
経営発達支援計画の概要 

実施者名 伊是名村商工会 （法人番号 8360005003392） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

中心産業の低迷による従来の経済循環の低迷と人口減少による内需の減少を

抑えるため「伊是名島観光振興計画」の推進により増えつつある観光客をター

ゲットとした宿、旅館などの観光関連事業所への支援を通して、島内の小売店

や飲食店、経済波及効果に繋げ、新たな経済の循環を促す。また島民の高齢化

にともなう小規模事業者の廃業を抑えるため、事業承継に関する啓蒙活動を行

い、次の世代に事業承継を行い、新陳代謝を高めていく。※第 3 者による事業

承継も視野に入れ支援を行う。 

事業内容 

1. 経営発達支援事業の内容 
 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】 
外部環境情報の収集・ヒアリングシートを活用した支援対象事業所への聞き取りで

の内部環境情報の収集。観光客に対して満足度調査等を行い、集計・分析・情報提

供を行い、事業計画作成支援や改善点の提案を行っていく。 

 
 経営状況の分析に関すること【指針①】 
財務分析、SWOT 分析や指針③で得た情報も活用し、各連携機関と共に協力しながら

支援対象事業の経営状況の分析を行う。 

 
 事業系計画策定及び実施支援に関すること【指針②】 
指針①と指針③を元に支援対象事業所の実態にあった中長期的な事業計画書の作

成支援と巡回を通しての進捗状況の確認と検証を行う伴奏型支援を専門家派遣や

各支援機関と連携し実行支援を行っていく。 

 
 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
 ＩＴを活用した旅行予約サイトの専門家による新規顧客開拓の講習会およびホ

ームページ作成支援などの個別支援と観光客へのお客様応対の講習会などの顧客

満足度を高める講習会を行い、リピーターに繋げていく。 

 

2. 地域の活性化に資する取り組み 
「いぜな尚円王まつり」「いぜな８８トライアスロン」「新春の集い」を伊是名村役

場、観光協会と協働で開催し地域活性化及び小規模事業者の所得向上を図る。 
村内事業所による異業種会議を開催して意見交換の場を創り出し、お互いのノウハ

ウの共有を進め、新たな事業展開を創出する場を作っていく。 

連携内容 
難易度や専門性の高い問題などを専門家派遣等にて早期解決を図る。 

各関係機関等と連携を強化し情報の共有化や支援ノウハウの蓄積を 

行い、多種多様な経営課題に対応する。 

連絡先 

伊是名村商工会  

住所 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田 1203 番地 

TEL  0980-45-2475 FAX 0980-45-2306 

E-Mail izena-shokokai@woody.ocn.ne.jp 



- 1 - 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.伊是名村の概況 
伊是名村は沖縄本島北部に位置し、那覇空港より陸路とフェリー線を使い、約３時間

の位置にある。今帰仁村の運天港から１日２便のフェリー船で繋がっており、約１時間

の距離にある。面積は 14.02 ㎢で周囲が約 16.7 ㎞あり、三つの無人島を含んで構成さ

れている。島内には場外離着陸場（エアポート）があり、（現在は使用されておらず、2

か月に 1回ドラッグレースやドリフト大会など、長い直線コースを利用したイベントを

行っている。）過去に定期便が就航しており、那覇空港から飛行機（セスナ）を使用し

て、30 分ほどで到着していた。現在、航空会社は撤退しているが、新たに就航したいと

いう会社からの引き合いがあります。 

伊是名村は沖縄になる前の琉球国として重要な人物である、尚円王が生まれた場所と

して有名である。歴史的な重要文化財である「銘苅家（国指定重要文化財）」や二見ガ

浦海岸という日本の渚１００選もあり、古き良き沖縄の集落跡地や手つかずの自然が多

く存在している、特に平成 27 年度は尚円王生誕 600 年祭として多数のイベント行うこ

とで島外または県外に伊是名村を PR しております。 

伊是名村は、琉球王朝第２始祖尚円王の生誕の地として知られており沖縄の歴史文化

が多く残っていることが強みである。「いはじゅーてー」というおもてなしの精神が昔

から根付いていることから観光で訪れた方が島の方はあたたかいと好評です。 

島内人口は平成 16 年 1,884 人から平成 26 年 1,556 人と 10 年で 328 人減少。減少率

17.4％となっている。国の日本創生会議人口減少問題検討分科会では 2040 年には 20 代

から 39 歳までの女性が 2010 年に比べて 57.8％も減少し、人口消滅する市町村としても

名前が挙がっております。島から出た若者のＵターンはほとんどなく（島には中学校ま

でしかなく、高校からは島外へ）、また村外や県外からの若者移住者が少ないことから

商工業者の後継者不足が悩みである。 

 

2.島内の経済状況 
①過去 

村内の中心産業は農業や漁業と建設業が主であった。特に建設業については島内の経済

をけん引してきており、建設作業員が本島から来島（島内では人は足りないので）民宿

や旅館に泊まり、売店や飲食店でお金を落とすなど、経済の循環が出来ていた。 

②現在 

しかし、国の経済状況の変化や公共工事の減少により、中心産業が低迷してきており、

経済の循環が崩れつつある。しかし 2年前より、体験学習センター建設や新製糖工場の

建設、中学校の建て替え等による、大規模な公共工事が増え、建設業に関しては売上が

増加している。建設作業員が多く来島しており、民宿や旅館などに月単位で借りる人が

多く、飲食店や小売業にもプラスになってきており、過去と同じように推移しているが、

大規模な公共工事は今年度までであり、来年度以降は公共工事が減少していく予定であ

り、建設業者には先行きが不透明との意見が多い。 
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以上のことから地域経済も今後は厳しい状況になると考えております。また島内の人

口減少が進んでおり、内需が今後も減少すると考えられる。 

それを補完するために村は「伊是名島観光振興計画」を制定しており、観光振興によ

り、外部からの来訪者（観光客）を呼び込み、宿や食堂などの観光産業を促進し商店な

どの小売業などにも経済波及効果を広げていきたいと考えている。 

 

平成 24 年には村が「いぜな島観光協会」を立ち上げ、村のＰＲと民泊事業を推進して

いる。※特に民泊事業が好調に推移しており、年間約 6,000 人を受け入れており、商工

業者の売上を補完する収入源になっている。 

また村入域観光客数は、減少傾向から増加傾向へ変化している。 

（平成 14 年度 30,131 人から平成 22 年 24,072 人と減少後、平成 26 年 32,919 人と 

増加へ転じている） 

 

3.村内事業者の状況 
島内の高齢化の問題は会員事業所をとってみても、最近は高齢による廃業が多くなっ

てきており、創業者（去年は 2件）も少なく、このままだと会員数の減少に歯止めはか

からないと考えており、事業継承や第 2創業、第 3者による事業継承をすることで新陳

代謝を高めたい。 

参考 脱退 42 件うち 90％が廃業している。（過去 10 年、平成 16 年度から平成 26 年度）

 

4.商工会の方針として 
今までは記帳指導及び経営改善普及事業による事業計画の策定支援やマル経の斡旋

による資金繰りの安定や島内において食品衛生講習会を開催し、飲食店許可などの各種

営業許可書の取得に向けた支援や建設業においては防災協定締結証明書の発行を行っ

てきた。また沖縄県商工会連合会が主催する「ありんくりん市」に事業所と共に参加す

ることで特産品のＰＲ及び伊是名島の認知度向上を目指してきた。商工会として今後も

先に述べた事業を継続しながら、従来の公共事業に頼った経済循環と島内の人口減少に

よる内需の減少に小規模事業者の売上低迷を現在増加傾向にある観光客を新たなター

ゲットとして見据え、観光に関連する小規模事業者を支援することで活性化させ、小売

店や飲食店などにも波及効果を促す新たな経済循環を創り出していきたい。そのために

は小規模事業者１社１社が環境の変化に対応し、持続的に事業を行えるように経営基盤

強化を図っていく。 

 

5.目標 
①人口減少や中心産業の低迷による宿・旅館、小売店や飲食店の売上減少への対策。 

島内人口の減少は小売店や飲食店に中心産業の低迷は民宿や旅館に影響があり、それ

を補完するために村では「伊是名島観光振興計画」を制定し、いぜな島観光協会を設立

し観光振興について重要視しており、商工会としても観光関連の事業所（主に宿・旅館

等）を重点的に支援することで、各事業所の売上の向上と小売店や飲食店や特産品を製

造販売する事業所への経済波及効果を高めていきたいと考えております。 
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②小規模事業者の高齢化による廃業への対策 （新たな取り組み） 

小規模事業者の高齢化が進んでおり、高齢を理由とした廃業は増えつつあるが後継者

がいないことが難点である。ＵターンやＩターンはほぼない状態にあり、今までは小規

模事業者へ息子や娘などの後継者になる対象者は居りますか？と個々の事業所に対し

て、巡回時の中でヒアリングを行うだけであった。 

そこで中小機構や事業引継センターなどの関連機関と連携し、事業承継に関する情報

の提供及びセミナーなどを開催することで啓蒙活動を行い、案件のあぶりだしを行う。

事業者へのヒアリング後、素早く事業引継センターへ情報提供し、マッチングを行って

いく。マッチングには時間がかかるので、対象事業者に対して事業の持続をさせるため

に、重点的な支援を行っていく。 

マッチング決定後は新たな事業者に対しては経営ノウハウの提供及び創業資金の借

入に必要な計画書の作成支援を行う。 

（県の創業支援資金や公庫の創業者支援資金を想定） 

 

以上のことから伊是名村商工会は①増加傾向にある観光客をターゲットとする小規

模事業者に対して支援を行うことで新たな経済循環の創出することで経営基盤の強化

と持続的な発展に向けて支援すること。②高齢化に伴う廃業への対策として事業承継へ

の啓蒙活動及び支援を重点的に行い、第２創業、第３創業へと次世代へと新陳代謝を図

ることにより村内の小規模事業者の維持と村内の経済活性化を図る。 

上記の①と②を沖縄県、伊是名村、沖縄県商工連合会、沖縄振興金融公庫、事業引継

支援センター、よろず支援拠点、ミラサポなどの関係機関と連携を強化し、村内の小規

模事業者により良い支援を行っていく。 
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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 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日） 

 

（２）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】 

 

・経済動向などの情報提供を行うために、公共刊行物（村が発行する広報誌、島内の

人口と世帯数、）、雑誌、新聞、書籍、伊是名村統計資料（島内の観光入域数等）、銀行

関連の景況調査などから情報収集を行う、また四半期ごとに行って沖縄振興開発金融公

庫北支店との会議にて北部地区内の景況状況などを収集、分析を行い、わかりやすいよ

うにＡ4一枚にまとめ、巡回また郵送などで小規模事業者へ情報提供を行っていく。 

小規模事業者のみが把握できる情報は限られた情報であることから県内全体や北部

地区全体動向について情報提供を行うことで、事業計画策定支援に活用していく。 

 

・商工会として小規模事業者に対してヒアリングシートを作成、巡回時に対面による

調査を行う。調査項目は前年同期及び前期と比較した業況、売上額、資金繰りの状況、

直面している経営上の問題点、事業承継などについて調査を行い、経営課題の抽出を行

う。またヒアリングシート結果は収集、分析を行い、島内の経済動向として村の商工観

光課への提供や小規模事業者に有利な補助金や助成金などの事業計画や申請書に活用

または 2.経営状況の分析に活用する。ヒアリングシートの内容について基本的な部分は

変えず、必要に応じて補足の追加や質問内容の改善を行う。 

 

※目標件数 月５件×１２ヶ月 年間６０件、ヒアリングシート 60 枚 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

巡回訪問件数 0 60 件 60 件 60 件 60 件 60 件 

ヒアリングシート 

回収枚数 
0 60 枚 60 枚 60 枚 60 枚 60 枚 

情報提供の回数 0 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 ・小規模事業者の持続的発展に向けての、経営指導員等による巡回・窓口相談を通し

て、外部環境分析や内部環境分析を行い、個々の抱える問題を的確に捉え総合的な分析

を行う。 

分析の際は決算書または確定申告書も用いた財務分析や「1.地域の経済動向調査に関

すること」で調査した内容も取り込む。 

沖縄県商工会連合会の北部地区担当スーパーバイザーやエキスパート派遣による中
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小企業診断士などの専門家、よろず支援拠点と協力して多面的に経営状況の分析を行

う。経営状況の分析結果を通して、事業所の実態に把握を行い、次の事業計画策定支援

を事業所にあった中長期的な事業計画書の策定に活用していく。 

 

・会員事業所の高齢化に伴う廃業を少なくするために後継者の有無や経営実態につい

て経営分析を行うと共に実態把握を行う。また事業引継センターと協力して事業承継に

関するセミナーを開催し、まずは事業承継に関する啓蒙活動を重点的に行い、案件の掘

り起こしを行う。 

 

 目標 15 事業所（年 3事業所×５年間）    

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

巡回訪問 0 9 回 9回 9回 9 回 9 回 

経営分析件数 0 3 事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3 事業所 

専門家派遣 

ＳＶ活用 
0 3 回 3回 3回 3 回 3 回 

廃業への対策 
（事業所承継につ

いての啓蒙活動） 

0 １回 １回 １回 １回 １回 

 

※外部環境分析、内部環境分析、決算書または確定申告を用いた財務分析、３Ｃ分析、

ＳＷＯＴ分析などを行い、現状分析を徹底して行う。 

※1.での経済動向調査とヒアリングシート調査で得た情報も活用。 

※支援対象所 3事業所×経営状況の把握のため 巡回３回 合計９回 

※専門家派遣及びＳＶ活用 １事業あたり１回（状況に応じて増もあり） 

※支援対象事業所は観光関連事業所（宿、旅館、飲食店、お土産店、小売店を想定。） 

※廃業への対策 まずは初年度から３年目まではセミナー開催と会員への文書発送を

行い、認知度の向上を行う。その後は文書での案内を行い、案件の掘り出しを行う。 

 

 

3.事業計画策定の支援に関すること。【指針②】 

 

①経営状況の分析結果や情報蓄積の結果に基づき、需要を見据えた（増加傾向にある、

観光客に向けて）事業計画書作成の支援を行う。支援対象事業所は観光関連事業所（宿、

旅館、飲食店、お土産店、小売店を想定。）を対象に観光客を取り込むための新規顧客

開拓に向けた取り組みを盛り込んでいく。また年間・月売上目標や販売管理費の設定な

どの数字的な部分も事業所の実態に合った内容で中長期の事業計画書の作成支援を行

っていく。※次の実施支援での進捗管理行なうため、年単位と共に月単位にまで落とし

込んでいく。 
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②廃業対策については事業引き継ぎのセミナーの開催や文書の発送による啓蒙活動

やヒアリングシートを活用した案件の洗い出しを行い、マッチングに向けた支援を行い

ながら、マッチングが決まるまでの間、事業として持続的に発展するように事業計画策

定支援を事業所の実態に合った内容で行う。 

 

①と②の事業計画書の策定支援を行うため経営指導員等による伴走型の指導・助言を行

うと、ともに中小企業診断士などの専門家や北部地区担当スーパーバイザーや各関係機

関等と連携し、支援対象事業所の実態にあった中長期的な事業計画策定を目指す。 

 

①について（観光関連事業所） 

目標１５事業所 （年３事業所×５年間） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

事業計画 

策定支援 
0 9 回 9回 9回 9 回 9 回 

策定件数 0 3 事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3 事業所 

専門家派遣 

ＳＶ活用 
0 3 回 3回 3回 3 回 3 回 

 

※支援対象所 3事業所×事業計画策定支援 巡回３回 合計９回 

※専門家派遣及びＳＶ活用 １事業あたり１回（状況に応じて増もあり） 

※支援対象事業所は観光関連事業所（宿、旅館、飲食店、お土産店、小売店を想定。） 

 

②について（廃業対策に向けて） 

 目標 10 事業所 （年間 2事業所×5年間） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

事業計画 

策定支援 
0 6 回 6回 6回 6 回 6 回 

策定件数 0 2 事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2 事業所 

専門家派遣 

ＳＶ活用 
0 2 回 2回 2回 2 回 2 回 

 

※支援対象所 2事業所×事業計画策定支援 巡回３回 合計 6回 

※専門家派遣及びＳＶ活用 １事業あたり１回（状況に応じて増もあり） 
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4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画策定後は実施に向け、指導及び助言を行っていく。必要に応じて沖縄県商工

会連合会のエキスパートバング、ミラサポなど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、計画実行支援を行っていく。 

①観光関連事業所に対しては観光客を取り込むための新規顧客開拓に向けた取り組

みを実行するために各事業所単位にあった専門家を紹介及び専門家による指導日の日 

程調整などを行う。 

 ②廃業対策についてはマッチングが決まるまでは事業計画策定支援の内容を進捗管

理していく。また税理士や事業引き継ぎの専門家等と協力して財務内容の整理などマッ

チングに有利な条件になるように支援を行う。 

また計画実施に有利な施策や補助金などについて（持続化補助金等）の情報提供及び

支援を行う。進捗状況については月単位で確認を行い、見直し、改善を行うことでＰＤ

ＣＡサイクルを回していく。 

 

① 目標１５事業所 （年３事業所×５年間） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

進捗状況の 

確認及び検証 
0 72 回 72回 72回 72 回 72 回 

事業者数 0 3 事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3 事業所 

専門家派遣 0 6 回 6回 6回 6 回 6 回 

 

※専門家派遣事業所 年 3事業者×2回 年 6回（状況に応じて増減） 

※支援対象所 3件×月２回×１２ヶ月 

※支援対象事業所は宿、旅館、飲食店、お土産店、小売店を想定。 

 

②目標１０事業所 （年間２事業所×５年間） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

進捗状況の 

確認及び検証 
0 48 回 48回 48回 48 回 48 回 

事業者数 0 2 事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2 事業所 

専門家派遣 0 4 回 4回 4回 4 回 4 回 

※専門家派遣事業所 年 2事業者×2回 年 4回（状況に応じて増減） 

※支援対象所 2件×月２回×１２ヶ月 
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5.需要動向調査に関すること【指針③】 

お客様（主に観光客に絞る）に向けて直接的にアンケート調査を行い、島内に来てい

る観光客について性別、年齢、出身地、宿、飲食店に対する満足度調査（価格設定、接

客、飲食メニューの充実…、）なども盛り込む。４半期ごとに結果を集計・分析を行い、

現在来ているお客様の観光や特産品のニーズを分析し、各事業所の事業計画策定に活用

することにより、新たな需要の取り込みへの支援や改善によるリピート率の改善につな

げる。また巡回時アンケート調査の結果について情報提供を行う際に積極的に各事業所

にあった指導及び提案を行う。 

必要に応じて各事業者が知りたいお客様のニーズについてはアンケート調査の項目

を増やすなどで柔軟な対応をしていく。 

また調査を行う中で、村全体の問題についても出てくると考えられる。その場合は行

政側にもアンケート調査の結果を提示して問題提起を行う。 

 

・アンケート調査票設置場所  

宿泊所及び飲食店、フェリー乗り場、フェリー内部を想定。 

 

※年間目標 240 件 （月目標 20 件×１２ヶ月） 

 支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

アンケート 

調査件数 
0 240 件 240 件 240 件 240 件 240 件 

情報提供回数 0 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

改善指導 

事業者数 
0 ３事業所 ３事業所 ３事業所 ３事業所 ３事業所 

 

 

 

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現在、島内に置いてＩＴを活用している事業所は少ない、旅館や宿に関しては、電

話による予約がほとんどである。現在はスマートフォンやタブレットからすぐに情報を

得られる時代になっていることから、ＩＴを活用した新規顧獲得に向けて、旅行予約サ

イト（楽天トラベル、じゃらん）の活用方法についてのセミナーを開催する。セミナー

にて活用方法を周知し、その後、エキスパートバンクやミラサポの専門家派遣を活用し

て個別に指導及び支援を行う。 

お客様の満足度向上のために観光関連事業所（宿、旅館・土産品店、売店、飲食店な

ど）を対象にした。お客様対応の講習会を開催し、観光客を受け入れる体制づくりを行

い、顧客満足度を高め、リピーターに繋げていく。また売店や土産品店には商品陳列方

法やＰＯＰなどの専門家を活用し、買い上げ点数の向上や高価格帯商品の購入を促し、

観光客一人当たりの平均単価を向上させ、売上アップ及び利益率アップを目指す。 
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① について（観光関連事業所） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

セミナー及び

講習会 
0 1 回 1回 1回 1 回 1 回 

個別相談 

専門家派遣 
0 3 事業所 3事業所 3事業所 3事業所 3 事業所 

専門家派遣 0 3 3 3 3 3 

 

②新規創業について 

会員事業の高齢化に伴う廃業件数が増えつつある中で新たな創業者の掘り起こしや

創業に向けた支援が重要になってくる。創業者に対しては１.地域の経済動向調査や 5.

需要動向調査から得た情報を必要な物だけ選別し提供、創業者ごとの強みを把握して創

業計画書策定支援を行っていく。 

北部地区スーパーバイザーやよろずや支援拠点、沖縄県商工会連合会開催の創業セミ

ナーや担当職員の活用、ミラサポの専門家派遣を活用し、創業に向けた課題解決に柔軟

に対応する。 

 

② について（新規創業） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

創業支援 

事業所 
1 事業所 1 事業所 1事業所 1事業所 1事業所 1 事業所 

窓口相談及び

巡回支援 
10 件 26 件 26件 26件 26 件 26 件 

専門家派遣 

ＳＶ活用など 
0 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

※創業支援回数 創業に向けて 10 回の窓口相談及び巡回（４ヶ月かかった場合） 

        創業後は進捗状況の確認のため月２回×8カ月 16 回 

 

③廃業対策のためのマッチング支援について 

廃業対策のマッチング支援を中小機構や事業引継センターなどの関連機関と連携し

て行っていくが、商工会単独によるマッチング支援を行っていく。ヒアリングシートを

活用した地域経済動向調査から島内で第２創業を考えている方や島内で新たに創業し

たい方へ紹介や引き合わせる場を創出するなどのマッチング支援を行う。 
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③ について（廃業対策） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度 

廃業への対策 

マッチング支援 
0  2 事業所 2事業所 2事業所 2事業所 2 事業所 

廃業への 

対策支援 
0 件 2 件 2件 2件 2 件 2 件 

 

 

                                       

２.地域の活性化に資する取り組み 

 

  ①伊是名村役場及びいぜな島観光協会と連携し地域の活性化としてまつりやイベ

ント開催を通して地域の商工業者の売上・所得向上を図る。 

 「いぜな尚円王まつり」では、島外から約 500 名の来場者があり民宿や飲食店が 

  

賑わう。来島者が増えることで製造業や卸業、小売業が活性化する。まつりでの 

のど自慢大会や職域ハーリー大会の 1 位から 3 位までの方に域内限定の商品券が授与

される。商品券は商工会にて作成等行う。 

「いぜな８８トライアスロン大会」は参加者や関係者で島外から約 1000 名の来島が 

あり「いぜな尚円王まつり」と同様に賑わい、商工業者が活性化する。 

「伊是名村新春の集い」は商工会が主催者となり伊是名村役場と共催で開催する。 

島外から約 100 名の来島があり「いぜな尚円王まつり」と同様に賑わい、商工業者が

活性化する。 

 今後もこのようなイベント行事を伊是名村役場やいぜな島観光協会と連携をして 

特色ある地域イベントを実施することで商工業者の活性化を図る。 

 

  ②今後は村内事業所の異業種会議を開催し、意見交換をする場を作り、お互いのノ

ウハウの共有を進め、新たな事業展開を創出する場を作っていく。 

またアンケート調査で集めたデータを提供し、ギャップの解決に向けて、お互いが

協力できる場所に作っていく。団体で解決が難しいものに関しては行政へ向けて提案

を行っていく。最初の三回は島内で主になる事業所に声掛けを行い、まずは各業種か

ら島内の現状分析を行い、経済動向調査や新たな需要動向調査から新たなターゲット

を定め、来てもらうために何が必要なのかを協議していく。 

 

 （目標年間４回、四半期ごとの開催を目指すが回数については柔軟に対応していく。）

 

（計画内容） 

 （１）伊是名村役場及びいぜな島観光協会と連携を行い地域活性化に取り組む。 

 （２）伊是名村商工業者と連携しながら地域内事業者の活性化に繋がる取組を 

    実施していく。 
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３．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組み 

 

Ⅰ．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等や中小機構が主催する小規模事業者等の研修会や会議に参

加で知識の習得やスキルアップを図るとともに情報交換による情報共有や情報

蓄積を行う。（目標年間３回） 

（２）沖縄振興開発金融公庫が開催する推薦団体連絡協議会へ参加し、金融斡旋支援 

の現状やノウハウ等の情報交換を行うとともに連携をしながら伴走型の支援を 

   実施していく。（目標年間４回） 

（３）沖縄県が主催する融資制度説明会へ参加し、沖縄県や中小企業団体中央会・ 

   沖縄県産業振興公社の支援ノウハウ等に関して知識習得及び情報交換を行う。 

   （目標１回） 

 

 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）沖縄県商工会連合会や中小機構が主催する研修へ参加や関係機関が主催するセミ

ナー等を経営指導員等が年間１回以上参加することで売上や利益を確保するこ

とを支援する能力の向上を図る。 

（２）沖縄県商工会連合会のスーパーバイザー北部分室と連携をしてＯＪＴにより 

   伴走型の支援能力の向上を図る。（事業計画策定支援ノウハウ等） 

（３）北部地区経営課題発掘・意見交換会や各部会へ参加し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の情

報交換を行い支援ノウハウ蓄積に努める。 

（４）中小機構と連携を行い、支援ノウハウや事例等の情報を共有・提供をし、支援力

向上を図る。 

（５）研修や支援ノウハウの情報を職場内で情報共有を図り、情報を蓄積する。 

   ※各々が研修やセミナー参加後に復命書への添付資料等で資料を回覧、重要事項

（会員に有利な助成金や制度について）に関しては職場内で会議を行い、該当す

る会員について検討会議を行う。 

 

Ⅲ．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、本計画に記載する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）四半期ごとに評価委員会を開催し、事業の進捗や目標達成状況を評価、目標未達

成の場合は問題点の提示及び改善案について審議を行う。委員会メンバーは会長

を筆頭に理事役員や北部分室担当 SV 等を交えて行い、成果の見直しを行う。外

部の有識者（伊是名村役場観光振興課の課長を想定）による検討委員会を設け、
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事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

（２）商工会の理事会において、評価見直しの方針を決定する。 

（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し、承認を受ける。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を伊是名村商工会ホームページ 

   （http://www1.ocn.ne.jp/~izenason/）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２８年１月現在）

（１）組織体制 

  

 ・役員数  13 名 

   会長   １名 

   副会長 ２名 

   理事  ８名 

   監事  ２名 

 

 ・職員数    ２名 

   経営指導員 １名 

   補助員   １名 

 

（２）連絡先 

 

  伊是名村商工会 住所    ：沖縄県島尻郡伊是名村字仲田 1203 番地 

          電話番号  ：０９８０－４５－２４７５ 

          ホームページ：http://www.izena-shoko.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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 10,535 10,535 10,535 10,535 10,535

 

経営改善普及

事業指導職員

設置費 

 

経営改善普及

事業 

 

地域総合振興

事業費 

 

8,019 

 

 

 

1,078 

 

 

1,438 

 

 

8,019

1,078

1,438

8,019

1,078

1,438

8,019 

 

 

 

1,078 

 

 

1,438 

 

8,019

1,078

1,438

（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、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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（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 

・経済動向調査の手法と助言。 

・北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 

 

・専門家によるセミナー及び講習会。（事業承継について） 

・専門家による助言及びアドバイス。 

 

 

3.事業計画策定の支援に関すること。 

 

・事業計画の策定の手法と助言。 

・事業計画策定に向けた専門家による個別指導。 

・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 

 

・進捗状況の確認にかかる手法と助言。 

・資金繰りを円滑にするための金融支援と債務の返済状況確認等事後指導。 

 

5.需要動向調査に関すること 

 

・需要動向調査の手法と助言について。 

・アンケート実施する場所の提供。 

 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

・宿・旅館の専門家によるセミナー及び個別指導。 

・宿・旅館・小売店・土産品店・飲食店など。 

・観光客を受け入れる体制づくりのお客様対応の専門家によるセミナー。 

・土産品店や小売店への商品の陳列指導及びＰＯＰなどの指導を行う専門家。 
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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】 

 

 

 

 

 

 

・ミラサポ運営事務局 

・沖縄県商工会連合会  沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター6階 

会長 當山憲一 

・沖縄県よろず支援拠点 沖縄県那覇市字小禄 1831 番地１ 沖縄産業支援センター4F 

代表コーディネーター 上地 哲  

・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

  

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する。 

廃業への対策として事業承継に関する啓蒙活動を事業引継センターのサポートを受けな

がらセミナーなどを開催する。 

 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沖縄振興開発金融公庫北部支店 名護市宮里 1-28-15 支店長 金城光俊 

・ミラサポ事務局 

・沖縄県商工会連合会  沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター6階 

会長 當山憲一 

・沖縄県よろず支援拠点 沖縄県那覇市字小禄 1831 番地１ 沖縄産業支援センター4F 

代表コーディネーター 上地 哲  

 

役割 

・事業計画策定の際に助言及びアドバイスをして頂く。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。資金繰りが必要な際に記入

支援を要請する。 

連携者名 役割 

ミラサポ 専門家派遣の活用 

沖縄県商工会連合会 経営全般的支援 

沖縄県よろず支援拠点 経営全般的支援 

沖縄県事業引継ぎ支援センター 廃業への対策（啓蒙活動） 

連携者名 役割 

沖縄振興開発金融公庫 北部支店 金融支援、情報提供 

ミラサポ 
補助金関係の情報提供、 

専門家派遣 

沖縄県商工会連合会 経営全般的支援 

沖縄県よろず支援拠点 経営全般的支援 
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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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沖縄振興開発金融公庫北部支店 名護市宮里 1-28-15 支店長 金城光俊 

・沖縄県商工会連合会  沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター6階 

会長 當山憲一 

・沖縄県よろず支援拠点 沖縄県那覇市字小禄 1831 番地１ 沖縄産業支援センター4F 

代表コーディネーター 上地 哲  

・沖縄県知事公室広報交流課 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

              県知事 翁長 雄志 

・一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー  

沖縄県那覇市字小禄 1831 番地 1 沖縄産業支援センター2F   

会長 上原 良幸  

・沖縄県信用保証協会 那覇市前島 3-1-20 

 会長 宮城 嗣三 

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う。 

・需要動向調査についてはアンケート設置場所の提供を村に協力してもらい、フェリー

乗り場やフェリー内部に設置する。また会員事業（宿・旅館、飲食店、小売店、土産物

店）に対してもアンケート設置場所について協力をしてもらう。 

 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

 

 

 

 

 

・㈱クレサス 沖縄県那覇市泊 2丁目 1-18 T＆C 泊ビル 4F 高田 修央 

・沖縄県商工会連合会  沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター6階 

会長 當山憲一 

・一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー  

・沖縄県那覇市字小禄 1831 番地 1 沖縄産業支援センター2F   

会長 上原 良幸  

連携者名 役割 

沖縄振興開発金融公庫 北部支店 情報提供 

沖縄県 情報提供（公共刊行物） 

信用保証協会 情報提供（景況状況） 

沖縄県商工会連合会 国内の景況状況 

沖縄観光コンベンションビューロー 情報提供（観光関係） 

会員事業所 情報提供及び設置場所の協力 

連携者名 役割 

観光関連の専門家 セミナー及び個別支援 

沖縄県商工会連合会 創業に関すること、エキスパート

沖縄コンベンションビューロー 情報提供（観光関係） 
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役割 

・新規顧客開拓に向けたセミナーでの講師を依頼及び個別支援に関すること。 

・新規創業者に向けた創業計画書の作成支援及び創業セミナーの開催 

 

２．地域の活性化に資する取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

・伊是名村役場 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田 1203 番地 村長 前田 政義 

・伊是名村役場 商工観光課 課長 前田 秀光 

・伊是名村役場 企画政策課 課長 神山 利和 

・いぜな島観光協会 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田 177 番地 会長 名嘉 清光 

・なか川館 沖縄県島尻郡伊是名村仲田 743-4 中川 貞光  

・伊是名レンタカー 沖縄県 伊是名村字仲田１７７－６番地 東江 源也 

・伊是名漁業協同組合 沖縄県島尻郡伊是名村字勢理客 2809-3  

代表理事役員 仲田吉光 

・ＪＡ伊是名支店 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田 1165 支店長 末吉 康亘 

 

役割 

・いぜな尚円王まつりやいぜな８８トライアスロン大会、伊是名村新春の集いを連携し

て行うことにより島外からのお客様を呼び込むことで、にぎわいが生まれ、民宿や飲食

店を始め商工業者全体の活性化が期待される。 

・異業種の意見交換を行う場所を作ることでお互いノウハウの共有を図り、新たな事業

展開を創出する場を作っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携者名 役割 

伊是名村役場 地域活性化全般、会議への参加 

いぜな島観光協会 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 

ＪＡ伊是名支店 地域活性化全般、会議への参加 

伊是名漁業協同組合 地域活性化全般、会議への参加 
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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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろず 
支援拠点

ミラサポ 

伊是名村 
商工会

事業引き継ぎ 
支援センター 

沖縄県商工

会連合会 

沖縄振興開発金融公庫 
地方銀行 

伊是名村

商工会 沖縄県 伊是名村役場 

沖縄県商工会連合会 沖縄県信用保証協会 
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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】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろず 
支援拠点

ミラサポ 

伊是名村 
商工会

沖縄公庫 
北部支店 

沖縄県商工

会連合会 

観光関連

の専門家

伊是名村 
商工会

沖縄観光コンベン

ションビューロー 

沖縄県商工会

連合会 

伊是名村役場 

伊是名村

商工会 
会員 JA伊是名支店 

いぜな島 
観光協会

伊是名漁協

協同組合


