
　　　　　　　　那覇市における中小企業振興施策の平成26年度実施状況
　　　　　　　　および平成27年度実施予定状況

平成27年8月25日那覇市中小企業振興審議会開催時点



(1)中小企業者の経営の革新及び創業の促進を図ること。

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1
企業立地促進奨励助
成金事業

【賃借型】事務所を賃借し、新規立地を行う場合に支給され、事
務所賃料の20％（上限30万円）×6ヶ月＋正規雇用1人あたり20
万円（非正規雇用5万円）
【建設型】事務所を建設又は購入する場合に支給　申請年度を
含め3年に渡り交付する。　1年目は家屋固定資産税額総額、2
年目は初年度の70％（又は60％）3年目は初年度の40％（又は
40％）

交付企業5社　11287,554
雇用206名

11,253
交付企業6社　雇用50名
以上

交付企業数:7社
新規雇用者数:100名

15,076
交付企業数:5社
新規雇用者数:50名以上

11,500

2
那覇市ITインキュ
ベート施設運営事業

共同利用型のインキュベート(創業支援)施設において､情報通
信関連産業を支援するとともに､企業及び市民のIT(情報通信技
術)に関する知識及び技術の向上並びに地域の活性化を図る｡

中核企業室(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾌﾞｰｽ(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室(7社入居)
IT研修室(235件利用)
大会議室(108件利用)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ(3,707人利
用)
交流ｺｰﾅｰﾊﾟｿｺﾝ(8,761人
利用)

30,922

中核企業室(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾌﾞｰｽ(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室(7社入居)
IT研修室(250件利用)
大会議室(120件利用)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ(4,000人利
用)
交流ｺｰﾅｰﾊﾟｿｺﾝ(10,000
人利用)

中核企業室(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾌﾞｰｽ(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室(7社入居)
IT研修室(123件利用)
大会議室(142件利用)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ(3,167人利
用)
交流ｺｰﾅｰﾊﾟｿｺﾝ(5,834人
利用)

29,440

中核企業室(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾌﾞｰｽ(4社入居)
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室(7社入居)
IT研修室(235件利用)
大会議室(142件利用)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ(3,500人利
用)
交流ｺｰﾅｰﾊﾟｿｺﾝ(6,000人
利用)

28,326

3
那覇市ぶんかテンブ
ス館管理運営事業

指定管理者制度を導入し、以下の事業を行う。①常設公演、自
主公演や体験講座等の実施　②多目的ホール、レッスンルー
ム、音楽スタジオ、会議室、パソコンルームなどの貸し施設運営
③入居用施設やメディアルーム等の運営
効果：①広く沖縄に根差した芸能・文化の発信　②中心市街地
への集客効果による地域活性化　③芸能・文化に携わる人材や
団体等の育成支援　④民間のノウハウ活用による効果的・効率
的運営

年間実績：4,424件
69,632人
収入合計：33,064,857円

46,257
H25年度実績以上を目指
す。

年間実績：4,272件
77,156人
収入合計：36,171,642円

47,453
H26年度実績以上を目指
す。

47,490

4
万国津梁輸送ネット
ワーク強化事業

国際物流拠点産業集積地域（旧那覇自由貿易地域）に立地す
る企業が区域内において製造又は加工した製品を国外、県外
へ輸送する場合に助成金を交付する。補助額は対象輸送費の
５割の15％（85％は県から補助金交付）

上半期2社補助
下半期4社補助

77
上半期、下半期併せて8
社補助

上半期、下半期併せて7
社補助

138平成26年度事業終了

5
誘致活動サポート事
業

●意向調査分析業務：過去２年間の調査内容を分析し、訪問調
査を行う企業等を選定する。
●企業訪問：分析により選定された、那覇市への立地可能性の
高い企業に対して、委託先が企業訪問を行う。
●資料作成：企業誘致に必要な資料の作成・調査結果分析によ
る誘致方針の検討等を行う。
●フォローアップ業務：訪問対象企業以外に対しても対象者を
選定し情報発信を行う
●担当職員による直接訪問：訪問対象の企業の中から直接職
員による情報提供が必要な企業に。

・県外企業の意向調査件
数：3,000件
・企業訪問件数：50件
・フォローアップ活動件
数：100件

9,992

過去2年分のデータを分
析し、訪問対象を決定す
る。
・企業訪問件数：50件
・フォローアップ活動件
数：100件
・職員による企業訪問10
社

・企業訪問件数：50件
・フォローアップ活動件
数：100件
・職員による企業訪問は
未実施であったが、沖縄
県主催の「企業誘致セミ
ナー（東京・大阪）に参加

5,198

・県外企業の意向調査件
数：3,000件
・企業訪問件数：50件
・ビジネスマッチング：調
査結果から立地意欲の
高い県外企業15社を招
き、本市視察ツアーを実
施

13,176

平成27年度平成26年度平成25年度



6
企業誘致促進優良オ
フィス認定広報事業

1.不動産事業者に那覇市の優良オフィス基準を示し、その基準
を満たしている物件を申請させる。　2.申請を受けた物件を調査
し、基準を満たしたことが確認できた物件を優良オフィスと認定
し、画像や動画等、物件の設備情報を詳細にイメージできる
WEB上に公開する。3.契約に至った物件等の情報を速やかに更
新し、常にリアルタイムの情報を提供する。

掲載件数 106件 1,949掲載件数 146件 掲載件数 87件 1,760
平成27年度から誘致活
動サポート事業に統合

7
食洗機対応琉球漆器
普及推進事業

小学校・宿泊施設へ食洗機対応の琉球漆器を導入し、使用後
のアンケート調査や市場に対するマーケティング及び琉球紙器
事業者のネットワーク化を図り、新商品開発を行う。市場のニー
ズを汲んだ新商品開発により、漆器産業の振興に寄与する。

小学校用食洗機対応琉
球漆器製作
（4種類×80セット）
ホテル用食洗機対応琉
球漆器製作
（7種類×35セット）

8,649
・マーケティング調査報
告書作成
・業務改善計画策定

・マーケティング調査報
告書作成
・業務改善計画策定

5,596平成26年度事業休止

平成26年度答申内容

ア　費用対効果や導
入結果の検証

イ　対象者のニーズ
把握

基本的施策に対する自己評価

施策に対する評価

課題・改善すべき点

今後の取り組み

那覇市ぶんかテンブス館管理運営事業については、平成16年度設置当初と比べ、現在では周辺環境や市民ニーズ等の変化、本市の他施設との施設
機能統合等により、館の機能や方向性を見直す時期にきている。
食洗機対応琉球漆器普及推進事業については、H26年度のマーケティング調査報告やネットワーク会議にて、業務改善への方向性などが確認でき、計
画実施に向け、みえてきた課題の整理、解決が優先されるべきとの考えから、平成27年度以降は、いったん事業を休止する。
企業誘致については、平成27年度に策定予定の企業立地雇用施策基本指針における戦略的産業（観光産業・国際物流産業）やIT産業の誘致を積極
的に推進する必要がある。
IT創造館の運営については、施設の老朽化への対応や、なは産業支援センター開所に伴う施設運営のあり方の改善を行なう必要がある。

那覇市ぶんかテンブス館管理運営事業については、H28年度から３年間、次の指定管理期間中に、施設機能の見直しを進めていく。
食洗機対応琉球漆器普及推進事業については、平成27年度以降、事業を休止する。
企業誘致については、県誘致セミナー参加や、誘致サポート事業における誘致ツアー等の実施などにより、観光産業、国際物流産業、IT産業の関連産
業への積極的な誘致アピールを進める。
IT創造館の運営については、施設の老朽化への対応を行いつつ、なは産業支援センター開所に伴い運営のあり方を見直し、よりIT産業の起業支援に
特化した施設運営を行っていく。

那覇市IT創造館、那覇市ぶんかテンブス館や食洗機対応琉球漆器普及推進事業など、各事業とも実施の必要性は感じられるものの、費用対効果や導
入結果の検証が不十分なこともあり、その実績が見えにくいのが現状である。検証を進めていただきたい。

那覇市IT創造館などの入居企業や顧客等、対象者のニーズを捉えられているかどうか不明な点があるため、ニーズ把握にも力を注いでいただきたい。

那覇市ぶんかテンブス館管理運営事業について、平成16年度の利用開始以来、伝統芸能文化の発信、起業家支援、地域情報の発信等を目的に試行
錯誤しながら、より効率的、効果的な事業運営を実施してきている。
食洗機対応琉球漆器普及推進事業について、H26年度のマーケティング調査報告やネットワーク会議にて、業務改善への方向性や漆器業界の課題や
改善点などが明確になり、非常に有意義なものだった。
企業誘致に関しては、職員による直接訪問から県主催のセミナー等への参加に切り替えるなど、効率化を図り、前年度と同様の実績を残すことができ
た。
IT創造館の運営については、実績自体は大幅な減少は見られないものの、施設の老朽化などの課題が浮かび上がってきた。



(2)中小企業の経営基盤の強化を図ること。

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1

起業支援型地域雇
用創造事業（地域資
源活用商品販路拡
大事業）

沖縄県緊急雇用創出事業臨時特例補助金（補助率10/10）を活
用した人材育成及び新規雇用のため委託事業。本市に事業所
等を有する地域農水産物を活用し加工品を販売している事業者
が失業者を新規に雇用し、新規雇用者に対し販売力、営業力等
のスキルを身につけるため職場内訓練などによる人材育成を行
いながら商品の販路拡大及び継続雇用を目指す。

２業者各５名採用 6861２業者各５名継続雇用

H25年度に引き続き２業
者計３名が継続採用、事
業終了後も3名が継続雇
用

3,114平成26年度終了 0

2

起業支援型地域雇
用創造事業（モデル
業界における人材育
成事業）

沖縄県緊急雇用創出事業臨時特例補助金（補助率10/10）を活
用した人材育成及び新規雇用のため委託事業。本市に事業所
等を有するエンターテイメント事業等を行っている事業者等が失
業者を新規に雇用し、専門技術職の育成等をしながら、エンター
テイメント事業の充実による観光客の誘客や地域活性化を目指
す。

４名採用 7235
４名継続雇用
Ｈ２６．７月まで

H25年度に引き続き3名
が継続雇用、事業終了
後も3名が継続雇用

3,684平成26年度終了 0

3

起業支援型地域雇
用創造事業（オリジ
ナルキャラクターコン
テンツ産業拡大支援
事業）

沖縄県緊急雇用創出事業臨時特例補助金（補助率10/10）を活
用した人材育成及び新規雇用のため委託事業。本市内の事業
所等で、オリジナルキャラクターの制作を中心としたアニメーショ
ンやゲームのコンテンツ制作を行っている事業者等が失業者を
新規に雇用し専門技術の育成を行いながらビジネススキルの向
上を図り、事業拡大支援することで新たなビジネスモデルの創
出と継続雇用を目指す。

新規雇用者4名採用
（うちデザイナー2名、プ
ログラマー2名）

1983
新規雇用者4名を継続採
用
正規雇用につなげる

H26年度は５名を新たに
採用、３名が事業終了後
も継続雇用

10,552平成26年度終了 0

4

起業支援型地域雇
用創造事業（建築系
BIM-CAD/CG技術者
育成事業）

建設設計関連の事業において、新規に失業者を雇用し建築BIM
（ビルディングインフォメーションモデリング）-CADの技術者等を
育成しBIM/CGのBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を
首都圏から県内に取り込むための事業構築を目指す。

７名採用 12,169
１０名継続雇用
Ｈ２６．１０月まで

H25年度に引き続き７名
が継続雇用、事業終了
後も7名が継続雇用

18,601平成26年度終了 0

5

起業支援型地域雇
用創造事業（複合型
商業施設におけるク
リエーター育成と沖
縄発ブランド製品開
発事業）

本市内の空き店舗を活用して新規に起業する事業者で、主に県
立芸大や専門学校等でデザインや専門的、伝統的な技術を学
んだ失業者を新規に雇用し、雇用者の習得した技術やスキルが
発揮できる場を創出する。デザインや伝統的技術を学んだ学生
等の技術を活かした雇用の場が少ないことから、本事業におい
て、新たに活動、雇用の場を創出する。

２業者各２名採用 3,874２業者各２名継続雇用

H25年度に引き続き２業
者計４名が継続雇用、事
業終了後も4名が継続雇
用

10,776平成26年度終了 0

6
起業支援型地域雇
用創造事業（健康産
業支援事業）

健康グッズ等の製造、販売等を行う事業者等において、新規に
失業者を雇用し、専門的なアドバイスのでいる人材の育成や地
域資源を活用した新商品の開発、県内企業等連携して販売の
促進を目指す。

５名採用 4,560５名継続雇用
H25年度に引き続き5名
継続雇用し、４名が事業
終了後も継続雇用

7,720平成26年度終了 0

7

起業支援型地域雇
用創造事業（壷屋焼
県外向けブランド開
発及び販路拡大事
業）

本市を代表する伝統工芸品の1つである壷屋焼の県外への販
路拡大のため営業職の育成や県外向けの新たなるブランド開
発のできる技術者（陶工）の育成を図る。

４名採用 640
４名継続雇用
Ｈ２６．７月まで

H25年度に引き続き４名
が継続雇用、事業終了
後も4名が継続雇用

10,775平成26年度終了 0

平成27年度平成26年度平成25年度



8
地域人づくり事業(那
覇市IT産業定着支援
事業）

情報通信関連産業の管理職および若手社員（２年目～３年目）
に対して、自社の中長期的な人材育成計画（案）を作成する等
の管理職講座（管理職対象）及び業務の流れを理解することや
役割を認識させる目的のヒューマンスキル（意識改革）講座、ま
たグループリーダーを意識した積極的姿勢の醸成を図るための
テクニカルスキル講座（若手社員対象）を実施し、新人から中堅
へのステップアップ支援を図ることで情報通信関連産業の人材
の定着率を向上させる。

平成26年度から実施 0
情報通信関連産業の管
理職・若手社員等30社・
30名

情報通信関連産業の管
理職・若手社員等24社・
56名

9,501
情報通信関連産業の管
理職・若手社員等60社・
60名

16,521

9 那覇の物産展事業
物産展を市内のデパートで開催し、市民、県民に本市の特産品
を紹介する。２年以内に開発販売された商品を対象に、優秀な
商品に市長賞授与する。

H26.2/18～24　7日間
リウボウ６階にて開催
（32社出店）　　期間売上
額12,881千円（前回比
122.6％）

2,083
H25年度実績以上の売
上を目指す。

H27.2/17～23　7日間
リウボウ６階にて開催
（27社出店）　　期間売上
額12,319千円

5,130
H26年度実績以上の売
上を目指す。

5,292

10
沖縄の産業まつり事
業

産業まつりの「市町村コーナー」に出店する市内の企業に対し
て、出展料を補助。産業まつりに出展することで、多くの県民へ
のPRにつなげる。

出展7件 392出展10件 出展8件 290出展10件 450

11
伝統工芸後継者育
成事業

伝統工芸品の産地組合４組合の後継者育成事業に対し、
345,000円づつ補助金を交付する。

後継者育成数：
びんがた5人
首里織5人 壺屋焼5人
琉球漆器2人

1,380

後継者育成数：
びんがた5人
首里織5人　壺屋焼5人
琉球漆器2人

後継者育成数：
びんがた4人
首里織7人
琉球漆器4人

1,035

後継者育成数：
びんがた5人
首里織5人　壺屋焼5人
琉球漆器2人

1,380

12
中小企業事業者の
県外・海外向け販路
拡大支援事業

自社で新規開発もしくは新たに代理店等として取り扱いを開始し
た商品・サービスを県外・海外に販路拡大するための経費（展示
会等の出展費用・旅費など）の一部を助成する。助成額は半額
助成(上限：県外50万円、海外100万円）
効果：①本市の中小企業の振興と雇用拡大　②周辺市町村に
おける原材料となる農林水産分野や製造業の振興　③本市に
拠点を置く貨物等物流産業の振興。

H25は、県外（福岡）・海
外（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）物産展事
業委託2千万円有。
補助金実績：9社で計
4,067,656円　（執行率：
37％）

26,767
募集開始時期を早め、補
助金執行率7割以上を目
指す。

補助金交付件数8件
交付金額4,139,324円
（内訳）
県外4件1,786,826円
海外3件1,645,575円
県外・海外1件706,923円

6,115

対象事業に「沖縄大交易
会」を追加したことによる
補助金執行率について、
26年度実績以上を目指
す。

13,027

13
市内企業経営基盤
強化事業

市内に本店・支店、営業所のある経営力の強化や経営の中核
を担う中堅人材の育成を考える中小企業30社程度を対象に、海
外への販路拡大による経営基盤強化講座を実施する。
沖縄と本土、海外（ASEAN諸国や中国等）との製造コスト・リスク
等比較といった現状分析や、中小企業が開発した商品・サービ
スを海外へ販路拡大する際の手続きや注意点、支援制度等の
紹介など、販路拡大にかかる知識・ノウハウ等を習得するため
の講座内容とする。(3回程度)

平成27年度から実施 0平成27年度から実施 - 0
参加企業：市内中小企業
30社（60名程度）

500

平成26年度答申内容

ア　雇用対策事業の
積極的実施

イ　事業成果の共有
化、情報提供などの
フォローアップ

起業支援型雇用創出事業は、単なる雇用対策だけではない部分が高く評価できるところであり、フォローアップ等も含め積極的な実施が望まれる。

中小企業事業者の県外･海外向け販路拡大支援事業などでは、事業成果の共有化、情報提供などのフォローアップがなされていないといった不十分
な点が見られるので、改善していただきたい。



基本的施策に対する自己評価

施策に対する評価

課題・改善すべき点

今後の取り組み

起業支援型雇用創出事業は、単に新規雇用を生み出すのみならず、新商品の開発や販路拡大など、事業拡大の効果ももたらしており、高い効果が得
られることとなった。
また、地域人づくり事業により、既存社員のスキルアップによる定着率向上などの処遇改善につなげるきっかけをつくることができた。
伝統工芸後継者育成事業については、これまで国・県・市と産地組合が連携・協力して、厳しい状況にある、伝統工芸の後継者育成に取り組んでい
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県外・海外向け販路拡大支援事業については、平成24年度から沖縄振興特別推進交付金を活用し、利用実
績増を目指し、これまでほぼ毎年業務仕様を見直し、改善している。

起業支援型地域雇用創出事業を含む沖縄県緊急雇用創出事業が平成26年度をもって終了したため、平成27年度に策定予定の企業立地雇用施策基
本指針に基づき、新たな雇用施策の展開を図る必要がある。平成26年度に実施した基本調査により本市の雇用環境等が明らかとなり、今後観光産
業・国際物流産業を戦略的産業として位置づけるとともに、それらにかかる人材育成や雇用環境整備等を図っていく必要がある。
また、緊急雇用創出事業の成果について、追跡調査等のフォローアップについても実施していく必要がある。
伝統工芸後継者育成事業については、伝統工芸の技術を習得するには本来長い期間を要するため、育成事業修了生の受け皿となる施設や働き場が
ほとんどなく、学んだ技術の向上、仕事として技を継承していくのに、かなり厳しい状況にある。
県外・海外向け販路拡大支援事業は、市内企業で２年以内に開発・製造した新商品やサービス等を広く国内外の商談会等にて広報宣伝するための販
路拡大支援を目的としており、この４年間で事業については一定の周知はされているものの、利用件数が伸び悩んでいる。また、3月末までに精算まで
完了していることが必須のため、商談会等の時期によっては、本助成が利用できない場合もある。

・緊急雇用創出事業のフォローアップについては、県の追跡調査等に協力する形で実施する。
・雇用創出や職場の処遇改善などの施策については、策定する基本指針において、具体的な事業メニューの実施計画を併せて策定し、実施する。
・中堅人材や経営者層の人材育成のための講座等を実施し、定着率向上と高度人材の育成を図る。
・伝統工芸後継者育成事業については、国・県・市と産地組合で、今後も連携・協力を継続し、本事業を継続しながら、修了生の技術向上、就労の場の
確保等へつなげていけるよう施策を検討する。
・県外・海外向け販路拡大支援事業については、事業を実施していきながら、業務見直し・改善については、これまで通り、取り組んでいく。



(3)中小企業者の資金調達の円滑化を図ること。

事業（名称（日本語） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1 小口資金融資事業

信用力、担保力が不足しがちな中小企業に対し、資金を融通し
やすくし中小企業振興につなげるため、那覇市が預託した原資
を担保に金融機関が小規模企業者に融資を実行し、沖縄県信
用保証協会が保証人となって債務を保証する。

受付22件（内貸付実行9
件）

55,594受付40件
受付24件（内貸付実行13
件）

52,967
貸付実行33件(予算額よ
り算出：750万円/件×33
件）

31,468

2
経済安定関連保証
制度
（セーフティーネット）

「経営安定関連保証」の利用を希望する中小企業に対し、特定
中小企業者に該当するかを確認し、認定する制度である。認定
により、県信用保証協会からの保証が受けられ、各種融資制度
を利用しやすくなる。

施行62件 311
施行30件（セーフティネッ
ト保証対象業種が大幅
に減少したため）

施行13件 345

施行15件（円高、原油高
に伴う売上減少による認
定件数の減少が想定さ
れるため）

299

平成26年度答申内容

ア　積極的な広報周
知

イ　融資制度の充
実、融資先へのフォ
ローアップの実施

基本的施策に対する自己評価

施策に対する評価

課題・改善すべき点

今後の取り組み

小口資金融資事業については、市内金融機関や那覇商工会議所含め、ポスターやパンフレットの配布、市民の友や市ホームページ等にて広報周知に
努めており、一定の認知度はあるものと考える。変化する経済情勢により、昨今では各金融機関や沖縄県の融資制度等の活用が増えており、利用者は
減少傾向にあるものの、ニーズはあると考える。また、経営安定化保証制度については、国が指定する保証対象業種の増減等により、施行実績も増減
するため、事業の目標設定は困難である。

小口資金融資事業は、市で受付後、金融機関、保証協会の審査を経るため、融資実行まで１カ月以上要する。融資実行までの期間短縮を検討するた
め、市内金融機関4行の窓口での直接受付等についても各行の融資担当者と那覇商工会議所担当者で意見交換を行った。金融機関での受付とした場
合、申請書添付書類（市税完納証明や印鑑証明、資産証明等）のため、市へ来所後に金融機関へ提出することとなること、各金融機関の商品（融資）斡
旋等により本事業の利用がさらに減少することが見込まれる等意見があり、現行通りの実施としている。

本市としては、受付後の迅速な処理と、各関係機関との連携強化を図るとともに、金融機関や沖縄県、または関連団体等で実施している融資制度や補
助制度等について、情報を収集し、相談にきた事業者によりあった融資や補助制度等を紹介し、関係機関へつなげていけるような総合的な相談窓口体
制の構築と、他融資制度ではひろえない部分で市として可能な融資制度を検討する。

平成27年度平成26年度平成25年度

中小企業者、とくに小規模事業所にとっては資金繰りの問題は大きく、小口資金融資や経営安定関連保証制度は、今後も必要とされる事業である。さら
なる積極的な広報周知を図ることが望ましい。

融資制度の充実や、他の支援制度の紹介や事業転換等の指導など融資先へのフォローアップの実施も視野に入れて検討いただきたい。



(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。

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1
若年者雇用安定化
推進事業

若年者を雇用した事業主に対する奨励金制度。支給対象期間
は3ヶ月で、雇用者一人あたり8万円の奨励金を支給する。

・支給対象企業3社
・雇用者数　3名

240
・支給対象企業12社
・雇用者数　12名

・支給対象企業4社
・雇用者数　　　4名

320平成26年度終了 0

2
障害者雇用安定化
推進事業

ハローワーク（国）の3ヶ月のトライアル雇用終了後、さらに継続
して3ヶ月障害者を雇用した事業主に対し、雇用者への総支給
額に応じて、1ヶ月5万円を上限とし、3ヶ月15万円を奨励金として
支給する。

・支給対象企業17社
・雇用者数　17名

2,064
・支給対象企業11社
・雇用者数　11名

・支給対象企業3社
・雇用者数　　　3名

349
・支給対象企業11社
・雇用者数　11名

1,680

平成26年度答申内容

ア　若年者雇用安定
化推進事業の見直し

イ　障害者雇用安定
化推進事業の見直し

基本的施策に対する自己評価

施策に対する評価

課題・改善すべき点

今後の取り組み

若年者、障害者とも、国のトライアル雇用制度の採択事業主の減少やハローワーク・社労士事務所等関係機関への周知不足等の原因により、本制度
の申請者数が減少した。

本市では、平成27年度中に企業立地雇用施策基本指針を策定し、事業の具体的実施計画も盛り込んでいくこととしている。
国、県において若年者に対する雇用助成金等の支援制度が全県的に展開されているなか、当該指針に基づき、若年者雇用に関する施策の見直しを図
る必要がある。
また、トライアル雇用制度の採択事業主が減少傾向にあるなか、雇用安定化推進事業の支給要件の見直し（トライアル雇用制度の実施前提をはずす、
など）を検討する必要がある。

企業立地雇用施策基本指針に基づき、若年者雇用は国・県との連携協力を中心とした施策を展開することとし、若年者雇用安定化推進事業を終了す
る。
障害者雇用安定化推進事業については、｢質の高い中小企業」の実現のため、引き続き取り組むこととし、支給要件の見直しについて検討を行う。
また、ハローワーク・社労士事務所等の関係機関への周知を徹底し、事業主の制度の活用を促す。

平成27年度平成26年度平成25年度

若年者雇用安定化推進事業については、廃止も含め、制度自体を大幅に見直す必要がある。

障害者雇用安定化推進事業については、必要性はあるものの、手続きの簡素化や企業への周知など、制度を活用してもらう工夫をする必要がある。



(5)観光需要の創出により、市内消費の拡大を図ること。

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1 離島支援連携事業

離島への入客数の増加、離島の魅力発信により、観光客等への
訴求および本市経済・観光への波及効果を狙うため、離島5町村
に1泊以上宿泊する市民に対し、往復フェリー運賃相当の交通費
および宿泊費の一部（2,500円を上限）を助成する。

５町村計：3,635人
21,516,059円　（執行率：
53.79%)　実際の利用率
は約65％（無料：幼児：
404人）

25,881
利用率：７割以上を目指
す。

５町村計：3,913人
24,045,314円　（執行率：
60.1%) 実際の利用率は
約65.1％（無料：幼児：
404人）

28,669平成26年度事業終了

2
那覇爬龍船振興会補
助金

・爬龍船競漕実施への事業補助及び爬龍船振興会の人件費補
助
・第40回記念大会特別事業として補助を行う。
・那覇ﾊｰﾘｰ会館に展示施設を整備(H26年度オープン予定)。

・那覇ハーリー来場者数
204,000人
・那覇ハーリー会館の基
盤に係る部分の建築完
了

111,209

・那覇ハーリー来場者数
21万人
・那覇ハーリー会館の外
構等含め、展示施設とし
て内装建築工事を行う。

・那覇ハーリー来場者数
11万7千人
・那覇ハーリー会館の外
構等含め、展示施設とし
て内装建築工事を行っ
た。

135,804
那覇ハーリー来場者数：
200,000人

6,000

3
那覇大綱挽保存会補
助金

那覇大綱挽の実施に係る費用を補助する。
那覇大綱挽まつり会場来
場者数 ：  277,000人

18,800
那覇大綱挽まつり会場来
場者数  ：  280,000人

那覇大綱挽まつり会場来
場者数  ：  273,000人

15,000
「那覇大綱挽」来場者数：
280,000人

15,000

4
琉球王朝祭り首里事
業補助金

「琉球王朝祭り首里」実施に係る費用を補助する。 観客動員数：80,000人 5,915観客動員数：86,000人 観客動員数：80,000人 6,835
琉球王朝祭り首里観客
動員数：80,000人

5,000

5
観光宣伝誘致強化事
業

市長の観光誘客トップセールス・那覇の観光展の実施（２都市）。
外国語対応観光パンフレット、３カ国語マップの作成。沖縄国際
映画祭関連イベントの実施。県外での祭り参加演舞団体への観
光宣伝委託。「那覇市の観光統計」作成。

・市長ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽ・観光展
2都市実施
・観光宣伝委託　2団体

26,824
・市長ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽ・観光展
2都市実施
・観光宣伝委託　10団体

・市長ﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽ・観光展
2都市実施
・観光統計作成

27,111

・県外観光ＰＲ
 那覇市PRブース来場者
数　1,500人×2都市
・県外現地メディアを活用
したパブリシティ効果
　2メディア（媒体）×2都
市
・観光施策の評価・検証
のための基礎資料の整
備

11,116

6
プロ野球キャンプ等
支援事業

春季キャンプのための、トレーニング室及び倉庫の建設、陸上競
技場や補助競技場等のキャンプ仕様への整備。プロ野球公式戦
の誘致活動。東京ドームでの「沖縄・那覇デー」の開催。

読売巨人軍那覇キャンプ
一日平均見学者数：
8,036人/日

172,020
読売巨人軍那覇キャンプ
一日平均見学者数
8,000人/日

読売巨人軍那覇キャンプ
一日平均見学者数
7,952人/日

34,288
読売巨人軍那覇キャンプ
一日平均見学者数
　8,000人/日

34,588

7
外国人観光客誘客促
進事業

那覇クルーズ促進連絡協議会への負担金　（同協議会による、
①クルーズ船により出入港観光客への観送迎演舞の披露②臨
時観光案内所（両替所を含む）の設置③通訳による交通機関の
斡旋④初寄港クルーズ船への歓迎式開催）

歓送迎演舞披露：57回、
観光案内所の設置：51回

2,300

クルーズ船入港予定：80
隻、歓送迎演舞披露：80
回、観光案内所の設置：
80回

クルーズ船入港：78隻、
歓送迎演舞披露：86回、
観光案内所の設置：73回

3,058

・クルーズ船の観光客受
入体制の強化
・船会社への満足度調査
の実施（満足度：60％）
　（船会社へアンケートを
実施）

3,102

8
観光まちづくり整備補
助金

「那覇まちま～い」の実施、ガイド養成講座の実施
「那覇まちまーい」参加者
数：9,244名

31,608
「那覇まちまーい」参加者
数：7,000名

「那覇まちまーい」参加者
数：12,233名

31,608
那覇まちま～いへの参加
者数：12,000人

31,783

9
観光案内所運営補助
金

外国人観光客への対応可能なスタッフ（常勤７名、パート４名）の
人件費補助。観光案内所の実施賃借料の補助。

外国人観光客の案内所
の利用人数：7,469人

27,979
外国人観光客の案内所
の利用人数：7,000人

外国人観光客の案内所
の利用人数：10,775人

30,000
外国人観光客の案内所
の利用人数：8,500人

30,000

平成27年度平成26年度平成25年度



10
音楽活用ナイトエン
ターテイメント創造事
業

「JAZZ」を中心とした音楽イベントを那覇市内の屋外で定期的に
開催し、観光客及び市民への夜の憩いの場を提供する。

「NAHAJAZZ」来場者数：
16,175名

20,605
「音楽活用ナイトエンター
テイメント創造事業」来場
者数：10,000名

「音楽活用ナイトエンター
テイメント創造事業」来場
者数：16,740名

20,193 平成26年度終了 0

11
那覇市観光周遊バス
実証実験事業

ラッピングを施した観光周遊バスの運行実証実験
平成27年度からのバス
会社による自主運営に向
けた条件整備。

137,583前年度に同じ。 一日乗車数380人 116,108 平成26年度終了 0

12
プロ野球キャンプに
ぎわい創出事業

①春季キャンプの新聞等での周知　②歓迎フラッグ作成による
歓迎ムードの醸成　③ステージでのイベント実施による賑わいの
創出　④総合案内、マスコミ、警備等のブースの設置

読売巨人軍那覇キャンプ
一日平均見学者数：
8,036人/日

21,760

・読売巨人軍那覇キャン
プ一日平均見学者数
8,000人/日
・来場者満足度80％以上

・読売巨人軍那覇キャン
プ一日平均見学者数
7,952人/日

20,019

・読売巨人軍那覇キャン
プ一日平均見学者数
　8,000人/日
・来場者満足度80％以上

17,000

13
観光資源データベー
ス登録事業

約３００箇所の観光資源の概要、所在地、アクセス等を多言語で
ホームページ等で公開して観光客に活用してもらう。

中国語（繁体字・簡体字）
及び韓国語への翻訳実
施。
観光資源320件

3,968

オキナヴィータ、市立歴
史博物館等公的ホーム
ページとの、リンクを進め
る

オキナヴィータ、市立歴
史博物館等公的ホーム
ページとの、リンクを進め
た。

864
観光協会の那覇ナビ等と
のリンクを進める。

864

14
首里城祭「琉球王朝
絵巻行列」事業補助
金

国王・王妃行列、冊封史行列、伝統芸能演舞で構成された約
1,000名の行列を10月最終日曜日に国際通りで実施する。

「琉球王朝絵巻行列」来
場者数：30,800名

4,000
「琉球王朝絵巻行列」来
場者数：31,000名

「琉球王朝絵巻行列」来
場者数：33,000名

4,000
琉球王朝絵巻行列観客
動員数：33,000人

2,000

15
外国人観光客受入整
備事業

まちなか案内サポートの配置、観光関連事業者への外国人観光
客受入サポート要員の派遣、クルーズ船受入サポート、外国人
ボランティアバンクの構築、観光関連事業者対象の語学指導

サポート要員派遣：525
名、語学講習受講者555
名、クルーズ船入港時サ
ポート：64回、飲食店マッ
プ作成

42,572
海路からの市内への誘
客数　約50,000人

海路からの市内への誘
客数　約81,900人

29,734

・サポート要員の派遣に
より、観光案内した観光
客数を把握する。
・サポート要員を派遣した
店舗数：50店舗
・語学講座受講生の数：
延550人

29,384

16
観光イベント等映像
発信事業

移動式車載大型ビジョンの運用業務と維持管理業務について委
託し、効果的に活用する。

移動式車載大型ビジョン
活用（県外・国外観光客
への観光案内・ＰＲ等）：
28回/2月・3月

7,988

移動式車載大型ビジョン
による県外・国外観光客
への観光案内・ＰＲ等：９
０回/年

移動式車載大型ビジョン
による県外・国外観光客
への観光案内・ＰＲ等：86
回/年

2,308

・クルーズ船の那覇港寄
港数：65隻
・クルーズ船による来客
数：81,250人
・読売巨人軍那覇キャン
プ一日平均見学者数：
8,000人/日

6,564

17
ストリートダンスバト
ルin国際通り観光誘
客事業

国際通りのトランジットモールを活用し、定期的なダンスイベント
等を開催することで観光客誘致につなげるため、「King of Street
実行委員会」へ補助を行う。ストリートダンスコンテストの開催や
学校訪問（ダンス指導）を実施する。

全6回開催（8月～3月、
述べ観覧者数　10,700
人）
※12月決勝大会開催、
２，３月は学校訪問のみ

18,973

全9回開催
（4月～12月、述べ観覧
者数　18,000人）

全9回開催
（4月～12月、述べ観覧
者数　17,500人）

4,174 平成26年度終了 0

18
国際会議等支援補助
金

9月に開催される「東西センター国際会議in沖縄」の大会運営を
支援するため補助金を交付する。同会議には世界約30カ国余の
各分野のリーダー約350人以上の参加が見込め、観光振興及び
観光誘客に繋がる。

なし 0会議参加者　350名 会議参加者　360名 999

那覇市内宿泊数延べ900
人分
（参考値：
　H25台湾ウィンターリー
グ宿泊数延べ750人分）

500



平成26年度答申内容

ア　外国人観光客等
の受入体制の整備

イ　閑散期対策など
の年間を通じたきめ
細やかな事業の実施

ウ　経済効果の把
握、関係者の評価の
把握

基本的施策に対する自己評価

施策に対する評価

課題・改善すべき点

今後の取り組み

第４次那覇市総合計画における「めざそう値」のうち「クルーズ船の客数」（24年度：3万人→29年度：4万5千人）及び「延べ市内宿泊数」（24年度：612万泊
→29年度：760万泊）については、それぞれ117,272人(26暦年)、685万泊(25年度)となり、達成に向け概ね順調に推移しているものの、「観光客一人あたり
市内消費額」(24年度：84,500円→29年度：97,000円)については、25年度68,792円となっている。
観光分野に関する一括交付金事業における「成果目標」については、概ね達成されている。
一方、離島連携事業（島たび助成）については、平成24年度からこれまで、助成対象期間の延長や交付決定処理スキームの見直し等、できるだけ多くの
市民に利用してもらえるよう取り組んできたが、船便の欠航などもあり利用実績は毎年約６割台にとどまっている。

　「那覇市観光基本計画」において洗い出した課題である「那覇ならではの観光魅力向上」、「観光客受け入れ環境の整備･充実」及び「受け入れ体制整備
と観光産業の持続的発展･人財育成」等の課題がある。
離島連携事業においては、実施している中で、①夏休み期間中などのオンシーズンでの利用に希望が集中し、宿や船が予約できない②フェリー等離島便
の運航は、天候に大きく左右されやすく、欠航が起きやすい③各離島の民宿経営者等は、助成券取扱いの事務作業や、換金までに期間を要すため、取り
扱わないところもあった、といった課題が見えてきており、離島との共存共栄による観光・産業振興については、閑散期への誘客の工夫や、離島関係者と
の協力関係の構築などが必要であることを実感している。

平成27年4月1日施行の「めんそーれ那覇市観光振興条例」や、同条例に基づき策定した「那覇市観光基本計画」に即した観光施策を展開する。
離島連携事業については、当初計画どおり平成26年度で終了する。

消費額(売上高)などの経済効果の把握、関係者の評価把握についても実施していただきたい。

那覇市を訪れる外国人観光客が大幅に増加する一方で、多言語に対応できるITシステムの整備や人材の確保などについては、まだ不十分な面があるた
め、関係者と連携しながら受入体制を整備していただきたい。

各事業とも、実績や実施の必要性は高く評価できる。ただし、離島連携事業やプロ野球キャンプ関連事業など、観光客の誘客等にかかる事業について
は、閑散期対策や公式戦誘致など、年間を通じたきめ細やかな事業実施に心がけていただきたい。



(6)商店街の振興を図ること。

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1 なは商人塾運営管理 市内中心商店街に設置した当該施設の管理運営経費。
施設利用者数　5,151人
（市民講座2388人、一般
利用2763人）

450

H26年度は市民講座がな
いため、利用者総数は減
少する見込みであるが、
商人塾・にぎわい広場の
両施設の利用案内ﾊﾟﾝﾌ
ﾚｯﾄを作成し、新規利用
者の拡大を図りたい。

施設利用者数4,946人 383前年度実績以上の利用 45

2
トイレ提供店舗支援
事業

中心商店街の商店街組合及び通り会所属の店舗のトイレを公衆
用に提供協力する商店街組合及び通り会に対し支援を行う（報
償費の支給、看板表示作成に伴う経費）。

大便器：月１台当たり
6,000円（23台）
小便器：月１台当たり
4,000円（9台）

2,096
提供店舗の拡充に努め
る（3店舗増）

大便器：月１台当たり
6,000円（21台）
小便器：月１台当たり
4,000円（9台）

1,908前年度実績以上の利用 2,340

3
商店街活性化助成事
業補助金

中心市街地の活性化を促進するため、①人材養成研修助成事
業、②イベント等支援事業、③商店街振興組合等結成支援事業
補助を行い、その事業にかかる経費の一部を助成する

商店会、通り会等へ計11
団体へ補助金交付

2,747前年度実績程度 補助交付実績9件 1,688
頑張るマチグヮー支援事
業へ統合

4
一万人エイサー踊り
隊助成金

那覇市のメインストリート国際通りをステージにして、沖縄の伝統
文化芸能と地域の文化創造を取り上げて紹介し、壮大なイベント
を継続的に創出することによって、中心市街地への市民県民及
び観光客の来街拡大に貢献し沖縄経済の発展に寄与する。

【観客動員数】
県外20,000人　県内
73,000人　計93,000人

1,320
【観客動員数】
県外23,000人　県内
70,000人　計93,000人

観客動員総数94,000人 1,320

一万人エイサー踊り隊来
場者数：94,000人（県外
22,000人、県内72,000
人）
（平成25年　93,000人（県
内外合計））

1,320

5
国際通りトランジット
マイル助成金

トランジットモールは国際通り約1.6kmのうち、約1.3kmの区間を
毎週日曜日の12：00～18：00の間、一般車両の通行を規制し歩
行者に開放している。また、数箇所のパフォーマンスエリアを設
け多種多様なイベントを開催し、各店舗もオープンカフェやワゴ
ンセール等、独自の取り組みが実施されている。また、区間内を
トランジットバス、ベロタクシーが走り、来街者の移動手段とし機
能している。（年間約35回程度開催）

来場者数　1日平均
18,000人

2,000
来場者数　1日平均
20,500人

来場者数　1日平均
17,300人

2,000

トランジットマイル開催時
の通行者数
：20,500人/日（平成25年
度：18,000人/日）

2,000

6
中心商店街にぎわい
広場管理運営事業

当該施設（イベント広場・コミュニティールーム・駐輪場）の管理
運営業務。
主な経費：清掃・警備委託料7,796千円

・にぎわい広場利用者数
　（延べ人数）　１２，３０８
人
・イベント広場利用件数
６０件
・コミュニティルーム利用
件数　６３件

6,728前年度実績以上の利用

・にぎわい広場利用者数
　（延べ人数）　5，836人
・イベント広場利用件数
43件
・コミュニティルーム利用
件数　83件

10,516前年度実績以上の利用 7,269

7
頑張るマチグヮー支
援事業

中心商店街の活性化に向けた事業を行う者の創意工夫による
積極的な事業提案に対して補助金を交付し、中心商店街自身に
よる活性化活動（企画から実施まで）を促進させることにより中
心商店街の活性化を図る。

13団体（15事業）へ補助
金を交付

27,687前年度実績程度
6団体（7事業）へ補助金
を交付

14,682

・中心商店街の平日歩行
者通行量　113,997人
　（H26年度平日歩行者
通行量　112,712人）

30,000

8
国際通りとマチグヮー
のにぎわい事業

内容：牧志公設市場衣料部2階に開設した小劇場「ひやみかちマ
チグヮー館」を拠点に周辺通り会との連携、イベント支援を含め、
ウチナー芝居や琉球伝統芸能、その他集客の見込まれるイベン
ト等を実施する。
効果：観光客、地元客マチグヮーへ誘客することで地域の活性
化に繋げる。

集客数：50,000人 45,935集客数：50,000人以上 集客数：54,017人以上 37,670

集客目標：36,000人（1ヶ
月4,000人×9ヶ月）
※マチグヮー館の集客数

37,634

平成27年度平成26年度平成25年度



9

国際通りを中心とし
た那覇市ICT利活用
モデル事業「WIFI化
計画」

市内の主要な観光スポットへ、公衆無線LAN環境を整備すること
で、国内外からの観光客等に対して、国際通り及び周辺商店街
への利便性や回遊性を高める。ICTを利活用した取り組みをモデ
ル的に実施するとともに、モデル事業後も継続してサービスを行
える仕組みづくりも検討する。

平成25年8月4日から誰
でも無料で使える公衆無
線LANサービスの提供を
開始。また、ポータルサ
イトNAHAPO（なはぽ）」
を開設、中心市街地を楽
しく回遊するスマートフォ
ンアプリの提供、GPS連
動情報案内といった最新
のICT技術（情報通信技
術）を活用した様々な
サービスの提供を開始。

27,088

公衆無線ＬＡＭサービス
及びポーたるサイト「ＮＡ
ＨＡＰＯ」の安定運用。次
年度以降の継続運用の
仕組みづくりの検証。

公衆無線LANサービス及
びポータルサイトの運用
実施。
自主運営の仕組みづくり
はできず、H27年度は無
線LAN環境の再整備を
行い、課題の改善に取り
組む

25,616

Ｈ27年度ＷＩＦＩ目標接続
数　420,000回(月平均）
※平成26年月平均
415,396回

25,300

10
国際通り情報発信大
型ビジョン活用事業

大型ビジョンでは、観光プロモーション映像の放映、那覇三大祭
り等のイベント中継、パブリックビューイング（街頭放映）、AR（拡
張現実）コンテンツ及び防災情報等の発信を行う。

「那覇てんぶすビジョン」
を整備し、観光プロモー
ション映像等により地域
資源の魅力を発信すると
ともに、ＩＣＴ技術を活用し
たＡＲ（拡張現実）コンテ
ンツにより、新たな賑わ
いを創出した。

30,053

コンテンツ及びイベント連
携の充実化を図る。地域
観光資源の発信力強
化、パブリックビューイン
グを実施する。

パブリックビューイング、
イベント中継を実施実績
6回

15,443

視聴者測定システムによ
る集計数　15,600人（月
平均）
※平成26年実績　14,673
人（月平均）

10,273

11
牧志駅前交通広場等
にぎわい事業

内容：月６日程度（年間約５０日）、広場や川辺でイベントを実施
する。イベントは各種音楽ライブ、お笑い、大道芸、物販、物産展
（マルシェ）、飲食など集客が見込まれる内容とする。
効果：集客数は１日約1,200人、計約60,000人を成果目標とし、周
辺商店街への来客数、売上数、店舗数増に波及できるようにす
る。

・イベント開催日：57日
（ほかにマル　シェのみ
の開催が32日）
・集客数：68,400人（一日
平均1,200人）
・商店街アンケートでは
売上増が20％、来店者
増が50％である。

27,250集客数：60,000人以上 集客数：55,034人以上 27,225 平成26年度終了

平成26年度答申内容

ア　商店街関係者と
の密な連携・協議

イ　消費額(売上高)な
どの経済効果の把握

基本的施策に対する自己評価

施策に対する評価

課題・改善すべき点

今後の取り組み

通り会や商店街振興組合等の自主的な取り組みを支援する補助事業について、実現性のある計画設計や実行性のある事業展開が図れるよう、事業運
用体制、成果指標の設定、改善事項等の検証についての項目を設けるなど、申請様式及び報告様式を見直す。
WI-FI事業について、平成24年度までの実証実験で検証された、認証手続きの煩わしさ等の課題を改善するため、WIFI環境の再整備に取り組む。委託事
業者を再選定し、アクセスポイントのエリア拡大、認証手法の簡易化、通信の安定性を図り、観光客の誘客につなげる。

国際通りや平和通り等の中心商店街は、那覇市の経済を牽引してきた重要な地域であり、当該地域の衰退は、市全域及び周辺市町村へ多大な影響を
与えることから、活性化に資する事業支援は、本市の重要施策として実施している。当該エリアの中心的な活動主体である通り会や商店街振興組合等
の、組織力や基盤力の強化を図りながら、地域と行政が一緒になって街全体の活性化に取り組んでいく。

商店街振興組合などへの商店街関係者に対する支援施策については、創意工夫による自主的な取り組みの支援という観点から高く評価できる。
しかしながら、Wi-Fiなどのインフラ整備等、観光客等の誘客につながる施策については、関係者の声が十分反映されているとは言えないところもある。
今後の施策実施にあたっては、関係者の密な連携・協議が必要であると考える。

施策実施後の成果検証にあたっては、消費額(売上高)などの経済効果の把握などを行っていただきたい。

「商店街の振興を図る」施策に関する事業は、３つに分類できる。
①施設の運用管理　②通り会や商店街振興組合等で実施する事業への支援　③市が実施する中心市街地の活性化事業
①については、利用実績は前年度を下回っているが、商人塾、にぎわい広場と、周辺通り会や住民等が施設の施設目的に添って利用できる環境を継続
的に提供できていることは評価できるものである。
②については、対象団体の相違工夫による自主的な取り組みへの支援ができているが、残念なことは、事業計画段階での調整不足等により、事業実施
に至らないケースがあったことが挙げられる。
③については、WI-FI事業においては、観光客のさらなる誘客につながるよう、通信の安定性や認証手続きの煩わしさ等の課題解決への取り組みが必要
である。



(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

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1
企業立地雇用施策基
本指針策定事業

①那覇市の雇用及び企業立地に関する現状・課題の抽出・整
理・分析②国、県の関連計画等の把握・検証③類似都市の雇用
及び企業立地に関する施策の実施状況及び進捗状況調査④各
種実態調査及び市民・企業等の意識調査　⑤基礎調査報告書
の作成　⑥基礎調査報告書を基に指針を策定

- -

今後の那覇市の雇用対
策及び企業誘致方策に
ついて指針策定の基礎
調査を実施する

基礎調査を実施し、那覇
市の経済・雇用環境の把
握等を行ったうえで、将
来像と基本戦略を設定し
具体的施策を盛り込んだ
指針素案を作成した。

7,010

外部委員等を含めた検
討組織を立ち上げ、指針
素案を元に、事業実施計
画も盛り込んだ指針を策
定する。

5,361

2
沖縄県中小企業団体
中央会事業費助成

市内中小企業協同組合等の組織化・経営指導・その他組合の
健全な発展を図ることにより、市内中小企業の振興を図る沖縄
県中小企業団体中央会の活動に対し補助金を交付する。

・中小企業懇談会の実施
（30名）
・優秀従業員等表彰
・車両リースおよび油脂
燃料費
・会報発行
・中小企業団体九州・全
国大会派遣（九州40名、
全国30名）

282前年度実績程度

・中小企業懇談会の実施
（29名）
・優秀従業員等表彰
・車両リースおよび油脂
燃料費
・会報発行
・中小企業団体九州・全
国大会派遣（九州59名、
全国28名）

282前年度実績程度 282

3
那覇商工会議所事業
費助成

市内商工業の調和のある発展と振興育成のため活動し、産業
振興に寄与している那覇商工会議所の事業を支援するため補
助金を交付する。

・中心商店街飲食店マッ
プ作成
・商店街活性化イベント
実施
・「セミナー・講演会等」
4回
延べ参加数250名
・賃金実態調査報告書発
行
・経済産業視察実施（25
名）
・永年勤続表彰の実施

3,240前年度実績程度

・中心商店街飲食店マッ
プ作成
・商店街活性化イベント
実施
・「セミナー・講演会等」
5回
延べ参加数305名
・賃金実態調査報告書発
行
・永年勤続表彰の実施

3,240前年度実績程度 3,240

4
日本貿易振興機構沖
縄貿易情報センター

市内の貿易販促促進事業に貢献している当該団体に対し、事業
を支援するため補助金を交付する。

・「セミナー・講演会等」
9回　延べ参加数361名
・「勉強会・研修会等」
3回　延べ参加数　26名
・「相談対応等」　388件

171前年度実績程度

・「セミナー・講演会等」
19回　延べ参加数825名
・「勉強会・研修会等」
1回　延べ参加数　40名
・「相談対応等」　471件

171

平成27年度より、市内企
業経営基盤強化事業とし
て、ジェトロに対し販路拡
大等に関する講座業務
の委託を行う。

5
伝統工芸館運営事業
等

伝統工芸品の展示及び販売・伝統工芸の実演及び体験・伝統
工芸の後継や育成・研修・会議及び展示のための施設提供

収入：60,730千円 12,130収入目標：64,707千円 収入：56,873千円 11,379
H26年度実績以上の収
入を目指す。

13,366

6
那覇市伝統工芸ブラ
ンド確立事業

那覇市の伝統工芸品の知名度向上を目的に、イベント開催及び
宣伝広告。
伝統工芸館に来館を促すことにより、伝統工芸品の魅力を県内
外に発信することができる。

伝統工芸館販売場改築 31,868
・イベント2回　各1200名
・企画展2回　各850名

・イベント2回　平均777名
・企画展2回　平均1,710
名

4,420
・イベント2回　各1200名
・企画展2回　各850名

4,423

7

「那覇市中心市街地
活性化ビジョン・基本
計画」（仮称）策定基
礎調査業務

平成25年度の基礎調査等の結果等を活用して、新たな那覇市
中心市街地の活性化に関する基本計画を策定する。ヒアリング
等の実施、内部職員で構成する検討員会、外部の専門家等で
構成する活性化委員会等で検討を重ね、パブリックコメントを実
施し、計画を策定する。

･中心市街地状況等調査
の実施
・調査結果報告書の作成

4,946
基本計画素案（中間報
告）の作成

中心商店街の抱える課
題の大きさや重要性か
ら、更なる議論が必要と
判断し、当該事業を繰り
越した

基本計画策定

平成27年度平成26年度平成25年度



8 観光協会事業補助金
「那覇ハーリー」「那覇大綱挽まつり」等の観光イベントの実施、
観光情報サイト「那覇ナビ」、観光マップ「NAHANAVI」の発行に
よる観光情報の発信に係る補助

観光協会の実施する事
業のうちのいくつかにつ
いて、予算の範囲内で補
助金を交付した。

13,351

概ね前年度並み。
なお、H25は「観光協会
運営補助金」に含まれて
いたヤギビル賃借料を、
H26は本事業に計上。

観光協会の実施する事
業のうちのいくつかにつ
いて、予算の範囲内で補
助金を交付した。

21,111
那覇市観光協会の実施
する誘客宣伝活動費等
の事業に対する支援

1,952

9 観光協会運営補助金
観光協会職員の人件費の補助（プロパー職員5名、契約職員1
名）

那覇市観光協会の契約
職員１人,プロパー職員５
人に係る人件費

30,266前年度に同じ。
那覇市観光協会の契約
職員１人,プロパー職員５
人に係る人件費

30,266
那覇市観光協会の契約
職員１人,プロパー職員４
人に係る人件費

26,000

10 観光功労者表彰事業
本市の観光振興に貢献した個人や団体を「那覇市観光功労者」
として表彰する。

平成25年度表彰者数：９
組
（６個人３団体）
総表彰者数：318組

336
前年度と同程度の表彰
を予定

平成26年度表彰者数：10
組
（7個人3団体）
総表彰者数：328組

277
前年度と同程度の表彰
を予定

383

11
観光基本計画策定事
業

観光基本計画を策定する。
観光基本計画基礎調査
の実施

4,741
観光基本計画素案の作
成

観光基本計画素案の作
成

9,601 平成26年度終了 0

平成26年度答申内容

ア　指針・基本計画
等の見直し・改定

イ　伝統工芸関係事
業のあり方について
の検証

ウ　中心市街地活性
化、観光にかかる基
本計画の策定

基本的施策に対する自己評価

施策に対する評価

課題・改善すべき点

今後の取り組み

　平成27年4月1日施行の「めんそーれ那覇市観光振興条例」や、同条例に基づき策定した「那覇市観光基本計画」に即した観光施策を展開する。
　企業立地雇用施策基本指針については、具体的な事業メニューについて検討組織を立ち上げ、平成27年度中の策定を目指す。
　経済団体への補助については、ジェトロの補助金を一括交付金の事業に発展的に振り替えて、ジェトロと連携した県外・海外への販路拡大支援を図る
とともに、商工会議所・中央会とのさらなる連携強化を図る。

　観光部門においては、　「那覇市観光基本計画」において洗い出した課題である「那覇ならではの観光魅力向上」、「観光客受け入れ環境の整備･充実」
及び「受け入れ体制整備と観光産業の持続的発展･人財育成」等の課題がある。
　企業立地雇用施策基本指針については、基本戦略に基づく具体的な事業メニューについて、さらに精査が必要である。

　第４次那覇市総合計画における「めざそう値」のうち「クルーズ船の客数」（24年度：3万人→29年度：4万5千人）及び「延べ市内宿泊数」（24年度：612万
泊→29年度：760万泊）については、それぞれ117,272人(26暦年)、685万泊(25年度)となり、達成に向け概ね順調に推移しているものの、「観光客一人あ
たり市内消費額」(24年度：84,500円→29年度：97,000円)については、25年度68,792円となっている。
　観光部門において、一括交付金各事業における「成果目標」については概ね達成されている。
　各経済関係団体への補助に対する効果については、ジェトロの実績の伸びが大きい以外は、概ね横ばいである。
　企業立地雇用施策基本指針については、基礎調査により、本市の雇用環境等について整理して把握することができ、ある程度の戦略がみえてきたとこ
ろである。

指針や基本計画等については、具体的な目標設定や、アクションプログラムの設定により、適切に見
直し･改定を進めていただきたい。

伝統工芸に関する事業については、後継者育成などの面で一定の効果は期待できるものの、収入
目標、収支状況の実態や事業展開のあり方などについて、検証が必要と考える。
また、購買力の高い県外への販路拡大支援にも力をいれていただきたい。

現在策定作業が進められている「那覇市中心市街地活性化ビジョン･基本計画（仮称）」及び「那覇市
観光基本計画」については、中小企業振興にとって重要な基本計画となる。
計画の策定にあたっては、具体的な目標を設定し、基本計画に基づいた施策推進に努めていただき
たい。



(1)中小企業者の経営の革新及び創業の促進を図ること。

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1
なは産業支援セン
ター運営事業

情報通信産業をはじめ、国際物流産業や観光関連産業等、広く
産業振興に資する事業を実施する企業を支援し、産業の集積や
市場開拓を目指すとともに、市民協働プラザを利用する企業や
団体等と連携し地域活性化を目指す。

平成27年度より実施 -平成27年度より実施 - -

中核企業室
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室
会議室
研修室

10,203

(5)観光需要の創出により、市内消費の拡大を図ること。

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1
沖縄国際映画祭関連
事業

沖縄国際映画祭関連イベントの実施

「観光宣伝誘致強化事
業」にて実施(映画祭関
連のみの決算額：17,986
千円)

0

「観光宣伝誘致強化事
業」にて実施(映画祭関
連のみの決算額：16,668
千円)

イベント(国際通りレッド
カーペット)観客数60,000
人

0
イベント(国際通りレッド
カーペット)観客数62,000
人

10,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度

追加資料

千円) 千円)

2
観光情報サイト強化
支援事業

那覇市観光協会の発信する那覇市観光情報サイト「那覇ナビ」
の全面リニューアルに係る経費を支援することにより、那覇市の
観光情報発信力を強化する。

平成27年度のみ実施 0平成27年度のみ実施 ‐ 0
リニューアル後の１日あ
たりページビュー数3,800
件

3,600

3
那覇ハーリー会館観
光誘客促進事業

那覇ハーリー会館において実施される、那覇爬龍船や歴史資料
等の常設展示事業に対する支援を行う。

平成27年度から実施 0平成27年度から実施 ‐ 0
（次年度以降に延期予
定）

2,850

(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

事業（名称（日本語）） 事業概要
数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
(件数、人数等）

数値等の実績
（件数、人数等）

決算額
（千円）

数値等の目標
（件数、人数等）

当初
予算額
（千円）

1
那覇三大祭り支援事
業

那覇三大祭りにおいて、観光協会が行う会場設営等の経費を支
援するとともに、各祭り当日の新聞広告等に協賛広告を掲載す
ることにより、祭りの円滑な実施を図る。

「観光協会事業補助金」
及び「伝統行事等支援事
業」にて実施(当該部分
のみの各決算額：59千
円、11,847千円)

0

「観光協会事業補助金」
及び「伝統行事等支援
事業」にて実施(当該部
分のみの各決算額：179
千円、11,163千円)

・那覇ハーリー来場者
数：117,000人
・「那覇大綱挽」来場者
数：273,000人
・琉球王朝祭り首里来場
者数：85,000人

0

・那覇ハーリー来場者
数：210,000人
・「那覇大綱挽」来場者
数：280,000人
・琉球王朝祭り首里来場
者数：80,000人

15,901

平成25年度 平成26年度 平成27年度


