
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 

那覇商工会議所（法人番号３３６０００５０００５０２） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

＜那覇市の小規模事業者の課題＞ 

小規模事業者は、消費者ニーズの多様化、競争の激化等の外部環境の変化に対応でき

ず、現状のままでの経営では継続が困難な状況にあることから、経営力の向上、ビジネ

スモデルの再構築、売上拡大等が課題として挙げられる。 

＜那覇市の小規模事業者のあるべき方向性＞ 

小規模事業者のあるべき方向性は、経営力の向上、ビジネスモデルの再構築、売上拡

大等の課題を解決するため、事業計画を策定し、その計画を実行することである。 

＜小規模事業者の課題解決のための当商工会議所の方針＞ 

当商工会議所は、小規模事業者のレベルに合ったきめ細かな経営支援を行うために、

小規模事業者の学ぶ意欲を基にステップ毎に個別相談やセミナー開催し、必要に応じ、

専門家や関係機関と連携し支援することを方針とする。 

＜小規模事業者の課題解決のための当商工会議所の具体的方策＞ 

当商工会議所は、小規模事業者の販路開拓に向けて、きめ細かな経営支援を行うこと

を目的として、すべての業種の小規模事業者を対象に「小規模事業者の学ぶ意欲」を基

に４つのステップに分類し、ステップに合った経営発達支援事業を展開する。 

[学ぶ意欲の分類]： 

「興味・探究心がまだ芽生えていない」     ステップ１ 

「興味・探究心がある」            ステップ２  

「自己効力感がある」             ステップ３  

「挑戦意欲があり自力解決ができる」      ステップ４ 

＜当商工会議所の目標＞ 

「小規模事業者のレベルに合ったきめ細かな経営支援を目指す。」 

小規模事業者の販路開拓に向け、挑戦意欲があり自力解決ができる事業者を育て、事業

計画策定事業者数４０件を目指す。 

＊事業計画策定には、創業計画書、小規模事業者経営発達支援資金の事業計画書や各種

補助金の事業計画書を含む。 

事業内容 

○当商工会議所の支援の考え方 

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】 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

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】 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域活性化事業 

２．創業支援 

連絡先 

那覇商工会議所中小企業相談部 

〒９００－００３３ 沖縄県那覇市久米２丁目２番１０号 

ＴＥＬ ０９８－８６８－３７５８ ＦＡＸ ０９８－８６６－５７２８ 

ホームページ http://www.nahacci.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 

１．沖縄県及び那覇市の現状 

沖縄県の平成２７年の入域観光客数は過去最高の７７６万人を記録した。特に外国客

は１５０万人台を記録した。国内観光客の増加をはじめ、アジア諸国の中間所得層の観

光客の増大、近年の円安並びに航空路線やクルーズ船の増便によるものと思われる。 

また、沖縄県はＡＮＡ（全日本空輸㈱）との協定により地理的優位性を活かした航空

貨物ハブ事業を展開している。日本国内の主要都市とアジア諸国を結ぶ物流拠点の構築

を推進している。 

さらに、亜熱帯地域に属した温暖な気候と独特な文化を背景とした有形・無形の地域

資源も豊富である。 

 産業の特色としては、全国と比較すると、第２次産業の割合（全国 26.29％、沖縄県

12.11％、那覇市 11.3％）が低く、第３次産業の割合（全国 76.43％、沖縄県 90.08％、

那覇市 87.9％）が高いという特色がある。 

 

一方、那覇市は、県都であることから政治、経済、文化の中心地で人口３２万人を有

しており、県内の一大消費地である。 

２１世紀をむかえ、那覇市は、沖縄都市モノレール・中心市街地及び新都心地区を核

としたまちづくりを推進している。 

観光においては、那覇市は、沖縄観光のゲートウェイとして、交通結節や宿泊、飲食

物販などで中核的機能を担っており、平成２０年に策定された第４次那覇市総合計画で

は、目指すべき都市像の一つに「観光交流都市」を掲げている。 

また、那覇市を訪問する外国人観光客の増加や、那覇クルーズターミナルの共用開始、

那覇空港滑走路増設事業など、環境の大きな変化を見据え、観光客数のさらなる増加と

来訪目的の多様化に伴う受入環境の充実が早急に求められている。 

 

２．地域内における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

那覇市の中心市街地は、観光客の増加により潤っているが、小規模事業者が多く、大

型店との競合で、地元客を呼び込めない状況にあり、地元客の来街が課題となっている。

また、一部の通り会や商店街の組織は、役員の高齢化が進み、次代を担う人材が存在

せず、組織力が低下している。 

中心市街地活性化は、車の両輪の如くハード面とソフト面が連動しないと、活性化は

難しく、時間も要する。 

そこで、当商工会議所は、中長期的な振興のあり方として、那覇市と連携し、中心市

街地の活性化を目的として、ソフト面の支援を行う。 

創業支援については、中長期的な視点から５年後、１０年後と創業者の経営が持続で

きるよう那覇市と連携し、継続的な支援を行う。 

 

上記の振興のあり方を踏まえて、那覇市全体の小規模事業者の支援の展開は下記の通

りとする。 
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３．那覇市の小規模事業者の課題 

平成２４年２月１日現在における那覇市の総事業所数は１７，２８７事業所、総従業

者数は１４９，３２５人であり、１事業所あたりの従業者数は、８．６人で規模が小さ

く、経営基盤も比較的脆弱である。 

また、「従業者数１９人以下の事業所数」は、全体の９１％（１５，８６３事業所／

１７，２８７事業所）を占めており、大部分が小規模事業者である。 

さらに、「従業者数１～４人の事業所数」は、１０，９４５事業所であり、全体の６

３．３％を占めており、零細企業が多いことがわかる。 

こうした中、事業所数は、平成２１年７月１日現在と比べると、２，６０６事業所（１

３．１０％）の減、従業者数は２４，９４９人（１４．３１％）の減と、どちらも減少

している。加えて、個人経営の事業所数や商店数も減少している。 

その背景として、消費者ニーズの多様化、競争の激化が考えられ、那覇市の小規模事

業者は、零細企業が多く経営力が脆弱なため、外部環境の変化に対応できず、現状のま

まの経営を続けた結果、衰退に至ったことが推測される。 

このような状況を踏まえると、小規模事業者の課題は、経営力の向上、ビジネスモデ

ルの再構築、売上拡大等が挙げられる。 

よって、「那覇市の小規模事業者のあるべき方向性」「小規模事業者の課題解決のた

めの当商工会議所の方針」「小規模事業者の課題解決のための当商工会議所の具体的方

策」「当商工会議所の目標」について以下のとおり示す。 

 

事業所数および従業者数の推移（平成 18 年～平成 24 年） 

  H18 H21 H24 

事業所数 20,700 19,893 17,287

従業者数 149,640 174,274 149,325

 

                          平成２４年２月１日現在 

那覇市事業所総数 １７，２８７事業所 

内訳 従業者数１～４人の事業所数 １０，９４５事業所 

従業者数５～９人の事業所数  ３，２０６事業所 

従業者数 10～19 人の事業所数  １，７１２事業所 

従業者数 20～29 人の事業所数    ５０４事業所 

従業者数 30 人以上の事業所数    ８３３事業所 
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那覇市のデータ＜参考資料＞ 

「第５４回那覇市統計書 Ｈ２６年第２版Ｈ２７／５／２７更新」 

項目 数 時期・時点 備考 

那覇市第１次産業従業者数 ８７９人 平成２２年 

１０月１日現在 

 

 

平成２２

年国勢調

査 

 

那覇市第２次産業従業者数 １２，９７１人 

那覇市第３次産業従業者数 １００，７６２人 

経営組織別事業所数 平成２１年 平成２４年  

個人 １１，３５１ ９，４２１  

商店数 平成１４年 平成１９年  

商店総数   ５，６０２店 ５，０６１店  

 

 

 

４．那覇市の小規模事業者のあるべき方向性 

小規模事業者のあるべき方向性は、経営力の向上、ビジネスモデルの再構築、売上拡

大等の課題を解決するため、事業計画を策定し、その計画を実行することである。 

小規模事業者の大部分は、短期的な目標の基で事業を行っており、これまでの経営方

法では、外部環境の変化に対応できず、継続することが難しい。さらに、消費者ニーズ

の多様化、競争の激化に対して事業戦略をとっていない状況がある。 

そこで、短期的な目標の基で事業を行うのではなく、長期的な事業戦略を検討し、事

業計画に組み込み、事業を実施する必要がある。 

具体的には、経営分析等で客観的に事業を把握し、事業計画において商品開発や県内

外で開催される展示会・商談会への出展などを計画する。そして、事業戦略が組み込ま

れた事業を実行し、今後の売上増加や新規顧客獲得に繋げ、ＰＤＣＡサイクルの構築を

図ることである。 

 

 

 

５．小規模事業者の課題解決のための当商工会議所の方針 

小規模事業者の経営を計画的かつ持続的に発展させるには、事業者自身が「興味を持

ち」「自己効力感」「挑戦意欲があり自力解決ができる」という学ぶ意欲が不可欠であ

り、その意欲を引き出し、継続的に発展させるためにレベルに合ったステップ毎の支援

を行うことが必要である。 

したがって、当商工会議所は、小規模事業者のレベルに合ったきめ細かな経営支援を

行うために、小規模事業者の学ぶ意欲を基にステップ毎に個別相談やセミナー開催し、

必要に応じ、専門家や関係機関と連携し支援することを方針とする。 
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６．小規模事業者の課題解決のための当商工会議所の具体的方策 

当商工会議所は、小規模事業者の販路開拓に向けて、きめ細かな経営支援を行うこと

を目的として、すべての業種の小規模事業者を対象に「小規模事業者の学ぶ意欲」を基

に４つのステップに分類し、ステップに合った経営発達支援事業を展開する。 

展開の意義は、 

①学ぶ意欲は、すべての小規模事業者を対象としており、地域総合経済団体として

の公共性が保たれる。 

  ②商工会議所がステップに合った考え方を取り入れることによって、小規模事業 

   者が自分に合った支援が受けられ、目標も立てやすく、学ぶ意欲も湧きやすい。

  ③ステップに合った展開を行うことによって、効率的な支援ができる。 

 

[学ぶ意欲の分類]： 

「興味・探究心がまだ芽生えていない」   ステップ１ 

「興味・探究心がある」          ステップ２  

「自己効力感がある」           ステップ３  

「挑戦意欲があり自力解決ができる」    ステップ４ 

 

 

７．当商工会議所の目標 

「小規模事業者のレベルに合ったきめ細かな経営支援を目指す。」 

小規模事業者の販路開拓に向け、挑戦意欲があり自力解決ができる事業者を育て、事

業計画策定事業者数４０件を目指す。 

 その効果として、小規模事業者がどのように課題解決するかを事業計画書に基づき考

察し、実施することで、個店の成長と地域の活性化に繋げることができる。 

  

（注）事業計画策定には、創業計画書、小規模事業者経営発達支援資金の事業計画書や

各種補助金の事業計画書を含む。 
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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 

○当商工会議所の支援の考え方 

はじめに、当商工会議所の支援の考え方を図１、図２を基に（１）小規模事 

業者のステップに合った経営発達支援の具体的な展開の方法（２）経営指導員に

よる個別支援の方法（３）具体的な展開方法の効果を示し、それを踏まえて、経

営発達支援事業の内容を実施する。 

 

図１．学ぶ意欲を引き出す支援をステップに応じて展開 
 

 

ステップ４ 

挑戦意欲があり自力解決ができる 

 

 

 

ステップ３ 

自己効力感（自分にもできると思う 

           これならやれる）がある      

  

                             

                             

            ステップ２ 

興味・探究心（面白い・調べてみたい）がある 

      

                  

 

  

ステップ１ 

興味・探究心がまだ芽生えていない  
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図２．小規模事業者のステップに合った経営発達支援事業        

 

「小規模事業

者の学ぶ意

欲」 

ス

テ

ッ

プ 

 

 

小規模事業者のステップに合った経営発達支援 

挑戦意欲があ

り自力解決が

できる 

ス

テ

ッ

プ

４ 

 

・持続的発展・販路開拓【指針④】 

        ・事業計画書の策定後の支援【指針②】 

（アフターフォロー） 

・事業計画書の策定・実施支援【指針②】 

        ・需要動向調査情報収集・提供【指針③】 

・専門家等との連携 

・個別相談、セミナー開催 

・記帳・税務・金融指導等 

 

自己効力感 

（自分にもで

きると思う。 

これならやれ

る）がある 

ス

テ

ッ

プ 

３ 

 

・経営分析の手法の提供 

及び指導・助言【指針①】 

・個別相談 

         ・セミナー開催 

・記帳・税務・金融指導等 

            

 

興味・探究心 

（面白い・調

べてみたい） 

がある 

ス

テ

ッ

プ

２ 

 

・経済動向調査情報収集・提供【指針③】 

・個別相談 

    ・セミナー開催 

・記帳・税務・金融指導等 

 

 

興味・探究心

がまだ芽生え

ていない 

ス

テ

ッ

プ

１ 

 

・個別相談 

・セミナー開催 

・記帳・税務・金融指導等 
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（１）小規模事業者のステップに合った経営合発達支援の具体的な展開の方法 

具体的には、「学ぶ意欲」を「相談回数」で意欲度を判断し、４つのステップ

とする。 

ステップ１：興味・探究心がまだ芽生えていない。相談回数１～３回（年間）

ステップ２：興味・探究心がある。相談回数４～６回（年間） 

ステップ３：自己効力感がある。相談回数７～９回（年間） 

ステップ４：挑戦意欲があり自力解決ができる。相談回数１０回以上（年間）

 

（ステップの判断及び条件） 

ステップの判断及び条件は、下記のとおりとする。 

［ステップ１］興味・探究心がまだ芽生えていない。 

・相談回数１～３回（年間）かつ小規模事業者ならびに創業者 

［ステップ２］興味・探究心がある。 

・相談回数４～６回（年間）かつ 

下記の条件のいずれか１つを満たしているものとする。 

・地域の経済動向を知りたい小規模事業者（創業者を含む） 

・小規模事業者で申告している個人事業者 

・小規模事業者で申告している法人事業者 

［ステップ３］自己効力感がある 

・相談回数７～９回（年間）かつ 

下記の条件のいずれか１つを満たしているものとする。 

・地域の経済動向を把握し、経営分析を行いたい小規模事業者（創業者を

含む） 

・小規模事業者で青色申告をしている個人事業者 

・小規模事業者で青色申告をしている法人事業者 

［ステップ４］挑戦意欲があり自力解決ができる。 

・相談回数１０回以上（年間）かつ 

下記の条件のいずれか１つを満たしているものとする。 

・地域の経済動向と需要動向を把握し、経営分析が済んでおり、事業計画

書を策定したい小規模事業者（創業者を含む） 

・小規模事業者で青色申告をしている個人事業者で貸借対照表を作成して

いる者 

・小規模事業者で青色申告をしている法人事業者 

 

（事業内容） 

ステップ１ 

①「経営課題に対して興味・探究心がまだ芽生えていない小規模事業者」 

・個別相談を通して記帳、税務、金融等の経営相談を行う。 

・経営に役立つセミナーを開催する。 

・次のステップに繋げることを目的に、事業者の意識改革を行う。 

・中長期的な視点を個別相談やセミナーを通して意識づける。 
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ステップ２ 

②「経営課題に対して興味・探究心がある小規模事業者」 

・個別相談を通して記帳、税務、金融等の経営相談を行う。 

・経営に役立つセミナーを開催する。 

・各種制度等の情報収集・提供等を行う。 

・経営指導員が地域の経済動向調査の情報収集を行い、小規模事業者にそ

の情報を個別相談で提供する。【指針③】 

・個別相談やセミナー開催等を通し経営分析等に興味を持たせるようにす 

る。 

 

ステップ３ 

③「経営課題に対して自己効力感（自分にもできると思う）がある小規模事

業者」 

従来の記帳、税務、金融指導等を行うと共に、下記の内容の支援を行う。

・経済動向調査の結果から「小規模事業者の販路開拓に繋げられるか」を

判断できるように支援する。 

・経済動向調査の結果に基づき、ＳＷＯＴ分析の手法の提供及び指導・助

言を行う。【指針①】 

・経営指導員は、「知的資産（（注）参照）」を「見える化」できるよう支 

援し、必要に応じて専門家等と連携し、伴走型の指導・助言を行う。 

【指針①】 

（注）「知的資産」とは、企業の競争力の源泉である人材、技術、組織力、

   経営理念、顧客とのネットワークなど決算書に表れてこないもの。

 

ステップ４ 

④「経営課題に対して挑戦意欲があり自力解決ができる小規模事業者」 

従来の記帳、税務、金融指導等を行うと共に、経済動向調査、経営分析が

済んでいる小規模事業者を支援する。 

・個別相談・セミナー開催を通して、事業計画の策定支援を行う。【指針②】

・事業計画策定後、１企業に対して年３～４回 事業計画の達成状況の確

認、雇用の維持や拡大の状況、経営者の自己啓発や従業員の人材育成に

努めていることなどを確認して、販路開拓に繋げられるよう指導・助言

を行う。【指針②】 

 必要に応じて専門家等と連携し、伴走型の指導・助言を行う。【指針②】

・経営指導員が需要動向調査の情報収集を行い、小規模事業者にその情報を

個別相談で提供する。【指針③】 

・小規模事業者の売上増加や新規顧客獲得を図るため、県内外で開催される

展示会・商談会についてノウハウ等を提供する。必要に応じ専門家と連携

して支援する。【指針④】 
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（２）経営指導員による個別支援の方法 

経営指導員は、小規模事業者の事業計画策定前に小規模事業者の経営資源など

をヒアリングし整理・検討・把握する。次に、マーケティング調査に関する情報

を提供する。そして、小規模事業者の将来の事業戦略を事業計画書に組み込むた

めに、経営に関する分析手法を活用し指導・助言を行い、経営者と一緒になって

検討する。詳細方法については、下記の通りである。 

①「小規模事業者が、何を売りたいのか。何を商品化したいのか。何を販路開

拓したいのか。」を経営指導員がヒアリングを行い、情報整理をする。 

［ステップ１、２］

        

 

②「小規模事業者の事業化（商品化、販路開拓）を支える技術力・ノウハウが

あるか」「ヒト、モノ、カネ、情報などのすべての経営資源」を経営指導

員が経営者と相談を通して、検討し、把握、確認する。 

            ［ステップ１、２］

 

 

③「小規模事業者に合ったマーケティング調査について」経営指導員が官公庁、

支援機関及び地域金融機関が公表している統計や白書などをインターネッ 

トで検索し、小規模事業者に合った情報を解りやすく解説し、提供する。 

［ステップ２、３］

 

 

④「事業コンセプト・目標等の文章化」を経営指導員が、経営者と一緒に検討

する。 

     「知的資産の見える化」を経営指導員が、経営者と一緒に検 

討し、必要に応じて専門家等と連携し、伴走型の指導・助言を行う。 

【指針①】

                             ［ステップ２、３］ 

 

 

⑤「小規模事業者がＳＷＯＴ分析等で客観的に事業を把握し、自己診断するこ

と」を経営指導員が、ＳＷＯＴ分析等を活用して、指導・助言を行う。 

［ステップ３］【指針①】

 

 

⑥ＳＷＯＴ分析等の結果を基に、経営指導員が経営者と一緒になって将来の事

業戦略を検討し、事業計画書に組み込み、販路開拓に繋げる。 

［ステップ３、４］【指針②】
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(３) 上記の具体的な展開方法の効果 

①「学ぶ意欲」の心の状態を「見える化」及び「具体的条件」に置き換えるこ

とによって、階層化の分類がしやすい。 

②ステップ１は、すべての小規模事業者ならびに創業者が対象で、公共性が保

たれ、「相談回数」で意欲とやる気が判断でき、レベルに合った指導ができ

る。 

③条件を付けることによって、効率的に個別指導や集団指導ができる。 

④小規模事業者は「ステップ１、２、３、４」の段階を踏むことにより、より

高次元のスキルを身に付くことができ、会議所にとっては「専門的にレベル

に合った支援」と「寄り添って支援する体制」が構築しやすい。 

⑤小規模事業者の経営資源などをヒアリングし、経営者と一緒になって検討・

分析することは、伴走・ハンズオン支援に繋がるほか、小規模事業者のＰＤ

ＣＡサイクルの構築に向けた取組が図られやすい。 

 

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】 

 

（現状） 

 現状では、下記の２つの調査を実施している。 

 ①中小企業景況調査 

  中小企業庁の委託事業として、市内の中小企業５０社を対象として、４半期に

１回の割合で業況判断、売上、経常利益等のＤＩを産業別に調査を行っている。

   ②商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測） 

    日本商工会議所が商工会議所のネットワークを活用し、各地域の「肌で感じる

    足元の景気感」を全国ベースで行う調査として、毎月実施しており、当地域に

おいては、建設業、製造業、小売業の３業種の５社を対象に行っている。 

当商工会議所３，６００会員に全国の調査結果を毎月「商工ニュース」で公表

している。 

内容 

調査名 内容 

①中小企業景況調査 

 

４半期に１回調査 

当所調査対象事業者数：５０事業所 

全国の調査対象事業所数：７，９８９社 

ホームページにリンク先を掲載予定 

②商工会議所ＬＯＢＯ調査 

（早期景気観測） 

 

毎月１回調査 

当所調査対象事業所数：５社 

全国の調査対象事業所数：２，９６０社 

３，６００会員に毎月当所商工ニュース

で公表 

ホームページにリンク先を掲載予定 
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  （課題） 

   課題としては、内部の人材不足と調査分析に対するノウハウ不足もあり、組織的

   にＰＤＣＡの構築を図ることが困難である。 

   また、上記２つのサンプル数が少ないため、効率的に、地域（那覇市）の分析を

   行うには資料として活用し難い状況にある。 

   上記の現状と課題を踏まえて、今後は、①と②の全国の調査結果についてホーム

ページにリンク先を掲載する。 

また、地域の経済動向調査については、下記の内容で取り組む。 

 

（目的） 

小規模事業者が自社の現状や課題を認識するために、経営指導員が、個別相談を

通して地域の経済動向調査を希望する小規模事業者に対して地域の特性や業界動

向をインターネットで検索し、その情報を解りやすく解説し提供する。 

必要に応じて、経営指導員は、小規模事業者に地域の経済動向調査に関する情報

を伝えるために、他の機関と連携し、他の機関で行っている経済動向調査の情報

を収集する。 

そして、小規模事業者がスムーズに情報が得られるよう調整を行い、他の機関へ

紹介、斡旋する。 

当商工会議所のコーディネーター力が向上できるよう努める。 

対象者は、ステップ２「経営課題に対して興味・探究心がある小規模事業者」と

する。 

ただし、ステップ１「経営課題に対して興味・探究心がまだ芽生えていない小規

模事業者」に対しては、次のステップに繋げるよう意識改革を行う。 

（理由） 

・自らの経験と勘を頼りに主観的な考えで経営を進めている小規模事業者が多

く、自社の置かれている経営環境を把握する必要がある。 

・現在の景気状況や今後の景気動向を正確かつ早く認識することは、小規模事業

者自身の今後のあるべき姿を見据える時にたいへん重要である。 

 

（事業内容） 

（１）経営指導員が、個別相談を通して地域の経済動向調査を希望する小規模事業者

に対して地域の経済動向をインターネットで検索し、その情報を解りやすく解

説し提供する。 

具体的には、各官公庁の統計、白書などを検索して、小規模事業者の課題に合

った情報を解りやすく解説し提供する。 

また、必要に応じて、支援機関、金融機関などと連携し、情報交換を行い、そ

の機関で調査している景況調査などを収集する。 

小規模事業者の課題に合った情報がスムーズに得られるよう調整を行い、支援

機関、金融機関などへ紹介、斡旋する。 

当商工会議所のコーディネーター力が向上できるよう努める。 

各指導員が行った検索方法等については、経営指導員全員で共有し、サービス

向上に努める。 
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 （目標） 

支援内容 現状 

Ｈ27 年

度 

Ｈ29 年

度 

Ｈ30年

度 

Ｈ31 年

度 

Ｈ32 年

度 

Ｈ33 年

度 

インターネット

検索 

個別相談時に、地

域の経済動向調

査を希望する小

規模事業者に対

して提供 

未実施 １５０ １５５ １６０ １６５ １７０

 

≪情報収集項目≫ 

「那覇市中心商店街通行量調査」「那覇市来街・来店者調査」「経済 センサス」 

「人口」「入域観光客数」「事業所・企業統計調査」「沖縄県買物動向調査」「商業統

計調査」「商店街実態調査」「市場情報評価ナビ」など 

 

（効果） 

・各種資料・統計等で収集した情報を解りやすく解説し提供することで、小規模事

業者は自社の位置づけ、顧客ニーズの把握、今後の方向性の判断材料となり、事

業経営に役立てることができる。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（目的） 

    小規模事業者が自社の弱み・強み、財務状況等を認識し、将来の進むべき方向を

確認するために、経営指導員がＳＷＯＴ分析や財務分析の手法を使って経営分析 

を行う。 

    対象者は、ステップ３「経営課題に対して自己効力感（自分にもできると思う）

小規模事象者」とする。 

 

（理由） 

・小規模事業者は、現状と経営環境の認識が弱く、今後の経営戦略・戦術策定に繋

げていないのが現状である。 

 

（事業内容） 

（１）ステップ３「経営課題に対して自己効力感（自分にもできると思う）小規模事業

者」を発掘するため、経営相談、融資相談、セミナー通して経営分析を希望する

小規模事業者をピックアップする。 

また、会報、メルマガで経営分析を希望する小規模事業者を募る。 

さらに、経営指導員は経営分析を希望する小規模事業者の経営状況等を整理する。

そのうえ、ターゲット、商品、強み、財務等の項目を基に実態を把握する。 

それに、企業のおかれている状況に応じて様々な経営分析を行う。 
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加えて、相談内容によっては専門家と連携し実施する【指針①】 

具体的には、 

①ＳＷＯＴ分析を活用して分析対象事業所の現状を把握する（経済動向などを 

 参考にし、特に機会と強みを重点的に分析する）。 

同社の戦略や戦術が機会や強みに沿って一貫性のあるものかを分析した上で、

改善点があれば戦略、戦術の見直し行う。 

②「小規模事業者の財務資料が分析できる資料か」を判断し、必要に応じて財務

分析を行い同事業の収益能力、資金力、効率性、採算性などの項目をチェック

する。その上で問題点があれば改善方法を検討し実施していく。 

③「知的資産の見える化」を経営指導員が、経営者と一緒に検討し、必要に応じ

て専門家（沖縄県中小企業診断士協会）等と連携し、伴走型の指導・助言を

行う。【指針①】 

（２）分析項目や経営分析の結果については、指導員会議を開催し複数の経営指導員で

検証を行い、企業の課題をより明確化し、経営改善に繋げる。 

それにより経営指導員の資質向上を図る。【指針①】 

（３）以上の結果をもとに経営課題を抽出し小規模事業者にフィードバックし、事業者

と事業戦略を考え、事業化の可能性を判断する。 

（４）小規模事業者のターゲットが、県内市場（県民・市民、県外観光客、国外観光客）

   県外市場、国外市場かを判断し、ターゲットに合った指導・助言を行う。 

 

経営分析実績・目標  

支援内容 現状 

Ｈ27 年

度 

Ｈ29 年

度 

Ｈ30 年

度 

Ｈ31 年

度 

Ｈ32 年

度 

Ｈ33 年

度 

経営分析実施 

企業数 

未実施 102 105 107 110 112

個別企業に対す

る指導数 

（実施企業数）×

（指導回数４回） 

未実施 408 420 428 440 448

セミナー 

開催回数 

０ 5 5 5 5 5

 

（効果） 

・自社の現状と経営環境を把握し、今後の経営戦略・戦術策定に繋げることができる。

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（目的） 
 事業者が経営課題を解決するため、市場調査及び経営分析等の結果を踏まえ、事業 

計画策定支援を行う。必要に応じて専門家（中小企業基盤整備機構、ミラサポ、沖 

縄県よろず支援拠点）等と連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持 
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続的発展を図る。 

対象者は、ステップ４「課題に対して挑戦意欲があり自力解決ができる小規模事業

者」とする。 

 

(理由） 

・小規模事業者は、月次や単年度の売上等の短期的な数値目標を有しているが、中

長期的な視点に立った事業計画を有しているのは少ない。 

そのため小規模事業者が、事業計画や行動計画を立てて目標達成に至るまでのシ

ナリオを明確にする必要がある。 

 

（事業内容） 

（１）経済動向調査、需要動向調査及び経営分析を行った事業所を対象にセミナーや個

別相談を通して事業計画策定の意義、目的、重要性を伝え、事業計画策定を目指

す小規模事業者を発掘する。【指針②】 

（２）窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計

画書を作成する前にやるべき作業の流れ（経済動向調査、需要動向調査、ＳＷＯ

Ｔ分析で客観的に事業を把握する）を理解してもらい、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。【指針②】 

（３）「事業計画策定を目指し」かつ「課題に対して挑戦意欲があり自力解決ができる」

小規模事業を対象に、継続的個別相談を通して、事業計画の策定支援を行う。 

   また、単発、１回、１日限りのセミナーではなく、事業計画が完成できるプログ

ラム（長時間、数日を掛けて）のセミナーを開催し、支援する。【指針②】 

（４）専門的な支援が必要な場合は、中小企業基盤整備機構、ミラサポ、沖縄県よろず

支援拠点等と連携し、伴走型の指導・助言を行う。 

（５）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、小規模事業者経営発達支援資金などの

金融相談、各種補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。【指針②】 

（目標） 

支援内容 現 状 Ｈ

27 年度 

Ｈ29 年

度 

Ｈ30 年

度 

Ｈ31 年

度 

Ｈ32 年

度 

Ｈ33 年

度 

掘り起し説明会

（セミナー）開催

回数 

０ ２ ２ ２ ２ ２

事業計画策定セ

ミナー（長時間掛

けて事業計画が

完成できるプロ

グラム） 

０ １ １ １ １ １

事業計画策定 

事業者数 

０ 40 42 44 46 48

事業計画策定事

業者数に対する

０ 200 210 220 230 240
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指導回数（事業計

画策定事業者数

×指導回数５回） 

 

（効果） 

・小規模事業者は、事業計画や行動計画を立てることより、目標達成に至るまでＰＤ

 ＣＡを行うことができる。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（目的） 

経営指導員が、小規模事業者の事業計画が計画通り進んでいるか確認するために、

巡回訪問し、ヒアリングを行うと共に、伴走型の指導・助言を行う。 

専門的な支援が必要な場合は、中小企業基盤整備機構、ミラサポ、沖縄県よろず支

援拠点などを活用し、小規模事業者の課題解決に向けフォローアップを行う。 

対象者は、事業計画策定事業者とする。 

 

(理由） 

  ・販路開拓などの目的に向かって、計画通り進んでいるか確認することで、自社の

経営に課題や問題がないかを把握することができる。 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後に、国、県、市、日本商工会議所の行う支援策等の情報を収集し、

活用できる支援策を提案する。【指針②】 

（２）事業計画策定後に、必要に応じて４半期に１回巡回訪問し、進捗状況の確認を行

うと共に、必要な指導・助言を行う。【指針②】 

（３）専門的な支援が必要な場合は、中小企業基盤整備機構、ミラサポ、沖縄県よろず

支援拠点などの専門家派遣事業を活用し、課題解決に向けフォローアップを行 

う。 

（４）計画実行における様々な課題に対する支援手法をデータベース化し、指導員同士

のノウハウの共有を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 

Ｈ27 年

度 

Ｈ29 年

度 

Ｈ30 年

度 

Ｈ31 年

度 

Ｈ32 年

度 

Ｈ33 年

度 

フォローアップ事

業者数 

   0 40 42 44 46 

 

48

フォローアップ事

業者数に対する指

導回数 

（フォローアップ

事業者数）×（指

0 160 168 176 184 192
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導回数４回） 

 

（効果） 

 ・４半期に１回フォローアップを行うことにより、計画通りに事業を実施しているか

どうかを早期に確認することができる。早めの対策を取ることで軌道修正がしやす

く、計画通りに事業を実施する可能性が高くなる。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（目的） 

経営指導員は小規模事業者の個社支援を行うために、小規模事業者が需要動向調査

で、顧客ニーズや顧客心理、市場の動向（消費者ニーズの動向）を把握できるよう

支援する。 

具体的には、小規模事業者が自社の外部環境（①地域②顧客③業界④競合）を把握

することを目的として、経営指導員はインターネットを通して各官公庁の統計・白

書や業界資料等（下記参照）の情報を収集し、その情報からその企業の外部環境を

整理・分析して小規模事業者に提供する。 

また、小規模事業者が顧客ニーズと市場の動向を把握し、新たな販路開拓に繋げる

ことができるセミナーを開催する。 

 

（事業内容） 

 （１）経営指導員が、小規模事業者の外部環境調査を支援するため、その企業に関

連する外部環境の調査項目（①地域②顧客③業界④競合）を官公庁の統計・

白書や業界資料等を通して、情報収集し、その結果を整理・分析して小規模

事業者に提供する。 

 

Ａ．地域・顧客の調査について 

「①地域」「②顧客」の項目は時系列で動きを分析し、過去から現在を見て、

そこから将来を予測する。 

●「①地域」の項目は下記の内容を調査する。 

・営業（事業）領域、営業（事業）展開する地域の人口構成を調査する。

・市場規模を調査する。 

・気候を調査する。 

・地域の習慣・文化を調査する。 

・地域の経済・景況状況を調査する。 

・地域の政治、社会情勢、技術の進歩、法律などを調査する。 

 ●「②顧客」の項目は下記の内容を調査する。 

・ウェブコミュニティーなどを活用して、消費者ニーズ・顧客心理を調査

する。 

  ・ウェブコミュニティーや、掲示板、ブログで消費者ニーズ・顧客心理が

   把握できない場合は、（ァ）「アンケート調査」や（ィ）「グループ・イ

ンタビュー」を行う。方法は、下記のとおりとする。 
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（ァ）＜アンケート調査方法＞ 

ⓐ【商工会議所が行うこと】 

小規模事業者の売上増加の販売戦略を考えるために、お客様の購

入心理が把握できるアンケート様式を作成する。 

質問項目は、下記の５つで構成する。 

①商品について、お客様が何で情報を収集したかを質問する。

（どういう媒体で情報を得たか） 

②商品を購入する前に、どんなことで悩んでいたかを質問する。

（購入前の欲求に対する理由） 

③商品について、すぐに購入しなかった理由を質問する。 

④商品について、購入を決めた理由を質問する。 

⑤商品の評価について質問する。 

お客様の購入心理を把握するアンケートの目的は、小規模事業 

者がお客様の気持ち（悩み、欲求、不安など）をよく理解し、お

客様の気持ちをチラシ・ＤＭ・ホームページに反映させて、自社

の強みをひとりでも多くの人に伝え、自社のファンを増やし続け

る戦略を取るためである。 

具体的には、チラシ・ＤＭ・ホームページは、 

要素１．ターゲットコピー 

要素２．キャッチコピー 

要素３．ボディコピー（キャッチコピーの論理的説明場所） 

要素４．提供する商品やサービスの詳細 

要素５．裏づけとなる証拠 

要素６．リスク対策 

要素７．行動喚起 

要素８．お問い合わせ 

の８つの要素から組み立てられている。この要素にアンケートの

回答をアレンジして当てはめ、売れるチラシ・ＤＭ・ホームペー

ジを作成できるよう支援し、個社の販路開拓に繋げる。 

要素１．ターゲットコピーには、アンケート質問項目②の回答：

購入前の悩みをアレンジして入れる。単純に「何々の方へ」とい

う表現よりターゲットの悩んでいることを具体的に「何々で悩ん

でいる方へ」と記載することで、ターゲットをより明確にする。

要素２．キャッチコピーには、アンケート質問項目④の回答：購

入を決めた理由より他社と異なる部分（自社の強み）を見つけて、

自分の商品やサービスを使った結果どうなるかを考え、お客様の

興味をそそる文章にする。 

要素５．裏づけとなる証拠には、アンケート質問項目⑤の回答：

商品の評価の感想から会社が信頼される証拠を集め、お客様が 

会社を信用し、安心して購入できるようにする。 

要素６．リスク対策には、アンケート質問項目③の回答：購入し

なかった理由より解決策を考え、お客様の購入不安を取り除き、
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販路開拓に繋げる。 

 

ⓑ【小規模事業者が行うこと】 

上記アンケート様式を小規模事業者がお客様に対して配布し、そ

の場で記入させて回収する。目標回収件数１００件とする。 

その集計結果を経営指導員と一緒に分析し、チラシ・ＤＭ・ホー

ムページに反映させて、個社の販路開拓に繋げる。 

 

（ィ）＜グループ・インタビューの方法＞ 

小規模事業者の商品・サービスについて、当商工会議所の職員がター

ゲット層に該当する場合、経営指導員が当商工会議所職員を対象にグ

ループ・インタビュー（フォーカスグループ、座談会）を開催し、そ

こで議論された顧客ニーズや消費者動向の考え方を参考意見として 

小規模事業者に提供する。また、経営指導員の家族、知人などの意見

を収集してサンプル意見を増やす。 

 

Ｂ．業界・競合の調査について 

「③業界」「④競合」の項目は自社と比較しながら分析し、自社と比べて周り

の特徴や強みを意識して把握する。把握した後、自社の優位性がどこにある

かを分析する。 

●「③業界」の項目は下記の内容を調査する。 

・営業（事業）領域、営業（事業）展開する地域の業界を調査する。 

 ・その業界の競合数、市場規模、市場動向、業界動向、業界取り組みを調査

する。 

     ・その結果を「自社にとって良いこと（機会、優位性）」と「自社にとって

良くないこと（脅威、劣るところ）」の二つに分けて分析、整理する。 

    ●「④競合」の項目は下記の内容を調査する。 

     ・自社の商圏や事業範囲内にあり、直接分かる、見える競合を調べる。 

      具体的には、競合の数、競合の動きを調べる。 

・その結果を「自社にとって良いこと（機会、優位性）」と「自社にとって

良くないこと（脅威、劣るところ）」の二つに分けて分析、整理する。 

 

参考：≪各官公庁の統計・白書や業界資料等（情報収集項目）≫ 

   ・日経ビジネス ・日経ＭＪ ・商業界 ・地元新聞 ・域内のトレンド 

   ・日経テレコン ・日経トレンディ ・日経新聞 

・中小企業庁メールマガジン 「ｅ－中小企業ネットマガジン」 

・沖縄総合事務局メールマガジン 「経済産業ニュース」 

・各官公庁の統計、白書 

１．経済産業省 ①（統計）②（白書・報告書） 

③地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ） 

２．総務省統計局・政策統括官・統計研修所 

３．厚生労働省①（統計調査結果）②（白書、年次報告書等） 
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４．財務省（統計情報） 

５．文部科学省①（白書）②（統計情報） 

６．農林水産省①（白書情報）②（各種統計） 

７．国土交通省①（統計情報）②（調査報告）③（白書） 

   ・Ｊネット２１ 

   ・沖縄県統計資料ＷＥＢサイト 

 ・那覇市統計情報   

・経済レポート専門ニュース 

・ウェブコミュニティーの活用（掲示板、ブログなどで、個人レベルの顧客心理

を知る。）など 

 

組織的に検索するコツを統一するため、経営指導員は下記の表を参考にする。 

 検索方法 例 

使えるキーワードを活用

する。 

使えるキーワード： 

「市場規模」「市場動向」

「ニーズ」「課題・問題」 

業界名+市場規模  

業界名+市場動向 

商品名+ニーズ 

（業界名・商品名など）+課題・

問題  

（例）飲食業 市場規模

（例）建設業 市場動向

（例）化粧品 ニーズ 

（例）小売業 課題・問

題 

個人レベルの顧客心理を

調査するため、ウェブコ

ミニティーや掲示板、ブ

ログを活用する。 

「キーワード+（ブログ・掲示

板など）」 

（例）飲食業 ブログ・

掲示板 

レポート資料の検索 

 

キーワードと一緒に拡張子

「.pdf」を入力する。（レポー

トなどは、改ざんを防ぐために

ＰＤＦ化されているため） 

キーワード+.pdf 

（例）商店街 .pdf 

専門サイトで検索 ・経済レポート専門ニュース 

・Ｊネット２１ 

・各官公庁の統計、白書 

・沖縄県統計資料ＷＥＢサイト

・那覇市統計情報  

・地域経済分析システム（ＲＥ

ＳＡＳ） 

 

 

（２）当商工会議所は、小規模事業者が独自で需要動向調査が行えるよう「外部環境調

査の調べ方」「アンケート調査の実施方法」「顧客ニーズから販路開拓に繋げる方

法」などのセミナーを開催する。 
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（目標） 

支援内容 現状 

Ｈ27 年

度 

Ｈ29 年

度 

Ｈ30 年

度 

Ｈ31 年

度 

Ｈ32年

度 

Ｈ33 年

度 

需要動向調査を

行う企業数。  

未実施 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０

セミナー開催数 

 

参加事業者数 

未実施 

 

未実施 

１

１０

１

１０

１

１０

１ 

 

１０ 

１

１０

 

（効果） 

・需要動向調査を解りやすく解説し提供することで、小規模事業者は自社の戦略や

 販売戦術を検証し、自社の経営スタンスを判断することができる。 

・経営指導員が情報の収集を行うことにより、経営指導員の資質向上と当商工会議

所のコーディネーター力の向上を図ることができる。 

  ・「業界」「地域」「顧客」「競合」の項目について調査、分析、整理、提供すること

によって、将来の商売のやり方や将来性のあるビジネスかを考える際の判断材料

になる。また、どの業種、市場が伸びるかを考える際の検討材料となる。 

 

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】 

（目的） 

事業計画において、新たな需要の開拓を計画していることを前提に、事業計画策定 

から販路開拓までの実行支援を目指し、小規模事業者のビジネスモデルの再構築を 

図る。 

経済動向調査【指針③】、経営分析【指針①】事業計画策定【指針②】需要動向調 

査【指針③】の一連の流れの伴走支援を受けた小規模事業者が、 

事業計画において売上増加や新規顧客獲得を図るため、 

県内外で開催される展示会、商談会への参加や会員同士のビジネスマッチング、ネ 

ットを活用した販売促進等の計画している場合、 

当商工会議所は、展示会・商談会への出展に向けて、ノウハウや情報などを提供す 

ると共に、相談内容によっては、専門家や関係機関等と連携して支援する。 

対象者は、ステップ４「課題に対して挑戦意欲があり自力解決ができる小規模事業 

者」とする。 

 

（理由） 

・小規模事業者は、展示会・商談会の情報、出展のノウハウ等や予算面についての 

 情報が不足している。 

・資金面やバイヤーとの取引、新規顧客へのアプローチの方法を習得する必要があ 

る。 

・小規模事業者の最終目的は、持続的発展と販路開拓にあり、それらを達成するに 

は、指針①から指針④まで連動して支援するのが不可欠である。特に事業計画策 
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定し、それを計画通りに実行することが大切である。 

 

（事業内容） 

（１）展示会・商談会出展支援（大交易会、那覇の物産展等への出展に向けた支援）

当商工会議所が地場産業の振興を図ると共に小規模事業者の需要の拡大と販 

路の開拓を支援することを目的として、加工食品、家庭用雑貨などを扱う小規

模事業者や沖縄国際物流ハブを活用した輸出に意欲のある食品製造事業者を 

対象に、各社の売れ筋商品の選定や販売力強化のための人材育成などの出展に

向けた支援を行う。 

また、資金面の課題に対して活用できる補助金の情報を提供する。必要に応じ

て、専門家や関係機関等と連携し、積極的に支援する。 

 

（２）ビジネスマッチング 

当商工会議所が小規模事業者の売上拡大を支援することを目的として、 

経済動向調査【指針③】、経営分析【指針①】事業計画策定【指針②】需要動 

向調査【指針③】の一連の流れの伴走支援を受けた小規模事業者を対象に、各

指導員の持っている情報や当商工会議所の会員データを基にその小規模事業 

者が希望する業者を紹介し、マッチングに繋げる。 

 

（３）ネットを活用した販売促進 

   「ＳＮＳの活用セミナー」「ネット販売促進セミナー」等を開催し、ＳＮＳの 

   活用やネット販売等の促進を図る。 

企業のホームページ作成やリニューアルを希望する小規模事業者は、専門家派

遣制度の活用を促し、支援を行う。 

 

（４）商品開発支援 

   事業計画において商品開発を計画している小規模事業者が、商品力アップを図

   るため､売れる商品の６Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、誰が、どんな目的で、誰に、 

何を、どのように）を見極められるよう支援を行う。 

必要に応じて、専門家や関係機関等と連携して支援する。 

日本商工会議所の「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業」の条件

に当てはまる小規模事業者がいる場合は、それを活用し、支援を行う。 

 

（５）当商工会議所の広報誌（商工ニュース）等を活用した販路開拓支援 

当商工会議所が毎月１回、３，９００部発行している広報誌（商工ニュース）

の「会員の窓」の無料紹介コーナーに小規模事業者が事業計画を実施するにあ

たり新たな需要の開拓商品やサービスを掲載することにより販路開拓支援を 

行う。 

 

（目標：展示会・商談会出展支援） 

項目 現 状 Ｈ

27 年度 

Ｈ29 年

度 

Ｈ30 年

度 

Ｈ31 年

度 

Ｈ32 年

度 

Ｈ33 年

度 
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展示会への 

参加回数 

 ２ 3 4 5 6 7

展示会参加 

事業所数 

10 

 

12

 

14

 

16 18 

 

20

ビジネスマッチ

ング紹介数 

  ０ ３ ３ ３ ３ ３

ネットを活用し

た販売促進セミ

ナー回数 

  ０ 

 

 

２

 

３ ３ ４ 

 

４

商品開発支援数 

 

  ０ １ １ １ １ １

事業計画を実施

するにあたり商

工ニュース掲載

事業者数 

  ０ １ ２ ２ ２ ２

 

（効果） 

   ・展示会、商談会へ参加により交渉術の習得やノウハウの蓄積が出来、小規模事

   者の自立支援が期待できる。  

  ・指針①から指針③まで連動して支援を受けている小規模事業者が、最終ステー

   ジステップ４ 持続的発展 販路開拓【指針④】の支援を受けることにより、

ＰＤＣＡサイクルの構築に向けた取組が図られる。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域活性化事業   

那覇市経済観光部なはまちなか振興課主催で毎月１回開催される「商店街事務連

絡会議」へ積極的に参加して、那覇市と商店街関係者と連携を図る。 

また、商店街のリーダーや関係者にヒアリングを行い、商店街の課題、現状を把

握し、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。 

現在の那覇市中心商店街の課題の１つとして「好調な観光に支えられた結果、来

街者の多くは観光客であり地元客は年々減少の一途を辿っている」という事が上げ

られる。 

それは、商店街にあったデパートなどが相次いで閉店したことと郊外への大型商

業施設の相次ぐ出店による影響が大きいと考えられる。 

今後、那覇市中心市街地の健全な発展の為には、観光客と地元客が集える魅力あ 

る街づくりを行う事が必要である。 

当商工会議所としては、地元客数と観光客数のさらなる増加を目的に地元客や観

光客に需要の高い商店街ツアーなどの集客イベントを開催する。 

また中心市街地の各通り会の多くは、独自のサイトを持たない等、情報発信機能
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が弱く、商店街の状況が外部に伝わりづらい現状がある。 

当商工会議所では中心市街地のイベント情報、トイレ情報、駐車場情報などの 

商店街情報を一元的に発信し、中心市街地への集客や出店を促すための取り組みを

行う。 

 

（事業内容） 

（１）集客イベント開催事業 

  ①中心商店街を訪れた顧客の回遊性を高めるため商店街ﾂｱｰなどの地元客や観光客

から関心の高いイベントを開催し、那覇市や各商店街、観光協会、各店舗と連携

し地元客や観光客を数多く集客する。 

 

（２）商店街情報発信事業 

  ①独自の情報発信サイトを持つ中心市街地の通り会が少ないため、商店街情報が外

部に伝わりづらい現状がある。 

当商工会議所では①中心市街地開催のイベント情報②各通り会の案内③中心市 

街地周辺の駐車場情報④来街者が快適に過ごせるためのトイレマップ等の商店 

街情報を一元的に発信する。 

   

（目標） 

項目 現状Ｈ27

年度 

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 Ｈ33 年度

集 客 イ

ベ ン ト

開催 

３回 

商店街ツ

アー 

４回 

商店街 

ツアー 

その他 

５回 

商店街 

ツアー 

その他 

５回 

商店街 

ツアー 

その他 

6 回 

商店街 

ツアー 

その他 

 6 回 

商店街 

ツアー 

その他 

 

２．創業支援   

（目的） 

 地域における開業率、廃業率の改善を図るため、沖縄県、那覇市と連携して「創業

塾」「経営向上塾」を開催し、創業支援を行う。合わせて、創業に関する窓口相談 

を行う。 

創業後は、経営指導員はフォローアップを行うと共に、専門家派遣事業等を活用し、

支援を行う。 

また、沖縄県、那覇市と連携し、創業後の女性経営者を積極的にフォローアップし、

人材育成に努める。 

（理由） 

・県内は開業率、廃業率も高いことから、直接的な事業者数の増加に繋がっていな

いのが現状である。 

 

（事業内容） 

（１）創業希望者の知識向上と創業計画の策定支援を行うことを目的として、創業塾（年

１回、１回全１０コマ、１コマ３時間）を開催する。 
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内容は、創業の心得（創業する覚悟等）について学ぶ。 

その結果、自分自身の棚卸を行うことで自分の真の強みや足りないスキル、人脈、

家族の協力等を知ることができる。 

また、ドメイン（活動領域）の決定、マーケティング、資金調達などについて学

ぶ。その結果、創業計画の策定に繋げることができる。【指針①②③】 

（２）経営指導員が創業に関する窓口相談を行う。 

具体的には、沖縄振興開発金融公庫の創業融資制度や沖縄県の創業者支援資金の

斡旋、創業補助金申請の事業計画策定支援を行い、伴走型の支援を行う。【指針

②】、 

（３）創業後は、経営指導員による巡回・窓口支援の実施に加え、専門家派遣事業を活

用して、伴走型の支援を実施する。【指針②】 

（４）創業後５年以内の創業者を対象とする「経営向上塾（年２回、１回１コマ３時間）」

を開催する。 

内容は、経営に関する具体的な知識やノウハウを収得して頂き、事業のさらなる

成長への一歩を生み出す機会を提供する。【指針②④】 

 

（目標） 

支援内容 現状 

Ｈ27 年

度 

Ｈ29 年

度 

Ｈ30 年

度 

Ｈ31 年

度 

Ｈ32 年

度 

Ｈ33 年

度 

創業塾開催回数 4 １ １ １ １ １

創業者受講者数 196 50 50 50 50 50

経営向上塾 

開催回数 

9 2 2 2 2 2

経営向上塾 

受講者数 

216 70 70 70 70 70

経営指導員による

窓口相談事業者数 

213 250 250 250 250 250

経営指導員による

相談回数 

355 450 450 450 450 450

経営指導員による

創業者の輩出数 

未調査 45 45 45 45 45

 ＊那覇商工会議所は、沖縄県からの委託事業として「創業力・経営向上支援事業」を

行っているが、平成２８年度で終了する。この事業は、沖縄県商工会議所連合会地区（那

覇市、浦添市、沖縄市、宮古島市）で行っているため、平成２７年度の「創業塾開催回

数」「創業者受講者数」「経営向上塾開催回数」「経営向上塾受講者数」の実績は、４地

区合わせての実績である。平成２９年度からは、当商工会議所独自の計画を立て、那覇

市と連携し、那覇地区のみで実施する。 

 

（効果） 

・開業率を高めることにより、地域経済の活性化を図ることができる。 
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・創業塾を通し、「創業の心得」などを学ぶことにより、自分自身を見つめ直し、セ

ールスポイント（強み）を発見することができる。 

・経営指導員が創業に関する窓口相談を行うことにより、今後、継続的な指導や支 

 援ができる。 

・金融相談等を通して創業者の資金繰りに貢献することができる。 

・経営向上塾を通し、事業の発展と継続について一歩を踏み出す機会を与えること 

ができる。 

 

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組 

 

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 

（目的） 

経営指導員の支援力向上を図ることを目的として、県内外の支援機関等と情報交換

会等行い、新たな支援体制の構築について検討し、議論を深め、小規模事業者の販

路開拓に繋げる。 

 

（理由） 

   ・単独の機関では、複雑化する企業の課題に対して助言や支援策に限界があり、他

   の支援機関と連携及び情報交換することで、経営指導員の助言や支援策に幅が広

   がり、人材育成の強化が図られる。 

 

（内容） 

＜年１回開催される沖縄県内の経営指導員を対象とする「一般研修」において＞ 

国県市の施策等を学び、支援ノウハウ、支援現状、沖縄県の小規模事業者の現状に

ついて年１回各商工会指導員及び各商工会議所指導員と情報交換を行う。 

「どのように連携するか」「連携内容について」議論を深める。 

 

＜エキスパートバンク事務連絡会議及び特別研修において＞ 

沖縄県商工会議所連合会（那覇、沖縄、宮古島、浦添）で年３回、情報交換会を開

催し、各会議所の行う諸事業内容の目標、課題などを共有する。 

各会議所との連携による新たな支援体制の構築について検討する。 

課題がある場合は、課題解決に向け連携し、協力する。 

 

＜各会議において＞ 

連携する各支援機関等と意見交換を行う。各会議のテーマについて議論されたこ

とは、必要に応じて、内部の指導員会議、相談部会議等を通して、報告し情報共

有を図り、小規模事業者の発展に繋げる。 

 

＜小規模事業者の課題解決を図るための同行、同席について＞ 

必要に応じて、経営指導員が、小規模事業者の課題解決を図るために、中小企業基

盤整備機構や沖縄県よろず支援拠点などの支援機関へ小規模事業者と一緒に、同 

行、同席して、その支援機関の目利き能力、コーディネーター能力、ヒアリング能
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力、コミュニケーション能力、論理的思考力の習得を図りつつ、情報交換を行う。

また、その支援機関がプロジェクトやグループで小規模事業者を支援する場合は、

必要に応じて、積極的にその支援会議に参加して、その課題について検討し、議論

を深め、連携を図る。 

さらに、小規模事業者が、当商工会議所の専門家派遣制度（エキスパートバンク）

やミラサポの無料専門家派遣制度を活用した場合、経営指導員が指導日に同席し 

て、その専門家の目利き能力、コーディネーター能力、ヒアリング能力、コミュニ

ケーション能力、論理的思考力の習得を図る。 

その後、経営指導員は、巡回指導を通してアフターフォローを行い、小規模事業者

の支援に努める。 

 

≪連携する機関等≫ 

―機関間の会議― 

・おきなわ中小企業経営支援連携会議  ・おきなわ経営サポート会議 

・おきなわよろず拠点連絡会議  ・沖縄県中小企業振興会議 

・沖縄県中小企業振興会議幹事会  ・沖縄県中小企業振興会議那覇・浦添地域部会 

―支援機関― 

・沖縄県商工会連合会  ・沖縄県産業振興公社  ・中小企業基盤整備機構 

・沖縄県中小企業団体中央会  ・沖縄県工業連合会  ・沖縄県よろず支援拠点 

・沖縄県商工会議所連合会 ・沖縄県中小企業診断士協会 ・その他認定支援機関 

―官公庁― 

・内閣府沖縄総合事務局  ・沖縄県  ・那覇市 

―その他機関等― 

・沖縄振興開発金融公庫  ・沖縄県信用保証協会 

―受託・委託事業― 

・沖縄県中小企業再生支援協議会 ・沖縄県ジョブカードセンター 

・沖縄県経営改善支援センター  ・観光お土産品協議会  

・沖縄県事業引継ぎ支援センター 

―その他活用事業・制度― 

・経営・技術強化支援事業（エキスパートバンク） ・ミラサポの無料専門家派遣制度

 

（効果） 

・連携を図ることにより、企業の抱えるそれぞれの課題に対して的確かつ専門的な

 支援に繋げることができる。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（目的） 

年間を通して、当会議所が、経営指導員及び補助員等の資質の向上と指導能力の強

化を目的として、研修会への参加、勉強会の開催を行い、小規模事業者の支援に繋

げる。 

 

（理由） 
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・問題を抱えている小規模事業者を支援するために、経営指導員の資質向上と組織

 全体としての相談対応力の向上を図る。 

 

（内容） 

＜研修・セミナー等への参加＞ 

中小企業大学校の主催する基礎研修（税務・財務診断、経営診断基礎）や専門研修

（地域経済活性化支援、中小企業経営支援、商店街の活性化支援）などに経営指導

員を参加させ、経営指導員の資質向上を図る。 

また、経営改善普及事業の強化、推進を図ることを目的として沖縄県で開催されて

いる経営指導員等研修会（一般コース、特別コース）に、経営指導員等を参加させ、

国及び県等の行う施策、制度や新市場・成長分野のマーケティング動向、実際のビ

シネスプラン作成手法等の高度な専門知識を習得させる。 

さらに、日本商工会議所や他の団体が、小規模事業者の経営改善や技術力向上等を

目的として開催する研修や「セミナー」に、経営指導員等を参加させ、さらなる業

務に必要な知識を習得させる。そして、小規模事業者の支援に繋げる。 

 

＜経営発達支援計画情報共有検討会議の開催＞ 

経営指導員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を組 

織内で共有するため、「情報共有検討会議」を毎月１回開催する。 

具体的には、経営指導員の支援ノウハウの事例、実施方法や経営発達支援計画の進

捗状況について情報共有を図り、検討する。 

お互いの指導・助言内容、進捗状況を検討することによって、支援方法の効果的・

効率的な実施が図られる。 

 

＜マル経予備審査会の開催＞ 

マル経を推薦する本審査会に向けての対策、組織内で経営指導員のノウハウを共有

するために、指導員による「マル経予備審査会」を毎月１回開催する。 

具体的には、経営者の経歴、申込金額の妥当性、資金使途と効果の検討、返済余裕

金の検討、収益性、設備投資の適正度、借入限度額の検討などを議論し、情報交換

を行う。 

お互いの指導・助言内容、情報収集方法を学ぶことによって、伴走型の支援能力の

向上を図ることができる。 

また、複数の経営指導員によるプロジェクトチームが、小規模事業者の課題をより

明確化することを目的として、経営発達支援計画を検証する。 

ブラッシュアップを行うことによって、経営指導員の資質向上に繋がる。 

 

＜小規模事業者の課題解決を図るための同行、同席について＞ 

必要に応じて、経営指導員は、小規模事業者の課題解決を図るため、小規模事業者

と一緒に支援機関や金融機関などに同席をして、その機関の目利き能力、コーディ

ネーター能力、ヒアリング能力、コミュニケーション能力、論理的思考力を学ぶ。

また、小規模事業者が専門家派遣制度を活用した場合、その指導日に経営指導員が

同席をして、専門家の目利き能力、コーディネーター能力、ヒアリング能力、コミ
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ュニケーション能力、論理的思考力を学ぶ。 

その後、経営指導員は、巡回指導を通してアフターフォローを行い、小規模事業者

の支援に努める。 

 

＜補助員・記帳専任職員等研修会の開催＞ 

年１回沖縄県商工会議所連合会（那覇、沖縄、宮古島、浦添）において、補助員・

記帳専任職員等研修会を開催する。研修会は、補助員が経営指導員等の補助員とし

て必要な基本的知識を習得させることを目的とし、その内容は経営改善普及事業の

基本問題、窓口相談指導の手法の基礎、経理事務、業務に関する事務処理等を中心

とし、国、県の施策・制度に関するものとする。 

 

（効果） 

・経営指導員の個々の資質やチーム力の問題解決力が向上し、指導力の均一化が図

られる。 

  ・経営指導員が小規模事業者の課題解決のために、小規模事業者と同席することは、

   伴走型支援にも繋がり、小規模事業者を安心させることができる。また、支援機

関や専門家の支援ノウハウ等を学ぶことができる。 

 

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行政、学識者、外部専門家等の外部有識者で構成された事業評価会議を年１回開催す

る。 

事業の実施状況、成果の評価・見直し案について、評価及び改善点のアドバイスを受

ける。 

②上記事業評価会議の評価及びアドバイスをもとに、中小企業相談部会議において、評

価・見直しを検討し、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、当商工会議所正副会頭会議へ報告し、

承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を那覇商工会議所のホームページ

（http://www.nahacci.or.jp/）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 

（Ｈ２７年４月現在）

（１）組織体制                          

那覇商工会議所事務局には、次の３部があり、経営発達支援事業は、他の部署と連携を

図り、実施主体として中小企業相談部が担う。 

１．総務部「５人」 

２．企画業務部「５人」 

３．中小企業相談部「経営指導員１２人、補助員３人、記帳専任職員１人、合計１６人」

 部長「１人」 

Ⅰ．指導課「６人」 

（１）相談部の県補助金管理 （２）指導員研修 （３）消費税転嫁対策 

（４）講習会・講演会（５）施策普及（６）女性会 （７）景況調査 

（８）決算個別指導  （９）記帳指導・代行 （10）相談部会計・補助金研修 

（11）沖縄県中小企業再生支援協議会・沖縄県経営改善支援センター（事務管理・

連携） 

（12）おきなわ中小企業経営支援連絡会議（連携）（13）沖縄県中小企業振興会議

（14）経営安定特別相談室（15）エキスパートバンク 

（16）小規模企業共済・倒産防止共済  

（17）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 

（18）経営指導員等の資質向上等に関すること 

（19）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 

Ⅱ．金融課「５人」 

 （１）金融 （２）公庫運営協議会 （３）マル経融資等管理  

（４）経営発達支援事業所管理・分析 （５）補助金に関すること  

（６）青年部（７）労働保険事務組合（８）地域力活用新事業 全国展開支援事業

（９）創業力・経営力向上支援事業  

（10）５部会運営管理（①観光サービス②文化情報③卸売④金融⑤小売） 

（13）メール配信等 （14）地域の経済動向調査 （15）経営分析  

(16）事業計画の策定・実施の管理 

  Ⅲ．専門指導室「４人」 

   （１）地域活性化事業（まちづくり・商店街・再開発等支援）  

（２）那覇市商工業振興奨励補助事業 （３）小規模事業者販路開拓支援  

（４）ミラサポ （５）沖縄県事業引継ぎ支援センター（事務管理・連携） 

（６）間税会連合会・那覇間税会（７）視察受入  

（８）公共機関等の連携・連絡・調整 (９)需要動向調査 

（２）連絡先：那覇商工会議所中小企業相談部 

   〒９００－００３３ 沖縄県那覇市久米２丁目２番１０号 

   ＴＥＬ ０９８－８６８－３７５８ ＦＡＸ ０９８－８６６－５７２８ 

 



- 30 - 
 

（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） 

 平成29年度 

(平成 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 146,010 146,010 146,010 146,010 146,010 

 

諸事業収入 

受託手数料 

補助金 

受託費 

雑収入 

繰入金 

繰越金 

2,270 

1,600 

118,840 

3,910 

20 

19,360 

10 

2,270 

1,600 

118,840 

3,910 

20 

19,360 

10 

2,270 

1,600 

118,840 

3,910 

20 

19,360 

10 

2,270 

1,600 

118,840 

3,910 

20 

19,360 

10 

2,270 

1,600 

118,840 

3,910 

20 

19,360 

10 

（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 

沖縄県からの補助金及び会議所一般会計繰入などにより調達 

 

 

（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 

＜事業名＞ 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

連携者及びその役割 

＜連携者＞：支援機関、金融機関など 
支援機関：沖縄県産業振興公社 理事長 桑江 良一 

住所：〒９０１－０１５２ 那覇市小禄１８３１番地１ 

ＴＥＬ：０９８－８５９－６２３７ 

金融機関：沖縄振興開発金融公庫 理事長 譜久山 當則 

住所：〒９００－８５２０ 那覇市おもろまち１－２－２６ 

ＴＥＬ：０９８－９４１－１７９５ 

金融機関：琉球銀行 取締役頭取 金城 棟啓 

住所：〒９００－００１５ 那覇市久茂地１－１１－１ 

ＴＥＬ：０９８－８６６－１２１２ 

金融機関：沖縄銀行 取締役頭取 玉城 義昭 

住所：〒９００－８６５１ 那覇市久茂地３－１０－１ 

ＴＥＬ：０９８－８６７－２１４１ 

金融機関：沖縄海邦銀行 代表取締役頭取 上地 英由 

住所：〒９００－８６８６ 那覇市久茂地２－９－１２ 

ＴＥＬ：０９８－８６７－２１１１ 

 

＜各連携者の役割＞：経済動向調査の情報提供 

那覇商工会議所は、支援機関、金融機関などと連携し、情報交換を行い、その機関で調

査している景況調査などを収集する。小規模事業者がスムーズに情報が得られるよう支

援機関、金融機関などへ紹介、斡旋する。 

連携体制図等 
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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 

＜事業名＞ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

「知的財産の見える化」について 

連携者及びその役割 

＜連携者＞ 

一般社団法人 沖縄県中小企業診断士協会 会長 西里 喜明 

住所：〒９０３－０８０１ 沖縄県那覇市首里末吉町４－２－１９  

ＴＥＬ：０９８－９１７－００１１ 

＜連携者の役割＞ 

沖縄県中小企業診断士協会は、「知的財産の見える化」についてセミナー、講習会を開催。

 

那覇商工会議所は、経営指導員等の資質向上を図るため、経営指導員が、「知的財産の見

える化」についてセミナーなどに参加し、その知識を経営状況の分析に役立てる。 

個別相談において、必要が生じた場合、専門家派遣を依頼して、専門家と連携しながら、

小規模事業者に対してアドバイス、助言を行う。 

連携体制図等 
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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 

＜事業名＞ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

      事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

連携者及びその役割 

＜連携者＞ 

中小企業基盤整備機構 沖縄事務所 所長 三澤 孝 

住所：〒９０１－０１５２ 那覇市小禄１８３１－１ 沖縄産業支援センター 313-1 

ＴＥＬ：０９８－８５９－７５６６ 

 

＜連携者＞ 

ミラサポ（中小企業庁） ミラサポ運営事務局コールセンター 

ＴＥＬ：０５７０－０５７－２２２（電話料有料） 

 

＜各連携者の役割＞：専門家派遣 

 

那覇商工会議所は、必要に応じて専門家派遣制度を活用し、専門家等と連携し、指導・

助言を行う。 

連携体制図等 
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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 

＜事業名＞ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

      事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

連携者及びその役割 

＜連携者＞ 

沖縄県よろず支援拠点 コーディネーター 上地 哲 

住所：〒９０１－０１５２ 那覇市小禄１８３１－１ ４階 

ＴＥＬ：０９８－８５１－８４６０ 

＜連携者の役割＞ 

チーム編成を通じた支援 

 

那覇商工会議所は、事業計画策定支援において、チーム編成を通じた支援が必要な場合、

沖縄県よろず支援拠点と連携し、支援を行う。 

連携体制図等 
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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 

＜事業名＞ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針③】 

連携者及びその役割 

＜連携者＞：支援機関、金融機関など 

支援機関：沖縄県産業振興公社 理事長 桑江 良一 

住所：〒９０１－０１５２ 那覇市小禄１８３１番地１ 

ＴＥＬ：０９８－８５９－６２３７ 

金融機関：沖縄振興開発金融公庫 理事長 譜久山 當則 

住所：〒９００－８５２０ 那覇市おもろまち１－２－２６ 

ＴＥＬ：０９８－９４１－１７９５ 

金融機関：琉球銀行 取締役頭取 金城 棟啓 

住所：〒９００－００１５ 那覇市久茂地１－１１－１ 

ＴＥＬ：０９８－８６６－１２１２ 

金融機関：沖縄銀行 取締役頭取 玉城 義昭 

住所：〒９００－８６５１ 那覇市久茂地３－１０－１ 

ＴＥＬ：０９８－８６７－２１４１ 

金融機関：沖縄海邦銀行 代表取締役頭取 上地 英由 

住所：〒９００－８６８６ 那覇市久茂地２－９－１２ 

ＴＥＬ：０９８－８６７－２１１１ 

 

＜各連携者の役割＞：沖縄大交易会に関する情報提供 

 

那覇商工会議所は、支援機関、金融機関などと連携し、沖縄大交易会に関する情報を収

集し、情報交換を行う。その情報やノウハウを必要に応じて小規模事業者へ提供する。

連携体制図等 
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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 

＜事業名＞ 創業支援 

連携者及びその役割 

＜連携者＞ 

那覇市 那覇市長 城間 幹子 

住所：〒９００－８５８５ 沖縄県那覇市泉崎１－１－１ 

ＴＥＬ：０９８－８６７－０１１１ 

＜連携者の役割＞ 

那覇市は、ビジネスモデルの構築、事業計画の作成など創業に必要となる要素に応じて、

関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供を行う。 

 

那覇商工会議所は、認定連携創業支援事業者として、創業相談、創業計画作成支援、創

業塾、経営向上塾を実施する。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那覇市伝統工芸事業協同組合連合会 

沖縄ビジネスインキュベーションプラザ 

那覇市観光協会 

那覇市 

（那覇市 IT 創造館） 

（なは産業支援センター） 

那覇商工会議所 

沖縄振興開発金融公庫 

沖縄県産業振興公社 

琉球銀行 

沖縄銀行 

沖縄海邦銀行 

コザ信用金庫 

ＪＡおきなわ 

沖縄大学、沖縄県立芸術大学 

・地域資源活用 

・女性を対象としたコワーキング
スペース設置運営 

・地域資源活用 
・ワンストップ相談窓口 
・創業支援オフィスの提供 

・創業相談 
・創業計画書作成支援 
・創業塾、経営向上塾 

・創業資金相談 

・地域資源活用 

・ビジネスモデル構築支援 

・販路開拓支援 

・経営相談 

・専門家派遣 

・地域資源活用 

・地域資源活用 
・創業資金相談 
・ビジネスモデル構築支援 
・事業計画、財務サポート 
・販路開拓支援 

創業希望者・創業者 


