
経営発達支援計画の概要 

実施者名 うるま市商工会 （法人番号 6360005002280） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目 標 

（１）小規模事業者への「伴走型」の支援体制を構築し、小規模事業者

の事業の持続的発展を推進する。 

（２）地域の課題を踏まえ、行政をはじめ市内関連団体、金融機関、専

門家と連携を強化し、小規模事業者（個々）の活性化と地域全体

（商店街・通り会等）の活性化にもつながる支援を行いながら、

地域全体を底上げする上で、意欲があり可能性のある小規模事業

者の活動及び支援事業を徹底的に支援する。 

（３）経営指導員の責務は、重要であることから沖縄県商工会連合会は

じめ関係機関と連携した OJT、OFF-JT を実施するとともに研修会

やセミナーへの積極的な参加・派遣を実施する。 

事業内容 

【個社支援】 

（１）コンサルの手法技術を取り入れた小規模事業者の経営分析し、業

況、売上額、資金繰りなど直面している経営上の問題点と課題の

抽出 

（２）地域別、業種別、テーマ別調査の情報の収集、整理、蓄積 
（３）小規模事業者の安定した基盤づくり（正しい決算の見方や事業所

の体質強化） 

（５）小規模事業者自ら事業計画を策定し、経営力の向上を図れるよう

事業計画策定支援、創業支援の申請、経営革新計画の認定申請、

小規模事業持続化補助金の事業計画策定後の確実な実施支援 

（６）小規模事業者の新商品開発や販売する商品、提供する役務に合っ

た需要動向に関する調査結果を整理・分析 

（７）広報宣伝力の弱い小規模事業者の開発した新商品等の販拡支援 

【地域支援】 

（１）創業支援事業の実施 

（２）若手経営者の経営塾の開催 

【支援力向上のための取り組み】 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換 

２．経営指導員の資質向上 OJT（職場内研修）、OFF-JT（職場外研修） 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みづくり 

連絡先 

うるま市商工会 
〒904-2312 
  沖縄県うるま市勝連平安名 2884番地 1 
    TEL 098-978-3168 
    FAX 098-978-3940 
    E-Meil info@uruma-shoko.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

Ⅰ．事業実施地域の概況 

【地域全体の概略】 

うるま市は、沖縄本島中部の東海岸に位置し、県都那覇市から約 25 ㎞の距離にあり、

金武湾と中城湾に面しており、総面積は 86.08 ㎢と広大で、東南部に広がる勝連半島

の北方海上および東方海上には、有人・無人の 8 つの島々があり、美しい風景と豊か

な自然環境に恵まれている。 

平成 17 年 4 月に 4 市町村が合併し、昨年で合併 10 周年を迎えた。うるま市の人口

は約 12 万人と県内 3番目となり、人口比率では、少子高齢化が進んでいる。産業別就

労割合は第 1産業が 5.6%、第 2次産業が 23.2％、第 3次産業が 71.2%と圧倒的に多く、

内訳としてはサービス業が 48.1％と最も多く、次いで卸売業・小売業が 30.8％となっ

ており、都市型の産業構造の特徴がある。又、ここ近年商業大型店舗の進出に伴い、

周辺市町村からの購買人口が H19 年度より 20,040 人（H22 年度）と大幅に増加し、吸

引力指数も 1.90％から 2.04％と増加するなど県内でトップクラスである。さらに、東

海岸地域を加工交易産業の拠点とし、インキュベート施設を置くなど各産業の振興・

活性化も図っている。 

観光においては、世界遺産である「勝連城跡」に年間約 12 万人、5つの島を結ぶ海

中道路にある『海の駅あやはし館』には約 19 万人、主要ホテル等の宿泊数は約 18 万

人とその他全島闘牛大会などの多くのイベントに約 114 万人の観光客が訪れていま

す。リピート率が 41％と高い数字が示しているとおり再来を希望する人が 95%にも達

しており、豊富な資源に恵まれています。しかしながら、本市としての観光戦略や PR、

名産品や特産品の開発・地域経済振興が、まだまだ未熟な状況である。 
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【人口構造】 

  国勢調査による本誌の人口推移は、平成 7 年から平成 12 年にかけては 4,764 人の

増、平成 12 年から平成 17 年にかけては 3,543 人の増、平成 17 年から平成 22 年にか

けては 3,444 人の増と平成 17 年からは増加幅はやや小さくなってきている。 

  人口の構成をみると、年少人口比率は徐々に減少してきている一方、老年人口比率

（平成 22 年 17.5％）は増加傾向にあり、全国平均（平成 22 年 23.9％）との比較で

はかなり低く、沖縄県平均（平成 22 年 17.2％）との比較では僅かに高くなっている。

  また、年少人口比率の減少と老年人口比率の増加が影響して、生産年齢人口は、増

加しているものの、その比率は徐々に減少してきている。 

  世帯数についても増加はしているものの、一世帯あたり人数は減少し、核家族化、

単独世帯の増加など世帯の多様化が進行している。 

 

【人口・世帯数の推移】 

 

【産業構造】 

平成 22 年国勢調査によると、うるま市の産業別就業人口は、第一次産業が 2,429

人（5.6％）、第二次産業が 10,072 人（23.2％）、第三次産業が 30,846 人（71.2％）と

なっている。平成 2 年国勢調査からの推移をみると、第一次産業の減少が目立ち、第

二次産業は微減、第三次産業は増加傾向にある。 
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【商工業者数の推移】 

 平成 19 年 平成 20 年 平成 25 年 

①商工業者数 ４，６５８ ４，４６１ ４，２１２

②小規模事業者数 ４，４０１ ３，７３６ ３，４７３

  ※商工会実態調査より（平成１９年に合併） 

【うるま市総合計画（後期基本計画）の概要】 

   

うるま市は、平成 19 年度から平成 23 年度のうるま市総合計画（前期基本計画）を

終了するとともに達成状況調査を行い、課題を抽出した上で、平成 24 年度から平成

28 年度までの５ヵ年間を見据えた「うるま市総合計画（後期基本計画）」を策定して

いる。 

  このうるま市総合計画は、分野別計画で構成されており、小規模事業者と関わりの

深い産業分野では、「うるま市の魅力ある産業を育てます」を大きなテーマに施策分

野別に「賑わいと活力ある商工業の振興」として商業・サービス業、工業、「歴史と

自然を生かした『見る』『触れる』『感じる』観光の振興」として観光、「戦略的な新

産業の創出と就業支援の推進」として起業・就業支援と戦略的な産業振興のそれぞれ

の施策を体系化している。 

  施策の推進では、商工会等と連携し企業誘致に向けた情報発信・収集の推進や商工

会等と連携した商業者支援体制の充実（融資制度の活用促進、各種相談や経営診断、

経営セミナーの開催等）、商工会と連携のもと、商店個々の経営の近代化、サービス

の向上等が記されている。 

 

【課題の整理】 

 （１）県内一位の失業率の改善と市民所得の向上 

 （２）うるま市の地域特性と多彩で魅力ある地域資源を生かした産業および観光振興

 （３）うるま市の地域特性を生かした企業誘致・立地と雇用機会の創出 

 （４）広域連携による産業および観光施策の推進と地域振興 

 （５）地域内産業連携と地域経済環境の形成推進 

 

【うるま市中小企業振興基本条例】 

  うるま市では、市内事業所の大多数を占める中小企業を取り巻く経済的、社会的変

化等を踏まえ、うるま市中小企業振興基本条例が平成 25 年 7 月 3 日に公布・施行さ

れた。本条例により、中小企業者等をはじめ、市、大企業者、市民のそれぞれが連携・

協働し、中小企業の振興を図ることによって、うるま市をより豊かで住み続けたくな

るまちにすることを目指すことを目的に制定された。 

【条例の特色】 

 （１）中小企業振興の目的や基本方針を定め、基本的施策を明確にすることで、中小

企業者等に対してこれまで以上に効果的な支援や事業の展開 

 （２）「市の責務」に中小企業者への受注機会の増大を明記 

 （３）市の役割を「責務」とすることにより、中小企業者等の役割の努力義務や市民

の協力よりも強く義務付け 
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 （４）「意見の反映により、継続的に中小企業者と意見交換を行い、中小企業者から

現場の声を吸い上げることで、より効果的な施策として反映 

 （５）市、中小企業等、市民の役割を明確にすることで、地域全体が一つになって中

小企業振興並びに、地域振興発展に取り組む 
                                 

 
  うるま市の事業所の大多数が中小企業であり、経済活動の全般にわたって重要な役

割を果たしているだけではなく、個人所得、雇用問題、消費活動、税収など、市民生

活全般に多大な影響を与えている。うるま市の発展に大きく関わっている中小企業の

重要性をかんがみ、明確に中小企業振興の方向性を示し、これまで以上に市全体で効

果的な中小企業振興策を実施することが強く求められていることから、本条例が制定

された。 

  しかしながら、商工会においては、平成 26 年に小規模事業者の支援に特化した「小

規模企業振興基本法」が施行されたことにより、今後はうるま市中小企業振興基本条

例の中に、小規模事業者支援に特化した内容を盛り込むか、「うるま市小規模企業振

興基本法」の制定についてうるま市への要請活動を行う。 

 

【うるま市商工会地域貢献アピールプラン】 

  商工会は、地域唯一の総合経済団体として、長年にわたり小規模事業者支援や地域

の活性化、特産品開発、各種イベントの実施及び協力等多岐にわたって事業に取り組

んできたが、商工会の果たしてきた役割が市民はじめ会員事業者等に十分に周知され

ているとは言い難く、平成 23 年に商工会地域貢献アピールプランを策定し、諸事業

に取り組んできた。 

商工会では、以下のアピールプランの項目についてこれまでの取り組み内容を検証

し、経営発達支援計画の実施計画に内容を盛り込むとともに、今年度、プランの見直

しを行う予定である。 
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【商工会のこれまでの取り組みと課題】 

（１）市内業者の育成支援（経営発達支援計画で実施する） 

講習会・講演会の開催、専門化招聘による支援を行い企業の経営向上や収益ア

ップに努め、小規模事業者の参加者も多くある程度の目的は、達成できている

が、内容が毎年同様なテーマとなっており、小規模事業者の求めているニーズ

調査が必要である。これまで、商工会として事業承継や経営革新、創業といっ

た小規模事業者にとって重要なテーマの講習会を行っておらず、特に、近年創

業の相談件数は、増加していることから市、地元金融機関と連携した事業実施

が課題である。また、集団講習会・セミナー開催後の個々の企業のフォローア

ップ（個別支援）がなされておらず、伴走型支援を行う上でも早急な対策が必

要である。 

 （２）商店街・通り会の活性化支援（経営発達支援計画で実施する） 

    現在、うるま市内に 5つの通り会があり、商工会が活動助成金等による支援を

行っているがこれまでに通り会に対する実態調査なども行っておらず、通り会

の小規模事業者に対する意見など実態が把握できていない。また、石川地区の

通り会の再建も課題である。 

 （３）農・商・工連携による商品開発・販路開拓支援（経営発達支援計画で実施する）

    これまで、うるま市の特産であるモズクやオクラを活用した商品開発に商工会

として全国展開支援事業等の実施により、話題にもなったが、継続性がなく単

発的な事業で終わっている。今後はいかに販路に乗せるかが大きな課題であ

る。販路については、県内や県外での物産展等へ市内事業者の出展について積

極的に支援を行いある程度の評価は得ることができている。しかしながら今後

は、計画性のある戦略的な販路拡大が求められるため、個々の企業支援が課題

である。 

 （４）地元購買力や強化に貢献（経営発達支援計画で実施する） 

    平成 24 年度より、行政の支援を受け、プレミアム付の地域振興券を発行し、

市内消費の需要喚起を促すとともに市民へも定着しており、うるま市の経済活

性化へ貢献している。 

    県産品奨励月間に合わせて市内で製造された商品の展示会の開催や、うるま市

産業まつりを商工会が主体となって市と連携し地産地消に積極的に取り組ん

でいる。今後は、市民はもちろんのこと市外に対してもいかに広くＰＲするか

が課題である。 

 （５）伝統文化の継承と発展に貢献 

    これまで、うるま市エイサーまつりなど地域イベントへも積極的に貢献してき

た。昨年度より、全国展開支援事業を活用し、うるま市が県下随一を誇る闘牛

文化に着目し、「沖縄県初！闘牛文化リマスタープロジェクト」として、観光

を通して地域全体の活性化を図りながら地域連携体の組織化（市、闘牛関係者、

観光関連事業者、市内関係団体、通り会、個々の飲食店等）を目指している。

 （６）若い力による未来ある街づくり（経営発達支援計画で実施する） 

    青年部による「うるま市の未来ある街づくり」について市長と語り合う懇談会

（毎年開催）をはじめ、地域ヒーローの「伝統神ウルマー」を製作し、現在で

は市内外のイベントへ出動し、うるま市の PR へ大きく貢献している。 
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    今後は、若手経営者として自らの企業の経営力の向上と企業の持続的な発展を

促すため、商工会として事業承継、経営革新などをテーマとした講習会の開催

や経営者としての資質の向上も含めた人材育成などのバックアップも重要課

題である。 

 （７）安心・安全で心豊かな街を目指した地域環境事業 

   女性部による交通お守り配布作戦による交通安全普及運動は、市民からの評価

も高い。地域環境整備を目的に「花いっぱい運動やクリーン作戦」の実施、チ

ャリティー事業では、地域人材育成のため育英会等への寄付など地域に大きく

貢献している。 

 （８）うるま市総合計画に基づく街づくり（経営発達支援計画で実施する） 

    市の総合計画に基づいた事業を商工会で、計画・実行ができているかといえば、

50％の達成割合であり、特に県内一位の失業率の改善や地域関連産業の連携に

ついては課題が残る。このような課題を解決するには、市全体で取り組まなけ

ればならず商工会が地域のコーディネーターとなって、うるま市をはじめ市内

関係団体との連携強化による産業の掘り起こしが重要である。 

 （９）広報活動の強化 

    商工会の果たしてきた役割が市民はじめ会員事業者等に十分に周知されてい

るとは言い難く、平成 23 年に商工会地域貢献アピールプランを策定し、諸事

業に取り組んできたが、まだまだ不十分であり、検証が必要である。特に、情

報発信の核である商工会のホームページは、旧態依然のデザインであり改善が

急務であると同時に他の情報発信（フェイスブック等）の導入等についても検

討が必要である。また、プレスリリースの方法や商工会の会報誌の発行も課題

である。 

 （10）東日本大震災被災地の復興支援 

    全国の商工会でも取り組んでいるが、うるま市商工会においては、盛岡市への

復興支援にも積極的に取り組んでおり、盛岡市民からも大きな評価をいただい

ている。 

 

【その他の課題】 

うるま市商工会は、平成 19 年に 2市（具志川市、石川市）2町（勝連町、与那城町）

が合併し、県内において会員数も最大の商工会であり、最も広範囲な指導地域を要す

る商工会である。合併した当初に統合した事務所は、旧具志川市地区（職員数 15 名）

に存在したが、耐震等の問題により取り壊され、平成 25 年から現在の与勝本所（旧勝

連町地区：職員数 9名）、石川支所（旧石川市地区：職員数 6名）に分割された。 

現在は、商工会が 2 箇所に存在する形となっており、諸事業や小規模事業者への支

援も分散された状況である。そのため、毎月 1 回の全体会議、毎週 1 回の経営指導員

会議を開催し職員間のコミュニケーションを図りながら事業の進捗状況や確認を行っ

てはいるが、コミュニケーション不足は否めない。そのため、事務所の統合も早急の

課題であり、今年度行政に対し、うるま市商工業等研修施設(仮称)の建設要請を行っ
た。また、小規模事業者支援の中心となる経営指導員が 5 名配置されているが、その

うち 4 名が指導員歴 3 年未満でうち 3 名がうるま市商工会が新規任務（採用）職員で

ある。小規模事業者への支援や地域の活性化を考えた場合、経営指導員の責務は、き
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わめて重要であることから沖縄県商工会連合会はじめ関係機関と連携した経営指導員

への OJT、OFF-JT などによるスキルアップが喫緊の重要課題となっている。 

 

【小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方】 

以上のような、従来商工会が取り組んできた内容を検証し、支援上の課題を踏まえ

た上で、うるま市商工会では、「うるま市総合計画（後期基本計画）」、「うるま市中小

企業振興基本条例」、さらには、「うるま市商工会地域貢献アピールプラン」との整合

性を図りながら地域振興に取組んで行く。今後は、市が基本目標と掲げている「うる

ま市の魅力を生かした産業の育成」、中でも「賑わいと活力ある商工業の振興」を最重

要施策目標としており、達成するためには支援体制の充実が事業内容に盛り込まれて

いる。特に施策の推進においては、商工会等と連携した商業者支援体制の充実や個社

の経営の近代化、サービスの向上なども明記されており、商工会としては、意欲ある

小規模事業者を抽出し、沖縄県、市の支援を得て、市内公共団体、公的支援機関、専

門家、市内金融機関（認定機関）と連携し、新たな支援プロジェクトを構築するとと

もに事業承継や経営革新、創業支援にも積極的に取り組む。併せて、小規模事業者の

活性化と地域の活力向上は表裏一体であり、引き続きこれまでの小規模事業者の個々

の企業の経営力向上はもとより、商品の販路拡大・新事業の展開や人材育成などの支

援を行いながら地域のブランド化も視野に入れた地域全体の活性化事業を展開するた

めに以下の取り組みを行う。 

また、商工会では、うるま市全体の地域活性化を目標として平成２７年度より、県

の一括交付金を活用して地域ビジネス力強化支援事業に取り組んでおり、今年度も引

き続き県の採択を受けて事業を実施する。事業の最終目標は、地域内で地域連携体（う

るまＤＭＯ）を組織し、地域内でお金が循環する仕組みづくりを構築し、自立できる

地域を確立することである。その中でも重要となるのは、やはり地域を支えている小

規模事業者であり、その個社支援こそが商工会の最も重要な責務と考えている。 

 

【本計画の目標】 

 将来は、地域全体でうるまＤＭＯを構成し、それぞれの団体が持っている強みや人

脈を発揮し、目的の明確化を図ることで地域経済活性化のスキーム構築が実現する。

地域連携体（うるまＤＭＯ）は、スキーム構築を進めるうえで重要な役割を担うこと

はもちろんのこと、構築したスキームをさらに強固にすべくうるま市全体から沖縄県

全体へと広げていくけん引役となる。ミクロモデル（うるま市での地域経済活動によ

る地域伝統文化活性化スキーム）をマクロモデル（日本全体）化することにより地方

創生の代表的なＤＭＯ成功モデルを目指す。 

 市内を石川地域、具志川地域、与勝地域、島嶼地域の４つのゾーンに分け、先ずは

昨年度より取り組んでいる石川地域の活性化を目指し、通り会（もしくは商店会等）

の復活とリンクした事業を実施しており、行政はじめ各関係団体も巻き込んで石川地

域のスモールＤＭＯを成功させ、市内全体に波及していくことを目的としている。そ

のためにも、地域小規模事業者の持続的発展が重要であるため、支援力の強化を図り

伴走型支援を推進することでうるまＤＭＯの構築につなげる。 

（１）石川地域の取組み（昨年度より～今後２、３年継続予定） 

   県内外のマスコミや旅行業者からも注目されてきた闘牛観光を核とした取組み
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を隣りの恩納村とも連携し観光客の誘致を進めており、同時進行で地域商店会

（みほそあきない組合（仮称））の結成に向けて取り組んでいる。最近では、地

域住民も参加した石川地域活性化推進連絡協議会も結成され、活気が出てきて

いる。 

   今後は、特産品開発や、新商品開発も含め小規模事業者支援に取組んで行く。

（２）具志川地域の取組み（現在進行中～今後４、５年継続予定） 

   現在、中小機構と連携して役所、商工会、５通り会で中心市街地活性化の勉強

会を毎月開催し、新しい市の中心市街地基本計画策定に向けて取り組んでおり、

計画が策定されれば、新たな街づくりの中で経営革新、創業、事業承継も含め

た小規模事業者への支援が考えられる。 

（３）与勝地域の取組み（来年度から７、８年継続予定） 

２、３年後を目途に世界遺産である勝連城跡周辺整備工事が予定されており、

それに伴う周辺通り会の結成を商工会として取り組んでいく予定である。特に

周辺には、店舗もなく今後整備開発が進むにつれ具志川地域と同じような支援

が必要となってくることから、行政とも連携を密にしながら小規模事業者支援

に当たって行く。 

 （４）島嶼地域の取組み（昨年度より今後５、６年継続予定） 

    現在、一般社団法人 うるま市観光物産協会や一般社団法人プロモーションう

るまによる芸術の島づくり事業が進んでおり、年々観光客が増加している。商

工会としても両法人と連携しながら観光土産品としての特産品開発や新商品

開発などで小規模事業者支援を強化していく。 
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【目標の達成に向けた方針】 

（１）現状把握と課題抽出 

これまで、行政も実施していない現状分析のための小規模事業者へのアンケー

ト調査を行い小規模事業者が抱えている課題を抽出し、小規模事業者のニーズ

に合ったセミナーを開催することにより、経営資源の提供を行う。セミナー開

催後は、個別相談会や講習会アンケート調査により、意欲のある事業者を抽出

する。 

 

（２）伴走型支援の構築から地域活性化を実現 

（１）により、意欲のある事業者を抽出してあとは、巡回訪問を徹底し、個社

の経営目標を実現するため、自ら事業計画を策定し、経営力の向上を図れるよ

う支援する。そのためには、ミラサポ等を活用した専門家の派遣や、他の支援

機関と連携を図りながら小規模事業者に寄り添った「伴走型」の支援体制を構

築し、小規模事業者の事業の持続的発展を支援する。 

小規模事業者の活性化と地域の活力向上は表裏一体であり、市が目指す「賑わ

いと活力ある商工業振興」を推進する中で、地域に強い店が増えればおのずと

賑わいが出て来る。徐々にその傾向が見え始めており、９月に石川地域活性化

推進連絡協議会が発足した。今後は、さらに小規模事業者（個社）の支援を徹

底し通り会（もしくは商店会等の）の結成に向けて地域全体を底上げする。 

 

（３）伴走型支援の核となる支援力の強化 

小規模事業者の活性化こそ地域創生の原点であり、その小規模事業者支援の中

心となる経営指導員の責務については、市が施策目標としている「賑わいと活

力ある商工業の振興」の中にも支援体制の充実が明記されている。支援体制の

充実については、商工会としても最重要課題としてとらえており、伴走型支援

の核となる経営指導員の育成については、沖縄県商工会連合会はじめ沖縄県や

関係機関と連携した OJT、OFF-JT を実施するとともに各種研修会やセミナーへ

の積極的な参加・派遣を実施し、人材育成の強化を図る。また、商工会独自の

情報共有について会員情報をデータベース化して、有効活用するシステムづく

りの勉強会を開催し、人事異動などがあっても対応できる仕組みづくりを行う。
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 29 年 4 月 1 日～ 平成 34 年 3 月 31 日） 

「うるま市総合計画（後期基本計画）：平成 28 年終了見直し」、「うるま市中小

企業振興基本条例：平成 28 年度より、小規模企業に特化した内容の盛り込みを

要請」、「うるま市商工会地域貢献アピールプラン：平成 28 年度見直し」に加え

経営指導員の 1 地域での平均勤務年数が 5 年となっていることから 5 ヵ年の計

画とする。 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．地域の経済動向調査に関すること 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

■現在、うるま市商工会では、うるま市総合計画において市が観光面において重要視

している「地域特性と多彩で魅力ある地域資源を生かした産業および観光振興」に

注視し、平成 26 年度より、沖縄県下随一ともいえる闘牛文化に特化したテーマで「沖

縄発！観光闘牛リマスタープロジェクト」に取り組んでいる。 

  昨年度は、うるま市の観光や闘牛について外部（市外、県外）調査を実施し、需要

動向の調査・収集・整理・分析を行った。 

    また、現在、①中心市街地活性化に関する関係者の意識醸成、②中心市街地活性化

法の把握を目的として、商工会と市が連携し、中心市街地（５通り会）の勉強会（商

工会の経営指導員、市の担当課職員、各通り会の代表者等）を毎月 1回のペースで

実施しており、その中で、将来のうるま市の街づくりについて課題の抽出を行いな

がら各通り会及び小規模事業者の支援についても検討している。 

 ■経済動向調査については、うるま市内全地域の小規模事業者を対象に実施を行うが

来年度は、支援メニューの明確化及び連続性を考慮し、昨年度に引き続きうるま市

の観光（闘牛観光）への関わりついて調査を行うため、観光・サービス業（飲食店・

宿泊業）を中心として、食料品製造業（土産品の開発）等についても調査、集計、

分析することにより小規模事業者の経営支援に取り組む。 

  また、中心市街地活性化の勉強会の中で、各通り会から要望のあった通り会の現況

調査や小規模事業者（個社）の経営実態調査を行い、調査、集計、分析することに

より各通り会の現状把握を行うとともに小規模事業者の経営支援に取り組む。 

 

  （事業内容） 

 （１）観光・サービス業（飲食店・宿泊業）の他、食料品製造業の小規模事業者を中

心にアンケート調査を実施する。また、講習会・セミナー参加者の中で経営意

欲のある小規模事業者についてもアンケート調査を実施する。特に石川地区に

ついては、現在、通り会が休眠状態となっており、意欲ある事業者の経営支援

を行いながら通り会の復活も視野に入れた説明会なども実施する。 
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 （２）アンケートの内容としては、具志川地区と石川地区を中心に実施し、個社に対

しては現在の業況、売上額、資金繰りなど直面している経営上の問題点と課題

の抽出を行う。通り会に対しては、直面している課題（高齢化、空き店舗、事

業承継等）などの抽出を行い、石川地区の小規模事業者については、今年度発

足された石川地域活性化推進協議会とも連携を図りながら通り会再生への課

題や地域全体の活性化などについても調査を実施する。 

 

 （３）２年目以降は、アンケート調査をもとに県の統計調査や沖縄県商工会連合会の

実態調査なども参考にして、うるま市（商工観光課）、市内関係団体、地元金

融機関などとの意見交換会議なども実施し、地域内の経済動向について常に注

視しながら小規模事業者のニーズに合った経営支援に活用する。 

また、これまで商工会として市内小規模事業者の経営状況に関する資料の情報

量が乏しいため、今後の経営指導員の現場力を向上させるためにも市内小規模

事業者の経営情報の収集、整理、蓄積を行い実態を把握し、改善策を引き出す

ために活用する。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①市内アンケート調査 0 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

②サンプル数 0 回 160 件 160 件 160 件 160 件 160 件

■算出根拠 

 ①毎年、講習会・セミナー等で調査（年 2回） 

 ②サンプル数 観光・サービス業の 1/10 の 160（1 回×80 の年 2回） 

  ③アンケート調査結果の発表の仕方・結果の活用の仕方 

   経営指導員の巡回時における情報提供を行い活用する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 ■現状は、平成 26 年度より小規模事業者の抱える経営課題を把握するため、経営に

特化した講習会・集団セミナーを年間平均で 6回程度開催している。参加者も平均

30 名程度の小規模事業者が参加しているが単発的なテーマであり、雇用助成金や確

定申告の相談以外は、個々の企業ごとに個別の相談は行っておらず、経営状況の把

握には至っていないのが現状である。 

 ■今後は、単発的なテーマの講習会だけではなく、年間を通した連続的なセミナーを

開催し、小規模事業者の経営状況を把握するため、セミナー開催後に経営意欲のあ

る小規模事業者を抽出する。その後、小規模事業者の最も弱点である自社の会計管

理の重要性を意識づけるため、管理会計（変動損益、変動費率、限界利益率、損益

分岐点、経営安全率）を中心にプログラムに取り入れ、その都度、個別の相談（経

営分析）を継続して行うことにより、小規模事業者の経営意識の改革と経営力の向

上に努める。 
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   また、対象事業者を中心に経営指導員が（必要に応じては記帳専任職員とペアで）

巡回指導を行い、個別相談と並行したフォローを実施する。専門的かつ早急な課

題・改善点等については、専門家（よろず支援拠点、ミラサポ、エキスパート等）

と連携して経営相談に対応する。 

 

  （事業内容） 

  （１）経営課題解決のための講習会と企業の管理会計を中心に 4回のシリーズもの

のセミナーの開催や、経営指導員による巡回訪問による経営及び金融相談等

により小規模事業者の抱える課題を整理し、明確にすることにより企業のあ

るべき方向性を再構築する。 

  （２）講習会に参加したものからアンケート調査を行い、個別相談に応じる経営意

欲のある小規模事業者を抽出する。そして、小規模事業者自ら事業計画を策

定するため、経営指導員が個社に対し計画策定に繋げるための経営分析支援

を行なう。経営指導員やスーパーバイザー対応できない専門的な相談に対し

ては、専門家の支援も仰ぎながら財務・経営力の向上を図れるよう支援する。

  （３）商工会の実施する講習会、個別相談については、専門家と連携し、コンサル

の手法技術を取り入れて小規模事業者の経営分析（手法:内部環境分析、知

的資産の棚卸し等）を行い自社の強みと弱みを見るポイントを確認する。 

  （４）専門家の選定・派遣については、沖縄県商工会連合会のエキスパートバンク

事業や沖縄県産業振興公社の専門化派遣事業、国のワンストップ総合支援事

業（よろず支援拠点・ミラサポ等）を活用する。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①講習会開催回数 6 回 9 回 9 回 9 回 9 回 9 回

②講習会参加延べ人数 120 人 180 人 180 人 180 人 180 人 180 人

③経営分析件数 20 件 25 件 30 件 30 件 35 件 35 件

 

 ■算出根拠 

  ①講習会開催件数 経営指導員 1人当たりテーマ別に 1回開催 5 人×1回＝5回 

           経営セミナー 4 回シリーズのため 計 4回 

  ②今週会参加延べ人数 1 回につき 20 人程度 

  ③経営分析    経営指導員 1 人当たり 現状 4 事業者＝20 件、29 年度 5 事業

者＝25 件、30・31 年度 6 事業者＝30

件、32・33 年度 7事業者＝35 件 

 

 

 

 

 



１３ 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

■現状は、創業支援の申請計画や経営革新計画の認定、小規模事業者持続化補助金の

申請時に事業計画の策定支援の提案を行う程度である。 

■今後は、小規模事業者が自社の経営課題を解決するため、上記２の経営分析【指針

①】、５の需要動向調査【指針③】、１の地域経済動向調査【指針③】に関する等の

結果を踏まえ、上記の専門家や関係機関、市内の金融機関（認定機関）とも連携し、

確実に実行できる事業計画の策定支援を行う。 

 

 （事業内容） 

（１）上記２の経営分析を行った小規模事業者を対象に、巡回・窓口相談を通して将

来の自社の経営目標を掲げ、目標達成に向けて取り組む経営意欲のある小規模

事業者を抽出し、小規模事業者自ら事業計画を策定し、経営力の向上を図る。

そのためには、経営指導員が小規模事業者に寄り添った伴走型支援を行いスー

パーバイザーや専門家も交えた事業計画策定支援を積極的に行う。 

（２）従来の創業支援の申請、経営革新計画の認定申請、小規模事業者持続化補助金

の申請時等に事業計画の策定支援を行う。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①事業計画策定事業者数 10 件 15 件 20 件 20 件 25 件 25 件

②経営革新認定件数 １件 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件

■算出根拠 

  ①事業計画策定事業者数 経営指導員 1人当たり 現状 2事業者＝10 件、29 年度 3

事業者＝15 件、30・31 年度 4事業者＝20 件、32・33 年

度 5事業者＝25 件 

  ②経営革新認定件数 経営指導員 1人当たり 毎年 1件を目標とする。 

                 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

■現状は、創業支援の申請計画や経営革新計画の認定、小規模事業持続化補助金の申

請時に事業計画の策定支援の提案を行う程度である。 

■今後は、小規模事業者が自社の経営課題を解決するため、上記２の経営分析【指針

①】、５の需要動向調査【指針③】、１の地域経済動向調査【指針③】に関する等の

結果を踏まえ、上記の専門家や関係機関、市内の金融機関（認定機関）とも連携し、

確実に実行できる事業計画の策定支援を行った後のフォローを積み重ねることによ

り策定後の計画実施支援を行う。 
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 （事業内容） 

（１）事業計画策定支援を受けて、計画書策定が完了した小規模事業者に対し、経営

指導員による計画実施に向けた進捗状況、修正等のフォローアップを四半期に

1回行い確実な実施に向けて積極的に支援を行う。 

（２）実施に向けて専門的な事項が生じた場合は、専門家を招聘し、経営指導員も同

行した上で確実な実施に向けて指導・助言を行う。 

（３）従来の創業支援の申請、経営革新計画の認定申請、小規模事業持続化補助金の

申請時等に事業計画の策定支援を受けた小規模事業者の確実な実施支援を行

う。 

（４）うるま市の州崎地域には、国や県の工業技術・バイオ分野・ＩＴに関する支援

機関や県内唯一の金型先進産業分野の企業が多数進出しており、小規模事業者

の商品開発等での連携やマッチングも視野に入れて取り組む。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①事業計画策定事業者数 10 件 15 件 20 件 20 件 25 件 25 件

②経営革新認定件数 1 件 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件

③フォローアップ延べ回数 40 件 60 件 80 件 80 件 100 件 100 件

■算出根拠 

  ①事業計画策定実施事業者数 経営指導員 1 人当たり 現状 2 事業者＝10 件、29

年度 3事業者＝15 件、30・31 年度 4事業者＝20 件、

32・33 年度 5事業者＝25 件 

  ②経営革新認定件数 経営指導員 1人当たり 毎年 1件を目標とする。 

  ③フォローアップ延べ回数   ①事業計画策定実施事業者に対し経営指導員 1人当

たり 4半期に 1回フォローアップを行う。 

          ※事業計画策定事業所については、フォローアップ（進捗状況の

確認、修正指導等）を徹底し、確実に実施できるものとする。

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 ■現状は、これまで需要動向調査や情報提供等は、行っていないのが現状である。 

■今後は、情報力や商品開発力が弱い小規模事業者に対し、実際に消費者が求めてい

る商品ニーズやサービスを把握するため、アンケート調査を行い的確な支援を行う。

調査内容の結果については、巡回訪問・窓口相談時に情報提供を行い、小規模事業

者に対し、消費者の視点に立った商品の情報提供や市場動向の現状などを提供する

とともに課題解決に向け講習会の開催や専門家の招聘等による支援も徹底する。 
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  （事業内容） 

現在、通り会復活へ向けて取り組んでいる石川地区を中心に市内居住者への消費

者動向調査を行い、調査結果を地域内の飲食店・サービス業、食料品製造業等の

小規模事業者（各通り会）にフィードバックをおこなう。その中から自社商品の

開発や販拡に前向きで意識の高い事業所を抽出して、個別相談会を行い小規模事

業者に寄り添った新商品開発、商品の販路拡大の支援を行う。また、年々増加し

ている観光客へ対応するため、特産品開発や土産品開発に取り組んでいる事業者

に対しても、市内観光施設に提供している商品を対象に観光客へのアンケート調

査を実施する。これらの調査結果をわかりやすく小規模事業者へ説明できるよう

整理・分析し、個社が商品開発に主体的に参画できる仕組みを作る。調査内容に

ついては以下のとおり実施する。 

 

①消費者への買い物動向調査（通り会地域） 

通り会地域（特に石川地域）における需要動向を把握するために一般世帯を対

象に消費動向調査を行い、商品コンセプトや顧客ターゲットを明確にし、消費

者が求めている商品と事業者の提供している商品の矛盾の確認を行い、小規模

事業者が十分認識したうえで、商品の品揃えや必要なサービスの提供などに向

けて講習会・個別相談会の開催や専門家派遣などの個社支援を行う。 

【調査概要】 

・調査対象：うるま市内（特に石川地域）在住の一般消費者 200 世帯 

・調査方法：郵送による調査 

・調査内容：①世帯における買い物動向・意識、②買い物の利便性、③うるま

市内（各地域内）での買い物（商品別）について、④大型商業施

設店などの利用頻度について、④通販の利用について、⑤小規模

店、通り会への要望など 

 

②個社商品に対する調査 

年々増加している観光客へ対応するため、市内の観光拠点施設であるあやは

し館やうるまーるに陳列されている商品を対象に、当該商品の評価を目的とし

た来場者アンケート調査を行う。 

アンケートは特産品や土産品の開発に向けて積極的に取り組む事業者を抽出

して実施し、調査結果についてはその小規模事業者に個々に提供し、商品等の

ブラッシュアップにつなげる。 

ブラッシュアップは、個別支援や専門家派遣等による支援を行うが、商品開

発に必要な機器で小規模事業者では、高価で準備できない機器については、市

内にある公的機関（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

究開発センター等）の積極的な活用を促しながら、個社支援を徹底する。 

また、専門家の選定・派遣については、沖縄県商工会連合会のエキスパート

バンク事業や沖縄県産業振興公社の専門化派遣事業、国のワンストップ総合支

援事業（よろず支援拠点・ミラサポ）を活用する。 
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【調査概要】 

・調査対象：うるま市内の観光拠点（あやはし館、うるまーる）に陳列されて

いる商品を納品している事業者の商品 

・調査方法：商品購入者から直接聞き取り記入 50 人 

・調査内容：①パッケージデザイン、②大きさ、③容量、③価格、④味、④ネ

ーミング、⑤素材、⑥特産品・土産品に対する要望など 

 

 （目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①消費者アンケート件数 0 件 200 件 200 件 200 件 200 件 200 件

②商品アンケート 

調査対象事業者数 
0 件 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社

③商品アンケート 

 サンプル数 

 （１社あたり） 

0 件 50 件 50 件 50 件 50 件 50 件

■算出根拠 

①消費者アンケート件数 通り会が 5 地域（石川地域除く）にあり、毎年度各地域

で 200 世帯を対象に調査する。 

②商品アンケート件数  あやはし館、うるまーるへの来場者に対し、隔年で実施

する。 

 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 ■現状は、沖縄県商工会連合会の開催する「ありんくりん市」、全国商工会連合会の

開催する「ニッポン全国物産展」、うるま市の開催する「うるま市産業まつり」等

へ出展企業の募集を行っているのみである。 

 ■今後は、当該小規模事業者の需要開拓を支援するため、展示会、商談会を開催（ま

たは、関連機関主催のもに参加）し、小規模事業者の開発した新商品の出展支援を

行い販路開拓支援と開発した商品の認知度の向上を図る。 

 

  （事業内容） 

  （１）物産展におけるバイヤーへの対応（BtoB） 

     現在、主に沖縄県商工会連合会の開催する「ありんくりん市」（那覇市）や

全国商工会連合会の開催する「ニッポン全国物産展」（東京都）などへの出

展について情報提供を行っている。両物産展では、多くのバイヤーに呼びか

けも行なっている事から成約に不可欠なバイヤーへの対応の仕方、自社商品

の企画書・商品ＰＲパンフレットの作成について専門家も招聘して支援を行

い、市外、県外（首都圏）への販路開拓を積極的に支援する。 
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（２）展示会・即売会への対応（BtoC） 

   （１）の両物産展の他、うるま市の主催する「うるま市産業まつり」や市産

品奨励展示会において、「うるま市の新商品コーナー」などを設置して出展支

援を行い市民及び近隣市町村の住民に対し、小規模事業者の商品の販路開拓

と商品の認知度の向上を図る。また、出展事業所には売り上げ目標を設定さ

せ、目標を達成する為の計画を作成させる。その中で、売り上げ増に繋げる

ための専門家を招聘し、接客マナーやポップ作成、商品陳列についての個社

支援も行う。 

    

（３）情報発信による支援 

最近では、消費者は、自宅でパソコンを利用したネット通販が普通である。商

工会では、小規模事業者が発信したい自社商品の情報をうるま市商工会のホー

ムページに掲載するほか、市や観光物産協会とも連携し、それぞれのホームペ

ージへの掲載についても依頼する。特に「100 万会員ネットワークＳＨＩＦＴ」

を推奨し、広報宣伝力の弱い小規模事業者が自ら開発した新商品の通販支援を

行う。 

また、大手ネット通販会社の情報を提供し、契約方法などについても講習会な

どを開催し支援を行う。また、小規模事業者の開発した新商品については、プ

レスリリースの方法等なども支援し、マスコミに対しての PR 活動も積極的に

支援する。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①BtoB 出展回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

②BtoB 出展支援者数 21 社 21 社 21 社 21 社 21 社 21 社

③商談目標件数 

 （１社あたり） 
－ 8 回 8 回 8 回 8 回 8 回

④成約目標件数 

 （１社あたり） 
－ 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件

⑤BtoC 出展回数 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回

⑥BtoC 出展支援者数 60 社 60 社 60 社 60 社 60 社 60 社

⑦BtoC 出展による 

 対前年比売上高 

増加目標 

（1社あたり） 

－ 2％ 2％ 2％ 3％ 3％

⑧講習会の開催 0 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回

⑨ＳＨＩＦＴでの 

 情報発信件数 
10 件 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件
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 ■算出根拠 

  ①セミナー等の開催   事業内容（１）、（２）の前に開催（年 2回） 

  ②SHIFT での情報発信   毎年 20 件の発信を目標とする。 

                指導員 5名×2件＝10 件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  

■現状は、組織として市の主催するまつりや他のイベントへの参加協力する程度の受

身の取り組みである。 

■今後は、個々の小規模事業者を徹底的に支援し持続的な発展を促進することで地域

活性化につなげられるよう、市、関連機関・団体、金融機関と連携を強化し、地域

の現状の課題や方向性について地域で共有することで地域支援事業を実施する。 

 特に、商工会は、役職員が一丸となり、地域コーディネーターという自覚を持って

地域資源を活かした観光振興や人材育成を推進する。 

 

（事業内容） 

（１）創業支援事業 

うるま市商工会では、今年度、うるま市（商工観光課）が平成 27 年より平成 32

年までの 5 ヵ年の間、国の創業支援認定を受けたことにより、うるま市、市内金

融機関と連携を強化し創業支援を行うことにより、地域の振興発展、雇用機会の

創出、失業率の改善に努める。 

また、商工会においても平成 26 年度の実績において創業の相談案件が巡回指導 25

回、窓口指導 259 回（対象事業者数は、巡回指導 5、窓口相談事業 11）と平成 25

年度の約 6 倍の伸びとなっており、今回の創業支援は、ニーズに対応したものと

いえる。 

 

  ①創業支援計画全体の内容 

   ＜創業者に必要な要素と各連携機関が担う役割＞ 

1.ターゲット市場の見つけ方 

・うるま市商工会がターゲット市場の見つけ方について助言を行う。また観光や

物産については、うるま市観光物産協会と連携し、３カ月間勝連城跡休憩所の

「うるま～る」にてテスト販売するなどし、マーケティングの調査を行うとと

もに助言をもらう。 

2.ビジネスモデルの構築の仕方 

・うるま市商工会経営指導員から、過去の実績をもとにニーズへの対応、採算性

についての助言を行う。また、ビジネスモデル構築に向けた創業指導(巡回・窓

口)を行う。さらに、エキスパート派遣(専門家からの助言)、ミラサポを活用し

た専門家派遣を活用させることによりビジネスモデルを構築する。構築する際、

地域資源の活用についても助言する。 
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3.売れる商品・サービスの作り方 

・売れる商品・サービスの作り方についてうるま市商工会のセミナー等をとおし

て学んでもらいながら、うるま市商工会経営指導員が強みや弱みを分析し、ア

ドバイスを行っていく。 

4.販路開拓 

・販路開拓のためのマッチングについては、うるま市商工会会員のネットワーク

を活用し、具体的に商談として成立しそうな業者を案内しながら販路開拓を進

めていく。 

5.資金調達 

・うるま市商工会と連携している金融機関と相談をしながら、資金調達のための

書類作成支援を行っていく。 

6.事業計画書の作成 

・うるま市商工会が、事業計画書の作成にあたり支援を行う。 

7.許認可・手続き 

・うるま市商工観光課において創業手続・許認可についてのアドバイス支援を商

工会と連携し行う。 

8.創業後の支援 

・うるま市と商工会が連携し、創業後の事業展開や新分野への進出の可能性等に

ついて継続的なアドバイスを行う。 

 

＜特定創業支援事業について＞ 

・うるま市が連携しているうるま市商工会に相談を実施し、１か月以上にわたり、

４回以上実施し、①経営、②財務、③人材育成、④販路開拓についてアドバイス

を受け、「創業支援カルテ」でその旨が確認できる者を「特定創業支援事業」を

受けた者として、うるま市が証明書を発行する。 

＜共通事項＞ 

・うるま市とうるま市商工会や金融機関などが支援を行った創業希望者等の情報に

対しては、創業希望者の同意を得つつ、守秘義務に十分配慮しながら、市が情報

集約・一元化を図り、創業支援カルテを作成する。カルテには、①営業種目、②

製品、③販路、④販売手法、⑤資金調達、⑥人材等、創業支援者がどういう支援

を望んでおり、どういったノウハウが不足しているかわかるようにし、適切な機

関への誘導をし、創業実現まで、関係機関がハンズオンで支援できるようにする。

・本創業支援事業計画全体の進捗状況をうるま市商工観光課が把握することとし、

創業希望者・創業者に対するアンケート調査により、常に体制を改善していくこ

ととする。特定創業支援事業を実施し、証明書の発行を受けた創業者に対しては、

その後の創業の有無や実績報告等を電話、メールにて確認する。 

・創業後についても、うるま市商工会と連携してフォローアップを行い、適切な支

援を行っていくとともに成功事例については、広報うるま(広報紙)やホームペー

ジの掲載を行い幅広くPRする。 
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②創業支援事業の実施方法 

・うるま市商工観光課に、担当者を１名配置し、うるま市商工会と連携したワンスト

ップ窓口を設置する。また、広報うるま(広報紙)においても相談窓口設置を広くPR

していくこととし、ホームページにも掲載していく。 

・必要な予算については、市が手当することとする。 

・うるま市とうるま市商工会及びコザ信用金庫が支援を行った創業者情報等に関して

は、個人情報保護に配慮しつつ市が一元管理を行い、名簿や集計表の作成を行い「創

業支援カルテ」を作成し、連携機関と共有を図る。 

・うるま市商工会とコザ信用金庫との連携を密にするため、２カ月に１度支援会議を

開催し、活動状況、改善点について情報共有を行う。 
 

支 援 事 業 支 援 機 関 

１ 創業支援のきっかけづくり支援 

 ワンストップ窓口の設置 ・うるま市経済部商工観光課 

(必要に応じて関係機関を紹介) 

創業セミナーの開催等 ・うるま市商工会 

２ 価値創造支援 

 ビジネスモデル構築支援、販売先・

ターゲット確定支援 

・うるま市商工会(地域資源活用助言) 

・うるま市観光物産協会 

販路開拓支援 ・うるま市商工会 

３ 創業準備支援 

 事業計画作成支援、資金調達支援 ・うるま市商工会 ・コザ信用金庫 

・沖縄振興開発金融公庫 

４ 営業力・経理・財政強化支援 

(創業後のフォロー含む) 

・うるま市経済部商工観光課 ・うるま市商工会

・コザ信用金庫 ・沖縄振興開発金融公庫 

 

■目標と算出根拠 

   うるま市商工会による創業相談者の実績は年間７件程度であるが、市と商工会等で

の積極的なPRを行うことにより、月１件程度、年間１７件程度の増加が認められるこ

とから、年間24件程度(計画期間中【120】件程度)の創業相談を目標とする。 

  相談者には商工会と連携し、年間 10者程度(計画期間中 50者程度)の創業者を輩出す

ることを目標とする。 

 

（２）若手経営者の経営塾 

若手経営者として自らの企業の経営力の向上と企業の持続的な発展を促すため、

商工会として経営者としての資質の向上も含め経営塾を継続して行うことによ

り、若手小規模事業者の経営力の向上に努める。 

  

（事業内容） 

①若手小規模事業者の抱える経営課題を把握し、経営者としての資質の向上を

目的に経営に特化した年 4 回の集団セミナーを開催し、受講者の中から経営

意欲のある若手小規模事業者を抽出する。 
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（講習会の内容） 

      5 年後には、経営者としての自覚を兼ね備え、自社の経営戦略について自信

を持って発表できる若手小規模事業者の人材育成を行う。また、自社の目標

を「1年後、利益を 2倍」とする。 

 

    （研修のねらい） 

     ①経営力・管理力・実行力の向上を図る、②従業員の躾のレベルアップ、③

風通し、姿勢についてのレベルアップ、④数字の活用についての知識と技能

を習得させる、⑤ものの見方、考え方について伝授する、⑥指揮統率のあり

方について伝授する、⑦幹部の教養を向上させる、⑧自己啓発についての動

機付けを行う、⑨外界の変化への適用の仕方を伝授する、⑩正しい経営理念

の徹底 

    （平成 28 年度の内容） 

     ①経営戦略の枠組み、②会社の現状を知る、③自社を客観的に分析する、④

市場の構造を明らかにする、⑤戦略経営の体質づくり、⑥経営方針書の作成、

⑦経営目標の体系化、⑧経営方針の明示 

     （経営塾の実施期間） 

     講習会に参加したものから経営意欲のある小規模事業者を抽出し、常時個別

相談を実施し、小規模事業者自ら事業計画を策定し、経営力の向上を図れる

よう支援する。併せて記帳機械化の普及推進を図るため、特に商工会の推奨

するネットｄe 記帳を取り入れ、商工会の持続的な支援が受けられるよう支

援する。 

 

（１）塾の開催については、専門家と連携し、コンサルの手法技術を取り入れて

小規模事業者の経営分析を行い自社の強みと弱みを見るポイントを確認す

る。 

（２）専門家の選定・派遣については、沖縄県商工会連合会のエキスパートバン

ク事業や沖縄県産業振興公社の専門化派遣事業、国のワンストップ総合支

援事業（よろず支援拠点・ミラサポ）を活用する。 

 （目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①経営塾開催回数 2 回 4 回 12 回 12 回 12 回 12 回

②経営分析件数 5 回 10 件 20 件 20 件 20 件 20 件

  

■算出根拠 

  ①経営塾開催件数 経営塾 年 4回開催 

  ②経営分析    経営塾 10 事業所×2回＝20 件（29 年度は 1/2） 
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（目 標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

①個別相談会開催

回数 
2 回 10 回 30 回 30 回 30 回 30 回

②事業計画策定事

業所数 
3 件 3 件 10 件 10 件 10 件 10 件

■算出根拠 

  ①個別相談会開催    経営塾 10 事業所×3回＝30 件（29 年度は 1/3） 

  ②事業計画策定事業所数 経営塾 10 事業所（29 年度は 1/3） 

               

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

■現状は、他の支援機関が開催する講習会やセミナーの依頼などを各部会や巡回・窓

口相談などを通して小規模事業者に案内する程度である。 

■今後は、他の支援機関と連携を強化し、小規模事業者への支援の現状、支援ノウハ

ウについて情報交換などを行い小規模事業者の支援力を強化する。 

 

 （事業内容） 

（１）沖縄産業振興公社が中部地区（8 商工会、1 商工会議所）の商工会・商工会議所

を対象に二半期に一度開催する金融懇談会（定例会）において経営指導員が参加

し、各地域の融資の現状や景気の動向、課題等について情報交換を行う。 

（２）その他、小規模事業者の支援を行う上で、必要が生じた場合は、沖縄県商工会連

合会はじめ沖縄県産業振興公社や中小企業基盤整備機構、専門家、地域の金融機

関と連絡等を取り合い経営指導員の支援機能強化を図る。 

（３）地域振興に関する案件については、経営指導員と市商工観光課の職員との連携を

密にして地域内における小規模事業者の抱える課題や、支援策について共有し、

市の基本計画等に反映する。 

 

 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

■現状は、沖縄県、沖縄県商工会連合会、全国商工会連合会等の研修への派遣参加が

ほとんどで受身の姿勢である。 

■今後は、小規模事業者から見れば、商工会の職員はベテラン・新人関係なく支援の

プロとして商工会を訪ねてくるため、その都度、即応しなければならない。今後は、

上記研修への参加はもちろんのこと、商工会内部での勉強会の開催や経営指導員

WEB 研修の受講徹底や関連機関の開催するセミナー等へも積極的に参加することに

より、資質の向上を図る。特に、本会は職員の資質の向上は、喫緊の重要課題であ

るため、積極的に取り組む。 
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（事業内容） 

（１）OJT（職場内研修） 

  ①うるま市商工会では、週 1回、事務局長、指導員 5名による情報交換会議を行っ

ているが事業の進捗状況や、各指導員が抱えている課題等について話し合いを持

っている。この会議で、実際に、地域内の小規模事業者の支援をする中で抱えて

いる課題等について勉強会を開催し、ベテラン経営指導員による支援のノウハウ

や情報の収集方法、情報の提供の仕方など学びながら若手経営指導員の伴走方支

援能力の向上を図るとともに、専門家を招聘した場合は、必ず現場へ同行し、ヒ

アリングや提案手法など習得したものを蓄積し、小規模事業者の支援に即応でき

る体制を整える。 

   また、沖縄県商工会連合会のスーパーバーザー（広域専門経営指導員）との連携

による現場指導なども取り入れながら経営指導員の伴走方支援能力を高め、小規

模事業者の持続発展に努める。 

  ②経営指導員の資質向上にも取り組みながら、補助員・記帳専任職員との情報交換

や小規模事業者支援の情報について共有することで商工会事務局内のスキルア

ップを図る。 

  ③職員が職種別に勉強会を開催する際には、沖縄県商工会連合会の巡回コーディネ

ーター（税理士）、嘱託専門指導員（中小企業診断士）を派遣してもらい日常業

務の中での課題について勉強会を行う。 

（２）OFF-JT（職場外研修） 

  ①中小企業大学校の主催する課題別研修はじめ沖縄県、沖縄県商工会連合会が主催

する各種研修会・セミナーの積極的な受講を促す。 

   また、受講した経営指導員は、受講内容を復命書で全職員に回覧し、情報の共有

を行うとともに有益な内容は、勉強会などで発表してもらう。また、全国商工会

連合会の行っているイーラーニング（WEB 研修）を確実に受講する。 

  ②その他の関連機関や民間の講習会やセミナーについても小規模事業者の支援に

有益な内容であれば、積極的に参加する。 

（３）情報の共有の仕組みの構築 

沖縄県商工会連合会が主催する「経営指導員研修会」において、支援ノウハウ、

支援の現状、支援の進捗状況、課題点について情報共有し、情報交換する。また、

人事異動によって初めて赴任する地域の経営指導員にとっては、情報の共有は、

必要不可欠であり、市内小規模事業者の経営状況に関する資料の情報量が乏しい

ため、情報のデータベース化は重要な課題である。経営指導員の現場力を向上さ

せるためにも商工会のサーバー内において市内小規模事業者の経営情報の収集、

整理、蓄積のデータベース化を行い個社の実態を把握し、改善策を引き出すため

に活用する。さらに、全国商工会連合会の基本台帳システムやうるま市商工会独

自で開発した会員システムを活用したデータ活用の勉強会を経営指導員会議の中

で開催し、小規模事業者の情報共有の徹底を図る。 
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（目 標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

①経営指導員会議 週 1回 週 1回 週 1回 週 1回 週 1回 週 1回

②職員全体会議 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回

③データベースのシ

ステム活用勉強会 
月 1 回 月 1 回 月 1回 月 1回 月 1回 月 1回

 

 ■必要に応じて、職種別の会議（勉強会）を行う。 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行う。 

 （１）うるま市では、うるま市総合計画（前期基本計画）を実施した際に、事業評価

委員会を立ち上げ、年度ごとに事業の見直しを行いながら、後期基本計画を提

案し、分野ごとに事業評価を実施し、内容を点数化して、市民に公表している。

うるま市商工会においても同様な形で経営発達支援計画について実施したい。

（２）うるま市商工会では、中小企業診断士等の専門家の外部有識者、沖縄県商工会

連合会の内部有識者、うるま市経済部商工観光課長、市内関係団体代表、商工

会長等により、年一回、事業の実施・実行情況・成果・見直し（PDCA サイクル）

の案の提案を行う。 

（３）うるま市商工会理事会において事業の評価・見直しの方針を決定する。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を（事業の実施状況も含め）うるま市商工会

のホームページ（http://info@uruma-shoko.jp）やうるま市商工会会報で計画

期間中公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 27 年 3 月現在）

（１）組織体制 

  ■本事業の実施体制（現状の体制と同一である） 

  事業統括責任者 商工会長 

  事業遂行責任者 事務局長 

  事 業 遂 行 者 経営指導員・補助員・記帳専任職員・記帳指導員・会員・青年部員・

女性部員 

  

  

 商工会員数（2,242 名） 青年部員数（74 名） 女性部員数（87 名） 

    会長（1名） 副会長（2名） 理事（30 名） 監事（2名） 

    事務局長（1名） 経営指導員（5名） 補助員（2名） 記帳専任職員（4名） 

 記帳指導員（1名）臨時職員（2名） 

 

 

    ■与勝本所 

    事務局長（1名） 経営指導員（2名） 補助員（1名） 記帳専任職員（2名） 

    記帳指導員（1名）臨時職員（2名） 

        ■石川支所 

    経営指導員（2名） 補助員（1名） 記帳専任職員（2名） 

 

 

（２）連絡先 

  ■与勝本所 

   沖縄県うるま市勝連町平安名２８８４番地１ 

   ＴＥＬ ０９８－９７８－３１６８ ＦＡＸ ０９８－９７８－３９４０ 

   ホームページアドレス ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｕｒｕｍａ－ｓｈｏｋｏ.ｊｐ/ 

   Ｅメールアドレス ｉｎｆｏ＠ｕｒｕｍａ－ｓｈｏｋｏ．ｊｐ 

  ■石川支所 

   沖縄県うるま市石川白浜１丁目 1番５号 

   ＴＥＬ ０９８－９６４－３１０４ ＦＡＸ ０９８－９６５－４０２６ 

    

 

 

 

 

 

 



２６ 
 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 年度 

(29年4月以

降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 8,194 8,194 6,194 6,194 6,194

 

小規模企業対

策事業 

①セミナー開

催費 

②調査研究費 

③販路開拓費 

④資質向上費 

⑤小規模事業

施策普及費 

 

 

 

 

 

3,200 

 

360 

4,000 

234 

400 

 

3,200

360

4,000

234

400

3,200

360

2,000

234

400

 

 

3,200 

 

360 

2,000 

234 

400 

 

 

 

3,200

360

2,000

234

400

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、各種事業収入、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費ほか 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

【個社支援】 

１．経済動向調査 

（１）業況、売上額、資金繰りなど直面している経営上の問題点と課題の抽出 

（２）地域別、業種別、テーマ別調査の情報の収集、整理、蓄積 
２．経営状況の分析に関すること 

（１）小規模事業者の安定した基盤づくり（正しい決算の見方や事業所の体質強化） 

（２）コンサルの手法技術を取り入れた小規模事業者の経営分析 

（３）経営状況分析の専門家の選定・派遣 

３．事業策定支援に関すること 

（１）小規模事業者自ら事業計画を策定し、経営力の向上を図れるよう事業計画策定支援 

（２）創業支援の申請、経営革新計画の認定申請、小規模事業持続化補助金の申請時等に事

業計画の策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）専門家を招聘し確実な実施に向けて指導・助言 
（２）創業支援の申請、経営革新計画の認定申請、小規模事業持続化補助金の事業計画策定

後の確実な実施支援 

５．需要動向調査に関すること 

（１）市内における消費者の需要動向を把握するため、地域内の一般世帯に対し消費動向調

査を行い、その結果を小規模事業者に提供し、経営の改善支援 

（２）小規模事業者の新商品開発や販売する商品、提供する役務に合った需要動向に関する

調査結果を整理・分析 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）広報宣伝力の弱い小規模事業者の開発した新商品等の宣伝支援 

（２）市外、県外（首都圏）への販路開拓を積極的に支援 

（３）個々の小規模事業者に対する出展アドバイスや出展事業者全体のセミナー 

【地域支援】 

１．創業支援事業 

（１）地域の振興発展、雇用機会の創出、失業率の改善 

２．若手経営者の経営塾 

（１）企業の経営力の向上と企業の持続的な発展を促す 

【経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み】 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換 

２．経営指導員の資質向上等 

 （１）OJT（職場内研修）、OFF-JT（職場外研修） 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みづくり 

 

 



２８ 
 

連携者及びその役割 

 

※ 役割については、連携体制図に記載 

 

１．沖縄県（商工労働部中小企業支援課他） 

  〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

  ＴＥＬ：０９８－８６６－２３３３（代表） 

２．中小企業基盤整備機構 沖縄事務所 

  所長 橋本 大哉 

  〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831-1 

沖縄産業支援センター313-1 

ＴＥＬ：０９８－８５９－７５６６  

ＦＡＸ：０９８－８５９－５７７０ 

３．公益法人 沖縄県産業振興公社 

  理事長 末吉 康敏 

  〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831 番地 1（沖縄産業支援センター 4 階） 

ＴＥＬ:０９８－８５９－６２５５ 

ＦＡＸ:０９８－８５９－６２３３ / E-mail:info@okinawa-ric.or.jp 

４．沖縄振興開発金融公庫 

  理事長 川上 好久 

  〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋１－１２－２４ 

ＴＥＬ:０９８－９３７－３２８２ 

ＦＡＸ:０９８－９８２－１０２６ 

５．沖縄海邦銀行（本店営業部） 

  代表取締役頭取 上地 英由 

  〒900-8686 那覇市久茂地２－９－１２ 

  ＴＥＬ：０９８－８６７－２１１１(代表) 

６．沖縄銀行（本店営業部） 

  代表取締役頭取 玉城 義昭 

  〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地３町目１０番１号  

ＴＥＬ：０９８－８６７－２１４１（代表） 

７．琉球銀行（本店営業部） 

  代表取締役頭取 金城 棟啓 

  〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－１１－１ 

  ＴＥＬ：０９８－８６６－１２１２（代表） 

８．コザ信用金庫（本店営業部） 

  理事長 上間 義正 

  〒904-0031 沖縄県沖縄市上地２丁目１０番１号 

  ＴＥＬ：０９８－９３３－１１３９（代表） 

10．うるま市（経済部商工観光課他） 

  経済部長 上間 秀二 



２９ 
 

  〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町一丁目１－１ 

ＴＥＬ：０９８－９６５－５６３４  

  ＦＡＸ：０９８－９６５－５６２３ 

11．一般社団法人 うるま市観光物産協会 

  理事長 伊佐 盛男 

〒904-2427 沖縄県うるま市与那城屋平４番地先 

  ＴＥＬ:０９８－９７８－００７７ 

  ＦＡＸ:０９８－９７８－１１７７/ E-mai：info@uruma-ru.jp 

12．一般社団法人 プロモーションうるま 

  代表理事 中村 薫 

〒904-2213 沖縄県うるま市字田場１３０４－１ １Ｆ 

  ＴＥＬ：０９８－９２３－５９９５ 

  ＦＡＸ：０９８－９２３－５９９６ 

13. 沖縄県商工会連合会 

  会長 當山 憲一 

  〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831-1 

沖縄産業支援センター604 

ＴＥＬ：０９８－８５９－６１５０ 

ＦＡＸ：０９８－８５９－６１４９ 

【専門家】 

14．（株）ＪＴＢ総合研究所 

  コンサルティング第一部長主席研究員 篠崎 宏 

  〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町二丁目 6番 2号 上野ビルディング 8階 

  ＴＥＬ：０３－３５２５－４５５０ 

  ＦＡＸ：０３－３５２５－４５６５ 

15．（株）ＴＡＩＳＨＩ 

 代表取締役 菅野 剛 

  〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西７丁目１２番６号 ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ５Ｆ 

  ＴＥＬ：０１１－２２１－００３３ 

  ＦＡＸ：０１１－２２１－００３５ 

16．ロンドコンサルティング 

  代表者 波平 常雄 

〒904-2213 沖縄県那覇市宇栄原５０４ 

  ＴＥＬ：０９８－８５８－８８１８ 

  ＦＡＸ：０９８－９２３－８８３１ 

17．おおすえ社会保険労務士事務所 

  社会保険労務士・人事労務コンサルティング 大末 裕美 

〒905-0005 沖縄県名護市為又７７３－１ ６０６ 

  ＴＥＬ：０９８０－５２－６６３８ 

  ＦＡＸ：０９８０－４３－７６９９ 
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連携体制図等 
 
○連携支援体制全体図 

 

 
※ 上記以外にうるま市の州崎地区には国や県の工業技術・バイオ分野・ＩＴに関する支援

機関や先進産業分野の企業が多数進出しており、小規模事業者の商品開発等での連携や

マッチングも視野に入れ取り組む。 



３１ 
 

 
○創業支援体制連携図 

 
○観光闘牛リマスタープロジェクト連携図 

 
 


