
 

 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 宜野座村商工会 

実施期間 平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日 

目標 

小規模事業者の抱える経営課題等の解決のため顧客ニーズを踏まえたビジネ

スプランに基づく持続的で伴走型の支援を行ない、地域課題を踏まえ、沖縄県

商工会連合会等の関係団体との連携を図り、経済情勢や経営環境の変化に対応

できる経営基盤強化を支援する。また、商工業と農業者が連携し地元農産物等

を利用した付加価値の高い「宜野座名産品」を開発し「宜野座村観光センター」

での販売促進・拡大を目的とした支援体制の構築を目標とする。 

事業内容 

（１）経営発達支援事業の内容 
Ⅰ．地域の経済動向に関すること 

巡回訪問・窓口相談にて小規模事業者の経営資源及び財務状況及び経

営課題の把握に努め経営改善、ビジネスチャンス等、積極的に企業に提

案していく。 
Ⅱ．経営状況の分析に関すること 

巡回訪問・窓口相談及び経営セミナー・講習会による小規模事業者の

経営状況の把握・分析をおこない高度な経営課題については専門家派遣

事業を活用し高付加価値等の支援をおこない経営の推進を行う。 
Ⅲ．事業計画の策定支援に関すること 

地域の経済動向及び経営分析結果を踏まえ事業計画策定を目指す小規

模事業者等の掘り起こしを行い経営革新や創業への参加を促しビジネス

プラン策定を支援する。 
Ⅳ．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定支援の結果から実行に必要な支援策を紹介し、未達成事

項については巡回訪問等を行い追加的支援、助言を行うなど支援する。

Ⅴ．需要動向調査に関すること 
村内外で開催されるイベント等に積極的に参加し来場者を対象とした

市場調査を実施し経済動向調査について分析し、個別相談時の活用及び

特産品開発などに活用する。 
Ⅵ．新たな需要の開拓に寄与する事業 

新しい市場開拓を目指し村内外の物産展や展示商談会、ネット通販等

を活用した販路開拓を支援し新たな商品・ブランド化を図りマスコミな

どを通じて情報提供をおこない認知度の向上を図る。 
（２）地域活性化に資する取組み 

宜野座村、（社）宜野座村観光協会、道の駅ぎのざ等の村内各種団体と

連携し経済活性化策の方向性や来街者及び観光交流人口の増加による新

たな地域特産品の開発を行い「宜野座村観光センター」への出店による

販路拡大等を目的とし知名度の向上・にぎわいの創出をはかる。 

連絡先 

〒９０４－１３０２ 

 沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座１２１３ 

 宜野座村商工会 

 ＴＥＬ：（０９８）９６８－８３３７  

ＦＡＸ：（０９８）９６８－２３０１ 

Ｅ－ｍａｉｌ：ginoa-s@woody.ocn.ne.jp 

 



 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

宜野座村は沖縄本島のほぼ中央部に位置し、北は名護市、南に金武町、北西に恩納村

の１市２町村に隣接しており、総面積は３１．３２㎢で、東西７km、南北に８㎞に伸び

ている。基幹産業は農業であるが、情報通信産業特別区及び振興地域として指定されサ

ーバースペースとコールセンターからなる「宜野座サーバーファーム」があり、現在９

社が入居し事業展開しており「働く環境・くつろぎの環境・住む環境」の３つのキーワ

ードを重要なポイントとしてＩＴ産業を集積させ、自主財源の確保や雇用創出などに繋

げている。宜野座村の平成２７年７月１日現在の人口は５，９１２人で平成２２年の国

勢調査では人口５，３３１人と宜野座サーバーファームの設置及び沖縄科学技術大学院

大学が隣接する恩納村に開校した影響等による自然増となっている。村内の事業所数

は、平成２６年経済センサス活動調査では村内事業所が２１９社で前回の平成２４年調

査が２０９社であり前回と比較して１０社１０４％の増となっている。第４次宜野座村

総合計画基本構想・後期基本計画の産業別就業人口をみると、第１次産業１８．１％、

第２次産業１６．３％、第３次産業が６５．５％となっており沖縄県と比較すると、第

１次産業の割合が高く、第３次産業の割合が低くなっている。産業分類別にみると最も

多いのが「サービス業」で３６．９％、次いで「卸売・小売業、飲食業」で１５．７％、

「建設業」１２．７％となっており、平成２年以降では第１次産業が減少を続け、第３

次産業が増加しており、なかでも「農業」の減少とＩＴ産業の集積による「サービス業」

の増加が著しくなっている。 

 

 

2015 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

人口 5,861 5,876 5,865 5,886 5,899 5,899 5,912

男 2,942 2,947 2,939 2,947 2,597 2,955 2,960

女 2,919 2,929 2,926 2,939 2,942 2,944 2,959

世帯 2,248 2,258 2,261 2,261 2,282 2,281 2,279

（2015 年 宜野座村広報誌より） 
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しかしながら、全国と同様に小規模事業者の高齢化・後継者不足による小売・サービ

ス業の廃業が多く、また、沖縄自動車道の宜野座インターチェンジを有している当村で

は交通の利便性が向上した反面、モータリゼーションの普及で村外への移動が高まり、

高速で３０分圏内にイオン沖縄のように大型ショッピングセンターの進出及び近隣市

町村の大型小売店の進出が続き地域購買力の低下による創業・事業承継の遅れが廃業に

繋がる等の課題がある。このような中宜野座村商工会では、宜野座村役場との連携によ

り「水と緑と太陽の里商品券」を販売し地域購買力の流出を防止するとともに小規模事

業者の売上アップに貢献する事業を展開してきた。 

基幹産業である農業については昭和４７年の本土復帰後、他市町村に先駆け、農業の

基盤整備にいち早く取組んでおり、また、安心・安全の産地ブランド形成に向けて平成

２２年に「有機の里宜野座村」を宣言し全ての農家に「宜野座エコ農産物」の生産を促

しているが、所得の減少、担い手不足の深刻化、高齢化の進展等活力の低下が依然とし

て厳しい状況にある。平成２５年にはマンゴーの拠点産地として認定を受けたことか

ら、宜野座マンゴーのブランド化を目指し担い手農家の育成に力を入れており、更には

イチゴ狩りの人気等で当村のイチゴが脚光を浴びていることから有望な特産品として

位置づけ新規就農者の育成に努めるなど、今後は多様な農産品を利用して６次産業化及

び農商工連携といった取り組みによりさらなる成長が期待できる。 

また、観光産業については宜野座村、（社）宜野座村観光協会等の関係機関との連携

による観光事業の振興が取組まれており、イチゴ狩りなどの農業体験観光や民泊受入事

業など既存施設を連携させた観光作りを始めている。また、昨年、東海岸初の道の駅に

登録された特産品加工直売センター「未来ぎのざ」では、周辺地域を漢那福地川リバー

パーク整備地区として今後は、駐車場、公園等の周辺整備や平成２９年開業に向けて「宜

野座観光センター」の建設に向けた取り組みが進められており、今後は「宜野座観光セ

ンター」を基軸とした交流観光客等の集客力の向上に期待が高まっている。 

平成２３年度には、全国展開支援事業を利用して新たな宜野座村の特産品を開発する

目的で村内で生産されている「車えび」と「じゃがいも」を利用した「車エビじゃがま
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ん」並びに「沖縄じゃがパスタ」を開発し、村内外の商談会・展示会等において「ぎの

じゃがフェア」を開催し広くＰＲしてきたが、原料となるじゃがいも生産農地の連作障

害や車エビの高コスト化並びに外部製造により販売価格が高値設定となり観光土産品

として一般に流通することが出来なかった。 

上記のような宜野座村の地域課題を踏まえ、沖縄県、宜野座村、金融機関、沖縄県商

工会連合会等の各種支援機関等と連携し、地域ぐるみの支援体制を構築しながら、経営

発達支援事業を推進し、小規模事業者の新たな需要開拓、事業承継、新規創業、観光振

興等を支援し、「水と緑と太陽の里宜野座村」をキャッチフレーズに、県内外からの観

光入域客数の増加、また、ビジネスモデルを意識した新たな視点で競争力のある農水産

物資源を活用した「宜野座名産品」を開発し地域ブランドとして確立させ県内外に販路

を拡大させることで、農業者等による創業予定者及び地元小売事業者等の事業承継を支

援し村経済全体の底上げを図り、経営力が安定し、かつ持続的発展が期待できる経営支

援を行っていく。 

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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

宜野座村の経済状況などについては、経営指導員等による事業者への巡回及

び窓口での金融相談や経営相談、記帳・税務相談など日常の相談を通して経済

動向を把握してきた。今後も巡回訪問等による小規模事業者との面会機会を活

用し、経営課題抽出を行い、小規模事業者の経営改善、ビジネスチャンス等を

個々の経営課題に応じて積極的に企業に提案していく。 

 

（事業内容） 

①当村の基幹産業である農産品を活用している観光事業者及び製造・小売業が取

扱う商（製）品の強み、弱みについて村の玄関口であり村内の農作物や加工品

が一同に介する「道の駅ぎのざ（未来ぎのざ）」にて来店者等を対象に調査・

分析し、その結果を小規模事業者等に報告及び情報提供を行う。 

②収集した動向については、問題の整理・分析を行い、課題の抽出を行う。 

③沖縄県商工会連合会及び全国連等が発行する情報誌で紹介している先進事例

などを収集し情報提供を通し今後の経営に活かすよう提案する。 

 

 （目標） 

支援の内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

商（製）品の来店

者等調査・分析 
1 2 2 2 2 2 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

    大型店もなく少子高齢化が進む当村において需要の変化に対応できる持続的

な経営に向けて経営指導員、補助員、記帳指導職員による巡回・窓口相談、個

別相談、各種セミナー・講習会等を行い、小規模事業者の技術及びノウハウ、

財務内容などを把握し経営状況の分析を行っていく。単独での課題解決が難し

い専門的課題については、沖縄県商工会連合会に設置されたスーパーバイザー、

エキスパート事業、ミラサポ専門家派遣、沖縄県産業振興公社専門家派遣事業、

中小企業基盤整備機構沖縄事務所及びよろず拠点コーディネーターや沖縄振興

開発金融公庫北部支店などと連携し、小規模事業者の経営分析から得た強みを

活かす方策や弱みに対する改善手法について的確にサポートしていく。 

 

（事業内容） 

①経営指導員等による巡回訪問にて金融相談、記帳・税務相談などを通して、小

規模事業者の商品・サービス及び経営資源における強み・弱み、財務状況など

経営状況の把握に努め、経営分析の必要な小規模事業者を抽出していく。 

②各種セミナー、個別相談会の開催により小規模事業者の経営課題の把握に努め、

他の支援機関とも連携しながら財務諸表を元に経営分析を行う。 

③ネットｄｅ記帳を利用している小規模事業者については、経営分析機能を活用

した財務分析を実施し、個々の経営状況等を把握する。 

④自社の有するノウハウを活かして新たな分野へ進出あるいは展開を目指す小規

模事業者に対して、需要動向を把握するなど整理・分析を行う。 

⑤観光事業者や農産品加工業者の定量的に表せない強みを明確にする。 

⑥沖縄県商工会連合会エキスパート、嘱託専門指導員（中小企業診断士、税理士

等）等の専門家による経営分析を行うことで小規模事業者の経営課題について

の気づきや啓蒙を行う 

 

（目標） 

支援の内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

巡回訪問件数 160 160 160 160 160 160 

セミナー開催 

（個別指導件数） 
4 5 5 5 5 5 

専門家派遣回数 

（経営分析等） 
10 15 15 15 15 15 

経営分析件数 1 2 2 3 3 3 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

上記Ⅰ．経営動向調査【指針③】及びⅡ．経営状況の分析【指針①】を元に、

小規模事業者が抱える経営課題を解決し、持続的な経営に向けて事業計画策定

支援に取組む。また、創業及び第二創業（経営革新）、事業承継等を含めた専門
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的な課題への対応には沖縄県産業振興公社、沖縄県商工会連合会、中小企業基

盤整備機構沖縄事務所、よろず支援拠点等と連携し、継続的な伴走型の指導・

助言を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

  （事業内容） 

   ①巡回訪問、窓口相談においてⅡ．経営状況の分析結果を踏まえ事業計画策定を

積極的に促す。 

②経営セミナーや個別融資相談会、個別税務相談会などを活用し、事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

③事業計画策定を目指す小規模事業者へは、沖縄県商工会連合会所属の中小企業

診断士と連携した個別対応（経営改善プロジェクト）により事業計画の策定支

援を行う。また、ものづくり補助金等の各種補助金の申請を目指す小規模事業

者に対しても中小企業基盤整備機構沖縄事務所所属のプロジェクトマネージ

ャーを連携して事業計画の策定支援を行なう。 

④事業計画策定が条件となる沖縄振興開発金融公庫の小規模事業者経営発達支

援融資制度を商工会広報誌及びホームページ等でＰＲすることで事業計画策

定の重要性について周知し、希望者に対しては制度の活用支援を行う。 

⑤創業者、創業希望者及び第二創業・経営革新・ものづくりを希望する小規規模

事業者については商工会広報誌、宜野座村広報誌並びにホームページ等を利用

しての掘り起こしを行い、沖縄県商工会連合会及び（財）沖縄県産業振興公社

主催の創業塾、経営革新塾への参加を促し、知識・ノウハウの取得や事業計画

の策定支援を行なう。 

 

  （目標） 

支援の内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

事業計画策定セミナ

ー参加事業者数 
0 3 3 4 4 

事業計画策定支援事

業者数 
4 3 3 4 4 

経営革新塾参加 

事業者数 
0 2 2 2 2 

創業塾参加 

事業者等数 
0 2 2 2 2 

経営改善プロジェク

ト支援件数 
1 3 3 3 3 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

Ⅲ．事業計画の策定支援の結果から計画の円滑な実行のため国・沖縄県等の

支援策等を紹介し継続的な伴走型の支援を実施するなかで、創業及び第二創業

（経営革新）、事業承継等を含め未実施、未達成事項が確認された場合は、追加

的アドバイスや必要な指導、支援策、助言を行うなどのフォローアップを実施
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する。 

 

  （事業内容） 

①事業計画策定後には初年度は１ヶ月に１度、２年目以降は２ヶ月から３ヶ月に

１度の頻度で巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言

を行う。 

②持続的な発展を進める上で資金調達を必要とする場合には、小規模事業者経営

発達支援融資制度の活用支援及びその後のフォローアップを行う。 

③創業及び第二創業（経営革新）、事業承継を目指す小規模事業者は、個々の経

営課題に応じて沖縄県商工会連合会、よろず支援拠点、沖縄県事業引継ぎセン

ター等と連携して専門家派遣等による個別フォローアップを行う。 

④税務・金融相談時に小規模事業者経営発達支援融資制度の活用も検討するなど

従来の経営改善普及事業も含めて伴走型支援を行い経営改善及び革新意識の

高揚を図る。 

 

  （目標） 

支援の内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

事業計画策定事業者数 4 3 3 4 4 

経営革新支援数 0 1 1 1 1 

創業等支援者数 1 2 2 2 2 

経営改善プロジェクト

個別支援件数 
1 2 2 2 2 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

村内の小規模事業者は、経営者自身が現場で従事していることが多く、需要

動向に関する情報が乏しく商品開発や品揃えが不十分であり結果としてビジネ

スチャンスを逃している場合も多い。需要動向調査では、観光事業者及び農産

品加工業者を主体として提供している商品・サービスなどを村内外にてマーケ

ティング調査を実施し、課題と目的の整理を行い、結果を踏まえ改良等につい

て助言を行うと共に商工会誌等を活用して創業者及び創業予定者等にタイムリ

ーに情報提供を行う。 

  

（事業内容） 

①全国展開事業で実施したマーケティング調査により宜野座村の地域や特産品

のイメージ等の分析結果を元に村内の小規模事業者の商品・サービスの開発支

援や販売促進策の検討に活用し、村広報誌及び商工会広報誌、ホームページ等

で情報提供を行う。 

②「宜野座村産業祭り」、「商工会フェスティバル」、「沖縄バーガーフェスタＩＮ
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ぎのざ」及び沖縄県商工会連合会主催の商工会特産品フェア「ありんくりん市」

等にて来場者を対象に市場調査を実施し経済動向調査について分析し、結果に

ついては業種別に整理し個別相談時に提供していく。 

③少子高齢化、地域購買力が低下する中で、地域外からの来訪者を増加させるの

が重要であり、宜野座村の農水産物の特徴や加工法、用途道の駅ぎのざにて宜

野座村の農水産物の特徴や加工法、用途及び観光ニース・シーズについての分

析を行い、村内の商工業が有する技術や販路を勘案して商品開発や地域特産品

開発が可能か検討し商工業者への提案などに活用する。 

④経営課題の改善を求める事業者には、消費動向調査に基づく購買力流出傾向や

消費者ニーズを行い、沖縄県商工会連合会、よろず支援拠点、ミラサポ等との

連携により中小企業診断士等の専門家を派遣するなどして支援を行う。 

⑤当村の基幹産業である農産品の特徴や加工方、用途を村役場産業振興課及びＪ

Ａおきなわ宜野座支店にて調査・分析し、地区内の商工業者が有する技術や販

売商品を勘案して、どのような商品開発が可能検討して商工業者に提案し、農

商工連携による新たな事業創出を促進し計画認定を働きかける。 

⑥小規模事業者が取り扱う商品・サービスなどを村内外にてマーケティング調査

を実施し、課題と目的の整理を行い結果については商工会誌等を活用して小規

模事業者及び創業者、創業予定者等にタイムリーに情報提供を行う。 

 

 （目標） 

支援の内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

商（製）品のマー

ケティング調査等 
1 2 2 2 2 2 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

     宜野座村内の小規模事業者が新しい市場の開拓や新しい販売方式の構築等、

販路拡大を展開するため、沖縄県のアンテナショップの活用や物産展・展示即

売会や商談会に積極的に参加・出展を推進しながら地域の魅力あふれる名産品

づくり及びブランド化をはかり認知度向上を推進する。また、新たに開発した

商品やサービス等需要開拓を推進するためＷＥＢやＳＮＳを有効活用し新た

な販路開拓を支援する。 

 

（事業内容） 

①宜野座村内で開催される、村まつり、村産業まつり、沖縄バーガーフェスタＩ

Ｎぎのざ及び沖縄県商工会連合会主催の商工会特産品フェア「ありんくりん

市」、やんばるの物産展への出店支援や販路開拓等を行う。大都市中心部である

東京で開催されるニッポン全国物産展・アンテナショップの活用・展示会に向

けて全国商工会連合会・沖縄県商工会連合会等と連携して小規模事業者に対す

る出展及び販路開拓等を支援する。 

②沖縄県内で開催される商談会・業種別ビジネスマッチングに向けて沖縄県、沖

縄県商工会連合会等と連携して小規模事業者に対し積極的参加支援をおこない
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商品・サービスの新たな販路開拓支援を行なう。 

③商談会・ビジネスマッチングへの参加を希望する小規模事業者を対象とした食

品表示セミナー（食品衛生法、ＪＡＳ法）、パッケージセミナーを開催すること

で新たな販路開拓等を支援する。 

④ＩＴを活用した販路開拓も重要であり、ホームページ・ＳＮＳ・タブレットな

どの活用講座や個別相談・専門家派遣を行い、ネット販売（ニッポンセレクト．

ｃｏｍ・参加型店舗作成型ショッピングサイト）や通販サイト等の新たな販路

開拓を支援する。 

⑤新たな商品・サービスについて地元沖縄タイムス社、琉球新報社、宜野座村広

報誌、宜野座村商工会会報誌を積極的に活用し認知度の向上をはかる。 

 

 （目標） 

項目 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

出店者対象セミナー

開催回数 
0 1 1 1 1 

出店者対象セミナー

支援事業者 
0 5 5 5 5 

展示会・商談会 

開催参加回数 
1 2 2 2 2 

ネットサイト 

支援者数 
1 2 2 2 2 

マスコミ情報誌 

掲載数 
1 2 2 2 2 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

宜野座村、（社）宜野座村観光協会、道の駅ぎのざ、地域内各種団体と連携し、

地域経済活性化に向けたプラン等を共有し地域の特性を捉えた経済活性策の方

向性や事業内容の検討を行い来街者の増加や観光交流人口の増加による新たな

地域産品の販路需要拡大や魅力あふれる観光地づくりを目的とし「宜野座村まつ

り」・「宜野座村産業まつり」・「沖縄バーガーフェスタｉｎぎのざ」・「商工会フェ

スティバル」などを開催し村外及び観光客等への認知度の向上や地域のブランド

化及びにぎわいの創出による地域経済活性化をはかる。 

 

 （事業内容） 

  ①安全・安心を推進している宜野座村の農水産物を使った食品及び加工品を取り扱

う小売店や飲食店等を「宜野座の名産品」取扱店とし農水産物などの食品及び加

工品の販売機会の増加や認知度向上による地産地消をはたらきかけ消費並びに

購買の拡大をはかる。 

  ②地域の農水産物を加工した商品「宜野座の名産品」を開発し、商品・サービスの

ブランド化を進め、平成２９年に道の駅ぎのざに開業予定の「宜野座村観光セン

ター」及び特産品加工直売センター未来ぎのざ内に出店並びに出品し地域商品の
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販売促進による魅力あふれる・地域・物・人などの地域情報発信をおこなう。 

  ③宜野座村観光商工課、産業振興課及び（社）宜野座村観光協会等との連携による

魅力あふれる観光地及び活性化イベント「漢那ダムまつり」・「宜野座村産業祭

り」・「商工会フェスティバル」・「宜野座村まつり」・「沖縄バーガーフェスタｉｎ

ぎのざ」を開催し、来街者及び観光客の増加による地域商品やサービスの提供、

地元農水産物などの加工品を提供・発信することで、にぎわいの創出で小規模事

業者の利益確保や地域経済の活性化をはかる。 

  ④平成２３年度に実施した、全国展開事業の調査・事業化の検討結果を踏まえ農産

物ブランドの確立や高品質で安心・安全な農業加工品等を取り扱う、小売業者・

製造業者、生産者等関係団体、行政機関が連携して新たな地域経済の活性化に向

けた事業を展開する。 

  

（目標） 

項目 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

開催回数 ５ ５ ５ ５ ５ ５ 

出展者数 

（延） 
１０ １０ １０ １０ １０ １０ 

来場者数 

（延） 
20,000 人 20,000 人 20,000 人 20,000 人 20,000 人 20,000 人

 

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。 

    ①沖縄県商工会職員協議会北部支部経営指導員部会、沖縄振興開発金融公庫北

部支店による「マル経推薦団体事務連絡会議」において、各地域の経済動向

と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等の情報共有し小規模事業

者への支援を実施する。 

    ②北部支部経営指導員による経営支援向上研修事業「座談会」において、各市

町村の経営指導員の支援ノウハウ等について情報交換を行い小規模事業者

への支援に活用する。 

    ②宜野座村で生産される農産物の特徴や加工法、用途について村産業振興課、

ＪＡおきなわ宜野座支店、道の駅ぎのざ（未来ぎのざ）による「宜野座の６

次産業化連絡会議」を設置し地域資源活用関する情報交換・共有し観光事業

者及び農産物加工業者、農業者等への情報提供を行う。 

 

  ２．経営指導員等の資質向上に関すること 

    小規模事業者の売上や利益確保を重視した支援能力の向上を図るため、沖縄

県商工会連合会などが主催する研修会に参加して支援ノウハウの習得で資質

向上を図り、経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状

況の分析結果等を組織内で共有するための「経営支援スタッフ会議」を定期的

に開催し、会議を通じて職員等の支援力や資質の向上を図る。 
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  （事業内容） 

   ①沖縄県商工会連合会が主催する研修会を基本として、定期的に最新の情報や小

規模事業者への経営支援に関する支援ノウハウを習得し巡回・窓口相談等の支

援時に活用する。 

   ②全国商工会連合会が開催するＷＥＢ研修を積極的に受講し、事例や実践を踏ま

えた支援技術・ノウハウ等を取得して小規模事業者の支援に必要な支援能力を

身につける。 

   ③中小企業基盤整備機構が実施している中小企業支援担当者研修及び小規模事

業者支援研修に参加し支援能力の向上を図る。 

④税務署、労働保険事務組合等が主催する研修会への積極的な参加や沖縄振興開

発金融公庫北部支店及び北部地区の金融機関や税理士、社会保険等労務士、行

政書士等との連携を図り、創業、事業承継等に係る支援能力の向上を図る。 

   ⑤職員で構成する「経営支援スタッフ会議」を設置し、毎月１回定期的に開催し、

支援ノウハウや事例に基づく事業計画の策定について、実施方法や改善点等に

ついて支援ノウハウの共有を図る。 

 

 （体系図） 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

（目標） 

支援内容 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

研修会等への参

加 
5 5 5 5 5 5 

ＷＥＢ研修の 

受講回数 
12 12 12 12 12 12 

経営支援スタッ

フ会議 
6 12 12 12 12 12 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

毎年度、本計画の事業実施状況及び事業成果について下記の方法により評価・

検証を行う。 

 

小規模事業者 

・経営課題 

沖縄県商工会連合会経

営指導員北部支部 

沖縄振興開発金融公庫

北部支店 

・経営指導員等座談会 

・マル経連絡会議

支援 

経営支援スタッ

フ会議（宜野座村

商工会職員） 

・支援ノウハウ、

情報の共有

連携

相談・課題の

多様化 

連絡会議、座談

会等の開催 

資質・支援力の向上 支援力の強化 
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  （事業内容） 

①宜野座村商工会理事からの選出者や、外部から宜野座村観光商工課担当者、沖

縄県商工会連合会担当者、中小企業診断士等による有識者委員会「経営発達支

援委員」を設置し年度末に経営発達支援事業の実施進捗状況について報告し、

事業の成果・事業の評価・事業の見直し案についての提示を行いり良い結果を

出すための計画の改善を検証し事業計画や事務局体制などの改善を行ってい

く。 

②上記①の提示を受け「経営支援スタッフ会議」を開催し、成果の評価、見直し

の方針を決定する。 

③経営発達支援委員会が作成した評価、見直しの結果については、宜野座村商工

会正副会長会及び理事会へ報告し承認を受ける。 

④経営発達支援委員会・理事会での事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結

果については、宜野座村商工会総会へ報告し、小規模事業者支援方策や事業計

画などプロジェクト推進方法について、わかりやすく丁寧に説明をおこない承

認を受ける。 

⑤事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結果については宜野座村商工会の会

報誌及びホームページで計画期間公表する。また、宜野座村商工会においても

事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結果を常時閲覧できるようにする。

 

 （体系図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宜野座村商工会総会 

（事業の成果・評価・見直しの承認） 

宜野座村商工会理事会・正副会長会 

（事業の成果・評価・見直しの方針決定） 

経営発達支援委員会 

（年度末に開催） 

経営支援スタッフ会議 

（相談、支援、連携） 

【事業成果・評価・見直し結果の公表】 

【事業の成果・評価・見直し結果報告】 

【事業の評価・見直し方針報告】 

【事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示】【定期的な事業報告】
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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６月現在）

（１）組織体制 

 （実施体制） 

   経営指導員、補助員、記帳指導職員で構成する「経営発達支援会議」を組織し、

事業計画の進捗状況の確認と問題点の洗い出しを議題とする会議を定期的に開催

し、その結果を正副会長会及び理事会に報告する。 

①役員 

役職等 氏  名 

会 長（１） 仲本 彰 

副会長（２） 當眞 嗣克、知名 美佐子 

理 事（10） 

仲間 康展、當眞 剛、仲間 悟、山田 健、宜野座 盛克 

宮城 勝広、玉城 進一、仲栄真 大輔、高江洲 義成 

真栄田 絵麻 

監 事（２） 川崎 格、佐久川 孝 

 

②事務局 

職 名 氏名 

経営指導員 大城 盛治 

補 助 員 比嘉 享子 

記帳指導職員 佐久川 ひとみ 

 

 

（２）連絡先 

  宜野座村商工会 

  所在地 〒９０４－１３０２ 沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座１２１３番地 

  ＴＥＬ （０９８）９６８－８３３７ 

  ＦＡＸ （０９８）９６８－２３０１ 

  Ｍａｉｌ：ginoza-s@woody.ocn.ne.jp 
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（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） 

 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

必要な資金の額 950 1,100 1,100 1,100 1,100

 

講習会等開催費 

金融指導事務費 

総合振興費 

商業振興費 

 

300 

100 

500 

50 

300

100

600

100

300

100

600

100

300 

100 

600 

100 

300

100

600

100

（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 

補助金（国、県、村）、受益者負担、商工会自主財源（会費、手数料等） 

（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 

①経営分析・需要動向調査 

 専門家派遣事業の実施 

経営・技術強化支援事業（エキスパート事業）の実施 

②事業計画の作成・実施支援 

 事業計画作成セミナーの開催、事業計画策定後に進捗状況の確認を行うとともに必要

な指導・支援を行う。 

③創業・第２創業・事業承継 

 創業及び第二筝業（経営革新）、事業承継についての相談会を開催し、専門家派遣及

び事業計画策定等の支援を行う。 

④小規模事業販路開拓支援 

沖縄県商工会連合会等主催の展示会や特産品フェア、村産業まつり等への出展を支援

し、販路を開拓する。また、道の駅ぎのざ内に開業予定の「宜野座村観光センター」

へ全国展開支援事業などの商工会事業を通して、新商品の開発並びに既存商品のバー

ジョンアップをはかる。 

⑤事業評価及び見直し 

 経営発達支援会議を設置し事業評価・見直しへの参画 

連携者及びその役割 

 

◆沖縄県商工会連合会 

 会長 當山 憲一 

 〒９０１－０１５２ 

 沖縄県那覇市小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター６階 

 ＴＥＬ：（０９８）８５９－６１５０ ＦＡＸ：（０９８）８５９－６１４９ 

 経営力向上支援室北部分室 

 スーパーバイザー 豊里 友一郎 

 〒905-0212 

 沖縄県名護市大中１－１９－２４（名護市商工会内） 

 ＴＥＬ：（０９８０）５２－４２４３ ＦＡＸ：（０９８０）５３－７２０４ 

（役割） 

①沖縄県商工会連合会経営力向上支援室北部分室スーパーバイザーと連携し小規模事

業者の経営課題解決に向けてエキスパート事業の活用等で経営分析を行い実態を把

握する。 

③沖縄県商工会連合会主催の創業塾と連携し起業におけるノウハウ・知識の習得及び創

業計画の策定支援を行う。 

④沖縄県商工会連合会主催の中小・小規模企業販路支援事業と連携した課題解決による

売上・販路拡大支援及び地域力活用型販路拡大応援事業と連携した展示商談会等出店

支援、市町村別テスト販売・プロモーション支援を行う 
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⑤経営力向上支援室北部分室スーパーバイザーには設置する経営発達支援会議に参画

して経営発達支援計画の事業評価・見直しについて指導・助言をしてもらう。 

 

◆公益財団法人 沖縄県産業振興公社 

 理事長 桑江 良一 

 〒９０１－０１５２ 

 沖縄県那覇市小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター４階 

 ＴＥＬ：（０９８）８５９－６２５５ 

（役割） 

③（財）沖縄県産業振興公社との連携による経営革新塾及び業種別経営革新セミナーで

の経営・技術ノウハウの習得を通して経営革新支援チャレンジ企業の発掘を行い小規

模事業者の経営力向上を図っていく。 

 

◆沖縄県よろず支援拠点 

 コーディネーター 上地 哲 

 〒９０１－０１５２ 

 沖縄県那覇市小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター４階 

（沖縄県産業振興公社内） 

 ＴＥＬ：（０９８）８５１－８６４０ 

（役割） 

①沖縄県よろず支援拠点のコーディネーター等と連携し、事業者の経営課題に応じて地

域の支援機関とのネットワークを活用して小規模事業者の持続的な発展を後押しす

る。 

 

◆独立行政法人中小企業基盤整備機構沖縄事務所 

 所長 三澤 孝 

 〒９０１－０１５２ 

 沖縄県那覇市小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター３階 

 ＴＥＬ：（０９８）８５９－７５６６ ＦＡＸ：（０９８）８５９－５７７０ 

（役割） 

①独立行政法人中小企業基盤整備機構沖縄事務所と連携して、小規模事業者が抱える経

営課題に対して先進事例や高度な経営支援のノウハウ、情報提供による経営状況の分

析を行い小規模事業者の商品やサービス、技術・経営ノウハウ・財務内容などの強み、

弱みの把握を効果的に実施する。 

 

◆ミラサポ 

 https://www.mirasapo.jp 

（役割） 

①小規模事業者の高度な経営課題解決のための全国各地で活躍する専門家を派遣する

ことで経営分析高度な経営・技術ノウハウの提供による経営状況の分析を行い小規模

事業者の強み、弱みの把握を効果的に実施する。 
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②小規模事業者の経営力向上を目的とした事業計画策定後に進捗状況の確認を行うと

ともに必要な諸施策についての情報を提供し指導・支援を行う。 

◆沖縄振興開発金融公庫北部支店 

 支店長 金城 光俊 

〒９０５－００１１ 

 沖縄県名護市宮里１－２８－１５ 

 ＴＥＬ：（０９８０）５２－２３３８ ＦＡＸ：（０９８０）５１－１００８ 

（役割） 

②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に関する事業

として沖縄振興開発金融公庫北部支店と連携し情報交換等をおこない、地域小規模事

業者の金融相談に対する支援策、経営上の悩みに対する課題解決など効果的に支援を

行う。 

 

◆宜野座村役場 

村長 當眞 淳 

〒９０４－１３０２ 

沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座２９６番地 

観光商工課（課長 金城 勉） 

ＴＥＬ：（０９８）９６８－５１２５ ＦＡＸ：（０９８）９６８－５０３７ 

産業振興課（課長 河上 正秀） 

ＴＥＬ：（０９８）９６８－８５６５ ＦＡＸ：（０９８）９６８－５８０７ 

（役割） 

④宜野座村役場にて農水産業振興を担当する産業振興課と連携して基幹産業である農

産品の特徴や加工方、用途について情報収集し、地区内の商工業者が有する技術や販

売商品を勘案して、新商品開発及び農商工連携による新たな事業創出を促進について

支援する。 

⑤宜野座村役場にて商工業振興を担当する観光商工課課長には設置する経営発達支援

会議に参画して経営発達支援計画の事業評価・見直しについて指導・助言をしてもら

う。 

 

◆一般社団法人 宜野座村観光協会 

 会長 仲本 彰 

 〒９０４－１３０１ 

 沖縄県国頭郡宜野座村字松田７８番地（松田地区体験交流センター内） 

 ＴＥＬ：（０９８）９６８－８７８７ ＦＡＸ：（０９８）９６８－８３３１ 

（役割） 

④沖縄バーガーフェスタＩＮ宜野座、商工会フェスティバルの共催による魅力あふれる

観光地及び活性化イベントで来街者及び観光客の増加による地域商品やサービスの

提供、地元農水産物などの食材を使ったご当地グルメを提供・発信することで、にぎ

わいの創出で小規模事業者の利益確保や地域経済の活性化をはかる。 
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◆株式会社 未来ぎのざ（道の駅ぎのざ、宜野座村特産品加工直売センター） 

 代表取締役 平田 嗣廣 

 〒９０４－１３０３ 

 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那番地 

（役割） 

④宜野座村観光センター、農産物加工品の開発地域の農水産物を加工した商品「宜野座

の名産品」を開発し、商品・サービスのブランド化を進め、平成２９年に道の駅ぎの

ざに開業予定の「宜野座村観光センター」及び特産品加工直売センター未来ぎのざ内

に出店並びに出品し地域商品の販売促進による魅力あふれる・地域・物・人などの地

域情報発信をおこなう。 

 

連携体制図等 

①経営分析・需要動向調査 

 専門家派遣事業、エキスパート事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業計画の作成・実施支援 

 事業計画作成セミナーの開催、事業計画策定後の指導・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

・経営状況の分析 

・市場・経済動向の

把握 

沖縄県商工会連合会 

沖縄県よろず支援拠点 

中小機構沖縄事務所 

ミラサポ 

・専門家派遣 

・調査分析・リポート 

・巡回訪問同行 

支援 

宜野座村商工会 

・巡回・窓口支援 

・市場・経済動向調

査 

連携 

悩み・課題 

専門家派

遣 

調査・課題抽

出 

調査・分

析提供 

専門家等派遣 

調査・分析結果提供 

専門家等派遣依頼 

景況・市場・経済動向 

小規模事業者 

・セミナー参加 

・事業計画策定 

ミラサポ 

沖縄公庫北部支店 

・専門家派遣 

・融資斡旋 

・事業計画策定支援 

支援 

宜野座村商工会 

・巡回・窓口支援 

・セミナー開催 

・受講者への告知 

・事業計画策定支

援 連携 

計画・実施相

談 

専門家・

講師派遣 

専門家・講師派遣依頼 講師・専門家派遣 
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③創業・第２創業・事業承継 

 創業塾及び経営革新塾の開催、相談会を開催し、事業計画策定の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④小規模事業販路開拓支援 

展示会や特産品フェア、村産業まつり等への出展、販路開拓、新商品開発支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤事業評価及び見直し 

 経営発達支援会議を設置し事業評価・見直しへの参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

・セミナー参加 

・事業計画策定 

沖縄県商工会連合会 

沖縄県産業振興公社 

沖縄県事業引継ぎセン

ター 

・専門家派遣 

・セミナー開催 

・事業計画策定支援 

支援 

宜野座村商工会 

・受講者への告知、

希望者の掘り起こ

し 

・事業計画策定支

援 連携 

専門家・講師派遣依頼 

専門家・

講師派遣 

計画・実施相

談 

講師・専門家派遣 

小規模事業者 

・商談会、ビジネス

マッチング参加 

・地域活性化イベ

ントへの参加 

沖縄県商工会連合会 

宜野座村役場 

宜野座村観光協会 

道の駅ぎのざ（未来ぎの

ざ） 

・商談会、ビジネスマッ

チングの開催 

・各種イベント開催 

・来街者調査 

支援 

宜野座村商工会 

・販路開拓等物産

展、商談会、ビジネ

スマッチング参加

告知 

・６次産業化連絡

会議の開催 
連携 

にぎわいの創出 

販路拡大依頼 

商談会等

企画案内 

活性化策

の共有 

 

活性化イベント等参加告知 

商談会、ビジネスマッチング参加告知 

販路拡大相談 

商品等ブラン

ド相談 

小規模事業者 

・経営上の課題 

沖縄県商工会連合会 

沖縄公庫北部支店 

宜野座村 

道の駅ぎのざ（未来ぎ

のざ） 

・経営指導員等研修会 

・マル経連絡会議 

・経営発達支援会議の

設置 

支援 

宜野座村商工会 

・受講者への告知、

希望者の掘り起こ

し 

・事業計画策定支

援 連携 

相談・課題の

多様化 

支援力の強化 

研修会、

協議会等

の開催 

資質・支援力の向上 


