
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 沖縄商工会議所（法人番号 ６３６０００５００１９６８） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

沖縄商工会議所では、地域小規模事業者の持続的発展につなげることを目標

に、地域経済や需要動向の分析を行い、小規模事業者の経営分析、事業計画の

策定・実施・販路開拓・フォローアップなど中長期的な視野に立って伴走型支

援を実施していく。 

事業内容 

経営発達支援計画を次の通り実施します。 

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】 

  地区内の経済動向を調査・分析し、沖縄市の経済状況や小規模事業者の経

営環境を把握する。調査・分析の結果は、小規模事業者の持続的発展を図

るため経営指導や事業計画策定に積極的に活用する。また、会報やホーム

ページへ掲載することにより広く情報提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員の巡回・窓口相談、各種経営セミナーの開催等を通じて、経営

分析を行う小規模事業者の掘り起こしをし、ヒアリングシートの活用や財

務分析、ＳＷＯＴ分析等による経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営分析の結果を踏まえ、３年～５年の事業計画策定及び実施の支援・助

言を伴走型で行い、小規模時事業者の持続的発展を図る。専門的な案件に

関しては、中小企業基盤整備機構や沖縄県産業振興公社などの関係機関と

連携して指導を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画作成後も３カ月に 1回巡回訪問し進捗状況を確認し、経営指導を

行う。確認にはＰＤＣＡサイクルの手法を活用し、また小規模事業者にも

浸透させ目標の実現に向けて支援をしていく 

５．需要動向に関すること【指針③】 

小規模事業者の持続的発展のために、消費者のトレンドやニーズを調査・

分析して提供し、また事業計画策定に活用して売上や販路拡大を支援して

いく。 

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】 

小規模事業者の販路開拓を推進するため、提供・発信の機会を増大させる

ため、ＨＰやマスコミ等を通じた広報、ＳＮＳ、ＨＰ等のＩＴ活用、商談

会・展示会等の出展支援を通じた販路開拓支援を行う。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

沖縄市中心市街地活性化協議会の構成員として、沖縄市中心市街地活性化基

本計画の事業を運営、支援して地域経済の活性化を図る。 

連絡先 

〒904-0004 沖縄県沖縄市中央 4-15-20 

沖縄商工会議所中小企業振興部 

電話番号  098-938-8022  FAX 番号 098-938-2755 

メールアドレス info@okinawacci.or.jp 

 



 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．沖縄市の概要 

 沖縄市は、沖縄半島中部に位置しており、県下第２の人口１４万人を有し、中部９市町村で構成

されている中部広域市町村圏の中核都市であります。 

 戦後、米国空軍基地「カデナ基地」の門前町として栄えてきた沖縄市は、米国文化の影響を受け

た国際色の豊かな街です。そのため、ロックやジャズなど多彩なジャンルの音楽が早くから住民に

親しまれ、音楽イベントとして「ピースフルラブ・ロックフェスティバル」を毎年開催しておりま

す。一方、沖縄県の伝統芸能であるエイサーにおいては、エイサーの本場として、県内外に名を馳

せており、県内最大規模の「沖縄全島エイサーまつり」には、期間中３０万人が訪れます。「エイ

サーのまち」宣言を行い、エイサー文化の更なる発展に取り組んでおります。このように、伝統文

化と米国文化が混ざり合ったチャンプルー文化※１が沖縄市にとって魅力的な地域資源となってい

ます。 

 また、プロ野球の広島東洋カープのキャンプ地としても知られており、キャンプ期間中には県内

外から多くの野球ファンが訪れます。そのほか、プロバスケットボールチームの琉球ゴールデンキ

ングスやサッカーJ３に所属する FC 琉球のホームタウンとなっております。平成８年には「スポー

ツコンベンションシティ」宣言を行い、日本陸連公認の「おきなわマラソン」や県外高校生チーム

を招いての「沖縄市長杯高等学校バスケットボールおきなわカップ」などが開催されております。

※1 チャンプルーとは沖縄方言で「混ぜこぜにした」 

２．沖縄市の現状と課題 

沖縄市の産業構造は、商業・サービス業の第３次産業が９１．１２％と最も高く、第２次産業が

８．７％、第１次産業が０．１％となっており、第３次産業の比率が圧倒的に高いのが特徴です。

また、小規模事業者数は商工業者数５，４５３件のうち３，８５９件と７０．７％と高い数値をし

めしていますが（平成２６年度経済センサス基礎調査）平成２１年と比較すると商工業者数、小規

模事業者数ともに減少傾向にあります。 

近年の沖縄市においては、市内人口は増加しているが居住地域の市内郊外化が進み、中心市街地

の人口は減少傾向にあります。また、大型商業施設の郊外出店や後継者不足などの要因も重なり中

心市街地では空き店舗が増え、集客力の低下が顕著となっています。そのため、新規創業の促進に

よる空き店舗の解消や既存事業者への経営戦略立案による経営力向上、事業承継、路拡大等支援を

伴走型で行い、中心市街地の活性化を図ることが課題となっている。 

 

沖縄市内商工業者数、小規模事業者数比較 

 平成２１年 平成２６年 

商工業者数（民営事業所数） ６，０５４ ５，４５３ 

小規模事業者数 ４，３７１ ３，８５９ 

※経済センサス基礎調査による     

  中心市街地における人口減少 

   平成１６年 平成２１年 平成２６年 増減率 

市全体 128,635 人 133,762 人 138,663 人 7.8％

中心市街地 21,628 人 20,368 人 19,229 人 -11.1％

 市内シェア 16.8％ 15.2％ 13.9％ 

 



 
 

３．支援の目標と方針 

  （１）中長期的な振興のあり方 

 沖縄市内の小規模事業者においては、本土企業の県内出店や大型商業施設の郊外出店、後継者不

足等により年々その数が減少傾向にあります。特に中心市街地への影響は大きく、小規模事業者数

の減少や集客力の低下が顕著となっています。そのため、沖縄市では、「第４次総合計画」や「第

２期中心市街地活性化基本計画」において新規創業の促進による空き店舗の解消やエイサーや音

楽・スポーツ等の観光資源を活用したイベントでの賑わいの創出で中心市街地の活性化を図る各種

施策を展開しています。しかし、地域の活性化には既存小規模事業者の発展も必要不可欠であるた

め、沖縄商工会議所では、小規模事業者の課題等を抽出し、課題解決や売上（販路開拓）、大型商

業施設との差別化を図るための商品開発等の支援を伴走型で行い、創業・起業をする事業者へは沖

縄市と連携を図りながら、10 年後に小規模事業者が 4,200 事業所となるよう、小規模事業者の持

続的発展や創業・起業をする事業者への各種経営発達支援を実施します。 

 

  （２）支援の目標 

 前述の中長期的な振興の在り方を踏まえ、沖縄商工会議所の小規模事業者への支援においては、

小規模事業者の持続的な発展と経営安定のため、巡回・窓口相談等で小規模事業者の課題の抽出を

行い、事業計画へのステップアップを図り、策定した計画実現に向けて伴走型の支援で企業の持続

的発展を目指します。また、エイサーのマスコット エイ坊などの沖縄市の観光資源を活用した新

商品開発を目指し大型商業施設との差別化を図り、小規模事業者の強みを高めていきます。後継者

不足の小規模事業者に対しては、沖縄県事業承継センターと連携し、新たな創業者とのマッチング

を図り、小規模事業者数の減少を抑えます。 

販路開拓支援においては、沖縄市の「創業・起業支援事業」の１つであるＩＣＴ人材育成事業を

活用して、小規模事業者のＨＰ作成などのＩＴにおける販路拡大支援や展示・商談会参加に必要な

スキルを学ぶセミナーを開催し、展示会参加事業者の促進や成約に向けた支援を行います。 

 そのほか、沖縄市では、平成２８年３月に「第２期中心市街地活性化基本計画」が内閣総理大臣

の認定を受け、まちの顔である中心市街地活性化のために中期的な各種施策を実施しており、さら

に、「産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画」の認定を受け（平成２７年１１月）、創業・起

業者に対する創業支援体制の構築を図っています。沖縄商工会議所は、創業支援事業計画における

認定連携創業支援事業者の特定創業支援事業者として行政と連携を図り、年間３０件以上の創業を

目指す者や創業間もない事業所を支援し、空き店舗解消、継続的な利益の獲得を図ります。 

  

  （３）事業方針 

  ①小規模事業者への伴走型支援と事業承継の促進 

    当所における小規模事業者の経営支援において多くを占めるのが経営一般と金融（マル

経）です。平成２７年度実績で１４５件の実績があり、マル経資金等の金融相談を足掛かり

に各小規模事業者の経営状況の分析を図り、経営における課題や強みの把握に努めます。専

門的な経営課題のある事業者には、専門家派遣など関係機関と連携を取りながら課題解決に

向けて支援を行いながら、小規模事業者の強みを活かした事業計画や経営革新の策定へのス



 
 

テップアップを図ります。策定後は、計画実現に向けて伴走型の支援を実施し、小規模事業

者の持続的発展を目指す。小規模事業者の新商品開発には、エイサーのマスコット エイ坊

など、沖縄市の観光資源を活用した新商品開発を目指し、大型商業施設との差別化を図りま

す。後継者不足の小規模事業者に対しては、沖縄県事業承継センターと連携し、新たな創業

者とのマッチングを図り、小規模事業者数の減少を抑えます。 

     

  ②創業と地域活性化 

    沖縄市では２０１６年度から地方創生加速化交付金を活用して「創業・起業総合支援事業」

を実施します。これは、先端ＩＣＴの人材育成や創業・起業の支援相談等をワンストップで

サポートし、「ニアショア」の拠点形成を目指す事業となっています。沖縄商工会議所は、

沖縄市役所を中心に、企業、金融機関、大学などで構成する「創業・起業推進協議会」（仮

称）に参画し、連携してＩＴ創業・起業家の支援を行います。また、空き店舗を活用した創

業の促進を行い、地域の活性化を図り、創業後も経営を安定させるために創業から５年間は

関係機関と連携を図りながら継続的な支援を行います。 

    

  ③販路拡大支援 

    売上拡大に向けた販路開拓には、自社分析に加え市場ニーズやマーケティング、経済動向

など情報収集が必須となります。そこで、商工会議所では小規模事業者に代わり各種情報収

集・調査・分析を行います。収集した情報等は小規模事業者への経営指導に活かし、販路開

拓を支援します。そのほか、「小規模事業者持続化補助金」の活用や、ＩＣＴ人材育成事業

を活用した、小規模事業者のＨＰ作成などのＩＴ支援、展示会・商談会参加に必要とされる

スキルを学ぶセミナーを開催し、沖縄市産業まつりなどの展示会・商談会参加事業所の促進

を行い小規模事業者の販路拡大を支援します。また、米軍基地のある沖縄市では英語に関し

ては対応可能な事業所は多いが、近年増加傾向にある中国人観光客に対応した事業所はほと

んどないため、セミナー等を行い販路拡大の支援を行う。 

 

  ④経営指導員等の資質向上 

    経営指導員等に関しては、各種研修へ積極的に参加をして資質向上に努めていましたが、

   研修へ参加した経営指導員のみの資質向上となっていました。今後は、研修参加後に研修内

容を参加した経営指導員が講師となり、他経営指導員へ講習を行い全経営指導員の資質向上

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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】 

   地区内の経済動向を調査・分析し、沖縄市の経済状況や小規模事業者の経営環境を把握する。

調査・分析の結果は、小規模事業者の持続的発展を図るため経営指導や事業計画策定に積極

的に活用する。また、会報やホームページへ掲載することにより広く情報提供する。 

（事業内容） 

（１）各種調査による情報収集 

現在行っている「日商 LOBO（早期景気観測）調査」、「中小企業景況調査」、「通行量・ 

客層調査」、「空き店舗調査」を活用し、そのほか「経済センサス調査」、「沖縄県経済動向」、

「市場情報評価ナビ MieNa」、まち・ひと・しごと創生本部の提供する「地域経済分析シス

テム RESAS」等を活用し情報を収集する。 

  

項目 内容 

日商 LOBO（早期景気観測）調査 

当月の業況・売上・生産・資金繰り・仕入単価・従業員の

状況及び自社が直面している経営上の問題などについての

調査 

中小企業景況調査 

前年同期と比べた今期の状況、前期と比べた今期の状況、

前年同期と比べた来期の見通し、今期の水準に関する比較

及び今期・来期の新規設備投資の実地・計画内容、今期直

面している経営上の問題点について調査 

通行量・客層調査 
市内中心市街地の集客状況を把握するために歩行者通行量

（15 地点）及び客層（６地点）を調査する。 

空き店舗調査 
市内の主要商店街・通り会の振興状況を把握するため業種

別営業店舗数と空き店舗数を調査する。 

 

  （２）情報提供について 

 上記調査・分析結果は、経営分析・事業計画策定に積極的に活用し小規模事業者の持続

的発展を支援する。また、結果についてはその都度、会報（奇数月発刊）やホームペー

ジへの掲載、経営指導相談、セミナー等で情報提供します。 

 

（目標）主な調査の実施回数と対象 

 事業内容 実施回数 対象 

LOBO（早期景気観測）調査 毎月１回 ５社 

中小企業景況調査 四半期ごと年４回 ４０社 

中心市街地通行量調査 年３回 １５地点 

中心市街地客層調査 年２回 ６地点 

空き店舗調査 年１回 管内主要商店街・通り会３１ヶ所

 

 

 



 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

   当所における小規模事業者の経営支援において多くを占めるのが金融（マル経）である。平成２

７年度実績で１４５件の実績があり、マル経資金等の金融相談を足掛かりに各小規模事業者の経

営状況の分析を図り、経営における課題や強みの把握に努める。そのほか、経営指導員の巡回・

窓口相談、各種経営セミナーの開催等を通じて、意欲のある小規模事業者の掘り起こしを行い

経営分析、事業計画策定への支援へとつなげていく。 

  

（事業内容） 

 （１）小規模事業者の掘り起こし 

・巡回、窓口相談時に各種施策のＰＲを行うと同時に、小規模事業者から経営状況の聴

き取りを行い、直面する経営課題や問題点の抽出を行う。必要に応じて解題解決に向

けて経営分析を行い、経営指導員と共に積極的に支援を受けていただける小規模事業

者を中心に経営支援を行っていく。 

 

     ・マル経を利用する小規模事業者には、調査時に経営分析を行い課題や強みを見つけて

マル経が最大限に活用できるよう利用後も支援していく。 

 

     ・経営セミナーに関しては、キャッシュフロー経営など経営分析に関するセミナーの開

催や、販路開拓等各種セミナーを開催し、セミナー終了後に個別相談会を設け、経営

分析を行う小規模事業者の掘り起こしを行う。 

      

   （２）経営状況の分析 

・中小企業基盤整備機構の経営自己診断システム等を活用し財務上の経営分析を行い、

分析結果をもとに財務の問題点改善に向けて指導を行う。 

 

・定量的な分析として財務分析では売上、費用、利益、資産等の過去の流れを把握し、

キャッシュフローや流動比率、経常利益率等で自社の収益性、成長性を見ていく。 

そのほかヒヤリングにて売れ筋、顧客の種類、割合等の経営資源を把握する。 

 

     ・定性的な分析では、ＳＷＯＴ分析により小規模事業者の外部環境や経営資源の強み・

弱み等を把握し、経営上の課題にむけて経営指導を行う。 

 

     ・ヒヤリングにおいては、聴き取りの漏れをなくすためにヒアリングシートを作成し、

統一した手法で行っていく。ヒアリングシートに関しては、創業者へも事業計画作成

のツールとして活用する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ヒアリングシート（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （目標） 

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

セミナー開催 

参加者数 
210 名 220 名 220 名 220 名 220 名 220 名

個別相談件数 20 件 20 件 20 件 25 件 25 件 25 件

経営分析件数 150 件 150 件 155 件 160 件 165 件 165 件

  

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が経営課題を解決するため、経営分析の結果を踏まえ、３年～５年の事業計画

策定及び実施の支援・助言を伴走型で行い、小規模時事業者の持続的発展を図る。専門的な案

件に関しては、中小企業基盤整備機構や沖縄県産業振興公社などの関係機関と連携して指導を

行う。 

 

 （事業内容） 

   （１）小規模事業者の支援 



 
 

・【指針①】の経営分析の経営分析を基に、小規模事業者へ自社の課題や強みを認識して

もらい、その課題解決や強みを活かすための事業計画策定の指導を行います。そのほか、

「マル経」、「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり補助金」等の申請時には事業計

画策定が必要ですが、これを小規模事業者の意識改革の機会ととらえ、事業計画策定の

重要性を認識してもらい、経営全体にかかる事業計画の策定の指導を行います。 

     

    ・事業承継が必要な事業所に対しては、沖縄県事業引継ぎセンターと連携し事業計画作成

支援や「後継者人材バンク」を活用しての創業希望者とのマッチング支援等を行います。

 

    ・事業計画策定事業者の中から更なるステップアップを図る事業者に対しては、経営革新

計画策定の支援を行います。経営革新計画策定支援においては、沖縄県産業振興公社と

連携して行います。 

 

   （２）創業者支援 

    ・創業する際には事業計画書の作成が必須となります。【指針①】でのヒアリングシート

を活用し、創業者のビジネスモデルをヒヤリングし事業計画書作成の支援を行い、中心

市街地の活性化を図るため初年度３０件の創業を目指します。方法としては、窓口相談

や創業塾のほか、沖縄市の「創業・起業総合支援事業」において、沖縄市役所を中心に、

企業、金融機関、大学などで構成する「創業・起業推進協議会」（仮称）に参画し、連

携して創業に向けた支援を伴走型で行います。 

 

    ・創業塾への参加者には、２～３年後の創業を計画している方もいるため、創業塾参加者

へ今後の各種講習会の案内について同意を得て、講習会案内を行い創業に向けた経営支

援や資質向上に努め必要に応じて個別での支援を行い創業の実現を高めていく。 

 

     

（目標） 

支援内容 現状 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 ４３件 ６０件 ７０件 ７５件 ８０件 ８５件

経営革新承認事業者数 ４件 ６件 ６件 ９件 １２件 １５件

創業者数 ７件 ３０件 ３０件 ３５件 ４０件 ４５件

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

   小規模事業者は事業計画作成がゴールであると思っている事業者が多く、創業者に至っては

開業後は日々の仕事に追われ計画通りに事業が進んでいるか検証できていない。沖縄商工会議

所では、事業計画作成後も３カ月に１回巡回訪問し進捗状況を確認し、経営指導を行っていく。

また、ＰＤＣＡサイクルの手法を活用し小規模事業者にも浸透させ目標の実現に向けて支援を

していく。 

 

  （事業内容） 

   （１）小規模事業者への事業計画策定後の支援 

    ・事業計画策定をした小規模事業者に対しては、その事業計画についてＰＤＣＡサイクル

の手法を活用して進捗状況を確認し、必要な経営支援を行う。計画通りに進んでいない



 
 

場合においては再度課題等を抽出し、事業計画の見直し等必要な支援を行う。専門的な

課題があれば専門家派遣事業であるエキスパートバンクやミラサポ、よろず支援拠点等

を通じて支援を行い、小規模事業者の持続的発展に向けて引き続き経営支援を行ってい

く。 

 

    ・そのほか、事業計画の進捗状況に応じて小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金、

マル経や沖縄県の融資制度を活用し支援を行っていく。 

 

   （２）創業者への事業計画策定後の支援 

    ・創業者は事業計画策定後もすぐに創業するに至らないため２週間に１回は進捗状況を 

確認し、創業に至るまで課題解決等の経営支援を行っていく。創業後は、３カ月に１回

巡回にて事業計画についてＰＤＣＡサイクルの手法を活用して進捗状況を確認し、必要

な経営支援を行っていく。また、創業者の資質向上のため沖縄県商工会議所連合会で行

っている創業５年未満の事業所を対象とした「経営向上塾」や各種研修会を案内する。

多忙で参加ができない事業所には、経営指導員による巡回指導にて経営指導を行ってい

く。 

 

・創業者においては１回の相談だけの方もいるため、２週間に１回は進捗状況を確認し、

創業に向けて進んでいる創業者に対して課題の解決や事業計画策定の支援を行います。

 

・創業後は、講習会や巡回・窓口指導にて小規模事業者の資質向上を図りながら、３カ月

に１回は事業計画の進捗を確認しつつ持続的発展にむけて３年～５年にかけて必要な 

経営支援を行います。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

フォローアップ 

事業者件数 
４件 ６６件 ７６件 ８４件 ９２件 １００件

フォローアップ 

延事業者件数 
２１件 ２６４件 ３０４件 ３３６件 ３６８件 ４００件

創業前フォローアップ 

事業者件数 
１件 ３０件 ３０件 ３５件 ４０件 ４５件

創業前フォローアップ 

事業者延件数 
１件 ６０件 ６０件 ７０件 ８０件 ９０件

創業後フォローアップ 

事業者件数 
未実施 ３０件 ３０件 ３５件 ４０件 ４５件

創業後フォローアップ 

事業者延件数 
未実施 １２０件 １２０件 １４０件 １６０件 １８０件

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   小規模事業所は、日々の経営に奔走され市場動向や消費者ニーズについて把握することがで

きていない状況です。小規模事業者の持続的発展のために、消費者のトレンドやニーズを調



 
 

査・分析して提供し、また事業計画策定に活用して売上や販路拡大を支援していく。 

 

 

  （事業内容） 

（１）一店逸品におけるアンケート調査の実施 

平成２３年度より沖縄商工会議所では小規模事業者を募り沖縄市一店逸品運動研究会

を立ち上げ「コザの逸品」として各店舗の新商品・サービス開発の支援を行っていました。

新商品・サービスについては、パンフレット作成や沖縄市産業まつり等へ出店し、商品・

サービス及び事業所の周知を行っていましたが、今後は周知のみでなく、参加事業所の種

ごとに新商品・サービスの評価におけるアンケート調査を行い、その商品やサービスが消

費者ニーズに適しているかを分析し、新商品・サービスの開発に活用します。アンケート

の調査項目としては、基本項目として（年齢・性別・居住地域・価格）をおき、飲食業に

対しては（味・見た目・量等）を、製造業に対しては（デザイン・使い勝手・購入頻度等、

サービス業に対しては（接客態度・店舗装・外装・居心地等）、小売業に対しては（商品

デザイン・使用感・商品ラインナップ等）、建設業に対しては（接客態度・新素材等）を

１事業所当たり２０件を目標に調査する。 

 

（２）一店逸品における消費者トレンドの把握 

  （１）の調査を補完するため上記一店逸品参加事業者の商品やサービスを対象として、

最近の需要動向等の消費者トレンドについて、日経テレコンＰＯＳ、日経トレンディ、日

経新聞、日経ＭＪ等で商品の販売動向やトレンド、業況等の情報を収集し、商品開発やサ

ービスの向上に活用する。飲食業に関しては（流行りの食材・調味料等）、製造業（消費

者の嗜好・デザイン等）、サービス業（店舗内装・接客方法等）、小売業（売れ筋商品・消

費者の嗜好等）、建設業（新素材等）の情報を収集・把握していく。 

   

 

（目標）一店逸品新商品・サービスにおけるアンケート調査事業者数 

 業種 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

飲食業 未実施 ７件 ８件 ８件 ８件 ８件

製造業 未実施 ２件 ２件 ２件 ３件 ３件

サービス業 未実施 ２件 ２件 ２件 ２件 ３件

小売業 未実施 ４件 ４件 ５件 ５件 ５件

建設業 未実施 1件 1 件 1 件 1 件 1 件

 

 

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】 

    小規模事業者の販路開拓を推進するため、【指針③】で取りまとめた需要動向と【指針①】

のヒヤリングにおいて抽出した経営資源（強み）を照らし合わせ、消費者ニーズをとらえて

開発した商品・サービスについて、提供・発信の機会を増大させるため、ＨＰやマスコミ等

を通じた広報、ＳＮＳ、ＨＰ等のＩＴ活用、商談会・展示会等の出展支援を通じた販路開拓

支援を行う。 



 
 

 

   （１）一店逸品運動研究会の販路拡大支援 

需要動向調査の分析結果を活用した、新商品・サービス開発を行い、既存の周知方法

以外に新たに沖縄商工会議所ＨＰでの掲載や一般客に対して参加事業者店舗を巡り新

商品の試食や説明を行う逸品ツアーの企画、マスコミへのプレスリリース等を活用して

周知を図り販路開拓支援を行います。 

 

   （２）ＩＴを活用した販路拡大支援 

小規模事業者の新たな販路開拓にインターネットの活用は不可欠で、ＳＮＳやＨＰを

開設することは持続的発展への重要なツールとなります。しかし、小規模事業者はＩＴ

に関する知識やノウハウに乏しく、どのようにして行っていけばよいのかわからない方

が大半となっています。 

      その解決策として２０１６年度より開始する「創業・起業総合支援事業」の一つであ

るＩＣＴの人材育成事業を活用し、小規模事業者のＨＰの作成の支援を行う。専門的な

分野に関しては専門家派遣等を活用して支援を行っていく。 

      また、沖縄商工会議所のＨＰにおいて会員事業所の案内をするサイトを作成し、ＨＰ

のある事業所の一覧を作成しホームページの周知を図る。 

 

（３）展示会、商談会の情報収集・発信及びセミナーの開催 

      沖縄県内だけでなく県外の展示会の情報収集を行い、会報やＨＰ、巡回等で周知を行

う。また、展示会・商談会参加に必要とされる事前準備や出店後のアフターフォロー等

のスキル習得を支援するためセミナーを行い展示会・商談会参加の掘り起こしを行う。

 

   （４）大型クルーズ船寄港に伴う外国人観光客の獲得支援 

      平成２８年度より中部の港湾である中城湾港へ大型クルーズ船が寄港することにな 

り、中部地区へのインバウンドの期待が高まっています。観光客は主に中国人となって

おり、大型クルーズ船だけでなく、レンタカーを利用しての中国人観光客が増えていま

す。米軍基地のある沖縄市では英語に関しては対応可能な事業所は多いが、中国語対応

に関してはほとんどができない状況にあるため、中国人観光客に対応した指さし確認表

の活用や免税店に関してのセミナー等を行い販路拡大の支援をする。 

    

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

一店逸品での販路拡大支援 

事業所数 
１６件 １６件 １７件 １８件 １９件 ２０件

ＩＴを活用した販路開拓支援 

（相談件数） 
未実施 ２０件 ３０件 ３０件 ３５件 ４０件

ＩＴを活用した販路開拓支援 

（ＨＰ作成件数） 
未実施 ２件 ３件 ５件 ７件 １０件

展示・商談会セミナー 

参加企業数 
未実施 １２件 ２０件 ２０件 ２５件 ２５件

展示会・商談会出店企業数 未実施 ４件 ８件 １０件 １５件 ２０件

展示会・商談会成約件数 未実施 ２件 ４件 ５件 ８件 １２件

外国人観光客獲得支援 未実施 １５件 １８件 ２０件 ２５件 ２８件

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 



 
 

Ⅰ．地域活性化事業 

沖縄市は、平成２８年３月に２回目の「中心市街地活性化基本計画」が内閣総理大臣の認定

を受け、まちの顔である中心市街地活性化のために中期的な各種施策を実施しています。沖縄

商工会議所は沖縄市中心市街地活性化協議会の法定構成員であり、同構成員のＮＰＯコザまち

社中と連携し、「沖縄市中心市街地活性化協議会」を開催して今後の地域活性化の方向性を検

討しています。また、検討した地域活性化の方向性を踏まえ、中心市街地の活性化を目的とし

た事業を実施し、沖縄市の中心市街地の活性化を図ります。さらに、中心市街地以外の地域で

は沖縄市、沖縄商工会議所、沖縄市観光物産振興協会、沖縄市内３商店街、９通り会、６経済

団体で組織されている沖縄市商業活性化推進協議会において連携し、中心市街地以外で開催す

るイベントを支援します。 

 

〇沖縄市中心市街地活性化協議会 

中心市街地活性化に関する総合調整や事業の推進に関すること等、まちづくりを総合的 

に推進する組織。 

 構成員 

・沖縄市 ・沖縄商工会議所 ・特定非営利法人コザまち社中 ・沖縄青年会議所 

・沖縄市物産観光協会 ・沖縄市金融協会 ・コザ商店街連合会  

・沖縄市自治会長連絡協議会  ・沖縄市婦人連合会  

 

  ○沖縄市商業活性化推進協議会 

   市内における商業・街づくりに関する諸問題を総合的に掌握し、活性化の方策を探るととも

に、情報収集・提供について行政・商工関係団体・地域商業者が一体となって協議し、推進

していく。 

構成員 

・沖縄市 ・沖縄商工会議所 ・沖縄市観光物産振興協会 ・沖縄市管内商店街振興組合

・通り会及び趣旨に賛同する団体 

 

 （事業内容） 

（１）沖縄市中心市街地活性化基本計画に沿った支援 

沖縄商工会議所、ＮＰＯコザまち社中、沖縄市、沖縄市観光物産振興協会等で構成する「沖

縄市中心市街地活性化協議会」の幹事会、勉強会を計６回行う。また、「沖縄市中心市街地

活性化協議会」会議を３回開催し、沖縄市中心市街地の活性化の方向性について検討する。

 沖縄商工会議所では、中心街地活性化協議会の法定構成員として平成２２年度から「プ

ロムナードコンサート」「一店逸品運動」「コザにぎわい商品券」事業を行っており、引き

続き中心市街地の活性化に向けた事業を行っていく。 

 

  （２）ゲート通りを活用したイベントの開催。 

 沖縄市には、中心市街地に嘉手納基地のゲートから約５００メートルの直線距離に外国

人事業主が経営する店舗が多くあるストリートがあります。地元ではゲート通りと呼んで

おり、日本にいながら異国文化を感じ取れる場所として沖縄市の地域資源にもなっていま

す。平成２８年度において、ゲート通りを活用したイベントを企画し、中心市街地の活性

化を図ります。 

 

  （３）沖縄市商業活性化協議会としての支援 

  沖縄商工会議所は、沖縄市、沖縄商工会議所、沖縄市観光物産振興協会、沖縄市内３商店

街、９通り会、６経済団体で組織されている沖縄市商業活性化推進協議会の事務局となって

おり、沖縄市泡瀬地区で開催される「沖縄市東部まつり」や美里地区で開催される美里公園

まつり等、各地域で行われるイベントの支援を行う。 

 そのほか、「沖縄市産業まつり」や「ピースフルラブ・ロックフェスティバル」等、関係



 
 

団体が主催するイベントへの支援を行い活性化を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

中心市街地活性化協議会 

幹事会・勉強会・協議会 
9 回 9 回 9 回 9 回 9 回 9 回

プロムナードコンサート 

開催回数 
11 件 11 件 11 件 11 件 11 件 11 件

一店逸品参加事業所数 16 件 16 件 17 件 18 件 19 件 20 件

にぎわい商品券発行枚数 500 枚 500 枚 500 枚 500 枚 500 枚 500 枚

ゲート通りでのイベント 1 回 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回

イベント来場者数（総合計） 5,000名 5,500名 5,500名 6,500名 7,000名 7,000 名

 

 

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 

   小規模事業者の経営発達支援事業を効果的に推進するために、各関係先と連携及び情報交換

を図り支援力向上を図る。 

 

（１）経営革新を目指す小規模事業所に対して沖縄県産業振興公社と連携し、事業計画策定支

援を行い支援力の向上を目指す。 

 

（２）創業支援については、沖縄市役所を中心に、企業、金融機関、大学などで構成する「創

業・起業推進協議会」（仮称）に参画するほか、沖縄開発金融公庫と連携して創業に向け

た支援を行います。 

 

（３）海外展開支援について、沖縄県よろず支援拠点や JETRO 沖縄と連携するとともに海外展

開支援に関するノウハウの蓄積に努める。 

 

（４）事業承継については、沖縄県事業引継ぎセンターや専門家と連携し、事業承継支援への

取り組みを強化し支援力向上に努める。 

 

（５）各種補助金申請や小規模事業者向け施策について沖縄県・沖縄総合事務局・沖縄県産業

振興公社・中小企業基盤整備機構等と連携を図り、支援力向上に努める。 

 

  （６）日本商工会議所が主催する各種研修会や会議に参加し、研修終了後は各経営指導員へ研

修内容等を共有して資質向上を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   小規模事業者の持続的発展を目指すには、経営指導員の資質向上は必要不可欠です。各連携

機関が主催する研修会に参加し、資質向上を目指しながら研修内容について報告書などを作成

し、各指導員にフィードバックすることにより、研修へ参加した指導員だけでなく、指導員全

体や補助員等の資質向上を目指す。 

 



 
 

（１）沖縄県商工会議所連合会、中小企業大学校、中小企業基盤整備機構 

が主催する研修会に参加し、経営指導員の資質向上を目指す。 

 

主催 内容 頻度 

沖縄県商工会議所連合会 

 経営指導員一般研修 

 経営指導員特別研修 

 

各種施策についての研修 

財務分析や事業計画書策定、

販路開拓等の経営指導におけ

る資質向上 

 

年 1 回（経営指導員が参加）

年 1回（経営指導員が参加）

中小企業大学校 法人税、経営革新策定支援 

販路開拓等 

経営指導員がローテーション

で年 2回参加 

中小企業基盤整備機構 経営支援全般の資質向上 年 3回（経営指導員が参加）

 

（２）若手経営指導員については、経営改善普及事業において、ベテラン経営指導員とチーム

で小規模事業所を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、

OJT により伴走型の支援能力向上を図る。 

 

（３）エキスパートバンク相談において、各種専門家との同行指導を通じて、専門家の有する

知識やノウハウを学び支援能力の向上を図る。 

 

（４）上記①②③で学んだ知識や成功事例を経営指導員一人に蓄積するのではなく、月に一度

の定期的な勉強会を開催し、指導員だけでなく補助員等も参加し指導能力向上を図る。 

 

  （５）小規模事業者への支援状況においては、沖縄商工会議所独自のソフトへ支援内容を記載

しており、どの経営指導員が対応しても現在の支援状況の把握は可能であったが、今後は

小規模事業者の分析結果や策定した事業計画書についても会議所のサーバーへフォルダ 

を作成し管理していき、組織として情報の共有を図る。 

 

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）進捗状況について、年 2回事業計画についてとりまとめ職員で共有を図る。 

 

（２）中小企業診断士、行政機関、金融機関等の外部有識者及び中小企業振興部長により、事

業の実施状況、実績に対する評価などを年 1回行う。 

 

（３）正副会頭会議に報告し、①の状況を踏まえて事業の評価を行い、必要に応じた見直しの

方針を決定する。 

 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果をホームページ（http://www.okinawacci.or.jp）及

び会報で計画期間中公表する。 



 
 

（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 ４月現在）

（１）組織体制 

事務局長  沖縄商工会議所中小企業振興部長       島袋 清徳（全体統括） 

  事務局次長 沖縄商工会議所中小企業振興部経営支援課長  比嘉 正也 

  事務局員  沖縄商工会議所中小企業振興部地域振興課課長 饒波 尚樹 

  事務局員  沖縄商工会議所中小企業振興部経営支援課主幹 喜友名 直美 

  事務局員  沖縄商工会議所中小企業振興部地域振興課主幹 又吉 盛次 

事務局員  沖縄商工会議所中小企業振興部経営支援課   阿嘉 宏美 

事務局員  沖縄商工会議所中小企業振興部地域振興課   具志堅拓也 

  その他   沖縄商工会議所中小企業振興部補助対象職員４名、臨時職員２名 

 

沖縄商工会議所事務局機構図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 正職員  ２名   正職員  ２名       正職員  ６名   正職員  ４名 

 臨時職員 ３名   臨時職員 ６名       臨時職員 ２名    

 

  経営指導員数 ６名 

  補助員    ２名 

  記帳専任職員 ２名 

 

（２）連絡先 

住所：沖縄県沖縄市中央４－１５－２０ 

   電話：０９８－９３８－８０２２ 

   ＦＡＸ：０９８－９３８－２７５５ 

   ＨＰ:Http://www.okiawacci.or.jp 

専務理事 

事務局長

中小企業振興部部長総務部長 

総 務 課 会員サービス課 経営支援課 地域振興課 



 
 

（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） 

 
現状 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度

必要な資金の額  77,516 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000

 

小規模事業経営支援事業費 

プロムナードコンサート事業

支援事業費 

 

 

64,037

13,479

70,000

 9,000

70,000

9,000

 

70,000

9,000

70,000 

9,000 

 

 

70,000

9,000

（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 

①沖縄県補助金、沖縄市補助金、委託金 

②小規模企業共済・倒産防止共済手数料・講習会受講料収入等 

③沖縄商工会議所一般会計からの繰入金、 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（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、事業計画策定及びフォローアップに係る 

 

（２）連携創業支援において、沖縄市役所を中心に、企業、金融機関、大学などで構成する「創

業・起業推進協議会」（仮称）で連携し、創業・創業後３年～５年にかけて伴走型の指導

を行い、創業者の持続的発展を図る。 

 

（３）地域経済の活性化に係る連携 

 

（４）経営指導員の資質向上等に関する連携 

 

連携者及びその役割 

 

（１）経営分析、事業計画策定及びフォローアップに係る連携 

 

名称 住所 電話番号 

公益財団法人 

 沖縄県産業振興公社 

 理事長 末吉 康敏 

那覇市字小録 1831-1 ４階 098-859-6255 

沖縄振興開発金融公庫中部支店 

支店長 岸本 剛 
沖縄市胡屋 1-12-24 098-937-3282 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 

沖縄事務所長 橋本 大哉 

那覇市字小録 1831-1 

沖縄産業支援センター313-1 
098-859-7566 

沖縄県よろず支援拠点 那覇市字小録 1831-1 ４階 098-851-8460 

沖縄県事業引継ぎセンター 那覇市久米 2-2-10 098-868-3758 

ジェトロ沖縄 

 所長 石田 達也 
那覇市字小禄 1831-1 ６階 098-859-7002 

沖縄県商工会議所連合会 

 会長 石嶺 伝一郎 
那覇市久米 2-2-10 098-868-3758 

コザ信用金庫本店営業部 

 部 長 城間 力 
沖縄市上地 2-10-1 098-933-1139 

株式会社沖縄銀行コザ支店 

 支店長 伊志嶺 朝太 
沖縄市園田 1-2-25 098-930-2111 

株式会社琉球銀行コザ支店 

 支店長 福里 滋樹 
沖縄市中央 1-1-10 098-938-8811 

株式会社沖縄海邦銀行コザ支店 

 支店長 古堅 宗靖 
沖縄市中央 3-2-15 098-938-7811 

 

 



 
 

 

（２）創業支援に係る連携 

 

【創業・起業推進協議会】 

名称 住所 電話番号 

沖縄市経済文化部 沖縄市仲宗根町 26-1 098-939-1212 

コザ信用金庫本店営業部 

 部 長 城間 力 
沖縄市上地 2-10-1 098-933-1139 

沖縄振興開発金融公庫中部支店 

支店長 岸本 剛 
沖縄市胡屋 1-12-24 098-937-3282 

株式会社沖縄銀行コザ支店 

 支店長 伊志嶺 朝太 
沖縄市園田 1-2-25 098-930-2111 

株式会社琉球銀行コザ支店 

 支店長 福里 滋樹 
沖縄市中央 1-1-10 098-938-8811 

株式会社沖縄海邦銀行コザ支店 

 支店長 古堅 宗靖 
沖縄市中央 3-2-15 098-938-7811 

琉球大学 

 学長 大城 肇 
中頭郡西原町字千原 1 098-895-8012 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 

 代表者 照屋 幹夫 
沖縄市中央 1-16-11 ２Ｆ 098-989-0905 

STARTUP CAFÉ KOZA 

 代表者 中村 良 
沖縄市中央 1-7-8 080-3963-3355

 

（３）地域経済の活性化に係る連携 

 

名称 住所 電話番号 

沖縄市経済文化部 沖縄市仲宗根町 26-1 098-939-1212 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 

 代表者 照屋 幹夫 
沖縄市中央 1-16-11 ２Ｆ 098-989-0905 

一般社団法人 

沖縄市観光物産振興協会 

 会長 島袋 隆 

沖縄市上地 1-1-1 098-989-5566 

沖縄市商業活性化推進協議会 

 会長 親川 剛 
沖縄市中央 4-15-20 098-938-8022 

名桜大学 

 学長 山里 勝巳 
名越字為又 1220-1 0980-51-1100 

 

（４）経営指導員の資質向上等に関する連携 

 

名称 住所 電話番号 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 

沖縄事務所長 橋本 大哉 

那覇市字小録 1831-1 

沖縄産業支援センター313-1 
098-859-7566 



 
 

公益財団法人 

 沖縄県産業振興公社 

 理事長 末吉 康敏 

那覇市字小録 1831-1 ４階 098-859-6255 

沖縄県商工会議所連合会 

 会長 石嶺 伝一郎 
那覇市久米 2-2-10 098-868-3758 

 

連携体制図 
（１）経営分析、事業計画策定及びフォローアップに係る連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

沖縄商工会議所 
【経営発達支援】 
①地区内経済動向の調査・分析 

②経営状況分析 

③事業計画策定・実施支援 

④需要動向調査 

⑤販路開拓支援 

沖縄振興開発金融公庫 地元金融機関 

①制度融資資金の活用 

（公材）沖縄県産業振興公社 

①経営革新承認に係る事業計画書作成の連携 

②経営全般の専門的分野に関する支援 

（独）中小企業基盤整備機構沖縄事務所 

沖縄県よろず支援拠点 

①経営全般の専門的分野に関する支援 

②県外・海外への販路開拓 

沖縄県事業引継ぎセンター 

①後継者人材バンク 

②事業承継に関する支援 

ジェトロ沖縄 

①海外への販路開拓に関する専門的分野の支援

沖縄県商工会議所連合会 

①経営全般の専門的分野に関する専門家派遣支援 



 
 

 

（２）創業支援に係る連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域経済の活性化に係る連携 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

まちづくりＮＰＯコザまち社中 

 

・中心市街地活性化協議会の運営 

沖縄商工会議所 
・中心市街地活性化協議会の運営 
・プロムナードコンサート等イベントの開催 

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 

・観光振興事業等の検討・実施に係る連携、

情報交換 

・観光振興イベント 

・観光ＰＲ 

沖縄市 

中心市街地活性化基本計画の実行 

・土地区画整理事業、市街地再開発事業等 
・中心市街地の活性化に資する事業等 

「創業・起業総合支援事業」 

 

沖縄市 
「創業・起業推進協議会」（仮称）の運営 

沖縄商工会議所 
・創業融資斡旋 
・創業事業計画書作成支援 
・創業塾、経営向上塾案内 
・「後継者人材バンク」案内 
・各種補助金申請支援 等 

沖縄振興開発金融公庫中部支店 
及び地元金融機関 
・融資相談 
・事業計画書作成 等 

START UP CAFÉ KOZA 
・先端ＩＣＴ人材育成 
・創業、企業支援窓口の運営 
・ニアシュア拠点形成 



 
 

 

（４）経営指導員の資質向上等に関する連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（公材）沖縄県産業振興公社 

①経営革新承認に係る事業計画書作成の連携 

②経営全般の専門的分野に関する支援 

（独）中小企業基盤整備機構沖縄事務所 

①支援機関向け研修会の開催 

②経営全般の専門的分野に関する支援 

沖縄県商工会議所連合会 

①経営指導員への研修会の開催 

②各種施策情報の提供 


