
新型コロナ対策相談窓口事業

沖
縄
県

専門相談員の配置
・中小企業診断士等による支援
※オンライン対応及び感染症対策の整った相談窓口設置

①国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
・事前確認及び申請手に係る円滑化サポート・支援機関との連携
②国の「中小企業等事業再構築促進事業等の補助金」
・県内事業者による活用促進・支援機関との連携

連
携

委
託

沖縄県産業振興公社
認定経営革新等支援機関

（①②の事業確認機関として県内の先導的・
中核的な役割・機能を担う）

【沖縄県プラットフォーム】
各商工会、各商工会議所、沖縄IT
イノベーション戦略センター、
沖縄観光に代表される24機関の
プラットフォーム事務局

【中小企業・小規模事業者等の支援
に係る業務提携の締結 H29～】

沖縄振興開発金融公庫
琉球銀行、沖縄海邦銀行
沖縄銀行、コザ信用金庫

支援前の各支援機関への橋渡し 支援後の金融機関への橋渡し

①事業確認と申請手続きの円滑化

②県内企業の事業再構築をサポート

中核的支援機関としての役割・機能を活かす

国

情
報
共
有

申請・給付

相談助言
確認業務
活用促進
申請支援

①確認業務※
②案件の発掘

県内企業の事業継続・回復

「①緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事前確認及び申請手続きに係る事務処理の円滑化サポートや、
「②中小企業等事業再構築促進事業等の補助金」の県内事業者への活用促進による事業再構築のサポートなど、
県内企業へのきめ細やかな相談支援業務を実施し、国の給付金及び補助金を受けることでウィズ・コロナの状況
下における県内企業の事業継続・回復めざす。

①確認業務の連携・情報共有
②案件の紹介

強
み

中小企業
（申請企業）

商工会・商工会議所
中小企業診断士協会、
税理士会等事業確認機関
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事業期間
(R3.3～R4.3)

事業内容

新型コロナ対策相談窓口事業 スケジュール

県内企業の事業継続・回復

影響分析 経営計画 回復期出口戦略
（実施）

R3.3 R3.4 R4.3R3.5月末

事業成果

ロードマップ 事業継続回復

②再構築促進事業等の補助金
・申請手続きに係る各種支援
・各支援機関との連携/情報共有 等

①一時支援金（R3.3～5）
・申請手続きに係る各種支援
・各支援機関との連携/情報共有 等
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国の一時支援金申請から給付までのフロー

予約

事前確認通知
(番号)の発行

給付通知
同報

一
時
支
援
金
事
務
局

登
録
確
認
機
関

申
請
者

＜確認内容＞
A. 事業を実施している
B. 給付対象等を正しく
理解しているか 等

【GビズID不要】

⑥振込

⑦受領

確認

⑤審査

④書類準備申請

③事前確認
(TV会議/対面/電話等)

②予約受付

①書類準備予約

アカウント発行

アカウン
ト申請・
登録

アカウン
ト申請・
登録

①制度周知・広報
②確認機関の案内
③ｺｰﾙｾﾝﾀｰの案内
等

①制度周知
②確認機関の発掘
③確認機関内の
情報共有

④案件の紹介・
発掘依頼

⑤通知発行状況
の集計 等

県／委託者
(側面支援)

①情報収集 等

国

登録支援機関

申請者

県の相談・サポート体制について （一時支援金）
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②確認
A. 事業を実施している
B. 給付対象等を正しく
理解しているか 等

国 県（委託者）

登録確認機関

(3/15時点：
334機関)

一時支援金
事務局（審査）

申請者
（事業者）

①確認申請

申請サポート
センター

（那覇市とまりん内）

登録

③申請

①経済団体・組合等を
通じた制度周知・広報

②潜在的受給者の
掘り起こし 等

情報提供
/支援

発掘/
連携

審査／事前審査

コールセンター

申請サポート
(相談)

支援
機関

情報共有

県の相談・サポート体制について （一時支援金）

①確認機関の発掘
②確認機関内の情報共有
③案件の紹介・潜在的
受給者の発掘依頼

④通知発行状況の集計
（国から公表がない場合）

登録確認機関へ

申請者へ
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②計画作成支援
※事業実施のフォ
ローアップ 等

国
県

（委託者）

認定経営革新
等支援機関
(商工会、税理士

等）事務局（審査）

申請者
（事業者）

申請サポート
センター？

③申請
①経済団体・組合等を
通じた制度周知・広報

②補助金申請者の
掘り起こし

③支援機関の案内 等

発掘/
支援

連携/
情報共有

審査

コールセンター

申請サポート

①支援機関との連携
②支援機関への情報提供
及び共有

③案件の紹介・補助金
申請者の発掘依頼

④申請状況の集計
（国から公表がない場
合）

支援機関へ

申請者へ

県の相談・サポート体制について （再構築補助金） ※予定

「GビズID」
ヘルプデスク

④実績報告
⑤年次報告

支援
機関

①事業計画の
作成・相談
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登録確認機関一覧（令和３年３月15日時点＝３３４機関）

№ 確認事業者の種別 法人・支店名 市区町村

1 商工会 伊江村商工会 伊江村
2 商工会 石垣市商工会 石垣市
3 商工会 竹富町商工会 石垣市
4 商工会 伊是名村商工会 伊是名村
5 商工会 糸満市商工会 糸満市
6 商工会 伊平屋村商工会 伊平屋村
7 商工会 うるま市商工会 うるま市
8 商工会 うるま市商工会石川支所 うるま市
9 商工会 大宜味村商工会 大宜味村
10 商工会 恩納村商工会 恩納村
11 商工会 嘉手納町商工会 嘉手納町
12 商工会 北中城村商工会 北中城村
13 商工会 宜野座村商工会 宜野座村
14 商工会 金武町商工会 金武町
15 商工会 国頭村商工会 国頭村
16 商工会 久米島商工会 久米島町
17 商工会 座間味村商工会 座間味村
18 商工会 北谷町商工会 北谷町
19 商工会 渡嘉敷村商工会 渡嘉敷村
20 商工会 豊見城市商工会 豊見城市
21 商工会 中城村商工会 中城村
22 商工会 今帰仁村商工会 今帰仁村
23 商工会 名護市商工会 名護市
24 商工会 南城市商工会 南城市
25 商工会 西原町商工会 西原町
26 商工会 東村商工会 東村
27 商工会 南大東村商工会 南大東村
28 商工会 宮古島市伊良部商工会 宮古島市
29 商工会 本部町商工会 本部町
30 商工会 沖縄県商工会連合会　本部町商工会 本部町
31 商工会 八重瀬町商工会 八重瀬町
32 商工会 与那国町商工会 与那国町
33 商工会 与那原町商工会 与那原町
34 商工会 読谷村商工会 読谷村
35 商工会議所 宮古島商工会議所 宮古島市
36 税理士 前原博一税理士事務所 石垣市
37 税理士 鈴木和子税理士事務所 那覇市

38 中小企業診断協会 一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会 那覇市

39 公認会計士 前野啓史公認会計士事務所 那覇市
40 商工会 宜野湾市商工会 宜野湾市
41 商工会 南風原町商工会 南風原町
42 商工会議所 浦添商工会議所 浦添市
43 商工会議所 沖縄商工会議所 沖縄市
44 商工会議所 那覇商工会議所 那覇市
45 漁業協同組合連合会 伊江漁業協同組合 伊江村
46 漁業協同組合連合会 八重山漁業協同組合 石垣市
47 漁業協同組合連合会 伊是名漁業協同組合 伊是名村
48 漁業協同組合連合会 糸満漁業協同組合 糸満市

登録確認機関一覧（令和３年３月15日時点＝３３４機関）

№ 確認事業者の種別 法人・支店名 市区町村

49 漁業協同組合連合会 伊平屋村漁業協同組合 伊平屋村
50 漁業協同組合連合会 浦添宜野湾漁業協同組合 浦添市
51 漁業協同組合連合会 石川漁業協同組合 うるま市
52 漁業協同組合連合会 勝連漁業協同組合 うるま市
53 漁業協同組合連合会 与那城町漁業協同組合 うるま市
54 漁業協同組合連合会 南原漁業協同組合 うるま市
55 漁業協同組合連合会 沖縄市漁業協同組合 沖縄市
56 漁業協同組合連合会 恩納村漁業協同組合 恩納村
57 漁業協同組合連合会 宜野座村漁業協同組合 宜野座村
58 漁業協同組合連合会 金武漁業協同組合 金武町
59 漁業協同組合連合会 国頭漁業協同組合 国頭村
60 漁業協同組合連合会 久米島漁業協同組合 久米島町
61 漁業協同組合連合会 座間味村漁業協同組合 座間味村
62 漁業協同組合連合会 北谷町漁業協同組合 北谷町
63 漁業協同組合連合会 渡嘉敷漁業協同組合 渡嘉敷村
64 漁業協同組合連合会 渡名喜村漁業協同組合 渡名喜村
65 漁業協同組合連合会 今帰仁漁業協同組合 今帰仁村
66 漁業協同組合連合会 羽地漁業協同組合 名護市
67 漁業協同組合連合会 名護漁業協同組合 名護市
68 漁業協同組合連合会 沖縄県漁業協同組合連合会 那覇市
69 漁業協同組合連合会 那覇地区漁業協同組合 那覇市
70 漁業協同組合連合会 那覇市沿岸漁業協同組合 那覇市
71 漁業協同組合連合会 沖縄県近海鮪漁業協同組合 那覇市
72 漁業協同組合連合会 沖縄県車海老漁業協同組合 那覇市
73 漁業協同組合連合会 佐敷中城漁業協同組合 南城市
74 漁業協同組合連合会 知念漁業協同組合 南城市
75 漁業協同組合連合会 宮古島漁業協同組合 宮古島市
76 漁業協同組合連合会 池間漁業協同組合 宮古島市
77 漁業協同組合連合会 伊良部漁業協同組合 宮古島市
78 漁業協同組合連合会 本部漁業協同組合 本部町
79 漁業協同組合連合会 港川漁業協同組合 八重瀬町
80 漁業協同組合連合会 与那国町漁業協同組合 与那国町
81 漁業協同組合連合会 与那原・西原町漁業協同組合 与那原町
82 漁業協同組合連合会 読谷村漁業協同組合 読谷村
83都道府県中小企業団体中央会沖縄県中小企業団体中央会 那覇市
84 金融機関 琉球銀行八重山支店 石垣市
85 金融機関 沖縄銀行　八重山支店 石垣市
86 金融機関 沖縄銀行　石垣出張所 石垣市
87 金融機関 沖縄海邦銀行八重山支店 石垣市
88 金融機関 琉球銀行糸満支店 糸満市
89 金融機関 琉球銀行西崎支店 糸満市
90 金融機関 沖縄銀行　糸満支店 糸満市
91 金融機関 沖縄銀行　西崎支店 糸満市
92 金融機関 沖縄海邦銀行糸満支店 糸満市
93 金融機関 沖縄海邦銀行西崎支店 糸満市
94 金融機関 コザ信用金庫伊祖支店 浦添市
95 金融機関 コザ信用金庫浦添支店 浦添市
96 金融機関 琉球銀行浦添支店 浦添市
97 金融機関 琉球銀行城間支店 浦添市
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登録確認機関一覧（令和３年３月15日時点＝３３４機関）

№ 確認事業者の種別 法人・支店名 市区町村

98 金融機関 琉球銀行牧港支店 浦添市
99 金融機関 琉球銀行内間支店 浦添市
100 金融機関 琉球銀行安波茶支店 浦添市
101 金融機関 沖縄銀行　牧港支店 浦添市
102 金融機関 沖縄銀行　大平支店 浦添市
103 金融機関 沖縄銀行　内間支店 浦添市
104 金融機関 沖縄銀行　城間支店 浦添市
105 金融機関 沖縄銀行　経塚支店 浦添市
106 金融機関 沖縄銀行　商業団地支店 浦添市
107 金融機関 沖縄海邦銀行勢理客支店 浦添市
108 金融機関 沖縄海邦銀行内間支店 浦添市
109 金融機関 沖縄海邦銀行港川支店 浦添市
110 金融機関 沖縄海邦銀行浦添支店 浦添市
111 金融機関 沖縄海邦銀行てだこ支店 浦添市
112 金融機関 コザ信用金庫具志川支店 うるま市
113 金融機関 琉球銀行石川支店 うるま市
114 金融機関 琉球銀行具志川支店 うるま市
115 金融機関 琉球銀行屋慶名支店 うるま市
116 金融機関 琉球銀行赤道支店 うるま市
117 金融機関 沖縄銀行　赤道支店 うるま市
118 金融機関 沖縄銀行　安慶名支店 うるま市
119 金融機関 沖縄銀行　石川支店 うるま市
120 金融機関 沖縄銀行　与勝支店 うるま市
121 金融機関 沖縄海邦銀行赤道支店 うるま市
122 金融機関 沖縄海邦銀行安慶名支店 うるま市
123 金融機関 沖縄海邦銀行石川支店 うるま市
124 金融機関 コザ信用金庫赤道支店 沖縄市
125 金融機関 コザ信用金庫安慶田支店 沖縄市
126 金融機関 コザ信用金庫胡屋支店 沖縄市
127 金融機関 コザ信用金庫十字路支店 沖縄市
128 金融機関 コザ信用金庫高原支店 沖縄市
129 金融機関 コザ信用金庫本店営業部 沖縄市
130 金融機関 琉球銀行コザ十字路支店 沖縄市
131 金融機関 琉球銀行コザ支店 沖縄市
132 金融機関 琉球銀行諸見支店 沖縄市
133 金融機関 琉球銀行泡瀬支店 沖縄市
134 金融機関 沖縄銀行　山内支店 沖縄市
135 金融機関 沖縄銀行　コザ支店 沖縄市
136 金融機関 沖縄銀行　泡瀬支店 沖縄市
137 金融機関 沖縄銀行　美里支店 沖縄市
138 金融機関 沖縄海邦銀行諸見支店 沖縄市
139 金融機関 沖縄海邦銀行コザ支店 沖縄市
140 金融機関 沖縄海邦銀行十字路支店 沖縄市
141 金融機関 沖縄海邦銀行泡瀬支店 沖縄市
142 金融機関 沖縄銀行　恩納支店 恩納村
143 金融機関 コザ信用金庫嘉手納支店 嘉手納町
144 金融機関 琉球銀行嘉手納支店 嘉手納町
145 金融機関 沖縄銀行　嘉手納支店 嘉手納町
146 金融機関 沖縄海邦銀行嘉手納支店 嘉手納町

登録確認機関一覧（令和３年３月15日時点＝３３４機関）

№ 確認事業者の種別 法人・支店名 市区町村

147 金融機関 琉球銀行北中城支店 北中城村
148 金融機関 沖縄銀行　北中城支店 北中城村
149 金融機関 コザ信用金庫宜野湾支店 宜野湾市
150 金融機関 コザ信用金庫普天間支店 宜野湾市
151 金融機関 琉球銀行普天間支店 宜野湾市
152 金融機関 琉球銀行大謝名支店 宜野湾市
153 金融機関 琉球銀行宜野湾支店 宜野湾市
154 金融機関 琉球銀行真栄原支店 宜野湾市
155 金融機関 沖縄銀行　大謝名支店 宜野湾市
156 金融機関 沖縄銀行　普天間支店 宜野湾市
157 金融機関 沖縄銀行　我如古支店 宜野湾市
158 金融機関 沖縄銀行　宜野湾支店 宜野湾市
159 金融機関 沖縄海邦銀行真栄原支店 宜野湾市
160 金融機関 沖縄海邦銀行宜野湾支店 宜野湾市
161 金融機関 沖縄海邦銀行大謝名支店 宜野湾市
162 金融機関 沖縄海邦銀行普天間支店 宜野湾市
163 金融機関 琉球銀行金武支店 金武町
164 金融機関 沖縄銀行　金武支店 金武町
165 金融機関 沖縄海邦銀行国頭支店 国頭村
166 金融機関 琉球銀行久米島支店 久米島町
167 金融機関 コザ信用金庫北谷支店 北谷町
168 金融機関 コザ信用金庫桃原支店 北谷町
169 金融機関 琉球銀行北谷支店 北谷町
170 金融機関 沖縄銀行　北谷支店 北谷町
171 金融機関 沖縄海邦銀行北谷支店 北谷町
172 金融機関 琉球銀行豊見城支店 豊見城市
173 金融機関 沖縄銀行　豊見城支店 豊見城市
174 金融機関 沖縄銀行　とよみ出張所 豊見城市
175 金融機関 沖縄海邦銀行真玉橋支店 豊見城市
176 金融機関 沖縄海邦銀行豊見城支店 豊見城市
177 金融機関 沖縄銀行　なかぐすく支店 中城村
178 金融機関 琉球銀行今帰仁支店 今帰仁村
179 金融機関 コザ信用金庫名護支店 名護市
180 金融機関 琉球銀行名護支店 名護市
181 金融機関 琉球銀行大宮支店 名護市
182 金融機関 沖縄銀行　名護支店 名護市
183 金融機関 沖縄銀行　大宮支店 名護市
184 金融機関 沖縄海邦銀行名護支店 名護市
185 金融機関 沖縄海邦銀行やんばる支店 名護市
186 金融機関 コザ信用金庫安里支店 那覇市
187 金融機関 コザ信用金庫小禄支店 那覇市
188 金融機関 コザ信用金庫開南支店 那覇市
189 金融機関 コザ信用金庫那覇支店 那覇市
190 金融機関 鹿児島銀行　沖縄支店 那覇市
191 金融機関 鹿児島銀行　新都心支店 那覇市
192 金融機関 琉球銀行本店営業部 那覇市
193 金融機関 琉球銀行松尾支店 那覇市
194 金融機関 琉球銀行壺屋支店 那覇市
195 金融機関 琉球銀行与儀支店 那覇市
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196 金融機関 琉球銀行泊支店 那覇市
197 金融機関 琉球銀行若狭支店 那覇市
198 金融機関 琉球銀行小禄支店 那覇市
199 金融機関 琉球銀行大道支店 那覇市
200 金融機関 琉球銀行寄宮支店 那覇市
201 金融機関 琉球銀行首里支店 那覇市
202 金融機関 琉球銀行樋川支店 那覇市
203 金融機関 琉球銀行安謝支店 那覇市
204 金融機関 琉球銀行古波蔵支店 那覇市
205 金融機関 琉球銀行国場支店 那覇市
206 金融機関 琉球銀行石嶺支店 那覇市
207 金融機関 琉球銀行田原支店 那覇市
208 金融機関 琉球銀行那覇ポート支店 那覇市
209 金融機関 琉球銀行古島支店 那覇市
210 金融機関 琉球銀行商業団地支店 那覇市
211 金融機関 琉球銀行金城支店 那覇市
212 金融機関 琉球銀行那覇新都心支店 那覇市
213 金融機関 琉球銀行真嘉比支店 那覇市
214 金融機関 沖縄銀行　法人事業部　ビジネスローンセンター 那覇市
215 金融機関 沖縄銀行　本店営業部 那覇市
216 金融機関 沖縄銀行　高橋支店 那覇市
217 金融機関 沖縄銀行　若松支店 那覇市
218 金融機関 沖縄銀行　波之上支店 那覇市
219 金融機関 沖縄銀行　古波蔵支店 那覇市
220 金融機関 沖縄銀行　国場支店 那覇市
221 金融機関 沖縄銀行　与儀支店 那覇市
222 金融機関 沖縄銀行　二中前出張所 那覇市
223 金融機関 沖縄銀行　壺屋支店 那覇市
224 金融機関 沖縄銀行　識名支店 那覇市
225 金融機関 沖縄銀行　牧志支店 那覇市
226 金融機関 沖縄銀行　大道支店 那覇市
227 金融機関 沖縄銀行　松城支店 那覇市
228 金融機関 沖縄銀行　首里支店 那覇市
229 金融機関 沖縄銀行　崇元寺支店 那覇市
230 金融機関 沖縄銀行　曙町支店 那覇市
231 金融機関 沖縄銀行　新都心支店 那覇市
232 金融機関 沖縄銀行　小禄支店 那覇市
233 金融機関 沖縄銀行　田原支店 那覇市
234 金融機関 沖縄銀行　鳥堀支店 那覇市
235 金融機関 沖縄銀行　石嶺支店 那覇市
236 金融機関 沖縄銀行　末吉支店 那覇市
237 金融機関 沖縄海邦銀行本店営業部 那覇市
238 金融機関 沖縄海邦銀行県庁内出張所 那覇市
239 金融機関 沖縄海邦銀行松尾支店 那覇市
240 金融機関 沖縄海邦銀行壺川支店 那覇市
241 金融機関 沖縄海邦銀行泊支店 那覇市
242 金融機関 沖縄海邦銀行安謝支店 那覇市
243 金融機関 沖縄海邦銀行辻町支店 那覇市
244 金融機関 沖縄海邦銀行三原支店 那覇市

登録確認機関一覧（令和３年３月15日時点＝３３４機関）

№ 確認事業者の種別 法人・支店名 市区町村

245 金融機関 沖縄海邦銀行寄宮支店 那覇市
246 金融機関 沖縄海邦銀行首里支店 那覇市
247 金融機関 沖縄海邦銀行小禄支店 那覇市
248 金融機関 沖縄海邦銀行高良支店 那覇市
249 金融機関 沖縄海邦銀行汀良支店 那覇市
250 金融機関 沖縄海邦銀行新都心支店 那覇市
251 金融機関 沖縄海邦銀行真嘉比出張所 那覇市
252 金融機関 琉球銀行西原支店 西原町
253 金融機関 琉球銀行坂田支店 西原町
254 金融機関 沖縄銀行　西原支店 西原町
255 金融機関 沖縄銀行　坂田支店 西原町
256 金融機関 沖縄海邦銀行西原支店 西原町
257 金融機関 琉球銀行南風原支店 南風原町
258 金融機関 沖縄銀行　南風原支店 南風原町
259 金融機関 沖縄海邦銀行南風原支店 南風原町
260 金融機関 沖縄海邦銀行津嘉山支店 南風原町
261 金融機関 琉球銀行宮古支店 宮古島市
262 金融機関 沖縄銀行　宮古支店 宮古島市
263 金融機関 沖縄海邦銀行宮古支店 宮古島市
264 金融機関 琉球銀行本部支店 本部町
265 金融機関 沖縄銀行　本部支店 本部町
266 金融機関 沖縄海邦銀行もとぶ支店 本部町
267 金融機関 琉球銀行東風平支店 八重瀬町
268 金融機関 沖縄銀行　八重瀬支店 八重瀬町
269 金融機関 沖縄海邦銀行八重瀬支店 八重瀬町
270 金融機関 琉球銀行与那原支店 与那原町
271 金融機関 琉球銀行佐敷支店 与那原町
272 金融機関 沖縄銀行　与那原支店 与那原町
273 金融機関 沖縄海邦銀行与那原支店 与那原町
274 金融機関 琉球銀行読谷支店 読谷村
275 金融機関 沖縄銀行　読谷支店 読谷村
276 金融機関 沖縄海邦銀行読谷支店 読谷村
277 金融機関 沖縄海邦銀行大湾支店 読谷村
278 税理士 藤原亮税理士事務所 浦添市
279 税理士法人 税理士法人リモト 浦添市
280 税理士 冨田将孝税理士事務所 浦添市
281 税理士 砂川研税理士事務所 浦添市
282 税理士 遠山康英税理士事務所 浦添市
283 税理士 やまもと事務所 宜野湾市
284 税理士 有田貴治税理士事務所 宜野湾市
285 税理士 安里匡平税理士事務所 北谷町
286 税理士 金城達也税理士事務所 那覇市
287 税理士 宮義一税理士事務所 那覇市
288 税理士法人 税理士法人さくら 那覇市
289 税理士 比嘉孝明税理士事務所 那覇市
290 税理士 金城一也税理士事務所 那覇市
291 税理士 津嘉山朝之税理士事務所 那覇市
292 税理士 吉里尚樹税理士事務所 那覇市
293 税理士 新田恭子税理士事務所 那覇市
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294 税理士 花城清成税理士事務所 那覇市
295 税理士 岩田税理士事務所 南城市
296 税理士 諸見里利秀税理士事務所 西原町
297 税理士 下地寛税理士事務所 南風原町
298 中小企業診断士 尾関中小企業診断士事務所 那覇市
299 行政書士 石黒達也行政書士事務所 石垣市
300 行政書士 おおた行政書士事務所 石垣市
301 行政書士 Sanri行政書士事務所 糸満市
302 行政書士 アクティア行政書士事務所 浦添市
303 行政書士 玉城長英行政書士事務所 浦添市
304 行政書士 行政書士事務所LIS うるま市
305 行政書士 栗原恒雄行政書士事務所 沖縄市
306 行政書士 小林行政書士事務所 沖縄市
307 行政書士 行政書士事務所みやぎ 北中城村
308 行政書士 行政書士富田法務事務所 宜野湾市
309 行政書士 行政書士高江洲事務所 宜野湾市
310 行政書士 立花真一行政書士事務所 宜野湾市
311 行政書士 池間健光行政書士事務所 宜野湾市
312 行政書士 藤井基樹行政書士事務所 宜野湾市
313 行政書士 うりずん行政書士事務所 豊見城市
314 行政書士 行政書士金城均事務所 豊見城市
315 行政書士 玉城判行政書士事務所 豊見城市
316 行政書士 松川行政書士事務所 豊見城市
317 行政書士 石垣裕子行政書士事務所 那覇市
318 行政書士法人 行政書士法人ウィアライズ本店 那覇市
319 行政書士 行政書士恵コーポレーション 那覇市
320 行政書士 グリーンオフィス行政書士事務所 那覇市
321 行政書士 平良みゆき行政書士事務所 那覇市
322 行政書士 長虹行政書士事務所 那覇市
323 行政書士 長山行政書士事務所 那覇市
324 行政書士 仲村渠弘芳行政書士事務所 那覇市
325 行政書士 はいびす行政書士事務所 那覇市
326 行政書士 ゆっこさん行政書士事務所 那覇市
327 行政書士 吉里尚樹行政書士事務所 那覇市
328 行政書士 行政書士ジャジー総合法務事務所 那覇市
329 行政書士 行政書士ヒューマンサポートオフィス 那覇市
330 行政書士 行政書士事務所ちむくくる 那覇市
331 行政書士 米嵩慎也行政書士事務所 那覇市
332 行政書士 うえはらめぐみ行政書士事務所 本部町
333 行政書士 行政書士西森大祐事務所 読谷村
334 行政書士 松田行政書士事務所 読谷村
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