平 成 ３ １年 １ 月２ ４日
～美ら島の未来を拓く～
沖 縄 総 合 事 務 局

働き方改革・生産性向上

施策説明会＆大相談会の開催

沖縄総合事務局では、中小企業・小規模事業者の「働き方改革」及び「生産性向上」
を後押しするため、県内４か所（うるま市・宮古島市・石垣市・那覇市）で「働き方
改革・生産性向上 施策説明会＆大相談会」を開催します。
施策説明会では、設備投資に活用できる補助金、税の優遇制度、各種助成金など、
国・県・支援機関が有する最新の支援メニューを紹介するとともに、大相談会では行
政・支援機関・金融機関の担当者が、申請書の作成ポイント等について個別相談に応
じます。
那覇会場においては、業務プロセス改善に詳しい三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテ
ィングの田中 壽一氏による特別セミナーも行います。
（本イベントは働き方改革・生産性向上推進運動の一環として実施）
１．＜うるま市＞
平成３１年２月６日（水）１３：３０～１７：００
いちゅい具志川じんぶん館 市民活用室・市民会議室（うるま市字川崎 468）
２．＜宮古島市＞
平成３１年２月８日（金）１３：３０～１７：００
沖縄県宮古合同庁舎 2 階 大会議室（宮古島市平良西里 1125）
３．＜石垣市＞
平成３１年２月１２日（火）１３：３０～１７：００
沖縄県八重山合同庁舎 1 階 第 1・第 2 会議室（石垣市真栄里 438-1）
４．＜那覇市＞
平成３１年２月１４日（木）１３：３０～１７：００
沖縄県立図書館 ホール・ビジネスルーム（那覇市泉崎 1-20-1）
※詳細は別紙チラシ参照
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
担当者：鶴見、宮里
TEL：098-866-1755 FAX：098-860-3710

関係者識別

働き方改革・生産性向上
施策説明会＆大相談会
設備投資に活用できる補助金や税の優遇制度、各種助成金、経営革新計画など、中小企業・小規
模事業者が「働き方改革」や「生産性向上」に取組むための最新の支援メニューをご紹介します。
また、行政・支援機関・金融機関の担当者が、申請書の作成ポイント等について個別相談に応じ
ます（１社あたり30分程度、事前にお申込み下さい）。

＜うるま市＞平成31年2月6日（水）13：30～17：00

いちゅい具志川じんぶん館 市民活用室・市民会議室（うるま市字川崎468）

＜宮古島市＞平成31年2月8日（金）13：30～17：00

沖縄県宮古合同庁舎2階 大会議室（宮古島市平良西里1125）

＜石垣市＞

平成31年2月12日（火）13：30～17：00

沖縄県八重山合同庁舎1階 第1・第2会議室（石垣市真栄里438-1）
※各会場、説明内容は同じです。
※受付は13：15から開始します。

プログラム

参加無料
先着４０名

【第１部】施策説明会
13：30～16：00（150分）
説明内容(例)：ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金、キャリアアップ助成金、
経営革新計画、専門家派遣、人材育成、組合設立、経営改善 等
【第２部】大相談会
個別相談①16：00～16：30（30分）
個別相談②16：30～17：00（30分）
※個別相談は当日のご相談もできますが、事前申込みが優先となります。
参加機関（予定）
主 催
働き方改革・生産性向上推進運動
沖縄総合事務局
沖縄県

参加申込方法
裏面申込書により、FAXでお申し込み下さい。

・沖縄総合事務局
・沖縄労働局
・沖縄県商工労働部
・沖縄振興開発金融公庫
・中小企業基盤整備機構沖縄事務所
・沖縄県産業振興公社
・沖縄県よろず支援拠点
・沖縄県中小企業団体中央会
・沖縄県中小企業再生支援協議会
・ポリテクセンター沖縄
・沖縄働き方改革推進支援センター

【お問い合わせ・お申し込み先】
詳しくはこちら→
働き方改革・生産性向上推進運動事務局
（沖縄総合事務局経済産業部中小企業課内 担当：鶴見、宮里）
FAX：098-860-3710
TEL：098-866-1755

働き方改革・生産性向上

施策説明会＆大相談会

参加申込書

申込み先：働き方改革・生産性向上推進運動事務局（沖縄総合事務局中小企業課内)
ＦＡＸ：０９８－８６０－３７１０
１．参加方法に✔して下さい。
□第１部（施策説明会）のみ参加
□第２部（大相談会）のみ参加
□第１部・第２部 両方参加
２．第２部（大相談会）へ参加の方
は相談内容□に✔して下さい。
・複数相談可能です
・相談時間は原則３０分以内です
・お申し込み状況によっては全てのご相談に対応
できない場合がございます

企業
（機関）

名称：
住所：
部署：

参加者

役職：
氏名：
Email:

連絡先

TEL:
FAX:

参加会場

□うるま市

□宮古島市 □石垣市

※記入いただいた個人情報は本相談会運営のみに使用します。

【働き方改革編】

□
□
□
□
□
□

労働関係助成金に関すること

沖縄労働局

「無期転換ルール」と「有期特別措置法」

沖縄労働局

働き方・休み方改善コンサルタントの派遣

沖縄労働局

労働環境の改善に関すること（ワークライフバランス推進事業等）

沖縄県商工労働部

事業所内保育施設の整備等（沖縄ひとり親雇用等促進貸付制度）

沖縄振興開発金融公庫

人手不足に関すること

沖縄県よろず支援拠点

□

契約社員・派遣社員の待遇を改善したい

非正規雇用労働者待遇改善支援センター沖縄
（沖縄県社会保険労務士会（2/16名護会場のみ）

□
□
【生産性向上編】

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

設備投資補助金（ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業）

沖縄総合事務局経済産業部

設備投資に係る税の優遇措置（経営力向上計画）

沖縄総合事務局経済産業部

設備投資に係る税の優遇措置（沖縄特区税制）

沖縄県産業振興公社

新企業育成貸付（新事業活動促進資金）等

沖縄振興開発金融公庫

企業活力強化貸付（ＩＴ活用促進資金）・沖縄離島振興貸付（収益性向上）等

沖縄振興開発金融公庫

ＩＴ導入による生産性向上（サービス等生産性向上IT導入支援事業）

沖縄総合事務局経済産業部、よろず支援拠点

業務プロセスを改善したい（専門家派遣）

中小機構沖縄事務所、沖縄県産業振興公社

経営革新に取り組みたい

沖縄県産業振興公社

生産性向上のための社員訓練を実施したい

ポリテクセンター沖縄（2/16名護会場、2/19宮古会場のみ）

沖縄県融資制度（雇用創出促進資金、小規模事業者対策資金等）

沖縄県商工労働部

経営改善・資金繰りに関すること、経営改善計画作りに関すること

沖縄県中小企業再生支援協議会

地域資源・農商工連携・新連携

中小基機構沖縄事務所

組合の設立に関すること（中小企業等協同組合制度）

沖縄県中小企業団体中央会

商品開発・販路拡大等各種補助金支援制度の案内

沖縄県産業振興公社

※上記の相談項目につきましては、変更することがございます。あらかじめご了承下さい。
（上記の他、具体的に相談したいことがあればご記入下さい）

1

関係者識別

働き方改革・生産性向上
施策説明会＆大相談会（那覇会場）
中小企業・小規模事業者の「働き方改革」「生産性向上」を後押しするため、業務プロセス改
善に詳しい三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの田中 壽一氏による特別セミナーと、設備投
資に活用できる補助金、税の優遇制度、各種助成金などの最新の支援メニューをご紹介します。
また、行政・支援機関・金融機関の担当者が、申請書の作成ポイント等について個別相談に応
じます（１社あたり30分程度、事前にお申込み下さい）。

日時および会場
参加無料

平成31年2月14日（木）
先着100名
13：30～17：00（受付 13：00～）
沖縄県立図書館 ホール・ビジネスルーム（那覇市泉崎1-20-1）
プログラム

【第１部】特別セミナー「生産性向上に向けた人材マネジメント手法とは」(仮題)
時間 13：30～14：30（60分）
講師 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
チーフコンサルタント 田中 壽一 氏

【第２部】施策説明会＆大相談会
＜生産性向上編＞
施策説明会
14：30～15：40
個別相談会① 15：50～16：20
個別相談会② 16：30～17：00

説明内容(例)：ものづくり補助金、IT補助金、
専門家派遣、経営改善計画 等

＜働き方改革編＞
個別相談会① 14：30～15：00
個別相談会② 15：10～15：40
施策説明会
15：50～17：00
説明内容(例)：キャリアアップ助成金、

人材育成、専門家派遣 等

３F「ホール」にて特別セミナーと施策説明会を行い、４F「ビジネスルーム」にて個別相談会を行います。

主 催

参加機関（予定）

・沖縄総合事務局
・沖縄労働局
・沖縄県商工労働部
・沖縄振興開発金融公庫
・中小企業基盤整備機構沖縄事務所
・沖縄県産業振興公社 ・沖縄県よろず支援拠点
・沖縄県中小企業団体中央会
参加申込方法
・沖縄県中小企業再生支援協議会
裏面申込書により、FAXでお申し込み下さい。 ・ポリテクセンター沖縄
・沖縄働き方改革推進支援センター

働き方改革・生産性向上推進運動
沖縄総合事務局
沖縄県

【お問い合わせ・お申し込み先】
詳しくはこちら→
働き方改革・生産性向上推進運動事務局
（沖縄総合事務局経済産業部中小企業課内 担当：鶴見、宮里）
FAX：098-860-3710
TEL：098-866-1755
0

働き方改革・生産性向上

施策説明会＆大相談会（那覇会場）参加申込書

申込み先：働き方改革・生産性向上推進運動事務局（沖縄総合事務局中小企業課内)
ＦＡＸ：０９８－８６０－３７１０
１．参加方法に✔して下さい。
□第１部・第２部 両方参加
□第２部の【大相談会】のみ参加

企業
（機関）

部署：
参加者

２．第２部の【大相談会】へ参加の
方は相談内容□に✔して下さい。
・複数相談可能です
・相談時間は原則３０分以内です
・お申し込み状況によっては全てのご相談に対応
できない場合がございます

名称：
住所：
役職：
氏名：
Email:

連絡先

TEL:
FAX:

※記入いただいた個人情報は本相談会運営のみに使用します。
【働き方改革編】

□
□
□
□
□
□

労働関係助成金に関すること

沖縄労働局

「無期転換ルール」と「有期特別措置法」

沖縄労働局

働き方・休み方改善コンサルタントの派遣

沖縄労働局

労働環境の改善に関すること（ワークライフバランス推進事業等）

沖縄県商工労働部

事業所内保育施設の整備等（沖縄ひとり親雇用等促進貸付制度）

沖縄振興開発金融公庫

人手不足に関すること

沖縄県よろず支援拠点

□

契約社員・派遣社員の待遇を改善したい

非正規雇用労働者待遇改善支援センター沖縄
（沖縄県社会保険労務士会（2/16名護会場のみ）

□
□
【生産性向上編】

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

設備投資補助金（ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業）

沖縄総合事務局経済産業部

設備投資に係る税の優遇措置（経営力向上計画）

沖縄総合事務局経済産業部

設備投資に係る税の優遇措置（沖縄特区税制）

沖縄県産業振興公社

新企業育成貸付（新事業活動促進資金）等

沖縄振興開発金融公庫

企業活力強化貸付（ＩＴ活用促進資金）・沖縄離島振興貸付（収益性向上）等

沖縄振興開発金融公庫

ＩＴ導入による生産性向上（サービス等生産性向上IT導入支援事業）

沖縄総合事務局経済産業部、よろず支援拠点

業務プロセスを改善したい（専門家派遣）

中小機構沖縄事務所、沖縄県産業振興公社

経営革新に取り組みたい

沖縄県産業振興公社

生産性向上のための社員訓練を実施したい

ポリテクセンター沖縄（2/16名護会場、2/19宮古会場のみ）

沖縄県融資制度（雇用創出促進資金、小規模事業者対策資金等）

沖縄県商工労働部

地域資源・農商工連携・新連携

中小基機構沖縄事務所

組合の設立に関すること（中小企業等協同組合制度）

沖縄県中小企業団体中央会

商品開発・販路拡大等各種補助金支援制度の案内

沖縄県産業振興公社

経営改善・資金繰りに関すること、経営改善計画作りに関すること

沖縄県中小企業再生支援協議会

経営者保証や廃業等経営に関すること

沖縄県中小企業再生支援協議会

※上記の相談項目につきましては、変更することがございます。あらかじめご了承下さい。
（上記の他、具体的に相談したいことがあればご記入下さい）

1

