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発行にあたって

「新たな研究や商品開発をするにあたって補助金を活用したいが、どんな補助金があるの
か分からない」
「似たような支援策が多くあるが、自社の現状に最適な支援策は何だろうか？」

このような声にお応えすべく平成２９年度に本書の初版を作成し、今回、各種支援施策を
新たに更新して、第二版を作成いたしました。
現在、我が国において、科学技術イノベーションは成長戦略の重要な柱と位置付けられて
おり、沖縄地域においても様々な科学技術イノベーション創出を支援する施策が展開されて
います。
そのような中、沖縄県のイノベーション創出を加速的に行うために管内産学官関係者で構
成された沖縄産学官イノベーション創出協議会（後述）では、各支援機関が有機的に連携し、
一貫して企業支援を行う仕組みを構築し、支援体制を強化する取り組みを行っています。そ
こで、当協議会で支援施策情報を把握し、県内企業等が効果的・効率的な研究開発や商品開
発に向けて参考にしていただけるよう、本書では、本協議会会員機関が提供する各種支援施
策を体系付け、「分野」や「事業段階」に応じて掲載しています。
本書を参考に、各種支援施策が企業や産学官関係者へ情報共有化され、今後のイノベーシ
ョン創出及びベンチャー企業創出の一助となれば幸いです。
最後に、本書の作成にあたり、御協力頂きました皆様には厚く御礼を申し上げます。

令和２年８月
沖縄産学官イノベーション創出協議会

機密性○

1 沖縄産学官イノベーション
創出協議会について

(1)沖縄地域におけるイノベーション創出に向けて
政府は「日本再興戦略による官民戦略プロジェクト」において、イノベーションと研究開発を推
進するとしており、沖縄県においても、
「２１世紀ビジョン基本計画」で示された政策の実現に向け
た「沖縄県アジア経済戦略」の中で、アジアに展開する新たなものづくり産業の推進を産学官・企業
間連携等により実施するとしています。
沖縄がこのようなイノベーション創出による国内外への拠点化を目指した重点戦略に対応するた
めには、産学官の連携体制としてこれまで活動してきた沖縄産学官連携推進協議会の機能強化を図
り、産業界のニーズを的確に汲み取り、戦略性と機動力さらに実績の訴求性を有した協働体制の構
築が求められています。
以上のことから、平成２８年１２月に発展解消した沖縄産学官連携推進協議会の体制等を基盤と
しつつ関係機関等のネットワーク再構築を踏まえ、政府及び沖縄県の重点政策の一環となる活動等
を加速的に行うため、平成２９年５月２４日に沖縄産学官イノベーション創出協議会（会長：屋宏
典琉球大学副学長、副会長：寺家克昌沖縄総合事務局経済産業部長）を設立しました。当初、県内産
学官関係者２４機関で発足しましたが、これまでに本協議会の目的に賛同する４機関が参画して、
２８機関となっています。本協議会の目的に賛同する関係機関の参画は、随時受け付けていきます。

(2)沖縄産学官イノベーション創出協議会の特徴
イノベーション創出に向けた具体的な取り組みを行うために、今回新たに４部会を設置して活動
を行っていきます。部会毎の自主性を発揮することと併せて、部会同士の横断的連携が図れるよう
な体制構築を目指していきます。

企画運営部会
協議会の企画運営
イノベーション創出に向けた
提言等

調査部会
沖縄のシーズニーズ調査
イノベーション創出事例研究
等

サポーター部会
沖縄地域のイノベーションを
支援するサポーター連携会議
等
（例）海外展開倶楽部 等

広報部会
沖縄の産業まつり
イノベーションフォーラム等

・イノベーション創出を支援する施策事業等に関する意見交換、情報共有、
情報集約等を行う。
・各施策事業の連携・補完等について調査検討を行う。
・上記を踏まえ重点強化すべき分野や抜けている分野等に対する施策事業
の検討・提言を行う。
・沖縄地域におけるイノベーション創出の事例等について意見交換、情報共
有、情報集約を行う。
・企業や産業界のニーズや研究機関等のシーズについて意見交換、情報共
有、情報集約を行う。
・沖縄地域におけるサポーター人材のネットワークを形成し連携する場を
構築する。
・各サポーターの有する多様な情報について共有し企業支援等の効率化を
図る。
・サポーター人材の必要なスキルやノウハウを獲得するための研修等を行
う。
・新市場を目指す企業・産業の創出支援、産学のマッチング支援、国内外の
人的交流・産業交流、環境整備等に取り組む。
・沖縄地域のイノベーションについて県民に幅広く周知広報を行う。
（産業
まつり等）
・イノベーションを加速するため時代に合ったテーマを設定したイベント
を開催する。（イノベーションフォーラム等）
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(3)沖縄産学官イノベーション協議会 体制図

(4)沖縄産学官イノベーション創出協議会 幹事機関 各部会一覧
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機密性○

２ イノベーション創出
施策マップ

健康・医療

環境・エネルギー・
ものづくり

農林・水産

IT

その他

E-1 沖縄総合事務局「研究開発税制」
I-1 沖縄TLO「産学官連携推進ネットワーク形成事業」
C-1 沖縄県企画部「沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業」
C-2 沖縄県企画部「成長分野リーディングプロジェクト創出事業」

基礎研究

L-1 沖縄女子短期大学「受託・共同研究」

G-1 沖縄県工業技術センター「企業連携共同研究開発支援事業」

研 究 開 発 支 援

B-1沖縄県商工労働部
「先端医療産業開発拠点実用化
事業」
C-3 沖縄県企画部
「先端医療技術実用化促進事
業」
E-1 沖縄総合事務局「研究開発税制」

E-2 沖縄総合事務局「戦略的基盤技術高度化支援事業」
C-1 沖縄県企画部「沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業」
G-1 沖縄県工業技術センター「企業連携共同研究開発支援事業」

応用研究

沖縄県商工労働部
B-1 「先端医療産業開発拠点
実用化事業」、
B-2 「細胞ストック基盤実用化事
業」
沖縄県企画部
C-3「先端医療技術実用化促進
事業」
C-4「沖縄感染症研究成果活用
促進事業」

C-５ 沖縄県企画部
「先端技術活用によるエネルギー
基盤研究事業」

I-2 沖縄TLO
「ものづくり生産性向上支援事業」

E-2 沖縄総合事務局「戦略的基盤技術高度化支援事業」

健康・医療

環境・エネルギー・
ものづくり

農林・水産

IT

その他

D-2 沖縄県産業振興公社「中小企業基盤強化プロジェクト推進事業」

商品・サービス企画

沖縄総合事務局 「E-3 農商工等連携事業、E-4 地域資源活用事業,E-5 新連携事業、E-6 JAPANブランド補助金、E-7商業・サービス競争力強化連携支援事業」
H-1 沖縄振興開発金融公庫「新事業創出促進出資」
H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」

H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」
D-2 沖縄県産業振興公社「中小企業基盤強化プロジェクト推進事業」

沖縄総合事務局 「E-3 農商工等連携事業、E-4 地域資源活用事業,E-5 新連携事業、E-6 JAPANブランド補助金、E-7商業・サービス競争力強化連携支援事業」
H-1 沖縄振興開発金融公庫「新事業創出促進出資」

商品・サービス
事業性検討

I-1 沖縄TLO「産学官連携推進ネットワーク形成事業」
H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」

H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」

C-9 沖縄県企画部 「知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業」
D-1 沖縄県産業振興公社
「新産業事業化促進事業」

D-1 沖縄県産業振興公社 「新産業事業化促進事業」
B-3 沖縄県商工労働部「沖縄型グリーンマテリアル生産技術の開発」

事 業 化 支 援

D-2 沖縄県産業振興公社「中小企業基盤強化プロジェクト推進事業」
沖縄総合事務局 「E-3 農商工等連携事業、E-4 地域資源活用事業,E-5 新連携事業、E-6 JAPANブランド補助金、E-7商業・サービス競争力強化連携支援事業」
H-1 沖縄振興開発金融公庫「新事業創出促進出資」

商品化開発
（実用化研究）

E-2 沖縄総合事務局「戦略的基盤技術高度化支援事業」

E-2 沖縄総合事務局「戦略的基盤技術高度化支援事業」

H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」

H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」
D-1 沖縄県産業振興公社
「新産業事業化促進事業」

D-1 沖縄県産業振興公社 「新産業事業化促進事業」
G-1 沖縄県工業技術センター「企業連携共同研究開発支援事業」

F-1 沖縄職業能力開発大学校
「受託・共同研究」

F-1 沖縄職業能力開発大学校
「受託・共同研究」
D-3沖縄県産業振興公社
「産学官連携製品開発支援事業」
I-2 沖縄TLO
「ものづくり生産性向上支援事業」

D-2 沖縄県産業振興公社「中小企業基盤強化プロジェクト推進事業」
沖縄総合事務局 「E-3 農商工等連携事業、E-4 地域資源活用事業,E-5 新連携事業、E-6 JAPANブランド補助金、E-7商業・サービス競争力強化連携支援事業」
H-1 沖縄振興開発金融公庫「新事業創出促進出資」

販路開拓・拡大

E-2 沖縄総合事務局「戦略的基盤技術高度化支援事業」

E-2 沖縄総合事務局「戦略的基盤技術高度化支援事業」

H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」

H-2 沖縄振興開発金融公庫「沖縄創業者等支援貸付」
沖縄県商工労働部
B-3 「物産振興対策事業費」、
B-4 「県産品拡大展開総合支援事業」、
B-5 「沖縄国際物流ハブ活用推進事業」

A-1 沖縄県工業連合会
「沖縄の産業まつり」

環境・エネルギー・
ものづくり

健康・医療

農林・水産

IT

D-2 沖縄県産業振興公社「中小企業基盤強化プロジェクト推進事業」
沖縄総合事務局 「E-8 中小企業等特許情報分析活用支援事業、E-9 知的財産プロデューサー派遣事業、
E-10 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業、E-11 中小企業知的財産支援事業、E-12 「知財総合支援窓口」

I-1 沖縄TLO「産学官連携推進ネットワーク形成事業」

知的財産

N-1 沖縄県発明協会「知的財産総合支援事業」
D-1 沖縄県産業振興公社
「新産業事業化促進事業」

D-1 沖縄県産業振興公社 「新産業事業化促進事業」
D-3 沖縄県産業振興公社
「産学官連携製品開発支援事業」

D-2 沖縄県産業振興公社「中小企業基盤強化プロジェクト推進事業」
沖縄総合事務局 「E-3 農商工等連携事業、E-4 地域資源活用事業,E-5 新連携事業、E-6 JAPANブランド補助金、E-7商業・サービス競争力強化連携支援事業」
I-1 沖縄TLO「産学官連携推進ネットワーク形成事業」

側 面 支 援

C-9 沖縄県企画部 「知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業」

コンサルティング
（技術相談・支援）

D-1 沖縄県産業振興公社
「新産業事業化促進事業」

D-1 沖縄県産業振興公社 「新産業事業化促進事業」
G-2 沖縄県工業技術センター「工業技術支援事業」
F-1 沖縄職業能力開発大学校
「受託・共同研究」

F-1 沖縄職業能力開発大学校
「受託・共同研究」

D-3沖縄県産業振興公社
「産学官連携製品開発支援事業」

I-2 沖縄TLO
「ものづくり生産性向上支援事業」
D-2 沖縄県産業振興公社「中小企業基盤強化プロジェクト推進事業」
沖縄県企画部「C-6 ハワイ東西センター連携事業、C-7 子供科学技術人材育成事業、C-8 沖縄・ハワイ協力推進事業」
F-1 沖縄職業能力開発大学校
「受託・共同研究」

人材育成

G-2 沖縄県工業技術センター「工業技術支援事業」

F-1 沖縄職業能力開発大学校
「受託・共同研究」

M-1 沖縄県情報産業協会
「IT ⼈材高度化支援事業」

参考 内閣府 政策統括官（沖縄政策担当）付産業振興担当参事官室 「沖縄型産業中核人材育成事業」
I-1 沖縄TLO「産学官連携推進ネットワーク形成事業」

規制対応相談

機器・設備利用、
インキュベーション施設

J-1 バイオ･サイト･キャピタル 「沖縄ライフ
サイエンス研究センター指定管理業務」
一般社団法人トロピカルテクノプラス
K-1 「沖縄健康バイオテクノロジー研究開
発センター」、
K-2 「沖縄バイオ産業振興センター」

B-６ 沖縄県商工労働
部「IT津梁パーク」

その他

機密性○

３ 施策概要

A-1 沖縄の産業まつり
実施機関

沖縄の産業まつり実行委員会（(公社)沖縄県工業連合会）

実施期間

昭和 52 年度～

事業段階

販路開拓・拡大

事業分野

その他

事業概要

生産者の生産意欲の高揚と県産品に対する消費者意識の啓発に努めるとともに、時
代のニーズに対応した新製品の開発と品質の向上を促進し、もって県内外市場の拡大
を図り、特色ある本県産業の振興に資する。
全産業を網羅した総合産業展として位置づけ、幅広く県民へピーアールすることによ
り、県内産業に対する県民の意識を深めることを目的とする。

活用事例

【新製品のピーアール】
毎年 20 万人を超える来場者があり、各支援機関等が主催するコンテストの表彰式や
イベントが開催されている。また、新製品等のお披露目の場として活用されている。
＜例＞
・発明くふう展表彰式
・ありんくりん市表彰式
・かりゆしウェアトークショー
・出展企業の新商品・限定商品の発売
【出展者数(企業･団体･個人)】
第 43 回(2019 年)：490 (屋内展 192、屋外展 298)
第 42 回(2018 年)：505 (屋内展 216、屋外展 289)
第 41 回(2017 年)：538(屋内展 223、屋外展 315)
【商談等の実績(屋外展示即売会の出展企業)】※ありんくりん市､中小企業団体中央会コーナーを除く
直近３か年で実施したアンケート結果で下記の相談件数があった。
第 43 回(2019 年)：出展企業 37 社に対し 112 件の商談等があった。
第 42 回(2018 年)：出展企業 40 社に対し 152 件の商談等があった。
第 41 回(2017 年)：台風の為３日間開催中止、アンケート実施なし。

活用フロー 沖縄の産業まつり 出展までの流れ
8 月初旬
出展申込開始

9 月初旬
申込締切

10 月初旬
出展者説明会開催

10 月第４週目の金曜日
産業まつり開催

※例年、開催初日は 10 月第 4 週目の金曜日となっておりますが、諸事情により前後
することがあります。
問い合わせ先

沖縄の産業まつり実行委員会（(公社)沖縄県工業連合会）
TEL：098-859-6191 FAX：098-859-6193

3-1

B-1 先端医療産業開発拠点実用化事業
実施機関

沖縄県商工労働部

実施期間

平成 30 年度～令和３年度

事業段階

応用研究

事業分野

健康・医療

事業概要

(1) 目

的

再生医療産業の企業を集積し、再生医療産業の活性化、競争力強化をめざす。
(2) 内

容

臨床用バイオ３Ｄプリンタ等を活用した再生医療の実現に向けた産業技術開発及
び細胞培養加工施設の整備に取り組む。

活用事例
臨床用バイオ３Ｄプリンタの実用化に向けた動物試験等の実施。

活 用 フ ロー

事業コンソーシアム
委託

県内医療機関

共同研究

県内企業等

県外研究機関県
外企業等

沖縄県

細胞培養加工施設
整備

問 い合 わ せ 先 ものづくり振興課

R2 年度

R3 年度

R4 年度

設計
土地購入

建設工事

供用開始
（予定）

バイオ産業班

TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp
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B-2 細胞ストック基盤実用化事業
実施機関

沖縄県商工労働部

実施期間

令和 2 年度～令和 3 年度

事業段階

応用研究

事業分野

健康・医療

事業概要

（1） 目

的

県内健康・医療産業の活性化のため、再生医療等製品の開発等を加速するための
技術基盤を構築する。
（2）内 容
県内に構築された脂肪由来幹細胞ストックの産業利用を促進するため、ストッ
クした細胞の企業ニーズを踏まえた遺伝子情報の付加や取り扱い手順書等の作成
等を行う。

活用事例
―

活用フロー

事業コンソーシアム

沖縄県

委託

県内医療機関

県外研究機等
共同研究

問 い合 わ せ 先 ものづくり振興課

バイオ産業班

TEL：098-866-2337 FAX：098-866-2447 E-mail：aa055301@pref.okinawa.lg.jp
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B-3 物産振興対策事業費
実施機関

沖縄県商工労働部

実施期間

昭和 55 年度～

事業段階

販路開拓・拡大

事業分野

農林・水産

事業概要

(1)目

的
県外市場における県産品の販路拡大を図り、本県製造業の振興及び経済の活性化

に寄与する。
(2)内

容

県外の主要都市を中心とした百貨店における沖縄物産展の開催
県内事業者へのフィードバック
＊受託企業は、民間企業を公募により選定
活用事例
県外移出実績
（主要食品メーカ）

平成 27 年度

平成 28 年度

24,000,603

23,904,695

（単位：千円）
平成 29 年度 平成 30 年度
25,744,354

25,504,909

活 用 フ ロー

展

顧客ニーズ等の把握

市
バ
場
イ
ヤ

出

ー

出展業者
（県内製造業等）

）

県

・出展募集
・マーケティング支援

、

縄

委託

県
外
消
県費
外者

物産展等の開催
県産品プロモーション

（

沖

受託事業者

等
課題・分析のフィードバック
商品の開発・改良
定番化の促進

問 い合 わ せ 先 マーケティング戦略推進課

マーケティング戦略推進

TEL：098-894-2030 FAX：098-866-4771 E-mail：aa052302@pref.okinawa.lg.jp
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B-4 県産品拡大展開総合支援事業
実施機関

沖縄県商工労働部

実施期間

平成 24 年度～令和 3 年度

事業段階

販路開拓・拡大

事業分野

農林・水産

事業概要

（1）目 的
県産品の県外市場への販路拡大を促進し、本県製造業の振興及び経済の活性化を
図る。
（2） 内

容

県産品の商品特性の浸透を図るためのプロモーションや、県外定番化のための
マーケティングセミナー、ビジネスマッチングを展開するほか、マーケティング専
門アドバイザー等を設置し県内事業者への指導・助言を行う等、県産品の販路拡大
の総合的な支援を行う。
活用事例
沖縄フェア開催数
セミナー受講企業数
補助金活用件数
（のべ申請件数）

H27 年度
16
10

H28 年度
20
11

H29 年度
32
10

H30 年度
32
21

R 元年度
45
45

累計回数
157
119

162

194

198

200

186

940

活用フロー

問い合わせ先

【問い合わせ先】

マーケティング戦略推進課

マーケティング戦略推進

TEL：098-894-2030 FAX：098-866-4771 E-mail：aa052302@pref.okinawa.lg.jp
【補助金関係】
(公財)沖縄県産業振興公社 産業振興部 海外・ビジネス支援課
TEL：098-859-6238 FAX：098-859-6233 E-mail：sougoushien@okinawa-ric.or.jp
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B-5 沖縄国際物流ハブ活用推進事業
実施機関

沖縄県商工労働部

実施期間

平成 24 年度～令和 3 年度

事業段階

販路開拓・拡大

事業分野

農林・水産

事業概要

（1） 目

的

沖縄国際物流ハブ機能を活用し、県産品の海外販路拡大を促進することで、物流
産業と製造業の活性化による産業振興を図る。
（2） 内

容

県産品の海外販路拡大を図るため、県内事業者等の行う商流構築及び物流支援
を行い、県産品の輸出拡大に繋げる。
委託先

民間企業を公募により選定

実施内容

物流支援：コンテナスペース活用事業

①委託料

商流支援：県産品の認知度向上・定番化（フェア･商談会、
テスト販売・定番 PR 等）
県産品海外展開支援（見本市等）

②補助金

補助対象

県内生産者、県内輸出事業者、海外流通業者等

補助内容

県内事業者渡航、海外バイヤー招聘、プロモーション活
動、輸出に伴う商品改良、輸出業務人材育成、旅客機を活
用した輸送等への補助

活用事例

本事業を活用した沖縄からの輸出量が、事業開始前の月平均 0.4 トンに比べて、令
和元年度は 39.9 トン（約 99.7 倍）、前年度比約 100％（平成 30 年度 39.9 トン）と県
産品等販路拡大の実績が現れている。

活用フロー

問い合わせ先 アジア経済戦略課 販路開拓班

TEL：098-866-2340 FAX：098-866-2526 E-mail：aa050075@pref.okinawa.lg.jp
【補助金関係】
公益財団法人沖縄県産業振興公社 産業振興部 海外・ビジネス支援課
TEL：098-859-6233 FAX：098-859-6233 E-mail：okinawahub@okinawa-ric.or.jp
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B-6 IT 津梁パーク
実施機関

沖縄県（商工労働部）

実施期間

毎年（通年）

事業段階

機器・設備利用、インキュベーション施設

事業分野

IT

事業概要

沖縄ＩＴ津梁パーク
【目的】情報通信産業及びこれと関連性が高い産業に属する事業を有機的に連携して
行うための施設並びに情報通信産業等に関する研修開発、人材の育成等による新た
な事業を開拓するための施設を提供することにより、情報通信産業等を中核とした
産業集積の形成並びに活性化を促進し、県内における情報通信産業に資すること。
【施設概要】
中核機能支援施設（H21 年 6 月Ａ棟供用開始、H22 年 9 月供用開始）
情報通信分野における先端技術の研究及び開発や高度な情報通信関連企
業等で付加価値の高い情報通信関連産業の集積を目指す施設。
■延床面積 Ａ棟 3,054 ㎡、Ｂ棟 5,930 ㎡ ■使 用 料 1,380 円/㎡・月
■基本仕様 ＯＡフロア、非常用発電機、入退室管理システム
監視カメラ、駐車台数：100 台
企業立地促進センター（H22 年供用開始）
BPO やコールセンター事業等を行う情報通信関連企業で、将来的に沖縄 IT
津梁パーク内の民間ＩＴ施設（民間資金により建設する施設）にて事業を行
う企業で、入居から３年以内を目処に民間ＩＴ施設へ移行するまでの間を支
援するインキュベーション施設。
■延床面積 2,805 ㎡ ■使 用 料 1,690 円/㎡・月
■基本仕様 ＯＡフロア、非常用発電機、入退室管理システム、
監視カメラ、駐車台数：300 台
アジアＩＴ研修センター（H25 年 4 月供用開始）
ソフトウェア開発事業等の付加価値の高い事業を行う情報通信関連企業
で、日本とアジアに必要な高度なＩＴ人材の創出集積を目指す施設。
■延床面積 1,936 ㎡ ■使 用 料 2,460 円/㎡・月
■基本仕様 ＯＡフロア、非常用発電機、入退室管理システム
監視カメラ、駐車台数 413 台
情報通信機器検証拠点施設（H25 年 9 月供用開始）
情報通信機器に関する検証・認証システムの構築を行う事業者の創業を促
進するためのインキュベート施設。
■延床面積 2,435 ㎡ ■使 用 料 1,740 円/㎡・月
■基本仕様 ＯＡフロア、非常用発電機、入退室管理システム
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監視カメラ、駐車台数：300 台

活用事例

活 用 フ ロー

入居企業数（R1 年 12 月末現在）
【中核機能支援施設：9 社】
【企業立地促進センター：3 社】
【アジアＩＴ研修センター：4 社】
【情報通信機器検証拠点施設：4 社】
施設において空きがでた場合に、沖縄 IT 津梁パーク施設指定管理者において、入居
募集を実施します。各施設毎に入居応募資格要件が定められており、入居企業選考委
員会において、審査を行います。
【企業入居の事務フロー図】
沖

縄 県

指定管理者（ＩＴ津梁パー

企 業

ク管理事務所）
【入居募集【ＨＰ】】
【入居募集申請書の審査】
【入居募集申請書

【入居応募申請書】

【意見書を付して提出】

の確認・審査】
【入居企業選考
委員会】
【入居企業の内定】

【内定通知書の送付】

【内定通知書の受理】

【審査】
【施設使用許可】

問 い合 わ せ 先 沖縄ＩＴ津梁パーク施設指定管理者（H28.4/1～R3.3/31）

株式会社 沖縄ダイケン TEL：098-989-0153
E-mail：info@it-shinryo.org
ホームページ： http://www.it-shinryo.org/index.html
沖縄県情報産業振興課 基盤整備班 TEL：098-866-2503
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【施設申請書】

C-1 沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業
実施機関

沖縄県企画部、公益財団法人沖縄科学技術振興センター

実施期間

平成 27 年度～令和３年度

事業段階

基礎研究、応用研究

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産

事業概要

県内大学等の研究成果を産業利用へ繋げることで、沖縄県における知的・産業クラ
スターの形成を促進するため、県内大学等が企業ニーズを踏まえ保有する研究成果を
活用して実施する共同研究を支援することを目的とする。
１.対象分野

健康・医療、環境・エネルギー、農林水産

２.募集時期

４～５月頃実施予定

３.対象者

県内大学等（OIST、琉球大学、沖縄高専等）と企業で構成する共
同研究体

４. 支援内容

(1)企業ニーズを解決するための研究シーズを活用した研究費
(2)研究シーズの技術移転可能性を検証し、技術移転先となる企
業の実用化意欲を喚起するためのデータ取得、試作品製作に
必要な経費
(3)その他、研究シーズの技術移転の可能性を検証するための研
究費
(4)委託共同研究に関連した学会発表の旅費及び学会参加費
(5)特許等知的財産権獲得のための申請費
※注意：機械装置等の購入はできません。

５.支援額

１研究テーマあたり上限500万円程度（税込）

６.支援期間

最長２年間
※年度末に成果内容の評価を行い、継続支援について審査を行
う。

７.支援件数

15件程度

※公募は、本事業の「出口志向型研究支援業務」委託機関において実施する。
活用事例

＜令和元年度採択課題＞
１．新規高分子セリシンの実用化研究
採択者：沖縄高専、連携企業：広陵化学工業(株)
２．シークヮーサー種子の有効成分を活用した高付加価値機能性素材の開発
採択者：琉球大学、連携企業：(株)沖縄リサーチセンター
３．沖縄産素材を用いた高齢者向け栄養補助食品素材の研究開発
採択者：琉球大学、連携企業：(株)石川酒造
４．琉大ブランド「琉大精油」を活用した高付加価値製品の開発および原材料の生産
拡大と、環境配慮型病害防除活性のエビデンス取得
採択者：琉球大学、連携企業：(株)オキネシア
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５．生体内ガス分子硫化水素ガスの医療応用と研究」
採択者：琉球大学、連携企業：住友精化(株)
６．アルコール依存を緩和する機能性食品の試作品開発に向けた学術基盤の構築 」
採択者：琉球大学、連携企業：(株)実身美
活用フロー

○ 共同研究体の大学等に研究委託を行う。

受託機関

問い合わせ先

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２
TEL：098-866-2560
URL : https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-2 成長分野リ－ディングプロジェクト創出事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 29 年度～令和３年度

事業段階

基礎研究

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー

事業概要

本事業は、沖縄県が「沖縄21世紀ビジョン基本計画」において成長分野に位置づけ
ている「健康･医療」「環境・エネルギー」分野について、県内大学等を含む産学官が
連携した同分野に係る研究開発を支援することで、リ－ディングプロジェクトを創出
し、成長分野の持続的な発展を推進することを目的とする。
1.募集する
研究テーマ

「2.対象分野」における産学官が連携した共同研究において、産業
への波及、新産業の創出が期待できる基礎研究

2.対象分野

「健康・医療」「環境・エネルギ－」

3.募集期間

令和２年４月～５月頃

4.支援対象

共同研究体（県内の企業、大学、高専、研究組合、一般財団法人、
一般社団法人、公益法人、独立行政法人等）

5.支援額

検討中

6.支援件数

２～３件程度

7.支援期間

原則、２年度以内
令和２年度末の評価委員会において事業成果の評価を行い、事業の
継続・中止や内容の変更を求める場合がある。

活用事例

＜平成 29 年度～令和元年度＞
①研究テ－マ：沖縄の微生物資源を活用した創薬研究基盤ライブラリーの構築と先端
創薬技術開発事業
共同研究体：（公財）沖縄科学技術振興センタ－、(大)琉球大学、
次世代天然物化学技術研究組合
②研究テ－マ：沖縄生物資源由来創薬リ－ド化合物探索の研究
共同研究体：(株)先端医療開発、（大）琉球大学、（学）北里大学

③研究テ－マ：県産微生物群による窒素・リン除去機能を持つ養豚排水処理技術開発
共同研究体：(一財)沖縄県環境科学センター、（学）沖縄科学技術大学院大学
④研究テ－マ：県産微生物による重油汚染土壌及び地下水の浄化技術研究開発
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共同研究体：(一財)沖縄県環境科学センター、（独）沖縄工業高等専門学校、
(学)沖縄科学技術大学院大学
活用フロー

共同研究体
委託業務の運営管理

県

大学等
研究機関
企業等

管理法人

委託

問い合わせ先

研究実施

再委託

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
TEL：098-866-2560
URL：https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-3 先端医療技術実用化促進事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 31 年度～令和３年度

事業段階

基礎研究、応用研究

事業分野

健康・医療

事業概要

再生医療分野にかかる臨床研究と疾患ゲノム分野にかかる共同研究を委託すること
により支援し、沖縄県民への研究成果の還元に向け、先端医療技術の実用化を目指す。
1.研究テーマ

①「再生医療に係る技術、製品等の実用化を推進するための臨床研
究」（再生医療分野）
②「生活習慣病の原因となる沖縄県民特有の遺伝子特定及び治療診
断・技術等の開発に向けた疾患ゲノム研究」（疾患ゲノム分野）

活用事例

2.事業期間

平成31年度 ～ 令和３年度（３年間）

3.委託金額

１件あたり約4,000万円（令和２年度）

＜平成 31 年度＞
再生医療研究 ①
研 究 業 務 名：
「細胞シート治療実用化促進研究」
受 託 事 業 者：豊見城中央病院
共同研究機関：豊見城中央病院、中頭病院、長崎大学、大阪大学、南部医療センタ
ー・こども医療センター、（一社）細胞シート再生医療推進機構
再生医療研究 ②
研 究 業 務 名：
「幹細胞抽出培養シートの臨床応用に向けた研究開発」
受 託 事 業 者：
（公財）沖縄科学技術振興センター
共同研究機関：琉球大学（医学部）
、オルソリバース(株)
疾患ゲノム研究
研 究 業 務 名：
「沖縄県の健康長寿復興を目指した疾患ゲノム研究」
受 託 事 業 者：(一社)トロピカルテクノプラス
共同研究機関：琉球大学（医学部）
、(国研)理化学研究所

活用フロー

問い合わせ先

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 ７階
TEL：098-866-2560
URL：https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-4 沖縄感染症研究成果活用促進事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 30 年度～令和３年度

事業段階

応用研究

事業分野

健康・医療

事業概要

感染症分野の研究成果を活用し、臨床応用や産業利用等の促進につなげるための研
究開発に要する経費の一部を補助することにより、沖縄感染症研究拠点の形成に資す
ることを目的とする。
1.対象とな

上記目的に合致するもので、研究開発の全部又は一部を沖縄県内で

る研究開発

実施し、かつ補助事業終了後も沖縄県内で継続的な研究開発及び事業

事業

展開が見込めるものとする。
また、研究開発は、感染症対策資する診断、疫学、創薬等とする。

2.事業期間

平成30年度 ～ 令和３年度（４年間）

3.支援額

補助金額：１年度あたり４千万円 を上限とする。
補 助 率：補助対象経費の８／10以内

4.支援件数

支援件数：２件

5.補助事業

原則、４年以内

期間

継続して研究する場合、毎年度、評価委員会において評価及び検証
を行い、継続の可否を判断する。この評価結果によっては最長４ヵ
年間の補助事業が受けられる場合がある。

活用事例

＜平成 30 年度採択※＞
１．感染症診断キットの研究開発
補助事業者：株式会社ＡＶＳＳ
２．感染症モニタリング（監視）装置の研究開発
補助事業者：ＲｅＰＨＡＧＥＮ株式会社
※平成 30 年度に採択した２補助事業者を、平成 31 年度も引き続き支援している。

活用フロー

問い合わせ先

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

７階

TEL：098-866-2560
URL：https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-5 先端技術活用によるエネルギー基盤研究事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 29 年度～令和３年度

事業段階

応用研究

事業分野

環境・エネルギー・ものづくり

事業概要

本事業は、沖縄県内の事業者が沖縄県内大学等の研究シーズを活用するなど産学官
連携により、沖縄県のエネルギーの課題解決に寄与するために、先端技術を新エネル
ギーや再生可能エネルギー基盤技術へ活用するなど新規性の高い研究開発を推進し、
沖縄県のエネルギーの安定供給や供給源の多様化等を目指すことで、沖縄県の科学技
術や産業の振興に資することを目的とする。
1.募集する
研究テーマ

上記目的に合致するもので、研究開発の全部又は一部を沖縄
県内で実施し、かつ補助事業終了後も沖縄県内で継続的な研究
開発及び事業展開が見込めるものとする。

2.募集期間

令和２年４月～５月頃

3.支援対象

補助事業者へ補助金を交付

4.支援額

補助金額：1,500万円
補 助 率：補助対象経費の８／10以内

5.支援件数

２件程度

6.補助事業期間

原則、２年度以内
令和２年度末の評価委員会において補助事業の成果の評価を行
い、補助事業の継続・中止や内容の変更を求める場合がある。
また、評価結果によっては最長２年まで事業期間を延長できる
場合がある。

活用事例

＜平成 29 年度採択＞
○「高濃度塩水から電力を得る濃度差エネルギー変換システムに関する研究開発」
（補助事業者）株式会社宜野湾電設、株式会社正興電機製作所、
株式会社スマートエナジー沖縄
○「エネルギー需要制御 IoT デバイス及びアプリに関する研究開発」
（補助事業者）株式会社すまエコ
○「異種の再生可能エネルギー源をスマートグリッド化した自立型発電システムによ
る浄水供給、海水浄化システムの構築とその最適化運用研究開発」
（補助事業者）株式会社平仲、株式会社センチュリーアークス
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○「持続型生活基盤の構築に向けた次世代電力インフラの研究開発（DC グリッドと EV
の融合）」
（補助事業者）株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所、
株式会社沖創工、株式会社ピューズ
活用フロー

○補助事業者には県内事業者（本店（主たる事務所）の所在地が県内にある事業者）
を含めること。
○共同研究体には県内大学等又は県内公的研究機関等を含めること。
※公募要件の詳細は未定。
補助事業者が複数の場合の
補助事業者が複数の場合の
連名申請方式（例）
連名申請方式（例）

共同研究体
補助事業者
県内事業者

沖縄県

補助金交付

共同研究契約等

企業、大学等

問い合わせ先

構成員
共同契約/委託/
外注契約

企業等

共同契約/委託/
外注契約

大学等

共同契約/委託/
外注契約

公設試等

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
TEL：098-866-2560
URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-6 ハワイ東西センター連携事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 26 年度～令和３年度

事業段階

人材育成

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

グローバル社会や多様化する社会ニーズに対応できる人材を育成するとともに、ア
ジア太平洋諸国とのネットワーク形成を図るため、県内の社会人等をハワイ東西セン
ターへ派遣する。

活用事例

＜平成 26～令和元年度委託業務＞
○小渕沖縄教育研究プログラムの合格者増に向けた広報等の取組みについて業務委託
事業受託者：NPO 法人沖縄語学センター(平成 26～30 年度)
エキスティックエピセンター株式会社 (令和元年度)
＜令和元年度実績＞
○小渕沖縄教育研究プログラムを活用し、県内の社会人３名をハワイ東西センター
へ派遣。

活用フロー

沖縄県

問い合わせ先

ハワイ東西センター連携事業

委託

（小渕沖縄教育研究プログラムの広報等）

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
TEL：098-866-2560
URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-7 子供科学技術人材育成事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 30 年度～令和３年度

事業段階

人材育成

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

県内の大学等をはじめとした関係機関の連携により、地域において科学を学ぶ環境
を整え、子供達の成長に応じた科学教育プログラムを体系的に実施し、本県の科学技
術・産業振興の未来を担う人材を育成する。
＜平成 31 年度実績＞
①児童プロジェクト

離島含む県内各地において、体験型の科学教室の開催及

（参加者：5,807名）

び講師の育成。

②中学生プロジェクト

本島北部・本島中南部・離島地域において、大学等の最
先端の研究に関する科学実践講座の実施。

（参加者：56名）
③高校生プロジェクト
（参加者：40名）

本島において合宿形式で、大学等の最先端の研究に関す
る科学実践講座の実施。

※児童プロジェクトの参加者については保護者を含む。
活用事例

＜平成 31 年度採択＞
①児童プロジェクト
・「児童向け科学教室の実施及び講師の育成」
事業受託者：（公財）沖縄こどもの国、（公財）日本科学技術振興財団
②中学生プロジェクト、高校生プロジェクト
・「中学生向け科学実践講座の実施」
・「高校生向け科学実践講座の実施」
事業受託者：(一財)沖縄県公衆衛生協会、（同）MIRAIME Lab

活用フロー
子供科学人材育成事業
（児童プロジェクト）
沖縄県

委託
子供科学人材育成事業
（中学生プロジェクト及び高校生プロジェクト）

※事業期間は、令和３年度までとなっております。
問い合わせ先

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
TEL：098-866-2560
URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-8 沖縄・ハワイ協力推進事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 26 年度～令和３年度

事業段階

人材育成

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

沖縄の振興又は沖縄の抱える課題解決に資する研究活性化を図るため、地理的、
自然的特性等で多くの共通点を有するハワイとの科学分野に関する共同研究に関し、
県内研究者へ研究費を助成することにより、国際的な視点を有する研究者を育成する
とともに研究ネットワークの構築を図る。
※平成 31 年度は、県内の自然科学分野の研究に対して、ハワイとの共同研究にかか
る支援を実施し、国際的な視点を有する研究者を育成及び研究ネットワーク構築を
行った。（１件あたり約 150 万円の助成）

活用事例

＜平成 31 年度採択＞
委託事業者：公益財団法人沖縄科学技術振興センター
支援した研究企画
①「ウチナーンチュの認知症有病率に影響を与える先天的要因と後天的要因の検討」
研究機関：名桜大学人間健康学部
②「島嶼観光のキャリングキャパシティの見える化とその有効性の検証」
研究機関：琉球大学国際地域創造学部

活用フロー

沖縄県

問い合わせ先

委託

事業管理機関

研究実施機関

民間企業等

大学等

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
TEL：098-866-2560
URL：http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/kagaku/index.html
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C-9 知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業
実施機関

沖縄県企画部

実施期間

平成 29 年度～令和３年度

事業段階

事業化支援、技術支援

事業分野

健康・医療、環境、農林・水産

事業概要

本事業は、沖縄県における知的・産業クラスターの発展に向け、大学等が持つ高度
な研究成果を地域産業へと繋げるため、起業の際や創業間もない大学発ベンチャー企
業等が抱える課題解決に向けた支援を行うとともに、大学・支援機関等が連携し、大
学発ベンチャー企業等の創出及び育成に関する支援を目的としております。
（内

容）

１．研究シーズ事業化支援
○大学発ベンチャー企業等の課題解決支援
２．大学発ベンチャー企業等の創出・育成支援
○大学発ベンチャー企業等のイベント出展等支援
○大学発ベンチャー企業等の創出・育成に関する対策
活用事例

＜平成 31 年度＞
当事業は、知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業（研究シーズ事業化・
人材育成支援）受託共同企業体（構成員：公益財団法人沖縄科学技術振興センター、
株式会社 OJAD、バイオ・サイト・キャピタル株式会社）へ委託し、事業を実施。
・６社の大学発ベンチャー企業に対しハンズオン支援を行った。
・支援機関、大学及び高専の連絡会議を３回実施し、大学発ベンチャー企業の課題
解決のための具体策の検討を実施した。
・沖縄バイオ人材マッチング

令和２年２月時点累計（求職 45 件、求人 16 件）

活用フロー
大学発ベンチャー企業への
沖縄県

受託機関

ハンズオン支援、
支援機能検討

委託

問い合わせ先

沖縄県企画部科学技術振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2
TEL：098-866-2560
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D-1 新産業事業化促進事業
実施機関

公益財団法人沖縄県産業振興公社

実施期間

平成 31 年度～令和 3 年度

事業段階

商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、IT、その他

事業概要

1．目

的

優れた研究開発や新規性の高いビジネスモデルの事業化を目指す
企業の研究開発や、ビジネスモデルの事業化に要する経費に対して補
助し、
沖縄県における新たな産業創出を促進することを目的としてい
ます。本事業にかかるプロジェクトを「事業計画検証ステージ」と「研
究開発実証ステージ」の２段階に分けて支援します。

2. 対象者

「事業計画検証ステージ」及び「研究開発実証ステージ」に共通す
る主な要件
(1)情報通信関連、バイオ関連等の分野で、優れた研究開発や新規性
の高いビジネスモデルの事業化を目指す研究開発を実施する事業者
であること
(2)中小企業基本法第２条第１項に定めのある中小企業者であること
(3)本申請時に上場企業でないこと及び大企業が実質的に経営支配し
てないこと
(4)沖縄県内での研究開発体制が構築されていること
(5)研究開発を沖縄県内で実施し、かつ補助期間終了後も沖縄県内で
継続的な研究開発及び事業展開が見込めること
※各要件の詳細や上記以外の要件については、各ステージの公募要
領等でご確認ください。

3. 支援内容

研究開発に直接かかわる設備費、労務費、委託費及びその他経費を補
助します。また、専門家によるハンズオン支援やメンタリング等も行
います。
【研究開発実証ステージ】
(1)補助金額：1,500 万円以内
(2)補助期間：最大 2 ヵ年度
(3)補助率 ：補助対象経費の４分の３以内
（ただし、消費税等は補助対象経費に含めない）
【事業計画検証ステージ】
(1)補助金額：250 万円以内
(2)補助期間：単年度
(3)補助率 ：補助対象経費の４分の３以内
（ただし、消費税等は補助対象経費に含めない）
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4. 活用の

・沖縄県内のスタートアップ企業や中小企業等による、プロジェクト

ポイント

の事業化に向けた検証や研究開発を支援いたします。
・
「事業プランのブラッシュアップ支援」
、
「ビジネスマッチング支援」
「資金調達の支援」
「プロモーション支援」
「公的支援メニューの紹介」
等のハンズオン支援も併せて行っています。
・採択実績（
「事業計画検証ステージ」
）
平成 31 年度
応募

29 社

採択

12 社

※平成 31 年度採択企業について、令和 2 年度「研究開発実証ステージ」
への昇格を希望した 8 社のうち、4 社が採択されています。

5. 申請時期
6. 申請先

令和 2 年 6 月ごろ
※「事業計画検証ステージ」のみ
公益財団法人 沖縄県産業振興公社（下記問い合わせ先と同じ）

活用事例
企業名
LiLz㈱
㈱デジタルデザインサービス
㈱カタリスト琉球

事業テーマ
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
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
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
細胞培養専用 EC サイトの運営 及び Cell

阪神化成工業㈱

Processing Device（CPD)の販売による再生医療の
普及促進

活用フロー

問い合わせ先

公益財団法人 沖縄県産業振興公社 産業振興課
新産業事業化促進事業担当
TEL：098-859-6239 Mail：shinsangyo@okinawa-ric.or.jp
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D-2 中小企業基盤強化プロジェクト推進事業
実施機関

公益財団法人沖縄県産業振興公社

実施期間

平成 24 年度～令和 3 年度

事業段階
事業分野
事業概要

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大、知的財産、コンサルティング（技術相談・支援）、人材育成
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他
1. 目

的

2. 対象者

県内中小企業等においては、自社の強みを活かした、新たな事業展
開や企業間連携などのプロジェクトが各社にあるものの、経営基盤の
脆弱さや人材不足などから実行レベルで成果が上げられないという
経営課題を有していることから、プロジェクトのブラッシュアップや
プロジェクトの円滑な推進、実効性の向上を支援する必要がありま
す。
そこで、成長可能性の高い県内中小企業の課題解決のためのプロ
ジェクトや企業の枠を越えた連携体の有望プロジェクト（事業企画）
を公募し、２つのメニューによりプロジェクトの取り組みを支援しま
す。
① 「課題解決プロジェクト」
成長可能性の高いプロジェクトを有している県内に本社を有する
中小企業者
※中小企業者とは、中小企業基本法第 2 条に定める｢中小企業者｣
であること。
※株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社の法人又は
個人事業主（青色申告を行う者に限る）で原則として、創業して
3 年を経過している必要があります。
②「企業連携プロジェクト」
県内に本社を有する 2 社以上の中小企業者による連携体（以下、
「連携体」とする）若しくは事業協同組合等の団体、中小企業支援
団体の連携事業。ただし、その直接又は間接の構成員たる企業者の
3 分の 2 以上が原則として、上記「課題解決プロジェクト推進事
業」の応募要件を満たす中小企業者であること。
※「企業連携プロジェクト推進事業」のプロジェクト内容は、県
内中小企業者が主体となって取り組まれていることが必要です。

3. 支援内容

①「課題解決プロジェクト」
補助額上限 450 万円 / 件
補 助 率 9/10（１年目） 8/10（２年目） 7/10（３年目）
②「企業連携プロジェクト推進事業」
補助額上限 1700 万円 / 件
補 助 率 9/10（１年目） 8/10（２年目） 7/10（３年目）
※最長３年まで継続できる可能性があります。
・公社専門コーディネーター等の配置
補助金の交付決定を受けたプロジェクトを共に推進するため、公社
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4. 活用の
ポイント

5. 申請時期

6. 申請先

活用事例

内に専門コーディネーター等を配置し、プロジェクトに対するコンサ
ルティング、他企業とのマッチング、コーディネート、進捗管理等を
実施します。
・補助対象期間
交付決定日 (令和 2 年 6 月下旬 ）～ 令和 3 年 2 月末
・課題の解決策を考え、事業計画を立てて実行することにより、自社
の経営基盤の強化につながります。
・プロジェクトに必要な経費の一部の補助を受けることができます。
・公社専門コーディネーターのハンズオン支援を受けることができ
ます。
令和 2 年度の受付は終了しました。
ただし、次年度申請（例年 4 月中旬頃から 5 月初旬頃予定）に向け
た相談は随時受け付けています。
（公財) 沖縄県産業振興公社 経営支援部 事業支援課
中小企業基盤強化プロジェクト推進事業担当
TEL：098-859-6236 FAX：098-859-6233

企業名

プロジェクト名
観光客の増加に対応した施設内誘導の改善、商品

㈱ぬちまーす

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

ポークたまごおにぎり本店㈱

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
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活用フロー

問い合わせ先

公益財団法人沖縄県産業振興公社
経営支援部 事業支援課 中小企業基盤強化プロジェクト推進事業担当
TEL：098-859-6236 FAX：098-859-6233 E-mail：kadai@okinawa-ric.or.jp
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D-3 産学官連携製品開発支援事業
実施機関

公益財団法人沖縄県産業振興公社

実施期間

平成 24 年度～令和 3 年度

事業段階

商品化開発（実用化研究）

事業分野

環境・エネルギー・ものづくり

事業概要
1．目

的

本事業は、
県内に製造及び研究開発の拠点を有する企業を開発主体
とする製品開発共同体［産学官連携、産産連携］
（以下、
「共同体」と
いう。
）が、お互いの有する技術・研究シーズ、本県の地理的優位性
や地域資源等の特性を活用した製品開発及び事業化の促進を図るこ
とを目的としています。

2．対象者

沖縄県内に本社、又は事業所を有する民間企業等が管理法人とな
り、民間企業、大学、公設試等の構成員からなる製品開発共同体。
（産
学官共同体又は産産共同体）

3．支援内容

○製品開発プロジェクトに対する補助
（１）補助額及び補助率、期間
①補 助 額：1,500 万円以内
②補 助 率：事業費（補助対象経費）の 3/4 以内
③補助期間：単年度
○製品開発プロジェクト対するハンズオン支援

4．活用の

・製品開発に必要な経費（機械装置の購入費、リース費、開発員の人

ポイント

件費、試作品の試験、評価等の経費など）の一部の補助を受けること
ができます。
・製品開発プロジェクトの実現に向けて、公社専門コーディネーター
によるハンズオン支援（ビジネスマッチング、展示会出展支援など）
を受けることができます。

5．申請時期

令和 2 年 3 月 23 日（月）～ 令和 2 年 4 月 22 日（水）

6．申請先

公益財団法人沖縄県産業振興公社（下記問い合わせ先と同じ）

活用事例
企業名
㈱沖縄リサーチセンター
㈱沖縄ＵＫＡＭＩ養蚕

プロジェクト名
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

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
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活用フロー

問い合わせ先

公益財団法人沖縄県産業振興公社 産業振興部 産業振興課
TEL：098-859-6239 FAX：098-859-6233
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E-1 研究開発税制
実施機関

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

実施期間

平成 31 年 4 月 1 日以降

事業段階

基礎研究、応用研究、開発研究（製品化研究）

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

研究開発税制は、次のとおり、【A-1 総額型】、【A-2】及び【B オープンイノベー
ション型】の 3 つの制度によって構成されています。
なお、【A-1】と【A-2】は同時に選択することはできません（選択適用）。
【A-1 総額型】「試験研究費の総額に係る税額控除制度」：試験研究費の総額の一定割
合を法人税から控除できる制度。
〈控除額〉試験研究費の額×控除率（6～14%※）
※令和 2 年度末までの時限措置。恒久措置は 10%まで。
〈控除上限〉法人税額の 25％相当額（恒久措置）
ベンチャー企業（設立 10 年以内で欠損金の翌期繰越額がある企業）については 40％
相当額（恒久措置）
【A-2】「中小企業技術基盤強化税制」：中小企業者等について、 試験研究費の総額
の一定割合を法人税から控除できる制度。
〈控除額〉試験研究費の額×控除率（12～17%※）
※令和 2 年度末までの時限措置。恒久措置は 12%
〈控除上限〉法人税額の 25％相当額（恒久措置）
ただし、【A’-1】平均売上金額に占める試験研究費の割合が 10%超の場合には、控
除上限を最大 10%上乗せ
また、【A’-2】中小企業者等で増減試験研究費割合が 8%超の場合には、控除上限
10%上乗せ（【A’-1】と【A’-2】は選択制、令和 2 年度末までの時限措置）
【B オープンイノベーション型】「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」：特別研
究機関等、大学等、その他の者と 共同で行う試験研究に要する費用 、これらの者へ
委託して行う試験研究に要する費用又は中小企業者に支払う知的財産権の使用料があ
る場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できる仕組
み 。本制度を活用するために計上した試験研究費については、【A-1】及び【A-2】を
活用するための試験研究費として計上はできない 。
〈控除額〉特別試験研究費の額×控除率（20～30％※）
※対象となる相手先により相違。特別研究機関等、大学等の場合 30％など
〈控除上限〉法人税額の 10％相当額（恒久措置）
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研究開発税制の詳細（研究開発税制 Q＆A など）については経済産業省 HP、又は国税庁 HP をご参照下さ
い。
経済産業省
○研究開発税制

https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html

国税庁
◯研究開発税制について No.5441
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm
◯【A-1 総額型】「試験研究費の総額に係る税額控除制度」No.5442
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm
◯【A-2】「中小企業技術基盤強化税制」No.5444
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5444.htm
◯【B オープンイノベーション型】「特別試験研究費の額に係る税額控除制度」No.5443
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm

活用フロー

この制度を受けるためには、控除を受ける金額等を確定申告等に記載するとともに、
「別表 1（1）、別表 6（8）、別表 6（9）、別表 6（10）、別表 6（12）」及び「適用
額明細書」を添付して申告する必要があります。
また、本税制の適用にあたってのご質問は税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わ
せ下さい。

問い合わせ先

内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１那覇第２地方合同庁舎２号館
TEL：098-866-1730
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E-2 戦略的基盤技術高度化支援事業
実施機関

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

実施期間

平成 18 年度～

事業段階

応用研究、商品化開発（実用化研究）、販路開拓・拡大

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、IT、その他

事業概要

本事業は、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく 12
技術分野について、研究開発から試作段階及び販路開拓までの取組を支援することを
目的とする。
1．募集する
研究テーマ

中小企業・小規模事業者が大学・公設施等の研究機関等と連携
して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発
等及び販路開拓へつなげることを目的とするテーマ

2．対象分野

1 デザイン開発

2 情報処理

3 精密加工

4 製造環境

5 接合・実装

6 立体造形

7 表面処理

8 機械制御

9 複合・新機能材料

10 材料製造プロセス
3．募集期間
4．支援対象

11 バイオ

12 測定計測

毎年 1 月～4 月頃
事業管理機関、研究等実施機関（同一者が担うことも可）を含む２
者以上で構成する必要あり。
ただし、事業管理機関兼研究等実施機関１者、アドバイザー１者の
ケースは対象とならない。

5．支援額
補助率

大学・公設試等の補助対象経費：定額
上記以外の補助対象経費

補助金額

単年度

：2/3 以内

：４，５００万円以下

２年度の合計：７，５００万円以下
３年度の合計：９，７５０万円以下

6．支援件数

全国 100 件程度

7．補助事業期間 2 年度又は 3 年度（ただし年度末に審査委員会による評価あり）

活用事例

＜平成 28 年～令和元年度採択＞
〈平成２８年度～平成３０年度〉
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○「クライオ電子顕微鏡によるタンパク質の個別分子構造解析手法の確立と薄膜
サンプル調製プロセスの開発」
（認 定 事 業 者）沖縄プロテイントモグラフィー
（参画メンバー）学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
（株）セルフリーサイエンス
〈令和元年度～〉
研究開発計画名：遺伝子組換えカイコの繭による医薬品製造プラットフォームの
構築と途上国向け感染症診断薬の開発」
事業者

：リムコ株式会社

参画メンバー ：沖縄科学技術振興センター
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
活用フロー  共同体の構成員（アドバイザーを除く）には、日本国内において事業を営み、本社
を置き、かつ、研究開発等を行っていることが必要。
共同体
研究実施機関
事業管理機関
(補助事業者)

国

民間企業
大学・公設試等

事業者（中小企業）
協力者
大学・公設試等

補助（定額、2/3)

問い合わせ先

(間接補助事業者)

内閣府沖縄総合事務局経済産業部地域経済課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１那覇第２地方合同庁舎２号館
TEL：098-866-1730
URL：http://www.ogb.go.jp/keisan/3842/015974.html
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E-3 農商工等連携事業
実施機関

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

実施期間

平成 20 年度～

事業段階
事業分野
事業概要

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大、コンサルティング（技術相談・支援）
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他
1．目

的

中小企業者と農林漁業者がそれぞれの経営資源を有効に活用し
有機的に連携して行う事業を総合的に支援することで中小企業者
の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図ること。

2．対象者

① 農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小
企業者であって、「農商工等連携促進法」に基づき農商工等連
携事業計画を作成し、国の認定を受けた者。
② 中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、中小企業者等に
対する農商工連携に関する指導等を行う、一定の要件を満たす
一般社団・財団法人又は NPO 法人であって、「農商工等連携促
進法」に基づき農商工等連携支援事業計画を作成し、国の認定
を受けた者。

3．支援内容

① 中小企業者と農林漁業者が、連携して新商品・新サービスの開
発等を行う事業計画を作成し、認定を受けた場合（低未利用資
源活用）
(1)マーケティング等の専門家による支援
事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで専門家による
一貫した支援が受けられます。
(2)政府系金融機関による融資制度等（海外展開に伴う資金調達
支援を含む）
設備資金及び長期運転資金について融資される制度があり
ます。
(3)信用保証の特例
普通保証 2 億円、無担保保証 8,000 万円、特別小口保証
1,250 万円、それぞれ別枠で同額の保証が受けられます。
また、新事業開拓保証の限度額が 2 億円から 4 億円（組
合 4 億円から 6 億円）に拡大されます。
(4)食品流通構造改善促進機構による債務保証等
食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し、
債務保証等を受けられます。
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(5)農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸
漁業改善資金助成法の特例
認定を受けた中小企業者が、農林漁業者が行う農業改良措
置等を支援する場合に、農業改良資金等の融資制度の対象
とし、計画の認定を受けた中小企業者又は農林漁業者が当
該計画に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還
期間及び据置期間を延長します

② 一般社団・財団法人やＮＰＯ法人が、中小企業者と農林漁業
者との連携を支援する事業計画を作成し、認定を受けた場合
・信用保証の特例
認定を受けた一般社団・財団法人やＮＰＯ法人は、信用保
証協会の保証対象となります。

4．活用の
ポイント
活用事例

（実

「農商工等連携事業計画」を策定する際には、（独）中小企業基盤
整備機構沖縄事務所の相談窓口で、アドバイスが受けられます。

績）

【農商工等連携事業計画の認定】
（平成 25 年度）
2件
（平成 26 年度）
1件
（平成 27 年度） ※認定実績無し
（平成 28 年度）
1件

活用フロー
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問い合わせ先

■内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎
TEL：098-866-1755

FAX：098-860-3710

URL：http://www.ogb.go.jp/keisan/keisan_keisan_tyusyou.html
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E-4 地域資源活用事業
実施機関

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

実施期間

平成 19 年度～

事業段階
事業分野
事業概要

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大、コンサルティング（技術相談・支援）
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他
1．目

的

地域の農林水産物や鉱工業品、生産技術、観光資源等の地域産
業資源を活用して新商品・新サービスの開発・販路開拓を行い、地
域の強みを活かした産業を形成・強化していくことを目的としま
す。

2．対象者

① 地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・販路開拓を行
う中小企業者等であって、「中小企業地域資源活用促進法」に
基づき地域産業資源活用事業計画を作成し、国の認定を受けた
者。
② 地域産業資源活用事業に対して助言や提案、販路開拓の支援を
行う小売業者や一般社団法人等であって、「中小企業地域資源
活用促進法」に基づき地域産業資源活用支援事業計画を作成
し、国の認定を受けた者。

3．支援内容

(1)マーケティング等の専門家による支援
事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで専門家による一
貫した支援が受けられます。
(2)政府系金融機関による融資制度等（海外展開に伴う資金調達支
援を含む）
設備資金及び長期運転資金について融資される制度があり
ます。
(3)信用保証の特例
普通保証 2 億円、無担保保証 8,000 万円、特別小口保証 1,250
万円、それぞれ別枠で同額の保証が受けられます。また、新
事業開拓保証の限度額が 2 億円から 4 億円（組合 4 億円から
6 億円）に拡大されます。
(4)食品流通構造改善促進機構による債務保証等
食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し、債
務保証等を受けられます。
(5)中小企業投資育成株式会社法の特例
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中小企業投資育成株式会社に相談・申込みをいただき、審査
を通過すれば、設立の際に発行される株式の引き受けなどの
支援を受けられます。
(6)地域団体商標登録料の軽減
組合等が事業計画に基づき、地域団体商標の登録を受ける際
の登録料、手数料の軽減措置が受けられます。
活用事例

【地域産業資源活用（支援）事業計画の認定】
（平成25年度）

11件

（平成26年度）

7件

（平成27年度）

9件

（平成28年度）

8件

（平成29年度）

14件

（平成30年度）

9件

（平成31年度）

0件

活用フロー

問い合わせ先

■内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館
TEL：098-866-1755

FAX：098-860-3710

URL：http://www.ogb.go.jp/keisan/keisan_keisan_tyusyou.html
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E-5 新連携事業
実施機関

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

実施期間

平成 17 年度～

事業段階
事業分野
事業概要

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大、コンサルティング（技術相談・支援）
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他
1．目

的

2．対象者

3．支援内容

異なる分野の中小企業者が有機的に連携し、それぞれの経営資
源（設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活
用される資源）を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことに
より新たな事業分野の開拓を図ること。
新たな事業活動に取り組もうとする異分野の中小企業者（２者
以上）であって、「中小企業新事業活動促進法」に基づく異分野連
携新事業分野開拓計画を作成し、国の認定を受けた者。
(1)マーケティング等の専門家による支援
事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで専門家による一
貫した支援が受けられます。
(2)政府系金融機関による融資制度等（海外展開に伴う資金調達支
援を含む）
設備資金及び長期運転資金について融資される制度があり
ます。
(3)信用保証の特例
普通保証 2 億円、無担保保証 8,000 万円、特別小口保証 1,250
万円、それぞれ別枠で同額の保証が受けられます。また、新
事業開拓保証の限度額が 2 億円から 4 億円（組合 4 億円から
6 億円）に拡大されます。
(4)中小企業投資育成株式会社法の特例
中小企業投資育成株式会社に相談・申込みをいただき、審査
を通過すれば、設立の際に発行される株式の引き受けなどの
支援を受けられます。
（5）特許料の軽減措置
研究開発を行う中小企業者を対象として、審査請求料及び特
許料（第 1～10 年分）が半額軽減されます。

4．活用の
ポイント
活用事例

「異分野連携新事業分野開拓計画」を策定する際には、（独）中
小企業基盤整備機構沖縄事務所の相談窓口で、アドバイスが受け
られます。

【異分野連携新事業分野開拓計画の認定】
（平成25年度）

2件
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（平成26年度）

※認定実績無し

（平成27年度）

2件

（平成28年度）

※認定実績無し

（平成29年度）

※認定実績無し

（平成30年度）

※認定実績無し

（平成31年度）

※認定実績無し

活用フロー

問い合わせ先

■内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎
TEL：098－866－1755

FAX：098-860-3710

URL：http://www.ogb.go.jp/keisan/keisan_keisan_tyusyou.html
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E-６ JAPAN ブランド育成支援等事業
実施機関

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

実施期間

平成 22 年度～

事業段階
事業分野

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大、コンサルティング（技術相談・支援）
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要
１．目的
地域中小企業の全国・海外への販路開拓、ブランド確立を図るとともに、地域経済
の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としている。
２．対象者
商工会、商工会議所、組合、NPO 法人、中小企業・小規模事業者等
３．支援内容
① 全国・海外展開等事業
中小企業者等が、市場ニーズを捉えながら優れた素材や技術等を活かした製品 やサ
ービスの魅力を高め、国内さらには海外のマーケットで通用する商品力・ブ ランド
力の確立やインバウンド需要の獲得のため、市場調査、専門家招聘、新商 品・デザ
イン開発及び評価、展示会出展等を実施する。
○補助率：１，２年目：補助対象経費の３分の２以内
３年目：補助対象経費の２分の１以内
○補助金額：５００万円以内（下限：２００万円）
② 全国・海外展開等サポート事業
ア． 案件化調査事業 地域の支援機関が中心的な役割を担い、地域中小企業の新商
品・サービスの 開発やその全国展開・海外展開に向けた事業の計画立案に係る
調査研究を行う 事業。
イ．販路開拓等サポート事業 中小企業者や地域の支援機関等が行う、複数の中小企
業者を対象とした全国・ 海外への販路開拓に向けた新商品・サービス開発やイ
ンバウンド需要の獲得に 向けた支援を行う事業。
○補助率：１，２年目：補助対象経費の３分の２以内
３年目：補助対象経費の２分の１以内
○補助金額：２，０００万円以内（下限：２００万円）
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活用事例
【JAPANブランド育成支援等事業の交付状況】
（平成22年度）

2件

（平成23年度）

3件

（平成24年度）

3件

（平成25年度）

2件

（平成26年度）

1件

（平成27年度）

2件

（平成27年度補正）2件
（平成28年度）

0件

（平成29年度）

1件

（平成30年度）

1件

（平成31年度）

1件

詳細は中小企業庁ＨＰ
→https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2020/200225Jbrandkoubo.html
活用フロー
沖縄総合事務局での募集
中小企業者による応募
採択・事業実施
問い合わせ先

■内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎
TEL：098－866－1755

FAX：098-860-3710

URL：http://www.ogb.go.jp/keisan/keisan_keisan_tyusyou.html
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E-７ 商業・サービス競争力強化連携支援事業
実施機関

内閣府沖縄総合事務局経済産業部

実施期間

平成 25 年度～

事業段階
事業分野

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大、コンサルティング（技術相談・支援）
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要
1．目

的

異分野の事業者が有機的に連携し、その経営資源（設備、技術、個人の有する知識
及び技能その他の事業活動に活用される資源）を有効に組み合わせて、新事業活動を
行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることを目的としている。
2．対象者
中小企業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新
しいサービスモデルの開発等を行う事業者
3．支援内容
(1)商業・サービス競争力強化連携支援事業補助金
補助上限：（初年度）3,000 万円
補 助 率：IoT、AI、ブロックチェーン先端技術活用型
2/3 以内
一般型 1/2 以内
※2 年目は初年度と同額を上限として補助
活用事例
【商業・サービス競争力強化連携支援事業の交付状況】
※平成25･26年度は異なる名称で、同様の事業を実施。
（平成25年度）
2件
※「新事業活動・農商工連携等促進支援補助金（新連携支援事業）」
（平成26年度）
3件
※「中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金（新連携支援事業）」
（平成26年度補正）3件
※「ふるさと名物応援事業補助金（地域間連携型新連携支援事業）」
（平成27年度）
1件
※商業・サービス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業）」
（平成28年度）

1件
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（平成29年度）

0件

（平成30年度）

0件

（平成31年度）

0件

詳細は中小企業庁ＨＰ
→https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/
活用フロー
沖縄総合事務局での募集
中小企業者による応募
採択・事業実施
問い合わせ先

■内閣府沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎
TEL：098－866－1755

FAX：098-860-3710

URL：http://www.ogb.go.jp/keisan/keisan_keisan_tyusyou.html
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E-8 中小企業等特許情報分析活用支援事業
実施機関

一般社団法人発明推進協会（問い合わせは内閣府沖縄総合事務局）

実施期間

平成 27 年度～

事業段階

知的財産

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

中堅・中小・スタートアップ企業等を対象に、「事業構想～研究開発・出願」、「審
査請求」の各段階で応募いただき、段階に応じた特許情報の調査・分析を行い、その
結果を提供します。
＜支援できる段階＞
①

研究開発段階（無料）

②

出願段階（無料）

③

審査請求段階（一部自己負担あり）

＜主な対象者＞


中堅・中小・スタートアップ企業、個人事業者



中堅・中小・スタートアップ企業等から構成されるグループ※



（※構成員のうち中堅・中小・スタートアップ企業者が 3 分の 2 以上を占め、
中堅・中小・スタートアップ企業者の利益となる事業を営む者）

活用事例



地方公共団体



公設試験研究機関



都道府県等中小企業支援センター



商工会議所や商工会等の経済産業団体



ものづくり組合等の生産者事業協同組合



大学、高等専門学校、高等学校等の教育機関 等

○無駄な審査請求の回避でコストカット


調査で権利化の可能性を予測できるので、特許になる可能性の低い出願はせ
ず無駄な支出を回避することができます。

○迅速・適切な権利化を実現


調査で拒絶理由を予測できるので、事前に補正をして拒絶理由を回避するこ
とや、拒絶理由通知に迅速に対応することができます。



調査結果を弁理士とのコミュニケーションツールに利用でき、適切な権利化
を実現できます。

○プロの調査が社内で役に立つ


調査業務のアウトソーシングで業務効率化を実現できます。
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プロの調査であるため信頼度が高く、社内稟議もスムーズに進みます。
社内調査で拾えなかった技術や調査ノウハウを知ることができ、将来の研究
開発のヒントを得るきっかけにもなります。

活用フロー

①研究開発段階及び②出願段階
利用申請を行う
選考結果を受け取る
事前ヒアリング
特許情報分析の開始
結果報告
③審査請求段階
「特許情報分析会社」を選択
「利用申請」を行う
「請求書」を受け取る
「支払い」を行う
特許情報分析の開始
「報告書」を受け取る
「アンケート」への回答

問い合わせ先

沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
那覇市おもろまち２丁目１番１号 那覇第２地方合同庁舎１号館
TEL 098-866-1730（直）
FAX 098-860-1375
Mail oki-tokkyo@meti.go.jp

3-45

E-9 知的財産プロデューサー派遣事業
実施機関

独立行政法人工業所有権情報・研修館（問い合わせは内閣府沖縄総合事務局）

実施期間

平成 23 年度～

事業段階

知的財産

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

本事業は、公的資金が投入され、革新的技術の研究開発を行うプロジェクトを推進
している大学または研究開発機関に、企業等において豊富な実務経験をもつ知的財産
プロデューサーを派遣し、知財の視点から研究開発成果の社会実装を見据えた戦略の
策定及びマネジメント並びに当該社会実装を加速する活動を支援するものです。
研究開発プロジェクトに派遣される知的財産プロデューサーは、以下のような業務
について、プロジェクトリーダーの合意を得て支援活動を行います。
① 研究開発戦略・事業化戦略と整合する知的財産戦略策定支援
② プロジェクト内で生まれる知財（フォアグランドＩＰ）の取扱い指針（知財ポ
リシー等）・取扱い手続きのルール（発明届等）策定、管理体制、実務運用等
に係る支援
③ プロジェクトが対象とする技術分野の特許情報調査・分析（パテントマップ作
成等）に係る支援
④ プロジェクト内で生まれる発明の発掘、発明の知財ポートフォリオ上での位置
付け評価、 強い特許網を形成するための周辺技術・応用技術への展開に係る支
援
⑤ 頑強な特許網を形成するための出願等の支援
⑥ ノウハウ・データ等の秘密管理等に係る支援
⑦ プロジェクト参画研究開発機関におけるステージアップを指向した顧客セグ
メント・研究資金・試作品の検討、パートナー企業探索等に係る支援
⑧ プロジェクト研究開発成果の創出・活用に向けたプロジェクト参画研究開発機
関とパートナー企業間における共同研究の推進（共同研究成果の確認等）に係
る支援
⑨ プロジェクト参画研究開発機関のパートナー企業に対する事業化シナリオの
プランニング、事業化シナリオ検証のためのＳＷＯＴ分析等に係る支援
⑩ プロジェクト参画研究開発機関におけるスタートアップ創立、コンソーシアム
創設等に係る支援
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活用事例

知的財産プロデューサー派遣のスキーム
派遣スキーム
通常支援派遣

募集期間

派遣スキームの概要

ホ ー ム ペ 公的研究資金が投入されている機関・拠点からの要請
ー ジ で の に基づき、知的財産プロデューサー等派遣事業推進委
公募（12 月 員会（「以下「委員会」という。）による派遣先選定
頃及び 7 月 を経て知的財産プロデューサーを派遣するスキーム
頃）

準備支援派遣

随時

公的研究資金が投入される前の研究開発機関等におけ

Ａ

るプロジェクト企画段階から知的財産プロデューサー
を派遣するスキーム

準備支援派遣

随時

公的研究資金が投入されている機関・拠点であるが、

Ｂ

委員会による派遣先選定がなされる前に、機関・拠点
からの要請に基づき、知的財産プロデューサーを派遣
するスキーム（委員会による派遣先選定は事後的に行
う）

診断派遣

随時

準備支援派遣 A 及び準備支援派遣 B の要請があった際
に、知的財産プロデューサーの支援派遣を行うのに適
切な機関・拠点であるかを調査するために派遣するス
キーム

フォローアッ 随時

「通常支援派遣」が終了した後であっても引き続き知

プ支援派遣

的財産プロデューサーによる支援が必要な場合、委員
会による継続派遣の確認を経て知的財産プロデューサ
ーを派遣するスキーム

活用フロー
応募書類の提出

事業実施者による派遣先の選定

採択された機関への知的財産ＡＤの派遣

問い合わせ先

沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
那覇市おもろまち２丁目１番１号 那覇第２地方合同庁舎１号館
TEL 098-866-1730（直）
FAX 098-860-1375
Mail oki-tokkyo@meti.go.jp
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E-10 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業
実施機関

独立行政法人工業所有権情報・研修館（問い合わせは内閣府沖縄総合事務局）

実施期間

平成 28 年度～

事業段階

知的財産

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

地方創生に資する大学等の活動を促進するため、地域の中堅・中小企業等との連携
や大学発スタートアップの創業等の産学連携・知財活動を展開する大学に知的財産の
専門家である産学連携知的財産アドバイザーを派遣し、 事業化を目指すプロジェクト
の知的財産マネジメントを支援いたします。
＜プロジェクト支援Ａ型の支援対象＞
大学のシーズをもとに事業化を目指す“産学連携型”のプロジェクトが複数存在
し、それらの事業化によって地方創生に貢献しようとしている大学
＜プロジェクト支援Ｂ型の支援対象＞
産学連携による事業化プロジェクトの形成には至っていないものの、有望なシー
ズが複数存在し、それらの事業化によって地方創生に貢献しようとしている大学

活用事例

大学に派遣される産学連携知的財産アドバイザーは、以下のような業務について、
大学の産学連携担当者や産学連携プロジェクトのリーダーとの合意のもとに支援活動
を行います。
① 技術シーズ等の発掘・評価とプロジェクトの創出
② パートナー企業候補の探索
③ 事業化に向けて想定されるビジネスモデルに関するアドバイス
④ プロジェクトの属する分野の特許情報の分析
⑤ ビジネスモデルを念頭においた知的財産戦略の策定
⑥ 研究開発活動の成果の中から事業化に必要な発明の抽出・出願・権利化とパテン
トポートフォリオ構築
⑦ 事業化に必要な意匠、商標の出願・権利化
⑧ 営業秘密（技術ノウハウを含む。）の秘匿管理に関するアドバイス
⑨ パートナー企業等との事業化に必要な契約に関するアドバイス
⑩ 大学発スタートアップの創業・運営に関するアドバイス
⑪ 特許等侵害のクリアランス
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活用フロー
申請書の提出

選考及び採択

審査結果の通知等

採択された大学への産学連携知財ＡＤの派遣

問い合わせ先

沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
那覇市おもろまち２丁目１番１号 那覇第２地方合同庁舎１号館
TEL 098-866-1730（直）
FAX 098-860-1375
Mail oki-tokkyo@meti.go.jp
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E-11 中小企業知的財産支援事業
実施機関

内閣府沖縄総合事務局

実施期間

平成 27 年度～

事業段階

知的財産

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対
する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助するこ
とにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としていま
す。
① 中小企業支援発展型事業
中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業
等支援施策を拡充させる事業。
② 中小企業支援定着型事業
中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視し
た支援事業を地域に定着させる事業。

活用事例

＜沖縄総合事務局採択分＞
年度
事業名
事業者
令 先進地域に学ぶ沖縄 （一社）トロ
和 型産学官金連携によ ピカルテクノ
元 る知的財産支援の仕 プラス
年 組み構築
度
地域産原料によるリ ブルームーン
バースイノベーショ パートナーズ
ンの検証と構築およ （株）
び普及

30
年
度

九州・沖縄地域におけ （一社）トロ
る地域密着型オープ ピカルテクノ
ンイノベーション事 プラス
業
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概要
川崎市の先進事例（通称：川崎モデル）
における中小企業支援及び組織運営
力の暗黙知を分析し、沖縄県の成長産
業又は成長が期待される企業をモデ
ルに、沖縄型知的財産支援の仕組み構
築を行う。
我が国の地域産原材料の「イノベーシ
ョンの課題」「中小企業の課題」「地
域産原材料の課題」について、海外で
商品開発を行う「リバースイノベーシ
ョン」の方法での解決を目指し、その
ノウハウのマニュアル化と公開共有、
及びセミナー・イベントでの普及を目
指す。
高専の有する技術シーズや技術開発
力を生かし、地域中小企業に向けた技
術・製品の提案を行い、中小企業が同
提案を製品化・事業化する地域内イノ
ベーションサイクルを活性化するた
めのプログラム作りを実施する。

29
年
度

中小企業ブランド力 （株）
向上パッケージデザ Blueship 沖縄
イン開発事業

28
年
度

中小企業の初めての （一社）沖縄県 初めて出願する中小企業の出願費用
を補助する（出願～中間手続までの定
特許等の出願を促す 発明協会
額補助を想定）。その他、知財未活用
事業
企業を対象に、説明会等での普及啓発
や出願ホットラインの設置等により、
新たな出願ニーズを発掘する。

27
年
度

中小企業の海外展開 （一社）沖縄県 アジア各国の知財関係者との貿易及
び知財活用促進・交流を目的としたシ
を促進する知財活用 発明協会
ンポジウムを開催し、各国の知財担当
の支援力強化事業
者との支援ネットワークの構築を図
る。海外展開支援の相談体制の整備や
県内重要産品の冒認出願の現状調査、
企業同士のマッチングや製品デザイ
ン力の向上を目指す。また、知財を活
用した海外展開マニュアルを作成し、
県内で行われる大規模商談会などで
活用する。

海外展開を目指す中小企業に対して、
商品パッケージのリデザインを支援
する。

活用フロー
沖縄総合事務局での募集
自治体・事業者等による応募
採択・事業実施

問い合わせ先

沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
那覇市おもろまち２丁目１番１号 那覇第２地方合同庁舎１号館
TEL 098-866-1730（直）
FAX 098-860-1375
Mail oki-tokkyo@meti.go.jp
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E-12 知財総合支援窓口
実施機関

独立行政法人工業所有権情報・研修館

実施期間

平成 23 年度～

事業段階

知的財産

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

都道府県ごとに設置する「知財総合支援窓口」において、中堅・中小企業等の知的
財産に関する悩みや課題に対し、その場で解決を図るワンストップサービスを提供し
ています。
1.対象となる方 ・知的財産権の取得について相談したい中堅・中小企業者

・知的財産を活用しようとする中堅・中小企業者
・企業経営の中で生じた知的財産に関する悩みや課題を解決したい
中堅・中小企業者
2.支援内容

「知財総合支援窓口」では、中小企業等の特許・商標等の知的財
産に関する悩みや課題などの相談に応じるため、窓口担当者が様々
な支援を行っています。
また、より専門的な相談や高度な相談については、弁理士や弁護
士等の知財専門家と協働して支援を行います。窓口担当者や知財専
門家への相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

活用事例

○

出願準備の支援
窓口担当者が出願の目的を把握し、アドバイスを行います。

○ 商標に関する支援
ネーミング・マークの権利化などに関して支援します。地域団体商標に関して
も支援します。
○ インターネットによる出願を支援
知財総合支援窓口に設置した電子出願共同利用端末によるインターネット出願
を支援します。
○ 外部技術とのマッチング
求めている技術内容を把握し、大学や研究機関とのマッチングを支援します。
○ 海外展開を支援
海外展開における戦略の策定や契約の際に必要な知財に関するアドバイスを行
います。
○ 社内知財体制を整備
営業秘密管理体制や社内規定の整備など企業内における法的問題について説
明、助言を行います。
○ 知財活用の支援
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経営課題を明確にし、その解決のための知財活動を専門家チームが支援しま
す。
○ 幅広い相談に対応
知財関係の支援が必要な場合（補助金、技術支援、試作支援等）は、他の支援
機関と連携し支援します。
活用フロー

問い合わせ先

株式会社東京リーガルマインド 那覇本校
TEL：098-916-0002 FAX：098-916-0003
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F-1 受託・共同研究－沖縄職業能力開発大学校
実施機関

沖縄職業能力開発大学校

実施期間

平成 2 年度～平成 31 年度

事業段階

商品化開発（実用化研究）、コンサルティング（技術相談・支援）、人材育成

事業分野

環境・エネルギー・ものづくり、IT

事業概要

1．趣

旨

当校の学生および連携企業の従業員に対する教育の一環とし
て、地域の中小企業等が抱えている省力化や機能性向上等の課題
解決に向けて技術支援を行い、生産現場のノウハウや最新の技術
動向を研究に反映させることで、職業訓練の充実を図る。

2．研究対象

① 機械加工や機械制御の専門技術・技能のもとに、それらを応用
し複合化した製品の企画・開発及び生産工程の構築・改善・運
用・管理に関わる研究・開発
② モバイル、自動車、家電、認証の各分野において活用されてい
る ICT 技術に関わる研究・開発
③ 電気電子回路の設計製作を基本として、自然エネルギー利用技
術、電動力応用技術、工場自動化技術、省エネルギー化や環境
を考慮したシステムや製品の企画・開発、生産工程の改良・改
善・運用・管理等に関わる研究・開発

活用事例

活用フロー

＜年度別研究テーマ件数＞
平成 28 年度
平成 29 年度
7件
10 件

平成 30 年度
7件

＜平成 31 年度研究テーマ＞
・特化型磁気探査用センサの開発
・IoT による遠隔監視システムの開発
・水中調査・清掃可変型ロボットの開発
・月桃の主脈分離装置の開発
・月桃を使った食品の開発
・スケール清掃ロボットの開発
申請手順
①民間機関等から当校への相談（常時対応）
②民間機関等と当校担当者との事前打合せ
③民間機関等からの申請書受付
④当校審査委員会による審査
⑤当機構本部による審査
⑥当校と民間機関等との契約締結
⑦共同研究実施
⑧民間機関等から当校へ報告書の提出（年度末）
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平成 31 年度
6件

備考
・研究テーマの継続は、おおむね３年が限度（年度ごとに契約する）
・研究の過程が学生教育に通じる内容であることが前提であり、その可否を精査する。
問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部
沖縄職業能力開発大学校 援助計画課
〒904-2141 沖縄県沖縄市池原２９９４－２
TEL：098-934-4810 FAX：098-934-6287
E-mail： Urushiya.Yoshinori@jeed.or.jp
※メールアドレスは担当課長（漆谷

嘉則）のアドレス（2020.4.30 現在）
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G-1 企業連携共同研究開発支援事業
実施機関

沖縄県工業技術センター

実施期間

毎年（単年）

事業段階

基礎研究、応用研究、商品化開発（実用化研究）

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり

事業概要

1．目

的

製造業等地域産業の生産性や品質の向上を目的に、企業が直面
している技術的課題に対して沖縄県工業技術センターとの共同
研究により解決を図ります。

2．対象者
3．対象課題分野

県内の中小企業者
化学、食品、セラミックス、機械金属、工業デザインその他工
業技術センターで対応可能な分野を対象としています。

4．支援内容

企業単独では困難な新技術・新製品の開発や製造工程の改良・
改善技術の確立、技術課題の解決等を目的に沖縄県工業技術セン
ターと企業が共同で実施する研究開発事業です。
企業等の経費負担額は共同研究費総額の１／２以上となりま
す。
おおよその目安は 30～200 万円／テーマ（企業負担分 15～100
万円）です。

5．活用の
ポイント
6．申請時期

詳細については、沖縄県工業技術センターのホームページをご
覧いただくか、お電話にてご相談ください。
３月～５月頃に沖縄県工業技術センターホームページにて公
募を行います。採択状況により、７月頃に追加募集を行う場合が
あります。

7．申請先
活用事例

沖縄県工業技術センター 企画管理班

例年５～６課題程度を採択、実施しています。
＜平成２９年度採択テーマ＞
○「廃石膏のフッ素溶出量迅速評価法の実証試験」
（連携企業：（株）オキセイ産業）
○「鉄筋継手の新たな接合手法の開発」
（連携企業：（有）村吉ガス圧接工業）
○「小型メタン発酵槽の開発」
（連携企業：バイオ畜産研究合同会社）
○「イムゲー（芋酒）の研究開発」
（連携企業：（株）多良川酒造、請福酒造（有））
○「陶器の欠陥防止に関する研究」
（連携企業：壺屋陶器事業協同組合）
○「高反射舗装材を用いたパーキングパーミットの開発」
（連携企業：NPO 法人バリアフリーネットワーク沖縄）
＜平成３０年度採択テーマ＞
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○「琉球藍の消臭効果に関する研究」
（連携企業：藍ぬ葉ぁ農場）
○「陶器の欠陥防止に関する研究」
（連携企業：壷屋陶器事業協同組合）
○「廃石膏のフッ素溶出量迅速評価法の実証試験」
（連携企業：（株）オキセイ産業）
○「鉄筋継手の新たな接合手法の開発」
（連携企業：（有）村吉ガス圧接工業）
○「海藻抽出物の機能性を活かした製品開発に向けた研究」
（連携企業：金秀バイオ（株））
○「粉粒体殺菌技術の開発」
（連携企業：健康食品製造共同体）
○「シークァーサーを用いたアルコール飲料の開発」
（連携企業：チューイチョーク（株））

活用フロー

問い合わせ先

沖縄県工業技術センター 企画管理班
TEL：098-929-0111
ホームページ http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/kogyo/index.html
E-mail：kousi@pref.okinawa.lg.jp
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G-2 工業技術支援事業
実施機関

沖縄県工業技術センター

実施期間

毎年（通年）

事業段階

機器・設備利用

事業分野

環境・エネルギー・ものづくり

事業概要

1．目

的

製造業等地域産業の生産性や品質向上を図るため、企業が直面
している技術的課題を把握し、工業技術センターが保有する技術、
研究成果、情報等を活用して課題の解決を図ります。

2．対象者

県内の製造業者および創業予定者

3．支援内容

技術相談（無料)
新製品開発や品質向上など技術的な課題について電話、E-mail
あるいはご来所いただき、専門の職員がご相談に応じます。
研修生受入（無料）
分析技術の習得、製品開発のための試作などを目的として研修
生を受け入れます。
依頼試験（有料）
製品の品質管理や新製品開発に必要な分析を依頼試験として
行っています。
機器の開放(有料)
原料の加工、品質管理の分析など工業技術センターの保有する
加工機や分析機器を利用することができます。

4．活用の
ポイント

活用事例

県内企業の技術的課題解決及び製品開発をお手伝いするため
に、様々な技術サービスを行っています。まずはお電話ください。

5．申請時期

随時ご相談に応じます（電話、E-mail、ご来所）

6．申請先

沖縄県工業技術センター 企画管理班

下記のような活用事例があります。
○デザイン関連
○食品加工関連
○新商品開発関連
○生産技術の高度化関連
○製品の高度化関連
○品質管理関連
具体的な活用事例が「技術支援事例集」でご覧いただけます。
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/kogyo/index.html
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活用フロー

問い合わせ先

沖縄県工業技術センター 企画管理班
TEL：098-929-0111
ホームページ http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/kogyo/index.html
E-mail：kousi@pref.okinawa.lg.jp
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H-1 新事業創出促進出資
実施機関

沖縄振興開発金融公庫

実施期間

平成 14 年度～令和 3 年度

事業段階
事業分野
事業概要

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他
1．目

的

2．対象者

3．支援内容
(平成 31 年 4 月現在)
4．活用の
ポイント
活用事例

平成 14 年 4 月に施行された「沖縄振興特別措置法」は、民間
主導の自立型経済の発展に向けた戦略的な産業振興に主眼を置
き、新事業の創出による沖縄の産業振興と雇用創出を重要な政策
課題に掲げています。
新事業創出促進出資業務は、同法に基づき沖縄における新たな
事業の創出を促進することを目的に、公庫業務の特例として設け
られたものです。
沖縄において
○新たに事業を開始しようとする方
○事業を開始した日以後 5 年を経過していない方
○新たに事業分野の開拓を行う方
出資の限度額は、新事業に必要な資本の額の 5 割以内の額
出資後のフォローとして、出資先企業の財務面等について専門
的な観点から助言･指導を行い、立ち上がり期の経営安定化に向け
た支援策を積極的に講じていきます。

【出資事例】
株式会社ブルーブックス
～LHR システムを活用したヘルスケア事業の展開～
【出資実績】
平成 27 年度
4件
280 百万円

活用フロー

平成 28 年度
3件
370 百万円

平成 29 年度
4件
280 百万円

平成 30 年度
2件
220 百万円

沖縄振興開発金融公庫ホームページ【新事業創出促進出資】掲載
https://www.okinawakouko.go.jp/financing_investment/123
○出資の手続き
①ご相談 ⇒

②お申し込み ⇒ ③審査 ⇒ ④決定 ⇒ ⑤実行

※１ ①ご相談の際には、出資対象要件、設立・増資スケジュール、資金調達方法、事業の概況等をお伺
いします。
②お申し込みの際は、出資申込書、事業計画書、資金計画書、定款等のご提出を頂きます。
※２ ③審査、④決定の間に外部有識者で構成する「新事業創出促進出資評価委員会」を開催し、技術・
ノウハウ・市場性等について事業可能性の評価を行います。

問い合わせ先

沖縄振興開発金融公庫本店
TEL：098-941-1908

新事業育成出資室
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H-2 沖縄創業者等支援貸付
実施機関

沖縄振興開発金融公庫

実施期間

平成 10 年度～

事業段階
事業分野
事業概要

商品・サービス企画、商品・サービス事業性検討、商品化開発（実用化研究）、
販路開拓・拡大
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、IT、その他
1．目

的

県内経済の活性化に寄与し、雇用の受け皿となる創業等を支援
するため、新たな事業や新規開業等に必要な資金を融資します。

2．対象者

下記のいずれかに該当する方で、一定の要件を満たす方
（事業化しておおむね 7 年以内の方も含む）
○新技術等を伴う新たな事業を行う方
○経営多角化を図る方
○新規市場の創出が見込まれる事業を新たに行う方
○雇用の創出を伴う事業を新たに行う方
○母子家庭の母等又は父子家庭の父であって、事業を新たに行う
方

3．支援内容

○ご融資の限度額

(平成 31 年 4 月現在)

・中小企業資金 7 億 2,000 万円（うち運転資金 2 億 5,000 万円）
・生業資金 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）
○ご返済期間
・設備資金 20 年以内（うち据置期間 5 年以内）
・運転資金

活用事例

7 年以内（うち据置期間 3 年以内）

【創業・新事業展開への融資事例】
株式会社ＤｒｅａｍＣａｔｃｈｅｒ

ほか

沖縄公庫ホームページ https://www.okinawakouko.go.jp/case/1667/3516
【融資実績】

活用フロー

平成 27 年度

中 小
32 件、 5,729 百万円

生 業
627 件、 4,874 百万円

平成 28 年度

42 件、 3,844 百万円

751 件、 4,774 百万円

平成 29 年度

49 件、 5,996 百万円

842 件、 5,783 百万円

平成 30 年度

37 件、 3,945 百万円

476 件、 3,374 百万円

沖縄公庫ホームページ【創業・新事業展開をお考えの方】掲載

https://www.okinawakouko.go.jp/financing_investment/123
○ご利用の手続き
①ご相談 ⇒

②お申し込み ⇒ ③審査 ⇒ ④ご融資

※詳細な手続きについては、沖縄公庫ホームページや窓口にてお問い合わせください。
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問い合わせ先

■沖縄振興開発金融公庫
・本店
融資第二部 中小企業融資第一班 TEL：098-941-1785
中小企業融資第二班 TEL：098-941-1795
生衛･創業融資班

TEL：098-941-1830

・中部支店

業務第一課

TEL：098-989-6604

・北部支店

業務課

TEL：0980-52-2338

・宮古支店

業務課

TEL：0980-72-2446

・八重山支店 業務課

TEL：0980-82-2701
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I-1 産学官連携推進ネットワーク形成事業
実施機関

株式会社沖縄 TLO

実施期間

平成 19 年度～令和 2 年度

事業段階
事業分野
事業概要

基礎研究、商品・サービス事業性検討、知的財産、コンサルティング（技術相談・支
援）、規制対応相談
健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他
1．目

的

2．対象者

3．支援内容

本事業では、企業と県内大学等の研究教育機関が連携し、企業
が保有する新製品や新サービスのアイディア等を基本的な商
品・サービスとして研究開発を進めることにより、製品化や事業
化を実現してもらうこと、また、次年度以降、他の支援事業への
提案等、さらなるブラッシュアップを図ってもらうことを目的
としています。
沖縄県内に本社を有する民間企業（公益法人、第三セクター、
ＮＰＯ各種団体等を含む）が、製品・サービス等の新規開発（ま
たは新規開発に相当する既存製品・サービス等の高度化）に係る
計画を有していること。さらに、その計画実現に向け必要不可欠
な事業化可能性調査や研究開発に関して、大学（国公私立大学、
高等専門学校及び短期大学）及び公設試等と協同して実施する
計画があり、実際に連携し取り組む体制（共同体）を形成してい
るか、もしくはその準備を進めている提案企業等であること。
本事業では、図に示す４つの支援を実施いたします。

（令和 2 年 7 月現在）

初期段階のプロジェクト構築支援
①種まき支援

②芽だし支援

•
•
•

ニーズ・シーズマッチング支援
事業化可能性調査プロジェクトの構築支援
研究開発プロジェクトの構築支援

公募：4月13日～7月3日

③芽だし支援

公募：4月13日～7月3日

事業化可能性調査プロジェクト

研究開発プロジェクト

企業や大学等の技術シーズに関する事業化可能性
調査を支援

新製品や新サービスのアイディア等の実現や既存
製品・サービスの高度化等に向けた研究開発を支援

•
•
•
•

研究課題設定の適格性の調査
学術論文調査
技術評価・特許調査
市場性調査など

■総事業費の2/3（上限40万円）
■5件程度

④ブラッシュ
アップ支援

•
•
•
•

加工技術の開発
エビデンスの追加
製品化に必要なデータ取得
実用化の可能性確認 など

■総事業費の2/3（上限200万円）
■5件程度

研究開発計画・事業戦略・製品企画・ビジネスモデル検討支援
ステップアップ支援

① 初期段階のプロジェクト構築支援
（ニーズ・シーズマッチング、事業化可能性調査プロジェク
トの構築支援、研究開発プロジェクトの構築支援）
新製品・新サービスの創出や既存商品の付加価値向上に向
けた事業化可能性調査や研究開発に向けた計画等について、
提案企業からの相談を受け企業ニーズに対応する県内大学等
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の研究者や技術シーズ等をマッチングし、共同体としてプロ
ジェクトを推進する体制の構築を支援します。また、企業が抱
える課題の明確化や目指すべき成果の整理等、初期段階のプ
ロジェクト構築をサポートします。
② 事業化可能性調査プロジェクト推進支援（公募）
企業ニーズの具現化に向け設定された研究開発テーマに関
する情報収集や研究内容の実行可能性、研究課題設定の適格
性等の調査、学術論文調査、技術評価、特許調査、市場性調査
等の事業化可能性についての事前調査および事業戦略や研究
開発戦略等機能別戦略の検討に取り組む企業を支援します。
具体的には、産学官連携による「事業化可能性調査プロジェ
クト」の提案を募集し、審査により 5 件程度採択します。採択
されたプロジェクトには、事業化可能性調査にかかる総事業
費の 2/3 以内、上限 40 万円(税込)をプロジェクト支援費とし
て助成します。
③ 研究開発プロジェクト推進支援（公募）
研究開発型の新製品や新サービスのアイディア等の実現や
既存製品・サービスの高度化等に向け、大学等が有する技術シ
ーズを活用し、産学官連携により研究開発に取り組む企業を
支援します。
具体的には、産学官連携による「研究開発プロジェクト」の
提案を募集し、審査により 5 件程度採択します。採択された
プロジェクトには、研究開発にかかる総事業費の 2/3 以内、
上限 200 万円(税込)をプロジェクト支援費として助成します。
④ ブラッシュアップ支援（研究開発検討・事業戦略・製品企画・
ビジネスモデル等の検討支援、ステップアップ支援）

4．申請時期

5．申請先

企業の事業化可能性調査内容や研究開発成果を踏まえ、事
業化の方向性等を確認しつつ、次の段階の提案公募型事業へ
の提案支援を行います。また、提案企業の研究開発成果の製
品・サービスについて、市場概況の確認、コンセプトの明確化
等により、製品企画やビジネスモデルの検討等、研究開発フェ
ーズに合わせた支援を実施します。
公 募 期 間：令和 2 年 4 月 13 日（月）～ 7 月 3 日（金）
相 談 期 間：令和 2 年 4 月 13 日（月）～ 7 月 1 日（水）
書類提出期間：令和 2 年 7 月 2 日（木）～ 7 月 3 日（金）
下記問い合わせ先と同じ
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活用事例

＜31 年度採択＞ ※事業化可能性調査は令和 2 年度より開始のため事例なし
■研究開発プロジェクト推進支援
①「乾燥に不向きな湿度の高い沖縄を変える。ハスクレイを利用した低コスト型
乾燥機の開発」
（採択企業）株式会社ソルトラボ石垣島
（大学等の研究機関）産業技術総合研究所、沖縄県工業技術センター
②「トータルソリューションによる琉球藍発酵建て染色キット開発」
（採択企業）レキオ株式会社
（大学等の研究機関）琉球大学
③「海洋生分解性プラスチック原料製造技術の高度化」
（採択企業）株式会社グリーンテクノプラス
（大学等の研究機関）沖縄県工業技術センター
④「
「沖縄パイチュウ」研究・開発・製造・販売プロジェクト」
（採択企業）天瓶酒業株式会社
（大学等の研究機関）沖縄県工業技術センター
⑤「ぐっすり眠れる沖縄産パッションフラワープロジェクト」
（採択企業）有限会社エバ・グリーン
（大学等の研究機関）琉球大学
⑥「沖縄海水における不純物混入防止技術の研究開発」
（採択企業）沖縄海塩不純物混入防止技術研究開発コンソーシアム
（大学等の研究機関）沖縄県工業技術センター

活用フロー
共同体

沖縄TLO

・分析、試験、調査等の依頼

各種
支援

提案企業

・プロジェクト支援費の提供
・ニーズ・シーズマッチング
・プロジェクト構築支援
・ブラッシュアップ支援

大学等
及び
公設試等

協力企業等

試験/調査機関等

・共同研究や共同作業等の実施
・専門家による助言・指導等

問い合わせ先

株式会社沖縄 TLO
〒903-0213 沖縄県西原町字千原 1 番地 琉球大学産学官連携推進機構棟 3F
TEL：098-895-1701

FAX：098-895-1703

HP：http://www.okinawa-tlo.com/
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E-mail：nw@okinawa-tlo.com

I-2 ものづくり生産性向上支援事業
実施機関

株式会社沖縄 TLO

実施期間

令和２年度～令和３年度

事業段階

応用研究、商品化開発（実用化研究）、コンサルティング（技術相談・支援）

事業分野

環境・エネルギー・ものづくり

事業概要

的

県内企業による生産技術開発プロジェクトに対する支援として、生
産技術開発費の補助に加えてプロジェクト遂行に向けたハンズオン
支援、沖縄県工業技術センターとの共同研究等を実施することで県内
製造業の生産性向上を図り県内産業振興やひいては県民所得の向上
を目指すことを目的としています。

2．対象者

県内に生産拠点を有する製造業（以下、「中核企業」という。）も
しくは、中核企業と県内外の企業や大学等の研究機関で構成した生産
技術開発共同体

3．支援内容

基礎的な開発要素の課題解決に取り組む「導入検証ステージ」と、
実用化に向けた実用評価等に取り組む「実用評価ステージ」の生産技
術開発プロジェクトを支援します。

1．目

① 生産技術開発プロジェクトの提案に向けた支援
技術課題の解決に適したステージ選択の相談や生産技術開発共
同体を構成する上でのマッチング支援を実施します。また、相談
期間には提案書作成方法の相談にも応じます。
② 実施体制の再構築支援
採択内定後、委員会等により示された条件や改善提案を実現する
ために実施体制再構築に向けたマッチング支援を実施します。
③ 実施計画書および積算書の作成・提出に係る支援
生産技術開発プロジェクトの効果的な遂行を実現するために、実
施計画書および積算書の作成に関して情報収集等の支援を実施
します。
④ 生産技術開発共同体の技術開発費の支援
導入検証ステージ（２期計画）／実用評価ステージ（単年度計画）
・１テーマあたりの補助額
【1 期目】補助率：補助対象経費の８/10 以内・上限額 800 万円
【2 期目】補助率：補助対象経費の７/10 以内（予定）・上限額
未定（次年度予算による）
※生産技術開発共同体全体で補助対象経費の２/10 以上（１期
目の場合）を自己負担。負担割合は任意。
⑤ 中間報告会・成果報告会による技術指導
本事業の中間報告会および成果報告会において、県内外の有識者
からなる審査委員から生産技術開発プロジェクトの進め方に関
する助言や情報提供を行います。
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4．活用の
ポイント

活用事例

業界の技術動向を熟知し企業や研究機関等に幅広い人的ネットワ
ークを有する県内外コーディネーターによるハンズオン支援・マッチ
ング支援を行います。県内製造業の生産性向上に向けた様々な課題の
解決にご活用ください。

5．申請時期

公 募 期 間：２０２０年４月２１日（火）～６月９日（火）
相 談 期 間：２０２０年４月２１日（火）～６月３日（水）
書類提出期間：２０２０年６月 ４ 日（木）～６月９日（火）

6．申請先

株式会社沖縄 TLO（下記問い合わせ先と同じ）

令和２年度実施【生産技術開発テーマ名（中核企業名）】
○ ドラムドライヤーによるエキス末の製造技術開発
（オキナワパウダーフーズ株式会社）
○ 外観不良軽減のための新たな釉薬の開発
（有限会社育陶園）
○ 試圧材の製鋼原料化の生産性向上を実現する為の切断装置の開発
（拓南製鐵株式会社）
○ 鋼板（ステンレス）表面仕上げの自動化による生産性向上
（株式会社アコール）

活用フロー

問い合わせ先

株式会社沖縄 TLO
TEL：098-895-1701 FAX：098-895-1703 E-MAIL：mono1@okinawa-tlo.com
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J-1 沖縄ライフサイエンス研究センター
実施機関

バイオ･サイト･キャピタル株式会社、公益財団法人 沖縄科学技術振興センター

実施期間

平成 28 年度～令和 2 年度

事業段階

機器・設備利用、インキュベーション施設

事業分野

健康・医療

事業概要

バイオ・ライフサイエンス分野の科学技術の振興と産業化を目的に、ベンチャーや
研究機関等が連携する研究・開発、ビジネス化のための中核施設として、沖縄県が設
置した県内初の P2 レベル対応のレンタルラボです。大・中・小の３タイプの研究室と
50 種類以上の最先端の研究機器を備えており、これらは研究開発のためだけでなく、
研究開発成果の事業化にも利用することができます。各研究室は安全キャビネットや
試薬棚付実験台・椅子、手洗器を標準装備しており、入居後すぐに実験開始可能とな
っています。また動物実験施設も新たに設置され、マウスやラットを用いた安全性・
機能性試験等が可能となりました。

活用事例








海洋生物や微生物、微細藻類等の生物資源からの医薬品、食品、化粧品開発を
目的とした天然物ライブラリーの研究及び販売
生体吸収性ナノ粒子製剤を用いた健康食品・医薬品の研究開発
天然物素材からの新規抗ウィルス剤の探索と開発、及びウィルス検出キットの
開発・販売、ウィルス安全性試験
遺伝子検査に基づく超早期の癌の診断検査法の開発
綿形状人工骨の研究開発
地域振興課題及び政策提言に関する調査・研究事業
など

活用フロー 1. 必要書類を添えて指定管理者に申し込みます。
2. 指定管理者にて応募資格等を充足しているかを審査します。
3. 入居者選考委員会（県・関連機関・学識経験者等で構成）による審査が行われ、
利用が許可されます。

入居までの流れ

入居者選考委員会

による審査

による審査

（申込みから 1 ヶ月程度）

（申込みから 1～2 ヶ月）

利用許可

申込み

問い合わせ先

指定管理者

沖縄ライフサイエンス研究センター指定管理者共同企業体
代表構成員：バイオ・サイト・キャピタル株式会社
構成員：公益財団法人 沖縄科学技術振興センター
〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎 5 番 8 沖縄ライフサイエンス研究センター101
TEL：098-982-1060 FAX：098-982-1080
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E-mail：oki-support@bs-capital.co.jp

K-1 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター
実施機関

一般社団法人トロピカルテクノプラス

実施期間

平成 30 年度～令和 4 年度

事業段階

機器・設備利用、インキュベーション施設（レンタルラボ、受託試験分析・加工、機器・設備利用支援、貸会議室 ）

事業分野

健康・医療（食品・健康バイオ関連分野、医療関連分野）

事業概要

食品・健康バイオからに医療関連分野に関連する企業を研究支援するために設置さ
れた沖縄県のインキュベート施設です。創薬をはじめ、バイオ関連のベンチャー企業
などへの研究開発支援としてレンタルラボ、クリーンルームを備え、汎用性の高い装
置や高度分析機器の利用が可能で、専任のオペレーターによるサポートを行っていま
す。さらに、研究成果や商品開発に向けた試作サンプルや小ロット生産に必要な各種
研究機器・実証加工機器を有し、食品から健康バイオに関連する企業の取り組みへの
技術課題解決の支援を行います。また、バイオ関連企業の集積が進んでいる本島中部
東海岸の州崎地区の「沖縄県工業技術センター」「沖縄バイオ産業振興センター」を
中心とした各支援機関と連携して企業や事業化等の支援を幅広く行います。

活用事例

○レンタルラボ・入居
○受託分析・加工と機器設備利用
○会議室利用
○技術課題解決の支援
・分析
-機能性成分評価
-味・香り成分の数値化・見える化
-物性評価（柔らかさ、硬さ）
・加工技術支援
-乾燥、粉砕、充填、抽出、濃縮、レトルト加工、培養等
・その他
-ビジネスマッチング
-文献調査
-新商品提案・既存商品ブラッシュアップ
○ワンストップサービス・支援機関への橋渡し（連携事例）
・沖縄県工業技術センター
・農林水産普及指導員６次産業化支援担当者
・市町村商工会関連支援
○具体例
・パッションフルーツ
・ノニ
・桑の実
・蝶豆
・パパイヤ

活用フロー

○レンタルラボ・入居までの流れ
1. 公募案内
2. 応募申込み
3. ヒアリング
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・黄金イモ
・モリンガ

・カラキ
・スムージー
・その他多数

4.
5.
6.
7.

入居者選考委員会の審査を経て、決定通知書（内定）交付
利用許可申請
利用許可
入居

○受託分析・加工と機器設備利用の流れ
1. 事前相談（２週間前までに電話等で相談）
2. 見積り作成
3. スケジュール確認（受け入れから納品段取り調整）
4. 物品の搬入および引き取り
5. 支払い（金融機関よりお振り込み）
○会議室利用の流れ
1. 電話や窓口での口頭による照会または「仮予約申込フォーム」入力・送信
2. 仮予約確定後、利用申請書に必要事項を記入し、メール、FAX を送付
○技術課題に関する相談（試験・分析、加工相談、情報収集・提供）
要相談、ウェブページからメール、電話や窓口へお問い合わせ
→→→施設利用について

問い合わせ先

→→→機器利用と受託加工分析

○受付先
〒904-2234 沖縄県うるま市州崎 12 番 75
TEL:098-934-8435 FAX:098-934-8436

○受付時間
月曜日～金曜（祝・祭日を除く）9:00～17:00
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K-2 沖縄バイオ産業振興センター
実施機関

一般社団法人トロピカルテクノプラス

実施期間

平成 29 年度～令和 3 年度

事業段階

機器・設備利用、インキュベーション施設（ポストインキュベーション施設、レンタルラボ）

事業分野

健康・医療（食品・健康バイオ関連分野、医療関連分野）

事業概要

食品・健康バイオからに医療関連分野に関連する企業の商品開発を研究支援するた
めに設置された沖縄県のポストインキュベート施設です。バイオ関連のベンチャー企
業などへの研究開発をもとにした創業支援としてレンタルラボ、企業支援室を備え、
これまでに培った産学官の幅広いネットワークを通じた支援を行っています。さらに、
研究成果や商品開発に向けた公的資金や助成金の情報提供から提案支援など、入居企
業の事業巣心を強力にサポートいたします。また、バイオ関連企業の集積が進んでい
る本島中部東海岸の州崎地区の「沖縄県工業技術センター」「沖縄健康バイオテクノ
ロジー研究開発センター」を中心とした各支援機関と連携して企業や事業化等の支援

活用事例

を幅広く行います。また、入居期間の制限はございません。
○レンタルラボ・入居
○技術課題解決の支援
・分析・加工技術支援
-要相談
・その他
-ビジネスマッチング
-異業種交流会
-新商品提案・既存商品ブラッシュアップ
○ワンストップサービス・支援機関への橋渡し（連携事例）
・沖縄県工業技術センター
・農林水産普及指導員６次産業化支援担当者
・市町村商工会関連支援

活用フロー

○レンタルラボ・入居までの流れ
1. 随時公募
2. 応募申込み
3. ヒアリング等
4. 入居者選考委員会の審査経て、決定通知
5. 利用許可申請
6. 利用許可
7. 入居（最短で１か月程度）
○技術課題に関する相談（試験・分析、加工相談、情報収集・提供）
要相談、ウェブページからメール、電話や窓口へお問い合わせ

問い合わせ先

○受付先
〒904-2234 沖縄県うるま市州崎 12 番 75
TEL:098-934-8435 FAX:098-934-8436

○受付時間
月曜日～金曜（祝・祭日を除く）9:00～17:00
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L-1 受託・共同研究－沖縄女子短期大学
実施機関

沖縄女子短期大学

実施期間

平成 28 年度～令和 2 年度

事業段階

基礎研究

事業分野

IT、その他

事業概要

① 【共同研究】「プログラミング講座」の実践を通した効果的なプログラミング
教育の在り方に関する調査研究
共同研究先：インサイトラボ㈱、（一社）ツクル
文部科学省は、学習指導要領においてプログラミング教育を新たに位置づけ、
これまで以上に学校教育におけるプログラミング教育の推進を計画している 。本
研究は、小学生向けのプログラミング教育講座のノウハウを有した企業と大学が連
携し、「プログラミング講座」の実践を通して保護者・子どもの意識や行動変容を
質的に調査し、効果的なプログラミング教育の在り方を見出すことを目的とする。
ＩＣＴに関する世代間の断絶をプログラミングによってつなげ、次世代に求められ
るリテラシーについて考察する。

② 【共同研究】大学間で開発したデジタルアーカイブ教材を ICT 教育機器で授業
実践する有効性及び教育効果についての実践研究
共同研究先：岐阜女子大学
これまで大学連携によってデジタルアーカイブの手法である情報資源の収集・保
存・メタデータの付与等を実践し、デジタルコンテンツ化された教材の共有と活用
を意識した研究を行ってきた。本年度は、データを一時保管（Item Pool）した後
の短期利用（Item Bank）または長期利用(Item Bank)なのかという選定評価につい
ても検討を行う。また、両大学の講義等で授業実践を行い、検索ツールの分析・改
善、教材を作成後の実践・評価・改善を行う。「知の増殖型サイクル」を適用した
利用者が活用しやすいデジタルアーカイブ、コンテンツの開発についても実証した
い。
活用事例

① 【共同研究】「プログラミング講座」の実践を通した効果的なプログラミング
教育の在り方に関する調査研究
共同研究先：インサイトラボ㈱、（一社）ツクル

※令和元年度 沖縄県未来の IT 人材創造事業で研究内容を実証
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令和元年度 沖縄県未来の
IT 人材創造事業 実績報告

※2020 年 8 月 日本教育情報学会にて 2019 年度における研究成果を発表済

② 【共同研究】大学間で開発したデジタルアーカイブ教材を ICT 教育機器で授業
実践する有効性及び教育効果についての実践研究
共同研究先：岐阜女子大学
昨年度までの実績として、小学校教諭養成課程においてデジタルワークシート
教材を活用した地域教材プログラムを学生へ実施し、学生自身が地域に関する社
会科の単元について、指導計画の作成を行った。また、本取り組みでは、ICT 教
育機器としてタブレット端末を活用し、デジタルアーカイブ教材で重要となる視
覚教材（画像等）については、情報資源の収集・保存・メタデータの付与等を実
施し、デジタルコンテンツ化された材の共有と活用とを意識した実践研究を実施
してきた。
※2020 年 2 月 岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究会にて 2019 年度における研究成果を
発表済
研究フロー

① 【共同研究】「プログラミング講座」の実践を通した効果的なプログラミング
教育の在り方に関する調査研究 共同研究先：インサイトラボ㈱、（一社）ツ
クル
2020 年度（令和 2 年度 沖縄県未来の IT 人材創造事業）
4 月～5 月 研究計画の作成と組織の構築
6月
7月

プログラミング体験講座の開発と調査項目の決定
1. １回完結、各回 90 分
2.

小学 3 年生～6 年生向けの講座

3.

保護者参加と不参加あり

4.

アンケートを実施

※各回で完結しているが、自宅で続きができるようになっている。
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8～9 月

中間まとめ、追跡調査①

10～1 月

プログラミング講座Ⅱの開発・実践、追跡調査②

2～3 月

研究成果発表

② 【共同研究】大学間で開発したデジタルアーカイブ教材を ICT 教育機器で授業
実践する有効性及び教育効果についての実践研究共同研究先：岐阜女子大学
2020 年度
8・9 月

研究計画の作成・教材の開発

10・11 月 授業実践①・学生の変容調査

問い合わせ先

12・1 月

授業実践②・学生の変容調査

2・3 月

研究のまとめ・教材のブラッシュアップ・研究成果発表

沖縄女子短期大学
産学連携推進センター（担当：比嘉）
TEL：098-882-9001
FAX：098-882-8901
MAIL sangaku@owjc.ac.jp
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M-1 IT ⼈材高度化支援事業
実施機関

一般社団法人沖縄県情報産業協会

実施期間

平成 30 年度～令和 2 年度

事業段階

人材育成

事業分野

IT

事業概要

沖縄県の補助事業
沖縄県情報産業協会では本事業を活用し県内 IT 技術者の高度化を目指す。
県内 IT 技術者を対象に以下の講座を開設。
・技術スキルの底上げを図る「技術講座」「資格対策講座」
・新たなビジネスの創出を図る「先進的技術講座」「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ力育成講座」
・案件獲得の直結したスキルの習得を図る「PBL 講座」「即戦 OJT 講座」

活用事例

○技術講座、資格対策講座
JAVA 等のプログラミング、データベース、プロジェクトマネジメントに関する
知識・技能の向上を図るため、座学形式にて講座を実施。
○先進的技術講座、ビジネスプロデュース力育成講座
AI、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなど先進的技術に関する知識・
技能を習得するための講座や企画・制作・運用・保守までの総合的なプロデュー
ス力を習得するための講座を実施。
○PBL 講座、即戦 OJT 講座
県外企業から案件を受注する上において必要となる知識・技能について、発注元
企業の技術者から直接技術指導を受けるための講座。
PBL 講座は沖縄に講師を招聘。即戦 OJT 講座は発注元企業に受講者を派遣する。

活用フロー

問い合わせ先

一般社団法人沖縄県情報産業協会 ODITT 事務局
〒903-0213 西原町千原 1
TEL：098-943-4643

琉球大学地域創生総合研究棟 304

FAX：098-943-4642
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N-1 知的財産総合支援事業
実施機関

一般社団法人沖縄県発明協会

実施期間

平成 31 年度～令和 3 年度

事業段階

知的財産

事業分野

健康・医療、環境・エネルギー・ものづくり、農林・水産、IT、その他

事業概要

1．目

的

特許・商標等の知的財産の活用による県内中小企業等の競争力
強化を図るために、知的財産保護支援や外国出願補助を行うほ
か、県内企業等に知財専門家等を派遣して知財教育を実施する。

2．対象者

団体、企業、個人事業主

3．支援内容

○知的財産保護支援
県内中小企業等が抱える知的財産の課題解決に導くため、支
援を希望する数団体を公募し、採択された団体に対し弁理士
などの専門家チームを継続的に派遣しコンサルティングを実
施します。
○グローバルニッチ企業知的財産取得（外国特許等出願）補助・
ハンズオン支援
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用
する中小企業を数社程度採択し、外国出願に要する経費の一
部を補助し、当該企業の海外展開を支援します。
○知財人材育成支援
県内企業等で知的財産の創造・活用が想定される研究職員等
に対して弁理士等の講師派遣を実施し、知的財産に対する関
心、知識を高める機会を提供します。

4．活用の
ポイント

販路開拓等のアドバイスや出願した特許のライセンス契約等に
ついて弁理士や商品開発専門家等の専門家を活用し、知的財産全
般に関する支援やアドバイスを行います。

活用事例

5．申請時期

随時

※詳細は、下記の問い合わせ先にご確認ください。

6．申請先

（一社）沖縄県発明協会

○知的財産保護支援
申請のあった団体から数団体程度を選定し、地域ブランド化（商標、地域団体
商標等の取得）やその準備段階でのＰＲ戦略、その他課題について専門家派遣を
通じて支援しています。
○グローバルニッチ企業知的財産取得補助・ハンズオン支援
申請のあった企業等から数社を選定し、外国出願にかかる経費の 2/3 を補助す
る他、海外展開に係る専門家の紹介や相談を合わせて行っています。
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○知財人材育成支援
県内高校、専門学校、大学、研究開発系企業・機関へ弁理士及び商品開発専門
家を派遣しています。学生の知財知識の向上やパテントコンテストの参加、社内
担当者が特許出願を行う際など、多様な目的で利用されています。
活用フロー

申請

問い合わせ先

審査・選定

（一社）沖縄県発明協会
TEL：098-859-2810 FAX：098-859-2811
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支援の実施

報告・とりま
とめ

（参考）沖縄型産業中核人材育成事業
実施機関

内閣府 政策統括官（沖縄政策担当）付産業振興担当参事官室

実施期間

平成 29 年度～

事業段階

人材育成

事業分野

令和２年度採択分野《観光・情報・ものづくり/製造業・バイオ・貿易・農業・エネ
ルギー・金融・小売業》

事業概要

本事業では、沖縄県経済の発展に向けて、観光業等のリーディング産業の高度化・
多様化を促進するとともに、ものづくり産業等の経済の基盤となる産業の底上げを図
るなど、沖縄の産業全体の生産性を向上させる観点から、業界団体等が主体となって
人材育成カリキュラムを開発し、県内企業の人材を対象に研修を実施します。本事業
を通じて、県内企業の人材の抜本的な能力向上及び継続的な人材育成を目指します。

活用事例

〈令和２年度採択〉
《観光》
・アドベンチャーツーリズムにおけるコーディネーター人材育成事業
【委託先】（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
・先がみえない時代を切り拓く 持続可能な観光業界のための人材育成プログラム
【委託先】（株）サン・エージェンシー
・魅力と競争力のある顧客体験を生み出す組織リーダーとしてのホテル GM 育成プロ
グラム２
【委託先】（一社）沖縄県ホテル協会
・沖縄リゾートウェディング業界における中核人材のオールランド能力強化及びカメ
ラ・美容等専門特化型人材育成事業
【委託先】（一社）沖縄リゾートウェディング協会
・宮古島型産業中核人材育成事業
【委託先】（一財）南西地域産業活性化センター
《情報》
・製造業（食品製造業）に伴走支援できるＩｏT 専門人材育成プログラム
【委託先】（NPO）ＩＴコーディネータ協会
・UX（ユーザー体験）を向上させる施策を提案可能とする人材の育成プログラム
【委託先】（一社）IIOT
・先進的沖縄 ResorTech データ分析人材育成プログラム
【委託先】（NPO）沖縄地理情報システム協議会
《ものづくり・製造業》
・沖縄染織の各産地を牽引する次世代人材育成プログラム
【委託先】ゆいまーる沖縄（株）
・離島プレミアム特産プロデューサー育成事業 2.0
【委託先】（株）たしざん

3-78

《バイオ》
・機能性食品及び化粧品等製品開発力育成プログラム
【委託先】沖縄型産業中核人材育成共同企業（代表：ﾊﾞｲｵ･ｻｲﾄ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) ）
《貿易》
・沖縄発食品輸出拡大に向けた基礎と実践人材研修事業
【委託先】（一社）沖縄県貿易協会《農業》
・生産性向上のための経営改善手法を取り入れた担い手経営体育成プログラム
【委託先】（株）マイファーム
《エネルギー》
・沖縄型 ZEB を指向する環境エネルギー建築技術者の育成プログラム
【委託先】（一社）法人 沖縄県環境科学センター
《金融》
・金融仲介機能高度化のための事業性評価人材の育成プログラム
【委託先】(株)CSD コンサルタント
《小売業》
・商店街等地域プロデューサー人材育成育成プログラム
【委託先】（株）コノ街デザイン

内閣府

委託
県内業界団体
公募

問い合わせ先

内閣府政策統括官（沖縄政策担当）付産業振興担当参事官室
〒100-8914 東京都千代田区永田町 1 丁目 6 番 1 号
TEL：03-6257-1688
URL：https://www8.cao.go.jp/okinawa/4/chukakuzinzai/r2-koubo.html
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人材育成カリキュラムの実施

活用フロー

－禁無断転載・複製－
作

成 令和２年８月

作成者 内閣府沖縄総合事務局
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2 丁目 1 番 1 号 那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館

