
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 北中城村商工会（法人番号 ８３６０００５００２５９２） 

実施期間 平成２９年４月１日 ～ 平成３４年３月３１日 

目標 

地域の強みを活かしながら、行政や地域金融機関その他支援機関と連携

し、小規模事業者の経営力向上、需要開拓等を支援することで、小規模事

業者の経営力強化、地域ブランド構築を図り北中城村の活性化を目指しま

す。具体的には、以下の項目を経営発達支援計画目標と定め、取組みます。

１．小規模事業者の経営力強化 

２．地域ブランド築 

３．関係機関と連携強化 

事業内容 

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 
 (１)地域経済動向及び支援ニーズの把握 

 (２)経営支援時の経済動向の活用 

 (３)小規模事業者実態調査の実施 

 (４)小規模事業者実態調査の調査結果のホームページ等への掲載 

２．経営状況の分析に関すること 
 (１)経営分析に関する需要の喚起 

 (２)自社の実態把握と課題抽出してもらうための経営分析の実施 

 (３)経営分析を実施 

３．事業計画策定に関すること 
 (１)事業計画等支援の実施  

 (２)専門家派遣等個別経営支援の実施 

 (３)小規模事業者経営発達支援融資事業の活用 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 (１)事業計画策定後のフォローアップの実施 

５．需要動向調査に関すること 

 (１)需要動向調査を行う商品のピックアップ 

 (２)需要動向調査の実施 

 (３)調査結果の活用 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 (１)専門家による商品のブラッシュアップ 

 (２)展示会・物産展への参加を通じた需要開拓 

 (３)小規模事業者の需要開拓に向けた情報発信支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 １．北中城村ブランド構築推進プロジェクト推進  

 ２．創業支援         ３．事業承継支援 

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．近隣商工会や支援機関及び専門家等との情報交換の実施 

 ２．各種研修会への参加やＯＪＴ等による伴走型により伴走型支援能力向上の実施

 ３．外部評価委員会を利用した事業の評価、見直し 

連絡先 

北中城村商工会 

 沖縄県中頭郡北中城村字仲順 432 番地 

  TEL 098-935-3939    FAX 098-935-2978 

  E-mail kitanaka@kitanaka.or.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．北中城村の現状と課題 

１．北中城村の現状 

 (１)概要 

  本村は、人口１６，９７２人(平成 27 年 2 月現在)、面積が１１．５４㎢で、沖縄県本島

 に占める割合がわずか１％の小さな村で、人口密度が高く｢日本一人口密度の高い村｣とし

 て知られています。今後、返還軍用地であるアワセ地区を本村の新たな顔として、住宅地

 や大規模商業施設、医療施設等を有する広域交流拠点・防災拠点と位置付けられ、飲食、

 生活関連サービス業等が増えることが予想されます。 

【平成３６年度(2024 年)の人口を１８，０００人と想定／北中城村第４次総合計画：資料】

  景観は、海岸低地や台地、丘陵地など起伏に富んだ地形と肥沃な農地、そして豊かな海

 の幸を有しております。これらの資源を活かしながら、農水産業の振興を図るとともに、

 世界遺産中城城跡をはじめとした歴史文化資源を活かした農業、水産、観光、商工業が連

 携した６次産業の展開などにより、地域の魅力を活かした賑わいのある産業づくりを目指

 します。 

  また位置的には、沖縄県那覇市より北東へ約１６ｋｍに位置し、北側を沖縄市、南側を

 宜野湾市、中城村、西側を北谷町と接し、東側は中城湾に面しています。 

  村域には、国道３３０号、国道３２９号をはじめ、沖縄自動車道など、広域幹線道路が

 南北に走っています。また、北中城インタチェンジと喜舎場スマートインターチェンジが

 設けられており、本島中南部圏の交通の要衝となっています。 

  一方、交通の利便性から交通渋滞の慢性化や、生活道路への通過交通の流入も見られる

 ことから、適正な交通ネットワーク形成も求められています。 
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 ■人口・世帯数の推移                 (資料:国勢調査／役場 HP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■労働力人口 単位：人                (資料:国勢調査／役場 HP) 

年次 
総数 

労働力人口 

就業者 完 全 

失業者 計 男 女 計 男 女 

平成  7 年 11,812 5,539 6,273 6,931 3,784 2,421 726 

平成 17 年 12,842 6,065 6,777 7,223 3,582 2,641 1,000 

平成 22 年 16,413 7,970 8,443 7,100 3,575 2,669 856 

■産業別就業人口                   (資料:国勢調査／役場 HP) 

年次 総数 
第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類 

不能 
第一次計(構成比) 第二次計(構成比) 第三次計(構成比)

平成  7 年 6,205 250 (4) 1,250 (20.1) 4,690 (75.6) 15 

平成 17 年 6,223 156 (2.5) 1,102 (17.7) 4,920 (79.1) 45 

平成 22 年 6,244 124 (2.0) 978 (15.7) 4,706 (75.4) 436 

産業別就業者数のうち、第３次産業就業者が全体の７５．４％を占めています。 

内訳はサービス業(35．3％)が最も多く、次いで卸・小売業(20．4％)、医療・福祉(12.8％)、

  建設業(11.3％)の順になっています。 

 

 (２)地域活性化の現状及び取組 

  本村は豊かな海の幸を有していますが、うまく活用なされていないのが現状であります。

  そこで近年は、沖縄県よりアーサ(ヒトエグサ)の拠点産地に認定された地域としての意

 識・誇りを持ち、加工、流通、販売の強化を進めております。 

  昨年度からは、アーサを練り込んだ麺「アーサ麺」を作成し、今年度はアーサ麺を活用

 したメニュー開発を地域の商工業者が参画し、本村を上げて取組みを始めています。 

  また本村には、世界遺産中城城跡をはじめ地域の歴史文化資源等、観光資源を有してお

 り、連携した体験・交流など、多様な分野への波及効果を目指した展開を図っています。

  さらに近年、女性の平均寿命が日本一になり、元気な高齢者が地域づくりに積極的に参

 加するなど、村民参画と協働の輪を広げ、本村の地域資源の力を最大限活かし、「平和で人

 と緑が輝く健康長寿と文化のむら きたなかぐすく」の実現に向け本村第四次総合計画の実
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 現に向け邁進しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試作:アーサパスタ】      【試作：アーサそば】   【健康長寿を育むアーサ】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料:北中城村勢要覧 2012) 

 (３)小規模事業者の課題 

  ①商工業の経営力強化 

  地域内の小規模事業者の多くが経験と実績を基に経営を行っており、今後は、経営

 分析や事業計画に基づいた経営を実施し、小規模事業者自身がＰＤＣＡサイクルを構

 築できるかが重要な課題となります。 

  ②地域特産品のブランド化 

    沖縄県よりアーサ(ヒトエグサ)の拠点産地に認定された地域としての意識・誇りを

   持ち、如何に付加価値をつけて特産品へ結び付けていくか等、地域資源を活用した特

   産品開発、販路拡大は、本村の地域活性化に向け、大変重要な役割を担っています。

 

Ⅱ．中長期的な振興のあり方 

  当会は、これまで小規模事業者の金融、税務等を中心とする経営改善普及事業に取り組

 んでいます。地域経済発展のためには、小規模事業者の振興は不可欠であり、今後はこれ

 までの経営改善普及事業に加え、事業計画の策定や需要開拓まで踏み込んだ小規模事業者

 の売上や利益、雇用の拡大等の経営基盤の強化を目指した伴走型で支援を行うことによっ

 て小規模事業者の振興を図っていきます。 

  現在も小規模事業者は持続的発展に向けて懸命な努力を続けているものの、経営環境の

 急激な変化に対応できていない小規模事業者が多数を占めているのが現状であります。 

  こうしたなか中長期的には、経営意欲のある小規模事業者を掘り起し、当該事業所の経

 営分析や事業計画の策定を定期的に実施し、策定した事業計画に基づいた経営を実施、小
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 規模事業者自身がＰＤＣＡサイクルを構築できるように計画の実施支援を行います。 

 

Ⅲ 経営発達支援計画 

１．目標 

 (１)小規模事業者の経営力強化 

  ①中期的目標 

    巡回及び窓口相談において、小規模事業者の支援ニーズを徹底的に掘り起し、経営

   分析や事業計画の策定、販路開拓を伴走型の経営支援によって、小規模事業者の売上

   及び利益、雇用の拡大等を目指します。 

  ②長期的目標 

    継続した経営支援を増やすことで、策定した事業計画に基づいてＰＤＣＡサイクル

   を構築できる小規模事業者を増やし、地域経済を好循環させます。 

 

 (２)地域のブランド化 

  ①中期的目標 

    現在、本村並びに関係事業者と連携し取組んでいるアーサ(ヒトエグサ)の商品開発

   及び加工品の開発支援に取組みます。 

    また、展示会、物産展や商談会等へ参加し、商品の販路開拓支援にも取り組み、『北

    中城村』の地域ブランド強化を図ります。 

  ②長期的目標 

    アーサ以外にも養殖漁業やＥＭトマト等の農産物と連携等した地域資源を活用した

   商品の販路開拓を図り、地域ブランド確立を図ります。 

 

 (３)関係機関との連携強化 

  ①中期的目標 

     沖縄県商工会連合会の専門家派遣制度、ミラサポ等の専門家派遣制度や中小機構や

   よろずや支援拠点、沖縄振興開発金融公庫中部支店及び金融機関、税理士等の専門家

   と連携を強化し、小規模事業者の支援をより効果的に実施するとともに、経営支援ノ

   ウハウの情報共有を図ります。 

  ②長期的目標 

    本村を始め関係機関が一体となって、村内小規模事業者を様々な面から支援し、情

   報発信することで、小規模事業者の経営力強化と地域ブランド化を進めます。 

 

Ⅳ 経営発達支援計画へ取組方針 

  これまでは経営改善普及のための巡回指導・窓口相談時、其々の小規模事業者とのコミ

 ュニケーションを通じての案件指導に留まっていましたが、今後は、巡回指導・窓口相談

 を通じ、積極的な聞取りにより経営意欲のある小規模事業者の実態を正確に把握し、経営

 分析をするなかで何が必要か等、積極的に働きかけながら、小規模事業者の経営力強化に

 結び付けていく支援を実施します。 
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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） 

 

（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】 

 (１)現状と課題 

  地域経済動向の分析、各種統計資料等については、内部資料として留まっており、有効

 な経営支援活動に活用できていません。今後は、商工会内部資料を経営支援の現場でいか

 に活用していくか、また小規模事業者にどのように提供・活用していくのかが課題となり

 ます。 

 

 (２)本計画において取組む内容 

  地域の経済動向調査を調査分析することで、地域経済と需要動向を把握し、小規模事業

 者の相談時の基礎資料として活用します。沖縄県商工会連合会が実施している「中小企業

 景況調査」を参考に、地域内小規模事業者を対象にアンケート調査を実施します。 

  調査項目は、対前年同月における業況、売上額、資金繰り、設備投資状況、雇用状況、

 直面している経営上の問題点を想定しています。併せて、公的機関による景気動向調査等

 の各種統計資料を収集し、事業計画作成支援に活用します。 

  なお調査分析等については、沖縄県商工会連合会スーパーバイザー(広域的専門経営指導

 員)と連携を図ります。【指針③】 

 

 (３)数値目標 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

1回当たりの調査事業所数 100 件 100 件 100 件 100 件 100 件 

調査報告提供回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

※算出根拠 

 ①アンケート 半月毎に調査(4月～9月・10月～3月)  計２回 

 ②巡回訪問調査件数は、本村内にあるサービス業、卸・小売業、飲食業を対象とします。

 ③調査報告提供は半期毎２回、調査会員事業所へ配布及び本会ホームページへも掲載し、

事業者等が常時閲覧できる状態にすることで広く活用できるよう整備します。 

 

 (４)期待される効果 

  今後得られた集計データを、小規模事業者の経営相談における基礎資料として、地域の

 経済動向調査・分析の結果を活用することは、自社の事情を客観的視点で確認することに

 役立ちます。また、小規模事業者実態調査におけるアンケート結果は、最も身近な経営指

 標として事業者の経営判断に役立てることができ、かつ経営発達支援事業を実施する上で

 基礎的なデータになります。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 (１)現状と課題 

  地域の小規模事業者への経営状況分析を実施しているのは、経営改善計画作成の為の融

 資相談、各種補助金の申請時等、必要性が迫られない限り自社の経営分析を行う機会は限

 られています。今後は必要に迫られての経営分析ではなく、日頃から巡回訪問、窓口相談

 を通じて、小規模事業者の経営に活かすための経営分析を増やしていくことが課題となり

 ます。 

 

 (２)本計画において取組む内容 

  ①巡回訪問、窓口相談や講習会、金融等の個別相談を通して、経営状況分析の必要性を

  周知します。その中で、経営意欲のある小規模事業者を掘り起し、当該事業所の経営情

  報(決算書等による財務情報、運営体制等の組織情報、保有する技術・ノウハウ等の経営

  資源、競合や市場における課題、事業者が求める支援内容等)をヒアリングにて収集・整

  理を行います。 

  ②収集・整理した情報を基に活用する分析ツール及びシステムとして、商工会ポータル

  システム、基幹システム２０１２による分析システム、J-Net２１(中小機構)経営自己診

  断システム、ＳＷＯＴ分析 (強み、弱み、機会、脅威)、３Ｃ分析(市場と競合把握)、顧

  客分析等の各種経営分析の手法の中から小規模事業者の最も必要な分析方法を選択、ま

  たは、組み合わせることによって、現状の経営課題を抽出します。 

   なお、分析・整理に関しては必要に応じて専門家と連携を図り、より高度かつ多角的

  な視点から分析を行います。専門家の選定・派遣においては沖縄県商工会連合会の専門

  家派遣制度やミラサポ、スーパーバイザー(広域的専門経営指導)を活用します。 

  ③分析の結果は小規模事業者へフィードバックし、自社の経営の実態把握を行い、現状

  の経営課題抽出に活用します。抽出された経営課題は、事業計画作成支援、需要動向調

  査、販路開拓事業等の基礎データとして、伴走型支援を行います。 

   

 (３)数値目標 

  巡回訪問の積極的な実施による経営状況分析の周知徹底と、経営課題の抽出を目的とし

 た講習会を開催します。これらを通して意欲的な小規模事業者を掘り起し、個別具体的に

 当該事業者の経営状況分析を実施します。 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

講習会開催回数 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

講習会参加事業者数 45 社 45 社 45 社 45 社 45 社 

経営分析事業者数 6 社 6 社 6 社 6 社 6 社 

巡回訪問件数 18 件 18 件 18 件 18 件 18 件 

専門家派遣制度活用数 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 

※算出根拠 

①支援対象所６事業所×経営状況の把握のため 巡回３回 合計１８回 

②専門家派遣制度及びＳＶ活用 １事業あたり１回（状況に応じて増もあり） 

③支援対象事業所はサービス事業所（サービス業、卸・小売業、飲食業を想定） 
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 (４)期待される効果 

  経営分析の需要喚起し、経営分析を通じ自社を正確に把握することは、将来へ向けての

 経営戦略立案のための基礎資料となります。また、経営分析は経営課題を抽出するための

 重要なプロセスであり、それらの課題を伴走型支援により経営改善を図っていくことが可

 能となります。 

  経営分析を実施する事業所を増やすことで、事業計画や経営戦略策定を行う事業所も増

 え、地域内の小規模事業者の経営力強化を図っていくことができます。 

 

３．事業計画策定の支援に関すること。【指針②】 

 (１)現状と課題 

  経営課題解決や各種補助金の申請時等に、事業計画書作成支援のため専門家派遣事業を

 活用していますが、現状活用件数は少なく、今後いかに多くの小規模事業者に事業計画作

 成の重要性を認識してもらい、実際に事業計画に基づいた経営を実施する事業者を増やし

 ていくかが課題となります。 

 

 (２)本計画において取組む内容 

 本村内、小規模事業者が経営課題等を解決するために、上記１及び２等の調査結果を参

 考に、専門家や各支援機関との連携を密にし、事業計画の策定や現状把握、分析等の伴走

 型による指導や助言を行い、小規模事業者の持続的発展を支援します。 

  ①上記２で経営分析を行った小規模事業者を中心に、事業計画策定に関する講習会への

  受講案内や、個別相談による事業計画の作成支援を行います。また小規模事業持続化補

  助金、創業支援計画や各種補助金制度の活用を目指す小規模事業者に対しても、積極的

  に事業計画策定支援を行います。 

  ②事業計画策定に伴う自己資金調達については、沖縄振興開発金融公庫が事業の持続的

  発展に必要な事業資金を低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資制度」につい

  て斡旋指導を実施します。その際は、融資相談から事後フォローまで公庫と連携を密に

  取りながら、フォローアップを図ります。 

  ③意欲的な小規模事業者に対し、今後内容充実が図られる国や県の支援メニューの申請

  時の事業計画書作成支援を行います。 

 

 (３)数値目標 

支援内容 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

事業計画策定事業者数 6社 6社 6社 6社 6社 

策定支援回数 18回 18回 18回 18回 18回 

専門家派遣制度活用数 6回 6回 6回 6回 6回 

事業承継支援事業者数 1社 1社 1社 1社 1社 

※算出根拠 

①支援対象所６事業所×事業計画策定支援 巡回３回 合計１８回 

②専門家派遣制度及びＳＶ活用 １事業あたり１回（状況に応じて増もあり） 

③支援対象事業所はサービス事業所（サービス業、卸・小売業、飲食業を想定） 



８ 
 

 (４)期待される効果 

  事業計画書策定を通じ小規模事業者が事業計画作成の重要性を認識し、事業計画に基づ

 いた経営を実施しながら、常に市場ニーズに対応した経営を行うことが可能となり、ＰＤ

 ＣＡサイクルを回し、経営力の向上に繋がります。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 (１)現状と課題 

  これまでも事業計画策定後の支援は実施しておりますが、定期かつ効果的なフォローア

 ップとはいい難いのが現状であり、今後は小規模事業者自身が事業計画作成の重要性を認

 識し、いかにＰＤＣＡサイクルを回していくか伴走型支援を通じ、経営改善を図っていき

 ます。そのためにも関係機関との連携を密にしていくことが必要になります。 

 

 (２)本計画において取組む内容 

  事業計画策定後は、最低３か月に１回、定期的に事業者を訪問するなど事業計画の進捗

 状況を確認し、問題や課題の抽出及び整理を行います。 

  専門家の活用については、必要に応じて沖縄県商工会連合会の専門家派遣制度、ミラサ

 ポ等の専門家派遣や中小機構やよろずや支援拠点などの支援機関と連携し、計画実行支援

 を行います。また、課題解決策の検討や実行支援を行うとともに、専門的及び高度な課題

 解決にあたっては、商工会がコーディネーター役になり専門家を活用しながら、小規模事

 業者と伴走支援を通じ、目標達成に繋げていきます。 

  専門家の活用等については、沖縄県商工会連合会スーパーバイザー(広域的専門経営指導

 員)やミラサポ、よろず支援拠点の専門家と連携しながら取り組みます。 

  

 (３)数値目標 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

フォローアップ対象事業者数 6 社 6 社 6 社 6 社 6 社 
フォローアップによる巡回件数 24 件 24 件 24 件 24 件 24 件 

専門家派遣制度活用数 6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 
※算出根拠 

①フォローアップによる巡回件数は３ヶ月に１回×６事業所＝２４件 

②専門家派遣制度活用事業所 年１回×６事業所 年６回（状況に応じて増減） 

 

 (４)期待される効果 

  定期的なフォローアップを実施することで、事業計画策定後の経営改善執行上の問題を

 未然に防止することが可能になります。 

  また、定期的に小規模事業者を巡回することで、事業計画の進捗状況を確認し、問題や

 課題の抽出及び整理を図ることで、次のステップの事業計画等の策定などに結びつけます。

 

５．需要動向調査に関すること。【指針③】 

 (１)現状と課題 

  これまで需要動向調査は行っていないが、小規模事業者への経営相談や販路開拓支援を
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 効果的に行うために、今後は需要動向の把握を支援します。 

 

 (２)需要動向調査を行う商品のピックアップ 

  小規模事業者の中から需要動向調査を行う事業所商品及び商品の選定を始めに行います。

 基本的には、小規模事業者の取り扱うすべての商品を需要動向調査の対象としますが、当

 面は、「北中城村ブランド構築推進プロジェクト」事業で取り組んでいる「村産特産品で

 あるアーサ(ヒトエグサ)」関連商品を最優先に実施します。また需要動向調査は、将来的

 に、経営意欲のある小規模事業者すべてが利用できる支援メニューとして活用できるよう

 ノウハウの蓄積を構築していきます。 

 

 (３)需要動向調査の実施 

  展示会等出展の際に商品のマーケティング調査を行い、今後の顧客ターゲットの選定や

 販売及び販促方法、商品提供の見直しや新商品開発等に役立てる基礎データとして当会で

 集計し、小規模事業者の相談内容に応じて整理分析し提供します。また、事業計画の作成

 及び実行支援を行っている事業者に対しては、計画のＰＤＣＡに役立てます。 

  個別指導した事業所の潜在顧客(見込み客)の動向を把握するために、各種統計資料(国勢

 調査、経済センサス)、北中城村統計資料等による統計情報を基に、収集・分析を図り、今

 後の需要動向として情報提供を行います。 

 

 (４)調査結果の活用 

  需要動向調査結果は、小規模事業者へ情報提供を行い、市場ニーズに適合した商品開発、

 既存商品の改良や販路開拓支援に活用します。なお、情報提供に際しては、単にまとめた

 結果を伝えるだけではなく、その先の販路開拓へ向け、事業者の課題抽出及び解決を伴走

 型で支援します。 

 

 (５)数値目標 

  小規模事業者の課題解決に役立つ情報を収集し、整理分析して情報提供を行います。 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

需要動向調査実施商品数 3 品 3 品 3 品 3 品 3 品 
 

 (６)期待される効果 

  需要動向調査を実施し、その結果をフェードバックすることは、消費者の率直な意見を

 小規模事業者に届けることが可能となり、より消費者のニーズに合った商品開発、品揃え

 に活かしていくことができます。また、それらの商品は小規模事業者の売上や利益の増加

 に貢献するだけでなく、「北中城村ブランド構築推進プロジェクト」事業構築にも繋げて

 いくことが可能になり、地域振興に繋がります。 

 

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】 

 (１)現状と課題 

  当会が取り組んでいる「北中城村ブランド構築推進プロジェクト」事業、沖縄県商工会

 連合会が開催する「商工会特産品フェアありんくりん市」・｢商談会｣や、姉妹町村を結ん

 でいる北中城村、岩手県葛巻町が開催する「北中城村、葛巻町合同物産展」等、需要開拓
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 のための様々な支援策を通じ、販路開拓支援に取組んではいるが、参加者が少なく効果的

 なＰＲや効果的な販促までできていないのが現状です。 

 

 (２)本計画において取組む内容 

  需要の開拓に関しては、小規模事業者の取引先や顧客の増加等、売上及び利益を増加さ

 せるための直接的な支援を伴走型で実施します。上記課題を解決するために、商品力の強

 化や展示会、商談会への参加支援等を実施します。支援対象は、経営分析、事業計画策定

 支援を実施した意欲的な小規模事業者からまず実施していきますが、今後は、希望する地

 域内の小規模事業者全体を対象としていきます。具体的には以下の事業を実施します。 

  ①専門家による商品のブラッシュアップ 

    展示会や商談会に参加して、実際の売上や利益の増加を図るためには、商品力の強

   化が不可欠であります。そのために、前記需要動向調査で得られた情報も活用しなが

   ら、市場ニーズを的確に捉え、専門家より販路支援や商品表示等の的確な指導を受け

   ます。 

  ②展示会・物産展への参加を通じた需要開拓 

    物産展については、当日の売上目標を設定し、かつ店頭はチラシ等のディスプレイ

   や商品陳列等、お客目線を第一に目標達成に向け工夫を凝らした伴走型支援を実施し

   ます。 

     商談会においては、当日の商談数を目標にするのではなく、取引成約を目指して具

   体的な提案ができるようにしっかりとした準備をして参加支援します。そのためには、

   専門家の指導を仰ぎながら、プレゼンテーションの方法も含めＰＲ資料の作成等を伴

   走型支援します。 

  ③小規模事業者の需要開拓に向けた情報発信支援（ＳＨＩＦＴ活用） 

    インターネットが普及し、ホームページやＳＮＳを活用した情報発信は必要不可欠

   となっています。そこで全国商工会連合会が作成したＳＨＩＦＴ(簡易ホームページ)

   の登録推進を図り、全国各地へ自社商品の積極的な情報発信を支援します。 

 ※ＳＨＩＦＴとは操作性に優れ、専門知識が無くても手軽に活用頂けるシステムです。 

 

 (３)数値目標 

小規模事業者の課題解決に役立つ情報を収集し、整理分析して情報提供を行います。 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

専門家による商品のブラッシュアップ商品数 2 品 2 品 2 品 2 品 2 品 
商談会参加による成約件数 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

物産展における目標売上達成割合(％) 80％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

ＳＨＩＦＴ登録件数 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 
 

 (４)期待される効果 

  需要開拓のための様々な支援策によって、小規模事業者の売上及び利益の増加が期待で

 きます。専門家による商品のブラッシュアップで売上分析等を組み合わせて実施すること

 で、ＰＤＣＡサイクルを取り込み、市場ニーズに適合した商品の開発を可能にします。 
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  また、物産展や商談会に積極的に参加することで新たな販路開拓に繋ぎます。 

  ＳＨＩＦＴを活用した情報発信は、村内、県内、全国への情報発信力を強化します。 

  今回の取り組みにより、地域内への需要開拓支援、地域外への販路開拓支援を強化する

 ことで、小規模事業者の経営力強化と地域のブランド化を進めていくことができます。 

 

Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

１．北中城村ブランド構築推進プロジェクト推進 

 (１)現状と課題 

  本村は、緑豊かな自然、世界遺産中城城跡に代表される歴史・文化資源、地域の伝統的

 な暮らしや生活文化などを活かした「賑わいのある観光地としての北中城村」としてのむ

 らづくりに向け、平成２７年１２月に村政運営の根幹となる「北中城村第四次総合計画」

 を策定し、それの基づいた地域産業の育成と地域経済全体の底上げが期待されています。

  言うまでもなくこれらの活動には商工業者だけではなく、生産者や漁協、行政等の多く

 の関係者が一体となって取組む必要があります。 

  現在は、村の特産品であるアーサ(ヒトエグサ)を本村のブランドとして定着させ、本村
 の飲食店やホテル等で食することができるよう各飲食店やホテル等で頂けるよう関係機関

 と連携強化を引続き図り、本村の観光振興及び「北中城村ブランド」の向上に繋がること

 が期待されるため、今後も北中城村役場や各種関係団体等と連携し、継続的な支援を実施
 します。 
 

 (２)本計画において取組む内容 

 ①平成２４年から北中城村、漁業組合、サービス業、小売業、飲食業等からなる「地域

  ブランド構築事業ブランディング委員会」を設置し、地域ブランドを創出し地域活性化

  の方向性について意見交換を行い、情報共有を図った上でブランド力の構築と同時に商

  品開発と販路開拓を図っています。平成２９年度からは委員会の役目は終了し、個別支

  援を強化していきます。具体的には、県内外の消費者や流通事業者との交流機会創出の

  ため、商品の展示・即売及び商談・ＰＲ支援を実施します。 

 ②北中城村そのものの認知度や飲食店等の存在価値を高める為、大型商業施設イオンモ

 ール沖縄ライカム店舗の玄関口コーナーに設置した「北中城村観光案内所・北中城トラ
 ベルマート・きたポ」を積極的に活用し、地域の魅力を県内外、全国各地へ配信します。
 

 (３)数値目標 

支援内容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

新商品並びに改良商品数 3 品 3 品 3 品 3 品 3 品 

物産展、商談会参加事業者数 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 

 

２．創業支援 

 (１)現状と課題 

  本村は、平成２７年４月にアワセ土地区画整備事業の一環で沖縄県内最大の商業施設「イ

 オンモールライカム店」が出店し、平成２８年４月には大型メディカルセンター(徳洲会病
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 院)の開院、軍用跡地返還による新たな住宅地の形成、東海岸一帯に目を向けると中城湾港

 への大型観光クルーズ船の寄港、与那原町・西原町へのＭＩＣＥ施設誘致など、本村内を

 取り巻く経済環境が今後５年間で大きく様変わりすることが想定されます。 

  これにより、地域内における創業及び経営意欲のある小規模事業者の第二創業(経営革新

 等)の増大と、小規模事業者の高齢化による高齢を理由とした廃業が見込まれ、事業承継の

 需要増大も見込まれることから、行政並びに支援機関等と連携を密にし、創業の掘り起し

 及び事業承継支援を経営指導員による伴走型支援で実施します。 

 

 (２)本計画において取組む内容 

  ①創業の掘り起こしを行います。 

  ②沖縄県商工会連合会やその他支援機関が実施する創業塾への受講により、創業希望者

   の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行います。計画策定支援については、経営指

  導員と沖縄県商工会連合会スーパーバイザー(広域的専門経営指導員)と連携し策定を進

  め、必要に応じて専ミラサポ、よろず支援拠点の専門家と連携しながら取り組みます。

 ③事業計画策定指導に伴い、沖縄振興開発金融公庫中部支店及び金融機関を斡旋窓口と

した県融資制度の活用を進め、創業融資支援を行います。 

 融資実施後は、事後フォローアップも金融機関と連携を密に実施します。 

   ④創業後、経理・労務・税務・販促等、経営指導員等による経営改善を図る巡回訪問を

  強化し、個別フォローアップによる伴走型支援を実施します。 

   ⑤会員事業所の高齢化に伴う廃業を少なくするために、事業承継に関する啓蒙活動を重

  点的に行い、案件の掘り起こしを行います。 

 

 (３)数値目標 

支援内容 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 

創業支援事業所 5事業所 7事業所 7事業所 7事業所 7事業所

創業窓口・巡回支援数 40回 56回 56回 56回 56回 

創業者数 1事業者 3事業者 3事業者 3事業者 3事業者

創業後支援／創業窓口・巡回支援数 5回 15回 15回 15回 15回 

創業／専門家派遣制度・ＳＶ等 1回 2回 2回 2回 2回 

事業承継支援事業所 1社 1社 2社 2社 2社 

事業承継窓口・巡回支援数 10回 10回 10回 10回 10回 

事業承継／事業引継支援センター 1 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

※算出根拠 

 ①創業支援回数   創業向けて8回、窓口・巡回相談(2ヶ月) 

           創業後、2ヵ月に１回進捗状況確認 月1回×5ヵ月 5回 

 ②事業承継支援回数 廃業対策に向け、窓口・巡回相談 

 

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)沖縄県商工会連合会が開催する中部地区経営課題発掘意見交換会に参加し、支援事例
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  を基にした効果を創出する知識習得を図るとともに、各市町村商工会での販路開拓や特

  産品開発、金融支援に関する支援ノウハウを共有します。 

 

 (２)中部地域を対象にした、年２回開催する沖縄振興開発金融公庫との事務連絡会議に参

   加し、公庫資金の斡旋や貸付実績、延滞状況、主要な制度改正、融資判断基準、返済管

  理等のノウハウを共有します。 

 

 (３)他の商工会・商工会議所、支援機関及び専門家が出席する各会議へ参加し、各地域の

  小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等の情報交換を図り地域へフィードバック出

  来るよう、様々な経営支援ノウハウを共有します。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 (１)他の支援機関や支援事業（ミラサポ、よろず支援拠点、専門家派遣制度）等と連携を

  図り、個別相談時に必ず職員を同席させ、支援ノウハウ（的確な課題の抽出、課題に合

  わせた解決策の提示方法、管理会計の手法、支援における進捗管理方法）等、ＯＪＴに

   より習得します。 

 

 (２)巡回や窓口での経営支援は、事業所の相談内容に応じてチーム (補助員若しくは記帳

   専任職員)を組み、各職員の強み(専門性)を活かしながら、支援現場での実践により情報

   共有を図ります。 

 

 (３)職員が習得した知識やスキルは、週１回職員ミーティング等で報告を行い、情報共有

   に努めると共に、必要に応じては勉強会を開催し、職場内での情報共有と支援力の底上

  げを図ります。 

 

 (４)経営支援を通して得られた経営分析結果等の情報は、データ化して事業所ごとに整理

   分類し共有ファイルにより保存することで、情報共有の強化を図ります。 

 

 (５)沖縄県商工会連合会スーパーバイザー(広域的専門経営指導員)と連携して、ＯＪＴに

  よる伴走型の支援向上も図ります。 

 

 (６)沖縄県商工会連合会や中小機構、よろず支援拠点、沖縄県産業振興公社等が主催する

   研修会へ経営指導員が積極的に参加し、効果的な支援の構築方法等を学び、支援レベル

  の維持向上と経営発達支援に必要なスキルを習得します。 

 

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

行います。 

 (１)沖縄県商工会連合会内部有識者及び、中小企業診断士等専門家の外部有識者等を組織

  対策委員会へ加え、年１回事業の実施状況、成果報告を行った上で方針を決定します。

 

 (２)商工会理事会において事業計画実施状況報告を行い、評価・検証を行います。 
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 (３)１年ごとの事業計画の成果・評価・改善策については、商工会理事会を通し、総会へ

  報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
･支援計画策定 
･支援事業実施 
・実施事業の報告 

【商工会事務局】 
Ｐ(計画)・Ｄ(実行)・Ａ(改善) 

 
･評価、見直方針 
･見直案の承認 
･支援計画の承認 

【理事会・総会】 
Ｃ(検証) 

 
･評価、見直方針 
･見直案の承認 
･支援計画の承認 

【外部有識者】 
Ｃ(検証)

見直し案の提示 支援計画・見直し案の承認 
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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２８年９月末現在）

（１）組織体制 

    北中城村商工会／会員数(３４０名) 

    会長（１名）、副会長（２名）、監事（２名）、理事（１４名） 

    経営指導員（２名）、補助員（１名）、記帳専任職員（１名） 

   ■事業統括責任者 商工会長 

   ■事業遂行責任者 経営指導員(兼)事務代表者 

   ■部会  商業部会、建設業部会、青年部、女性部 

  

（２）連絡先 

  北中城村商工会（担当者：新垣 安明（あらかき やすあき） 

  住所：〒９０１－２３０３沖縄県中頭郡北中城村字仲順 432 

  電話：０９８-９３５-３９３９ ＦＡＸ:０９８－９３５－２９７８ 

  E-mail:y-arakaki@kitanaka.or.jp 

    HP:http://www.kitanaka.or.jp 

 

（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） 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 930 930 930 930 930 

 

経営改善普及指導事業費 

・指導事業費 

 

地域総合振興事業費 

・商業振興費 

・工業振興費 

530

300

100

530

300

100

530

300

100

530

300

100

 

 

530 

 

 

 

300 

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 

会費・手数料等収入、国補助金、県補助金、村補助金 

（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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1 
（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．地域の経済動向調査に関すること 

 (１)経済動向調査の手法と助言 

  

 (２)中部地域の景況状況について沖縄開発金融公庫や地方銀行と情報交換 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 (１)専門家による講習会 

 

 (２)専門家による助言及びアドバイス 

 

３．事業計画策定支援に関することに 

 (１)事業計画策定の手法と助言 

 

 (２)事業計画策定に向けた専門家による個別指導 

 

 (３)計画実行に有利な補助金や助成金に関する情報提供及び計画策定に向けた支援 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 (１)進捗状況の確認にかかる手法と助言 

 

５．需要動向調査に関すること 

 (１)需要動向調査の手法と助言について 

 

 (２)国、県の支援策の紹介と申請についての助言 

 

 (３)テストマーケティング支援策の紹介並びに手法と助言 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 (１)経済動向調査の手法と助言 

 

 (２)創業及び第二創業(経営革新等)、事業承継に対する手法と助言・専門家による個別

 指導 

 

 (３)国、県の支援策の紹介と申請についての助言 
 

 (４)マーケティング企画からテストマーケティング活動の手法と助言、情報提供 

 

 (５)展示会、物産展、商談会等の出展支援の手法と助言、情報提供 
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連携者及びその役割 

経営状況の分析に関すること【指針①】 

連携者名 役  割 

ミラサポ 専門家派遣の活用 

沖縄県よろず支援拠点 経営全般的支援 

沖縄県商工会連合会 経営全般的支援 

 

・ミラサポ運営事務局 

・沖縄県よろず支援拠点  代表コーディネーター 上地 哲 

   沖縄県那覇市字小禄1831 番地１ 沖縄産業支援センター4F 

・沖縄県商工会連合会  会長 當山憲一 

沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター6 階 

 

（役割） 

・経営状況の分析を行う際に精度を高めるため、ミラサポによる専門家派遣（中小企業 

診断士、公認会計士）やよろず支援拠点を活用します。 

 
事業計画策定援及び策定後の実施支援に関すること【指針②】 

連携者名 役  割 

ミラサポ 補助金関係の情報提供、専門家派遣 

沖縄県よろず支援拠点 経営全般的支援 

沖縄振興開発金融公庫 中部支店 金融支援、情報提供 

沖縄県商工会連合会 経営全般的支援 

 

・ミラサポ事務局 

・沖縄県よろず支援拠点  代表コーディネーター 上地 哲 

   沖縄県那覇市字小禄1831 番地１ 沖縄産業支援センター4F 

・沖縄振興開発金融公庫中部支店  支店長 岸本剛   

沖縄県沖縄市胡屋1‐12‐24  

・沖縄県商工会連合会  会長 當山憲一 

沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター6 階 

 

（役割） 

・事業計画策定及び策定後の専門的な諸問題や課題が生じた際、助言及びアドバイスに 

活用します。 

また、事業計画実行に有利な補助金及び助成金の情報提供及び計画書づくりへのアドバ

イスにも活用します。  
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地域経済動向調査及び需要動向調査に関すること【指針③】 

連携者名 役  割 

沖縄県 情報提供 

北中城村役場 情報提供 

沖縄県信用保証協会 情報提供(景況状況) 

沖縄振興開発金融公庫中部支店 情報提供(公共刊行物) 

沖縄観光コンベンションビューロー 国内の景況状況 

沖縄県商工会連合会 情報提供(観光関連) 

 

・沖縄県知事公室広報交流課  県知事 翁長 雄志 

沖縄県那覇市泉崎1-2-2 

・北中城村役場  村長 新垣 邦男 

   沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・沖縄県信用保証協会  会長 宮城 嗣三  

沖縄県那覇市前島3-1-20 

・沖縄振興開発金融公庫中部支店  支店長 岸本 剛   

沖縄県沖縄市胡屋1‐12‐24  

・一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー  会長 平良 朝敬 

沖縄県那覇市字小禄1831 番地1 沖縄産業支援センター2F 

・沖縄県商工会連合会  会長 當山 憲一   

沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター6 階 

 

（役割） 

・地域経済状況について沖縄県や信用保証協会より発行される公共刊行物より情報を収 

集し、分析及び情報提供を行います。 

 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

連携者名 役  割 

沖縄県 経営全般的支援 

北中城村役場 経営全般的支援 

ミラサポ 専門家派遣の活用 

沖縄県よろず支援拠点 経営全般的支援 

沖縄県事業引継支援センター 事業承継 

公益財団法人 沖縄県産業振興公社 専門家派遣の活用 

沖縄県商工会連合会 経営全般的支援 

・沖縄県知事 県知事 翁長 雄志 

沖縄県那覇市泉崎1-2-2 

・北中城村役場  村長 新垣 邦男 

   沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・ミラサポ運営事務局 

・沖縄県よろず支援拠点  代表コーディネーター  上地 哲  

沖縄県那覇市字小禄1831番地１ 沖縄産業支援センター4F 
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・沖縄県事業引継ぎ支援センター 

   沖縄県那覇市久米2-2-10 那覇商工会議所 地下1階 

・公益社団法人 沖縄県産業振興公社  会長 桑江 良一 

   沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター4階 

・沖縄県商工会連合会  会長 當山 憲一 

   沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター6階 

 

（役割） 

・新規創業者に向けた創業計画書の策定や、小規模事業者の高齢化に伴う事業承継に関す

る手法と助言に活用します。 

 

２．地域の活性化に資する取り組み 

連携者名 役  割 

北中城村役場 企画振興課 地域活性化全般、会議への参加 

佐敷中城漁業協同組合北中城支所 地域活性化全般、会議への参加 
北中城村観光協会 地域活性化全般、会議への参加 

会員事業所 地域活性化全般、会議への参加 
沖縄県商工会連合会 地域活性化全般、会議への参加 

 

・北中城村役場 村長      新垣 邦男     沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・北中城村役場 企画振興課 課長 石渡 一義     沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・北中城村役場 農林水産課 課長 楚南 兼二     沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・北中城村役場 教育総務課 課長 喜納 克彦     沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・北中城村役場 総務課   課長 仲本 正一     沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・北中城村役場 建設課   課長 瀬上 恒星     沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・佐敷中城漁協共同組合北中城支所 支所長 宮城 博 沖縄県北中城村字熱田2070-1 

・北中城村観光協会    会長 花崎 為継     沖縄県北中城村字喜舎場426－2 

・沖縄県商工会連合会  会長 當山 憲一 

   沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター6階 

 

（役割） 

・北中城村をはじめ村内関係団体等が連携を図ることで、各種イベント（北中城村まつり、

北中城村青年エイサーまつり、北中城村しおさいまつり、岩手県葛巻町・北中城村物産と

観光フェア）開催が円滑に実施でき、地域を盛り上げかつ村外から多くのお客様をお招き

することで、賑わいが生まれ、村内商工業者全体の活性化が期待されます。 
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連携体制図等 

 

地域の経済動向調査及び需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画策定の支援及び事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄振興開発金融公庫中部支部 
地方銀行

北中城村商工会 北中城村役場 沖縄県 

沖縄県商工会連合会 沖縄県信用保証協会 

ミラサポ 

沖縄県商工会連合

よろず支援拠点 
北中城村商工会 沖縄県事業引継支援 

センター 

ミラサポ 

北中城村商工会 
沖縄振興開発金融公庫 

 中部支部 
よろず支援拠点 

沖縄商工会連合会 

沖縄観光コンベンションセンター
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新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の活性化に資する取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県産業振興公社 

地方銀行 北中城村商工会 

北中城村役場 

北中城村商工会 
佐敷中城漁業協同組合 
北中城支所 会員 

北中城村観光協会 
沖縄商工会連合会 

沖縄商工会連合会 

沖縄県 

北中城村 

飲食店、カフェ、ホテル 


