められている。 

効果的な施策立案のためには、市内中小企業が抱える課題の把握や、本市

に対する要望の収集などの基礎調査が必要であることから、平成 29年度に実

施された「市内中小企業経営実態調査事業」の定期的な実施について、検討

していただきたい。 

また、ICT 技術が著しく発展し情報発信手段が多様化するなかで、本市が

実施する支援策を広く周知し、幅広い利活用に繋げるためには、ホームペー

ジ、SNS などの電子媒体の活用のほか、紙媒体の活用による情報格差解消のた

めの取り組みも必要である。 

ついては、なはけいざいマガジンの再刊について検討するとともに、様々

な媒体を用いた周知広報につとめていただきたい。 

 

（５）那覇市独自の資金調達支援策の検討について 

入域観光客数の年間 1千万人が目前に迫るなど、観光業を中心とした好調

な県経済を背景に、県や金融機関等での中小企業向けの低利融資関連施策が

充実するなか、本市が提供する小口資金融資事業等の資金調達支援策の利用

率は低迷している。 

また、近年は、企業の資金調達手法も多様化しており、ベンチャーキャピ
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タルによる、将来が有望なベンチャー企業に対する出資や、金融サービスと

情報技術などを活用した、新たな資金調達手法（FinTech）等も盛んである。 

ついては、寄付型・購入型クラウドファンディングや、地域資源を活用し

たスモールビジネス支援等を目的とする民間資金調達マッチング支援など、

本市独自の支援策の拡充とともに、各種支援策の利用率向上のための効果的

な周知方法などについて、検討していただきたい。 

 

（６）那覇市ならではの体験型コンテンツの創出について 

   平成 30 年の県の入域観光客数が 6年連続で過去最高を更新し、本市を訪れ

る観光客数も好調に推移を続けているが、市内消費額は伸び悩んでいる。 

観光客は、その土地ならではの体験を求めていることから、全国的にも体

験型コンテンツの充実による観光客の消費額拡大に向けた取り組みが進んで

おり、本市においても歴史や文化だけにとどまらない新たな観光資源の開拓、

外国人向けコンテンツの充実、受け入れ環境の整備などが求められている。 

特に、近年はナイトタイムエコノミーの経済的優位性に注目が集まってお

り、本市においても、トランジットモールの開催時間等を見直し、観光客や

地元客が参加しやすいナイトエンターテイメントの創出や、各地に点在する

エンターテイメントを集約した場の形成などについて、研究をしていただき

たい。 

また、商店街に地元客を呼び込むための取り組みとして、昔ながらのお店

に焦点を当てたイベントや、商店街のゾーニングなど、コンセプトを持った

街づくりに対する支援を進め、商店街の多様性と魅力向上につとめていただ

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 

ア．経営革新計画策定支援について 

那覇商工会議所等と連携し、経営革新計画策定企業の輩出に向けた支援

を行っていただきたい。 

 

（２） 中小企業の経営基盤の強化を図ること 

ア．中小企業の生産性向上支援について 

クラウド会計導入や業務改善手法の支援など、業務効率化や生産性向上

に繋がる即効性のあるアドバイスが出来るチームによる、出張診断等の取

り組みを検討していただきたい。 

 

イ．オープンデータの活用等の支援について 

沖縄県等が公表しているオープンデータの活用や、データドリブン経営

導入に関するセミナーや支援策について、検討していただきたい。 

 

ウ．リカレント教育に関する支援策について 

定年延長や高齢者の再就職を見据え、人々が長く働き続けられるための

学び直しを支援するリカレント教育についての研究を進めていただきたい。 
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エ．外国人材受け入れに関する支援策について 

外国人労働者や受け入れ企業が、仕事や生活などに関する相談を多言語

で出来るようなワンストップ相談窓口の設置や、互いの文化や価値観に対

する理解を深めるための学習支援について、（仮）活き活き人材育成支援施

設等とも連携のうえ、検討していただきたい。 

 

オ．プロフェッショナルスクールの開講について 

中小企業の経営基盤の強化を図るためには、経営層の質の向上が重要で

ある。県内の中核民間企業を巻き込みつつ、MBA よりさらに実践的なプロ

フェッショナルスクールの設置について、検討していただきたい。 

 

カ．アイランド・ライフ・クオリティの海外出展支援について 

沖縄の企業は、アイランド・ライフ・クオリティ（暑さや風、湿気、虫、

塩害、紫外線等に対する適応力）に強みがあるため、チームとして東南ア

ジアの展示会等に出展し、沖縄の技術や知見を売り込んでいただきたい（鉄

筋や左官、コンクリート、ペンキ、発電、アルミサッシ、浄水等の分野）。 

 

（３） 中小企業者の資金調達の円滑化を図ること 

ア．スタートアップカフェ、インキュベーション施設の新設について 

スタートアップカフェ・インキュベーション事業も新設した上で、包括

的な支援の在り方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 

ア．今後想定される経済的社会的環境の著しい変化の検討について 

市内中小企業経営実態調査の研究部会を設置するなど、今後想定される

経済的社会的環境の著しい変化への対策について、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 

ア．乗り継ぎ観光客の市内周遊方策の検討について 

那覇空港第二滑走路の提供や国際線の増便に伴い、トランジットで那覇

空港を利用する観光客が増えているため、観光協会等と連携し、那覇空港

のトランジットツアーを整備していただきたい。 

 

イ．新商品開発支援について 

那覇市内外の農林漁業者との連携による新商品開発や、広域連携に主眼

を置いた観光商品開発の支援策について、検討していただきたい。 

 

ウ．ウォーターフロントゾーンの活用について 

世界の観光都市を参考に、那覇市観光基本計画にあるウォーターフロン

トゾーンの活用について、検討していただきたい。 

 

エ．交通体系の検討について 

スマートレールの導入、那覇空港を拠点とした海上交通網の整備、ドロ

ーンの交通への活用等について、検討していただきたい。 
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オ．適正な観光入域客数の検討について 

本市における適正な観光入域客数について、検討していただきたい。 

 

（６）商店街の振興を図ること 

ア．那覇の都市デザインについて 

市長直轄の横断的な組織を構築し、那覇の都市全体をデザインする仕組

みについて検討していただきたい。 

 

イ．優先的課題の明確化について 

商店街の振興を図るため、課題の優先順位を明確にしたうえで、各種方

策の決定や課題解决の達成状況について、検証していただきたい。 

 

ウ．観光素材としての空手の活用について 

観光素材としての空手の活用について、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 

ア．伝統工芸品の経済政策としての文化政策への転換について 

政府は「文化経済戦略」において、文化政策と経済政策の連携による発

展を図ろうとしており、本市においても検討していただきたい。 

 

イ．安心安全な観光地づくりについて 

平成 30年度に「那覇市観光危機管理計画」を策定し、安心安全な観光地

づくりに取り組んでいるが、当該計画の実効性を高めるべく、国、県、民

間企業と連携のうえ、引き続き取り組んでいただきたい。 

 

ウ．安心安全な街づくりについて 

防犯カメラの設置や、「めんそーれ那覇市観光振興条例」への罰則規定の

盛り込みなどについても検討を進め、安心安全な街づくりにつとめていた

だきたい。 

 

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 

ア．県外・海外からの投資や事務所誘致について 

「アジアナンバーワンの国際観光地を目指す！」などの強いスローガン

を打ち出し、県外・海外からの積極的な投資の呼び込みや、県外・海外の

県・都市事務所を集中的に誘致していただきたい。 

 

イ．各種都市構想に関する研究について 

シンガポールのシティ・イン・ガーデン政策や、スーパーシティ構想、

環境未来都市構想等について研究し、アジアトップレベルの観光都市を目

指していただきたい。 

 

ウ．市役所職員と民間企業の人事交流について 

県外・海外のプロフェッショナル人材の市役所職員としての登用や、市

役所職員と民間企業の人事交流について、検討していただきたい。 
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エ．市役所職員の海外営業同行部の設置について 

市役所内に海外営業同行部を設置し、市内中小企業の海外進出を支援し

ていただきたい。 

 

オ．企業の表彰制度の創設について 

ビジネスで創意工夫している企業の表彰制度を設けて、他事業者のビジ

ネス拡大のヒントにつなげる仕組みづくりについて、検討していただきた

い。 


