
経営発達支援計画の概要 

実施者名 石垣市商工会（法人番号 3360005003645） 

実施期間 平成３１年４月１日〜平成３６年３月３１日 

目標 

1.新商品・新サービスの開発支援 

2.販路開拓支援 

3.インバウンド市場の取り組みの支援 

4.創業者支援 

5.新たな経営支援施策の積極的活用及び関係機関との有機的な連携支援 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

1．地域経済の動向調査に関すること 

 小規模事業者等が置かれている経営環境と経営状況を把握分析すると共に

国・県・石垣市・金融機関等の公表資料等を調査・分析して活用し、経営発

達支援に有効な情報として小規模事業者へ提案・提供する。 

2．経営状況の分析に関すること 

SWOT 分析等の手法を用いて、内部環境と外部環境分析を行い、PPM や商品

別貢献利益等を用いて販売課題の見える化や財務諸表からの具体的な数字に

基づいた商品やサービスの分析支援を通じて経営改善を行う。 

3．事業計画策定支援に関すること 

目標を数値化して経営の見える化を図り、小規模事業者の持続的発達を効

率的に支援する。マーケティングを活用した売れる仕組みと、差別化・非価

格競争戦略での儲かる仕組みの 2つを基本に計画書の作成を支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

計画の進捗管理を経営指導員等が伴走型で実施する。また、事業計画に有

用な経営支援施策を適時提案し、その活用を支援するなど経営目標の達成と

経営課題解決に取り組むことで小規模事業者の継続的発展を支援する。  

5．需要動向調査に関すること 

 消費者の需要を見据えた商品・サービスの提供を行うため、店頭における

需要動向調査、インバウンド需要動向調査、産業まつり等での需要動向調査

の支援を行う。調査結果を小規模事業者の商品・サービスの改良や新商品開

発、マーケティング等に関する資料として分析して提案する。 

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】 

小規模事業者の強みを生かしたニッチな商品、きめ細かいサービスによる

販路開拓を支援するため、展示商談会等への出展支援や、効果的なプロモー

ションによる集客支援、ホームページ、マスメディアの活用など新たな需要

の開拓支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

   第 4 次石垣市総合計画後期基本計画と歩調を合わせ「創業支援」「地域内経

済循環」「地域経済振興を担う組織の育成支援」を行うと共に、より広域であ

る、八重山地域（石垣市、竹富町、与那国町）の活性化を目的に竹富町商工

会、与那国町商工会等と連携して「八重山の産業まつり」を開催する。 

連絡先 石垣市商工会 所在地：沖縄県石垣市浜崎町１−１−４ 電話：0980-82-2672      

FAX：0980-83-4369     E-mail：info@i-syokai.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 

【事業実施地域と小規模事業者の概況】 

本市は、日本最西端の市であり、最西端に位置する八重山諸島の主島である石垣島と

周辺の小島及び尖閣諸島からなり、沖縄県那覇市へ約410km、東京都へ約1,960km、隣国

の台湾の台北市へは約280kmの距離に位置する「国境の都市」であり、また「東アジア」

の要衝に位置している。 

平成２５年３月には八重山郡民待望の新石垣空港が開港し、その影響は大きく、人口

（※平成２９年１２月に49,380人）並びに観光入域客数（※平成２９年に１３７万人）

で過去最高を記録し、経済活動が活発化している。（※統計いしがき平成29年より） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（人口と産業構造・商工業者及び小規模事業者の現況） 

人口については、日本の総人口が減少に転じる中にあって、緩やかながら増加傾向が

続いている。少子・高齢化の傾向はみられるが、生産年齢人口（15〜64歳）は微増傾向

にある。 
 本市の産業構造は第3次産業（サービス業）が７割以上、続いて第２次産業（製造業・

建設業）、第１次産業（農林水産業）という構成になっている。 

 また、就業者数においても第３次産業が増加傾向にあり、全体の３分の２近くを占め、

第1次産業・第2次産業の就業者が減少している。 

 

 

 

 

 

 

年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

人口 41,245 41,777 43,302 45,183 46,922 47,660 
資料：国勢調査より 

 



 
 
 
 
 

  ２ 
 
 

 

 市内商工業者数は、平成24年経済センサスにおいては2,937事業所であったが、平成

26年経済センサス基礎調査では3,167事業所と増加し、従業員数においても増加傾向に

ある。新石垣空港開港の好影響で観光入域客数増加により、小規模事業者を含む中小企

業全体で従業員数が増加している。また、石垣市を中心とした八重山地域（石垣市・竹

富町・与那国町）でみると、中小企業は活発な資金繰り活動を行っているが、小規模事

業者の資金繰り活動の伸びはそれよりも鈍い動きを示しており、景気回復による経営改

善効果は小規模事業者まで十分に浸透が図られていないと思われることから計画的な

経営支援がより求められる。 
 

 石垣市の商工業者等数と商工業者数、小規模事業者数、従業員数の推移

年度 商工業者等数 商工業者数 小規模事業者数 従業員数 

平成２６年 

（基礎調査） 

3,167 

(+230) 
2,980 

（+214） 

2,486 

（+179） 

21,417 

(+2,771) 

平成２４年 

（活動調査） 

2,937 

(-161) 

2,766 

（-171） 

2,307 

（-148） 

18,646 

(-521) 

平成２１年 

（活動調査） 
3,098 2,937 2,455 19,167 

（平成26年経済センサス基礎調査・平成21、24年経済センサス活動調査より） 

  

 沖縄振興開発金融公庫八重山支店貸付 資金種別 

年度 中小企業 ※生業等全体（うち生業） 

平成２９年度 ４２件 ５０７件（２１３件） 

平成２８年度 ３２件 ５３９件（２６３件） 

平成２７年度 ２７件 ５１９件（３０７件） 

   ※生業等全体は「生業」「恩給」「教育」を含む 

（沖縄振興開発金融公庫八重山支店より） 

16.4 13.6 12.4 11.5 9.8 9.6
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（国勢調査資料より）
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（まちづくりの状況） 

 八重山圏域の経済拠点として発展してきた本市において、石垣港を中心として後背地

に公設市場、市役所が立地。その一体は、中心商業地として雇用創出や市民のコミュニ

ケーションの場となり、商店街が連なるにぎわいの空間となっている。現在は従来の港

を中心とした発展から、人口や観光入域客数増とともに、市街地が東西へ拡大し、経済

活動の分散化が進行してる状態にある。 

 平成２５年３月に新石垣空港が開港したことにより、旧石垣空港跡地を利用した新し

い街の開発が進んでおり、先に消防本部が移転。今後は県立八重山病院、平成２８年度

には、市役所新庁舎移転が決定しており、３〜５年後には中心市街地への影響が懸念さ

れている。しかしながら、旧石垣空港跡地利用による新しい商業地域の形成と中心市街

地の再開発は、人口と観光入域客数の増加が今後も見込めることから、市内小規模事業

者にとっては新たなビジネスチャンスが期待できる。 

 

（観光の状況） 

 観光消費推計額は現地消費額（市内で支払われる宿、飲食、各種サービスの総計）と

圏外収入分（市外で支払われる飛行機代、ホテルパック代の総計）、クルーズ（クルー

ズ船乗客の現地消費）の合算である。直近の観光消費推計額 858.6 億円(H29)のうち現

地消費推計額は 716.9 億円（83.5%）と大半を占めている。今後も飲食や観光各種サー

ビスの向上や、新たなサービスの創出を継続的に取り組むことで現地消費額を積極的に

増加させることが求められる。 

 

 

  

石垣市への入域観光客数と観光消費推計額の推移 
  H25 H26 H27 H28 H29 

観光入域客数（人） 937,024 1,116,313 1,106,320 1,239,244 1,376,651 

観光消費推計額（億円） 580 657 640 806 858.6 

（統計いしがきより） 

 

 

観光消費推計額（内現地消費推計額）（H29） 
 

合計(億円) 構成比 

現地消費額 716.9 83.5% 

圏外収入分 93.0 10.8% 

クルーズ 48.620 5.7% 

観光収入計 858.6 100% 

（統計いしがきより抜粋） 
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（石垣市の経済振興プラン） 

 本市で策定された経済振興プラン（平成２５年度）では、地域内経済循環の強化とグ

ローバルな取組みの両立を主眼に「個性的な地域資源と立地条件を活かして実現する、

地域内循環型・自立型の石垣経済〜アジアゲートウェイ推進に向けて〜」を将来像とし

て「経済振興戦略プロジェクト」を推進している。 

〈石垣市経済振興プラン抜粋〉 

 

【石垣市商工会の近年の取り組み】 

 本商工会は地域唯一の総合経済団体として、小規模事業者への支援者としての役割を

強く意識し、石垣市総合計画や先述の石垣市経済振興プランと連携しながら経営改善普

及事業を中心に、以下記載の通り各種地域振興事業に積極的に取り組み、地元小規模事

業者の発展に寄与してきた。 

 

 （経営改善普及事業） 

 ・マル経実績（平成２５年度〜平成２９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)経済振興に関わる将来像  

本市には、極めて個性的で多彩な地域資源が存在するため、その独自性を守り育てる視点

を経済振興の前提とし、それらを基軸に、産業活力の向上、来訪者や定住者の吸引など、

地域経済の活性化を図ります。先島諸島間や沖縄県全体の振興策の推進と連携し、相乗効

果を最大限に発揮することを目指します。西隣に位置する台湾を始め、近年成長が著しい

東アジア経済圏全体も視野に入れて、セミ・ グローバルな規模での観光振興や産業振興

(「アジアゲートウェイ構想」の実現)を図ります。 活性化策の推進にあたっては、人口・

出荷額・販売額・観光客数といった個別の数値を伸ばすことにとどまらず、本市の内部で

の域内循環(投下された資本が外部に流出せず、地域の内部でお金が回ることで相乗効果が

生まれること)の構築により、波及効果の高い地域経済づくりを図ることを目指します。 ま

た、国や県などからの支援と協力を受けつつも、地域が新たな付加価値を独自に生み出し

ていく自立的で持続的な発展につなげていくことを目指します。  
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4名の経営指導員を中心に融資斡旋件数は全国でも高い実績を誇り、地域小規模事業

者の経営改善へ務めている。 

 

 （主な地域振興事業:直近 5カ年） 

年度 実施事業内容 活用施策 分類 

H25 

事業名：フレグランス調査事業 

内 容：新空港開港１周年にあわせて、癒やしをコ

ンセプトとした「石垣島フレグランス」試作品開発

を実施（参画事業者６名） 

全国展開支援事業

（全国連） 

ブランディング 

経営者育成 

 

事業名：ゆいまーるポイント事業 

内 容：地域ポイントによる地域経済循環 
－ 経済循環 

事業名：ステラマリッジ 

内 容：「星」を地域資源として「南の島の星まつ

り」にて公開ウェディングの実施（参画事業者７名、

地元高校生ボランディア参加） 

ウェディング 

PR委託事業 

（石垣市） 

ブランディング 

経営者育成 

 

H26 

事業名：石垣島ファンド事業 

内 容：島内小規模事業者への投資家をクラウドフ

ァンディングの仕組みを活用して全国から募集す

るための仕組みを構築。 

（1 事業所、出資募集総額 945万円の実績） 

地域内資金 

循環事業 

ブランディング 

経営者育成 

経済循環 

事業名：特産品拡散事業 

内 容：地元製造業者のマッチングと流通向上、人

材育成に取り組む。（参画事業者 10名） 

地域内資金 

循環事業 
ブランディング 

経営者育成 

事業名：ステラマリッジ 

内 容：リゾートウェディング関連の地域内事業体

連携組織強化（参画事業者７名） 

地域内資金 

循環事業 
ブランディング 

経営者育成 
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H27 

事業名：まちづくり事業「やいま石垣さんばしマー

ケット」 

内 容：地元の食材や素材の魅力を発信する新たな

拠点として月１回の仮設マーケットで実証実験を

展開。出展者（商品・サービス）の個店支援を行っ

ている。 

地方創生事業 

（石垣市） 
地域資源開発 

創業者支援 

事業名：特産品加工施設試験的稼働実証事業 

内 容：地域特産品（特にパインアップル：「石垣

パイン」）の一次加工施設稼働実証に取組みながら、

生産者や製造加工業者を支援並びにブランディン

グに取り組んでいる。 

地方創生事業 

（石垣市） 
特産品開発支援 

H28 

事業名：まちづくり事業「やいま石垣さんばしマー

ケット」 

内 容：地元の食材や素材の魅力を発信する新たな

拠点として月１回の仮設マーケットで実証実験を

展開。出展者（商品・サービス）の個店支援を行っ

ている。 

地方創生事業 

（石垣市） 
地域資源開発 

創業者支援 

事業名：特産品加工施設試験的稼働実証事業 

内 容：地域特産品（特にパインアップル：「石垣

パイン」）の一次加工施設稼働実証に取組みながら、

生産者や製造加工業者を支援並びにブランディン

グに取り組んでいる。 

地方創生事業 

（石垣市） 
特産品開発支援 

H29 

事業名：特産品加工施設試験的稼働実証事業 

内 容：地域特産品（特にパインアップル：「石垣

パイン」）の一次加工施設稼働実証に取組みながら、

生産者や製造加工業者を支援並びにブランディン

グに取り組んでいる。 

地方創生事業 

（石垣市） 
特産品開発支援 

事業名：八重山の産業まつり  

内 容：八重山（石垣市・竹富町・与那国町）の地

域資源を活用した特産品等を中心に出店し、その魅

力を八重山地域の内外にアピールする。 

八重山の 

産業まつり 

（沖縄県） 

沖縄県補助金 

 

全国連をはじめ、国・県・市と連携を取りながら、地域振興事業を実施。段階的に

ステップアップしながら地域小規模事業者同士の連携体づくりや新商品サービス開発

や販路開拓支援等と合わせて、地域活性化（ブランディング）に取り組んできた。 
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【小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方】 

  これまでの商工会の取り組みを検証し、小規模事業者に対する支援の課題及び石垣

市が策定している「石垣市経済振興プラン」・「第４次石垣市総合計画後期基本計画」・

「石垣市観光基本計画」と整合性を図り、石垣市商工会として地域小規模事業者の育

成と地域振興に取り組む。 

  また、基本計画にある各産業基盤の整備、恵まれた資源の活用や新石垣空港を活か

した企業誘致や新たな産業と雇用を創出と島の若者の定着と移住者の支援を掲げて

いることから、小規模事業者の経営力の向上と創業者支援の強化に努め、雇用の創出

と恵まれた資源を活用した新たな産業と新事業の創出を継続的な支援を行う。 

  小規模事業者の活性化と地域振興の活性化は欠かせないことから市や各関係団体

等と連携し石垣市のブランド化に取り組むとともに、小規模事業者の経営力の向上に

あわせた事業承継や経営革新、人材育成など、地域活性化も含めた小規模事業者の持

続的な発展に繋がる支援を行う。 

 
（本計画の目標） 

本市においては新石垣空港開港による国内・外国の観光客数と台湾・中国をはじめ

とした外国のクルーズ船の入港による外国観光客数は年々増加傾向にある。また、市

の人口も同様に年々増加し、地域の発展と活性化が著しい地域である。このような状

況においてインバウンドの取り組みや、お客の求める新たな商品・サービスの開発提

供、創業による新たな商品・サービスの提供を支援することで、小規模事業者による

入域客の更なる消費喚起と売上向上を支援する。また、県内外への販路開拓を目指す

小規模事業者の商品開発やネット販売、取引先の新規開拓の取り組み等を支援する必

要がある。 

経営発達支援事業を組織的計画的に実施するために以下の 5つの目標を掲げる。 

 

 

1.新商品・新サービスの開発支援 

①ニーズを把握して顧客満足度を高める新たな商品、サービスの開発を支援 

②新たな商品開発やサービス提供へ取り組む小規模事業者の経営革新を支援する 

 

2.販路開拓支援 

 ①販路開拓セミナー開催による販売力向上の知識習得支援 

 ②物産展や催事への出品等による新たな市場の開拓、販路拡大支援 

③マスメディアを活用した商品ＰＲ等による新たな市場の開拓、販路拡大支援 

 

3.インバウンド市場の取り組みの支援 

 ①年々増加する外国人観光客の消費市場を取り込むための消費者行動調査の支援 

②品揃えとサービスの改善及び電子決済等の導入による販売促進を支援する 
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4.創業者支援 

①経営指導員を中心とした窓口相談、巡回相談により創業計画の実施等を支援 

②創業塾の開催により経営に関する知識の習得等を支援する 

③創業時に活用できる創業者融資制度や経営支援施策の積極的活用を支援する 

 

5.新たな経営支援施策の積極的活用及び関係機関との有機的な連携支援 

 ①小規模事業者経営発達支援融資制度の活用促進 

 ②中小企業支援施策を相談事業者の経営発達を促進する適切なタイミングで提案 

 ③よろず支援拠点等をはじめ他の経営支援機関との有機的な連携支援体制の構築 
 
 
（目標の達成に向けた取り組み方針） 

 

① 新商品・新サービスの開発支援においては、石垣市の産業構造や商工業者の現況

において第３次産業に関わる事業所が多く、観光関連業の開業率も高いことから、

小規模事業者にとっては同業者間の競争が激しくなることが予想され、常に顧客

ニーズをとらえた新商品開発や新サービス提供による競争優位性の確立と販路開

拓による経営基盤強化に資する支援を目的に取り組む。 

 

② 新空港開港に伴い観光入域客数の増加の現状と外国人観光客を含めたグローバル

化で高まるニーズの多様性に対応した新しい商品の開発並びに既存商品の見直し

等の販路開拓を支援する。また販路開拓セミナーを開催し、顧客ニーズを捉えた

売れる商品づくりを行うことの重要性の再確認を行うことで魅力ある商品づくり

のきっかけと物産展や商談会の積極的な参加を促進する。 

新しい取り組みにチャレンジすることが困難な小規模事業者に対しては、持続

的な経営改善を行うための新たな視点を養うことを支援する。 

 

③ インバウンド市場の取り組み支援については、新石垣空港開港による国内・外国

の観光客数と台湾・中国をはじめとした外国のクルーズ船の入港による外国観光

客数は年々増加傾向にあることから個々の商品やサービスの改良やニーズの高い

品揃えのヒントを探るための調査票作成及び調査集計の分析を支援する。 

 

④ 石垣市の「創業支援事業計画」と連携し創業者への経営に関する知識を体現的に

学ぶ機会を提供すると共に新たな産業と雇用を創出の機会と捉え、自社の現状と

将来のあるべき姿への分析を支援する。また創業後のフォローアップ支援として

経営状況の確認と管理会計の視点での経営改善を念頭におき、各種経営支援施策

を有効活用し持続的発展を支援する。 
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⑤ 小規模事業者の存在は今後の石垣市の生活、文化、経済、観光、安全の基盤を守

るうえで特に重要な存在であることに留意して小規模事業者の経営改善を念頭に

おいて、各種経営支援施策を有効に活用し、その持続的発展を支援する。 

 

以上の①～⑤の取り組み体制として、商工会が地域総合経済団体としての役割を

担い、地域の経営環境、経営者の特性に関する情報を的確に把握し、沖縄県商工会

連合会、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点コーディネーター、ミラサポ専門

家派遣、地域金融機関、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家、大

学等の研究機関と連携して経営指導員が中心的役割を担い小規模事業者の経営の発

達を個別総合的に支援する。 
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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３１年４月１日～平成３６年３月３１日（５年間） 
 

（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．地域経済の動向調査に関すること【指針③】 

（1）現状と課題 

   政府関係機関や経営支援機関、金融機関等の公表する地域経済動向調査や観光入

域客数調査、中小企業白書等の統計資料から情報収集を行っているが、それを地域

小規模事業者等への開示、提供や地域の状況を踏まえた分析等は行っていない。ま

た、個別の事業者や通り会等からの情報集も行っていない状況である。 

   今後は、小規模事業者（建設業・小売業・飲食業・サービス業）が地域経済の現

状を把握し、将来的な変化を捉えてマクロ的な視点を持って対応するのに有効な資

料を作成する。また、全国商工会連合会の行う「小規模企業景気動向調査」をベー

スに独自の調査項目を加えた景気動向調査も実施してこれらを HP等で公開して提

供すると共に経営指導員による事業戦略策支援の為の基礎資料としても活用する。 

 

（2）事業内容 
①統計資料の分析 

石垣市の取り巻く環境分析と地域経済動向を把握のため国・県・市・金融機関

等の公表資料を入手し県内の経済動向の調査・分析を行う。 

観光、消費動向、業種ごとの売上、採算性、設備投資、資金繰り、雇用情勢の

項目を情報収集・分析をして県内の経済動向を把握する。また沖縄コンベンショ

ンビューロー（OCVB）や石垣市観光文化課より月別の県内・市内観光入域客数、

消費動向について情報入手・分析を図る。 

 
 （情報収集資料） 

NO 統計名 作成機関先 
1 沖縄県地域経済の動向 内閣府沖縄総合事務局 
2 沖縄県経済動向 沖縄県企画部 
3 県内企業景況調査 沖縄振興開発金融公庫 
4 短期経済観測調査 日本銀行那覇支店 
5 県内景気動向 りゅうぎん総合研究所 
6 県内景気動向調査 海邦総研 

 
 

②石垣市内小規模事業者を対象とした景気動向調査 
石垣市の経済をけん引している観光関連業者を中心とした小規模事業者の中か

ら、地域経済の動向を把握するのに必要なアンケート調査を全国商工会連合会の「小

規模企業景気動向調査」の様式を活用して実施する。 
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○調査対象、市内小規模事業者の約 2％にあたる 45社を対象に事業所更生割合に応

じて建設業 8社、小売業 12社、飲食店宿泊業 10社、サービス業 15社を対象に実施

する。 

○調査時期、繁忙期と閑散期の状況把握を行う事も念頭に置いて、夏季(4月～9月）

と冬季（10月～３月）の年２回の定点調査により実施する。 

○調査項目 

業種 調査項目 

建設業 売上動向、加工単価、自社業況判断、設備操業率動向等 

小売業 売上動向、客単価、客数、仕入単価、在庫数、自社業況判断等 

飲食店宿泊業 売上動向、客単価、客数、仕入単価、資金繰り、自社業況判断等 

サービス業 売上動向、客単価、客数、資金繰り、自社業況判断 等 

 

 （3）成果の活用 

入手・分析した資料は年２回（上半期、下半期）会報誌や商工会ホームページに

おいて公開するとともに、経営指導員等が小規模事業者の経営分析支援・事業計画

策定支援等における外部環境分析の基礎資料として活用する。 

 

（4）目標 

 

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

（1）現状と課題 

現在は、経営指導員や記帳専任職員による巡回相談や窓口相談時の融資相談や確

定申告相談において随時対応している状況であり、経営状況分析の個別相談を計画

的、積極的に実施している状況ではない。 

そこで、今後は、小規模事業者が客観的な視点で経営全般の見直しが出来る経営

分析を支援するための経営状況の分析を行う。 

 

 

（2）事業内容 

①経営分析支援対象者の掘り起こし 
セミナー開催により経営分析に興味のある事業所を集客し、経営分析に関する意

識啓発を図るとともに、セミナー参加者の中で経営発達を目的とした経営分析に意

欲的に取り組む事業者 20社を選定し、定量分析としての財務分析と定性分析として

のＳＷＯＴ分析等を中心に行う。 

 

 

支援内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

小規模事業者景気動向調査 

年２回×45社＝90 社 
未実施 90社 90社 90社 90社 90 社 

統計資料分析（上半期・下半期） 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

公表回数（上半期・下半期） 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 
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（経営分析セミナー内容） 

 テーマ 内容 
1 経営分析の目的・考え方 経営理念と事業領域、自社の強み弱み、外部環境を知

る SWOT 分析 
2 計画を数値化して、経営改善

の為の事業計画作成 
損益分岐点の認識と経営継続の為の必要利益の確保へ

向けた事業展開を学ぶ。 
 

 

②経営分析の個別相談支援 
セミナー受講生の中で具体的な経営分析に取り組む意欲の高い事業者を対象に、

商工会の窓口や巡回相談において個別相談支援を行う。個別相談支援は、経営分析

に必要な重点項目を定めて経営指導員が中心に行うが、高度な課題に対しては沖縄

県商工会連合会のスーパーバイザーやよろず支援拠点コーディネーター、各分野の

専門家と連携して伴走型で支援する。 

 

（分析手法・項目） 

1.財務分析 2.経営分析（非財務） 

収益性分析 経営戦略に関する分析 

①売上高総利率 ①経営理念 

②売上高販管費率 ②事業領域（ドメインの定義） 

③売上高営業利益率 経営環境に関する分析 

効率性分析 ＳＷＯＴ分析 

①売上債権回転率 ①内部環境分析 

②棚卸資産回転率  強み 

安全性分析  弱み 

①流動比率 ②外部環境分析 

②負債比率  機会 

③自己資本比率  脅威 

 
 
（3）成果の活用 

個別相談を行うことで事業者に対して経営分析ノウハウをフィードバックし、

定量的視点と定性的視点を踏まえた経営改善への取り組みを促進する。経営指導

員等も分析項目や分析手法に関する情報の共有とデータの共有を図り経営分析ス

キルの向上を図る。また、経営分析を行うためのフォーマットやツールを作成し

て、経営指導員間で共有を図る。 
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（4）目標 

 
    ※経営状況分析支援のうち、専門家と連携して支援を行う必要があるもの 

 

 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（1）現状と課題 

これまで、商工会では持続化補助金やものづくり補助金等の補助金活用を目的と

した事業計画の策定やマル経資金、経営力向上計画等の融資を目的とした事業計画

の策定を中心に経営課題ごとの支援を行っているが、全社的視点で経営改善を図る

為の事業計画策定支援はほとんど行っていないのが現状である。今後は、特定の目

的の為だけでなく、経営発達を図るための総合的な戦略視点を持った取り組みが行

える事業計画策定を支援する必要がある。 

 

 （2）支援に対する考え方 

事業計画書策定を通じて事業計画が経営のあるべき姿と現状のギャップを認識す

るための経営目標の見える化ツールとして活用できるノウハウが持てるように支援

を行う。全社的にＰＤＣＡサイクルに取り組むことで、常に検証とフィードバック

を図り、進捗状況管理と次への成長へ繋がるように支援する。 

 

（3）事業内容 

①事業計画の個別相談支援 

現状の経営分析を踏まえて事業計画を策定し、この計画書を元にＰＤＣＡサイク

ルの視点を活かした自主的な経営改善の取り組みを行うことを目的に支援する。具

体的には、経営分析へ意欲的に取り組む事業者に対して経営指導員等による巡回・

窓口相談により、事業者が外部環境の境変へ対応して自社の強みを発揮できるよう

なマーケティングの視点と管理会計の手法を用いた利益の残る取り組みを実現す

るための事業計画の策定を支援する。高度な課題に対しては県連スーパーバイザー

やよろず支援拠点コーディネーター、各分野の専門家と連携して伴走型で支援す

る。 

 

②創業時の事業計画策定支援（創業塾） 

経営に関する知識を体系的に学べる機会を提供すると共に自社の現状と将来あ

るべき姿への分析を支援し、創業者として進むべき方向を示す羅針盤としての事

業計画策定を支援する。ＳＷＯＴ分析、ポジショニング分析、管理会計の視点、

財務分析等を中心に学習し、創業計画にもとづいたＰＤＣＡサイクルを経営指導

員が伴走型で支援し、創業後の早期の事業安定化を図る。 

支援内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

経営分析セミナー 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

経営分析セミナー受講者数 未実施 30社 30社 30社 30社 30社 

個別経営分析件数  未実施 20社 20社 20社 20社 20社 

専門家連携支援 ※ 未実施 5社 5社 5社 5社 5社 
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（創業塾内容） 

 テーマ 内容 

1 経営戦略の考え方① 

経営理念と事業領域を考えることで 
創業時の経営姿勢を確認 
自社の強み弱み、外部環境を知る SWOT 分析で 
チャンスに強みを活かす。 

2 経営戦略の考え方② ターゲットマーケティングと差別化戦略を考える。 

3 創業時に必要な財務戦略 創業時に必要な経営者のための「利益の仕組み」「損益分岐点」

の視点を学ぶ 

4 創業時の事業計画作成 
経営者による講和 

事業計画作成、ＰＤＣＡの視点を学ぶ 
経営者の姿勢に学ぶ 

 
（4）目標 

 
 

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、商工会では補助金活用や融資等の目的ごとの事業計画の作成を中心と

した支援を行っているが、計画策定後の定期的・計画的な伴走型支援は行っていな

い。今後は、計画策定後の定期的・計画的な伴走型支援を実施し、有用な経営支援

施策を適時提案するなど、経営目標の達成に取り組むことで小規模事業者の継続的

発展を支援する。 

 

 （2）支援に対する考え方 
事業計画を作成するまでのモチベーションは高いが、その目標を達成するための

具体的な取り組みにおいてもさらにモチベーションを維持する必要がある。また、

事業計画の実現に向けた取り組みには解決しなければならない新たな経営課題の発

生や全体を俯瞰的に見ながら経営資源を効果的に投入活用する視点が必要であり、

それらについて経営指導員等が伴走型でアドバイスを行い、ＰＤＣＡの視点を持っ

て支援する。 
（3）事業内容 

① 事業計画の進捗確認を４半期ごとの巡回訪問等で伴走型支援を実施すること

を原則として、意欲的な事業につては毎月訪問するなど支援対象者の状況に合わ

せた柔軟な支援を行う、事業計画の目標達成の支障になっている課題発見とその

解決へ向けて、販路開拓専門家や管理会計の専門家とも連携を取りながら支援す

る。 

支援内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

個別事業計画策定件数  未実施 15社 15社 15社 15社 15社 
創業塾（連続４講義） 1回 1回 1回 1回 1回 1回 
創業塾受講者 15名 15名 15名 15名 15名 15名 
個別創業計画作成件数 8社 8社 8社 8社 8社 8社 
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② 創業計画作成後は、月次収支決算書で経営状況の確認を行い、管理会計の視点

で今後の目標売上や目標利益確を確認するなど、客観的な数字を用いて経営課題

の見える化と今後強化すべき取り組みを支援する。 

 

（4）目標 

 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 

（1）現状と課題 

小規模事業経営者は、一人で全ての業務を担当することが多くそれゆえ需要動

向の変化を的確に捉えることが難しい状況にあり、需要動向に沿った品揃えや商

品開発が行えずビジネスチャンスを逃しているケースも多い。これに対して、商

工会では、個別相談において特定の商品やサービスを中心としたマーケットイン

の視点で随時相談に対応しているものの需要動向調査・分析を前提とした支援は

行っていない。今後は、調査目的を明確にして調査項目や調査方法についても計

画的に取り組むことで、調査結果のフィードバック効果を高めて確りと需要が捉

えられる取り組みに繋げる必要がある。 

 
（2）事業内容 
①インバウンド需要動向調査 

〈調査目的〉 

外国人観光客の増加にともなう旺盛な外国人観光客の消費を積極的に取り込む

ためのインバウンド対策を目的に需要動向調査を行う。小規模事業者を対象に現

在扱っている個々の商品やサービス改良やニーズの高い品揃えのヒントを探るた

めの調査票作成を経営指導員が支援する。調査集計結果を小規模事業者と経営指

導員が分析・評価することにより、的確なニーズを捉えた新商品、新サービス開

発と品揃えを見直し、インバウンド需要を取り込む。 

〈調査項目〉 

・（基本情報）：性別、年代、国籍、構成人数、来日理由、渡航経験（うち石垣市） 

・（商品情報）：品揃え、価格、購入商品、購入目的、購入動機、提案方法 

購入選定ポイント、不足点 

・（その他） ：店名、コンセプトのわかり易さ、コミュニケーション、施設案内 

店内への入りやすさ等 

〈調査方法〉 

調査は、各小規模事業所の店頭調査と離島ターミナル店舗売上調査を実施する。

離島ターミナル店舗売上調査では小売店、飲食店、お土産品店を中心に、外国人

観光客が実際に購入した商品やサービスを出口調査として行うことで、インバウ

ンド効果の高い商品やサービスの特性を分析する。 

支援内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

事業計画策定支援後フォローアップ

件数（カッコ内は延べ） 
未実施 

15 社 

（60回） 

15 社 

（60回） 

15 社 

（60回） 

15 社 

（60回） 

15 社 

（60回） 

創業計画策定後フォローアップ件数 

（カッコ内は延べ） 

8 社 

（32回） 

8 社 

（32回） 

8 社 

（32回） 

8 社 

（32回） 

8 社 

（32回） 

8 社 

（32回） 
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〈活用方法〉 

調査結果を集計・分析し、報告書にまとめ事業者にフィードバックすると共に

アンケート調査結果を他の店舗における品揃えのアドバイスに活用する。またア

ンケート調査票をモデル様式として他の店舗へも提供し、新たな需要開拓のツー

ルとして活用する。 

 
②産業まつり等での需要動向調査 
〈調査目的〉 

石垣島のパイナップルを活用した商品等地域資源を活用して新たに商品やサー

ビスを開発販売する小規模事業者へ八重山の産業まつり内で、チャレンジブース

を設置するなど、消費者ニーズ調査の機会の提供と調査支援を行うことで需要開

拓可能性を高める。また、那覇市で開催される沖縄県産業まつりで同時開催する

物産展「ありんくりん市」（沖縄県商工会連合会主催）においてもアンケート調査

を行い消費者の声をじかに聞くことで、マーケットインの視点での商品開発支援

を行い事業取組の実現可能性を高める。 

 

〈調査項目〉 
調査項目は、物販販売と飲食販売ごとに実施する。 

○物販販売： 

品質、容量、価格、パッケージデザイン、購入希望価格、消費者要望、改善点

等を消費者アンケートにより調査して商品の改良、新商品開発の取り組みへ活用

する。 

 

○飲食店： 

素材、味、価格、商品の訴求度合、購入希望価格、消費者の要望等を消費者ア

ンケートにより調査して素材の見直し、商品の改良、新商品開発の取り組みへ活

用する。 

 

〈調査方法〉 
「八重山の産業まつり」と沖縄県産業まつりで同時開催する物産展「ありんく

りん市」（沖縄県商工会連合会主催）において、消費者アンケート調査を実施する。

アンケート調査については経営指導員等が集計分析を行い小規模事業者へフィー

ドバックする 
 

 

〈活用方法〉 
商工会では、調査結果を集計・分析し、報告書にまとめ事業者にフィードバッ

クすると共にアンケート調査結果を踏まえた新たな取り組みについて、課題解決

や改善取り組みの進捗管理等を経営市営指導員が伴走型で支援する。必要に応じ

て専門家派遣を活用し、販売戦略や事業運営戦略、新サービス提案に繋げ、実現

可能性を高め、新たな需要の開拓に繋げる。 
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（3）目標 

 
  ※1、経営指導員１人当たり 2社を目標に調査する 

※2、八重山の産業まつりの石垣市地区での出店業者を対象とする 
 

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】 

（1）現状と課題 

本会では、経営指導員と専門家等がチームを組んで小規模事業者の新商品開発

や販路開拓を巡回相談や窓口相談にて支援すると同時に沖縄県産業まつりで行わ

れる「ありんくりん市」（沖縄県商工会連合会主催）等の物産展へ出店して BtoB
や BtoC による販路開拓を継続的に行っている。 

しかし、小規模事業者にとって、展示会等の出店費や人的な問題、ノウハウの

不足等の課題から販路の拡大が難しいのが現状である。そこで今後は、小規模事

業者ならではのニッチな商品、きめ細かいサービスを提供することによる販路開

拓を支援するため、展示商談会等への出店による販路開拓支援や、効果的なプロ

モーションによる集客支援、ホームページ、ソーシャルメディア、e コマースな

どＩＴを活用したチャネルの拡大による新たな需要の開拓支援を行っていく。 
（2）事業内容 

①販路開拓セミナーの開催 
顧客ニーズを捉えた売れる商品づくりを基本テーマにセミナーを開催する。顧

客視点で商品づくりを行うことの重要性を再認識すると同時にパッケージデザイ
ン等の顧客へ商品の魅力を訴求するノウハウ等を販路開拓の専門家やバイヤーと
連携して支援する。必要に応じて、沖縄県物産公社やよろず支援拠点、沖縄県商
工会連合会の専門家と連携支援する。 
 
②物産展出店支援（BtoC 支援） 
販路開拓セミナーや伴走型商品開発支援と並行して、八重山の産業まつり、あ

りんくりん市（沖縄の産業まつり同時開催）への出店を関係支援機関等と連携し
て行う。各出店者は新たな商品発表やサービス紹介などの視点をもって参加し、
新規顧客の獲得を支援する。 
【参 考】 

・八重山の産業まつり：開催 11月第１土日、36店舗出店、延べ来場者数 5,000名 
・ありんくりん市：開催 10月第 3土日、84出店、 

平成２８年度沖縄の産業まつり延べ来場者数 242,500名 
 

 

支援内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 
インバウンド需要動向調査※1 未実施 8社 8社 8社 8社 8社 
インバウンドアンケート人数 

（１社あたり） 
未実施 50人 50人 50人 50人 50人 

産業まつり等での需要動向調査

※2 
未実施 10社 10社 10社 10社 10社 

産業まつり等アンケート人数 

（1社あたり） 
未実施 30人 30人 30人 30人 30人 
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③商談会出店支援（BtoB 支援） 
販路開拓セミナーや伴走型商品開発支援と同時並行で、沖縄大交易会等の展示

商談会へ出展する小規模事業者を中心に、BtoB の販路開拓専門家、関係支援機関
等と連携して商談の進め方を中心に支援する。各出店者は新たな販路開拓先２件
など具体的目標をもって参加する。 
出店後は、バイヤーからの提案や指摘を踏まえて、商品コンセプトの再構築、

デザインの再構築、出店者会議等を開催するなどフィードバック勉強会を行う。 
【参 考】 

   ・沖縄大交易会：開催 11月末、サプライヤー250社、バイヤー240社 
 
④インバウンド市場への需要開拓支援 
今後も増加することが見込まれる外国人観光客のインバウンド市場の取り込み

に向けて「5.需要動向調査に関すること【指針③】により実施・分析したアンケー
ト結果を踏まえた品ぞろえとサービス提供及びメニュー等の充実を図る。 
また、サービスの多言語化や電子決済等の導入による販売促進を支援する。 

 
（3）目標 

※1 社当たり売上高向上目標を外国人観光客増加率に連動するように支援 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

＜事業目的＞  

石垣市の地域経済活性化へ向けて、石垣市経済振興プランと歩調を合わせながら、

「創業支援」「地域内経済循環」「地域経済振興を担う組織（チーム）の育成支援」

を念頭に取り組みを行う。また、「石垣市中小企業振興会議」においては、地域に根

ざした総合経営支援団体として地域経済振興に関する積極的な施策提案や経営環境

改善へ取り組みに貢献する。さらに、より広域の経済圏となる八重山地域（石垣市、

竹富町、与那国町）の活性化を目的に竹富町商工会、与那国町商工会等と連携して

「八重山の産業まつり」を開催する。 

 

 

支援内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

販路開拓セミナーの開催 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 
販路開拓セミナー参加数 20社 20社 20社 20社 20社 20社 
物産店出店支援 
出展支援者数 24社 25社 25社 25社 25社 25社 
出展回数 3回 3回 3回 3回 3回 3回 
1 店舗当たり対前年売上増加目標 － 2％ 2％ 2％ 2％ 2％ 
商談会出店支援 

出展支援者数 2社 2社 4社 4社 4社 4社 
出展回数 2回 2回 2回 2回 2回 2回 
商談目標件数（１社あたり） － 8件 8件 8件 8件 8件 
成約目標件数（１社あたり） － 1件 2件 2件 2件 2件 
インバウンド需要開拓支援 ※ 未実施 25社 25社 25社 25社 25社 
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＜連携体制＞ 

石垣市、竹富町、与那国町、石垣市商工会、竹富町商工会、与那国町商工会、沖

縄県八重山事務所、石垣市観光交流協会、八重山ビジターズビューロー、八重山青

年会議所、石垣市特産品振興協同組合、農協、漁協等が事業目的ごとに連携して地

域経済活性化へ取り組んでいく。 

 

① 石垣市中小企業振興会議 

目 的：石垣市中小企業振興基本条例に規定する中小企業者やその他の関係者

に対し、当該施策に関する情報及び意見の交換の促進を図る。 

内 容：石垣市の中小企業振興に関する施策を推進するための情報及び意見交

換を行う会議を年 1回開催する。 

体 制：石垣市、石垣市商工会、沖縄県中小企業家同友会八重山支部、石垣市

中央商店街振興組合、八重山建設産業団体連合会、石垣市観光交流協

会、八重山青年会議所、沖縄県農業協同組合八重山地区本部、八重山

漁業協同組合、八重山公共職業安定所、地域銀行・金融機関他 

目 標：日々の個別相談等を通じて石垣市内の中小・小規模事業者の置かれた

経営環境を把握し、今後必要となる支援施策を要望等として取りまと

めて、会議で情報提供するとともに、積極的な意見提案を行う事で、

地域中小・小規模事業者の経営環境改善を図る。 

 

② 石垣島ゆいまーるポイント事業 

    目 的： 地域内経済循環を促進し、地域小規模事業者と市民並びに観光客を

つなぐことで地域活性化を図る。 

    内 容： フェリカポケット機能が入った「石垣島ゆいまーるカード」を活用

した電子的地域ポイント事業として展開。平成２７年度プレミアム

付き商品券事業ではゆいまーるカードを利用した１００％電子クー

ポンを発行。地域内経済循環のシステム構築を促進している。WAON

カードでは売上の 0.1%が石垣市にふるさと納税として寄付される

スキームにしており、平成２５年度からの寄付累計額が約 1,250 万

円となり、地域のまちづくり、自然環境保全等へ活用される。 

番号 事業名 目 的 経済活性化効果 集客数等 主 管 

１ 
石垣市中小企業振興会

議 

・中小企業振興会議の

施策の推進 

中小企業の経営環境改

善・整備 
   － ・石垣市 

2 
石垣島ゆいまーる 

ポイント事業 

・年末年始の販促支援 

・通り会活性化 

買い物利便性の高い 

中心市街地活性化 

参加 150 店舗

目標 
・商工会 

3 
ステラマリッジ・ 

リゾートウェディング

事業 

・観光振興 

・人材育成 

ウエディングビジネス

構築とこれに携わる 

人材の発掘育成 

約 8,000 名 
・石垣市 

・商工会 

4 
パイナップル 

加工施設整備検討事業 

・農商工連携 

・特産品販路開拓 

・人材育成 

規格外品を有効活用

し、付加価値の高い加

工品の製造開発支援 

主な卸先 

市内・市外 
・商工会 

5 八重山の産業まつり 
・ものづくり支援 

・特産品販路開拓 

飲食業店をご愛顧いた

だくお客様へ感謝 
約 4,000 名 ・商工会 
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    体 制： 石垣市商工会、石垣市、商店街店主がイオンと連携して、地域ポイ

ントを活用した販売促進と、お客リピート率向上に取り組む。 

    目 標： ゆいまーる協力店１５０店舗を目標とする。 

 

 

③ ステラマリッジ・リゾートウェディング事業 

    目 的： 南国リゾートウェディングを島の新しい産業として育てる。 

    内 容： ウェディング事業は総合産業であり、関係事業所が幅広くあること

から、小規模事業者が、それぞれの得意分野を受け持ち、チームと

して体制作りをしながら、ウェディング事業に進出。大手ウェディ

ング専門店との差別化を図り、小規模ならではの小回りの効く対応

で、顧客の多様なニーズに応える。また、旧暦の七夕に開催される

地域イベント「南の島の星まつり」で公開ウェディング部門を担当

する。 

    体 制： 「星物語推進委員会」として商工会内に委員会を設置。美容室、花

屋、カメラマン、ジュエリーショップ、飲食店、ウェディングプラ

ンナー等、ウェディング事業に係る小規模事業者が委員を務める。 

目 標： 委員会開催４回 

         「南の島の星まつり」公開ウェディングで石垣島の「夜空」という

観光資源のＰＲを行うとともに、ウェディング事業の拡大を図る。 

 

 
  

④ パイナップル加工施設整備検討事業 

   目 的： 特産品の企画・開発やマーケティング並びに販路拡大を推進する

ことにより地域経済の活性化を図る。 

      内 容： 特産品をパイナップルに特定し、「廃棄パインを無くす」ことを

合言葉に、平成２８年４月より加工場が稼働し、農家や JA からパ

イナップルを仕入れ１次加工（カット、ピューレ）後、島内外の食

品菓子等製造業者へ試験的販売を展開。 

石垣島ゆいまーる

WAON カード 

石垣島ゆいまーる 

ポイントカード 

2017年 南の島の星まつり 
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   （平成２９年５月〜８月末現在）               （ロゴマーク） 

    ・パイナップル仕入量 １７．５ｔ 

    ・加工製品       ７．０ｔ 

     

 

                               

    体 制： 農家、農協、石垣市、製造・小売業者（小規模事業者）からなる

作業部会を運営して事業を推進している。生産者から加工、販売ま

での関係者が一同に揃うことで幅広い情報の中からよりよいパイナ

ップルの振興を図っている。 

    目 標： カットパイン、ピューレの冷凍加工品を小規模事業者へ提供し、

これを原材料とした付加価値の高い新たな商品の製造販売の支援を

通じて、石垣パインのブランド化と地域経済の活性化を図る。 

   

⑤ 八重山の産業まつり 

   目 的： 八重山の地域資源を活用した特産品等を中心に出店し、その魅力

を八重山地域の内外にアピールすることで消費者への八重山産品

への理解、販売促進を図り、出店事業者の商品開発力と競争力、情

報発信力の向上を促進し、八重山地域産業の更なる活性化を図る。 

   内 容： 八重山地域を構成する石垣市、竹富町、与那国町内において製造

販売されている商品や、今後販路拡大を目指す新商品の販売とＰＲ

を図る。 

   体 制： 石垣市商工会、竹富町商工会、与那国町商工会が中心となり、石

垣市、竹富町、与那国町や沖縄県八重山事務所、石垣市観光交流協

会、八重山ビジターズビューロー、八重山青年会議所、石垣市特産

品振興協同組合との連携により実施する。 

   目 標： 市、町などの行政区域を超えた「八重山」地域という共通の文化

を持つ広範囲の地域で連携して開催を行うことで、様々な地域特性

を持つ商品の紹介と魅力的な新商品の発掘と販路拡大を図る。出店

者３０事業者以上を目標に開催する。 
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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 

中小基盤整備機構やよろず支援拠点が開催する説明会や相談会に参加し、専門家

等との情報交換を促進し、支援ノウハウや支援スキルを共有するとともに、地域経

済動向や対応手法等の情報習得を図る。支援ノウハウとスキル共有の場としては、

沖縄県商工会連合会の経営力向上支援室八重山地域分室が実施する「課題発掘座談

会」年２回開催では、主に先島地区４商工会（竹富町、石垣市、与那国町、宮古島

市伊良部）の経営指導員等の先進的支援事例の共有と支援内容検証や、八重山地区

３商工会（竹富町、石垣市、与那国町）で構成する「八重山地区商工会広域連携協

議会」年２回開催では、各商工会の商品開発や販路拡大支援事業内容の共有や課題

等の検証を行う。また、「支援ノウハウの蓄積と共有」では、石垣市商工会職員間で

経営支援の状況や課題情報を共有することで、職員同士の経営支援スキル向上と経

営指導員と記帳専任職員等が連携して小規模事業者に対して組織的な支援を実施す

る。 

「経営力向上研修会」では、県内の他の商工会が行っている先進的経営支援事例に

学ぶことで、具体的な経営支援手法や関係機関や専門家との連携の方法等に関する

情報を共有して、石垣市内における小規模事業者に対する新たな支援の切り口とし

て導入する。 

経営指導員を中心に地域内の小規模事業者等が置かれている経営環境と経営状況

を把握分析し、国・県・石垣市及び関係機関が公表する各種統計資料を調査・分析

し、職員間での共通の視点と認識を図る。 
 

項  目 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 主 催 
経営指導員研修等

への参加 
５回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 商工会連合会 

マル経・沖経担当者

会議 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 沖縄振興開発 

金融公庫 

商工会専門 

スタッフ研修 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 商工会連合会 

課題発掘座座談会 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 商工会連合会 

八重山地区商工会 

広域連携協議会 
３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 八重山地区商工会 

支援ノウハウの 

蓄積と共有 
２回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 石垣市商工会 

経営力向上研修会 １回 １回 １回 １回 １回 １回 商工会連合会 

  

 
 2．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   経営指導員等の資質向上については、集団型研修を中心としたＯｆｆ－ＪＴへの
参加と経営支援の現場におけるＯＪＴによる経営支援ノウハウ習得と経営指導カ
ルテによる企業支援情報の共有並びに経営指導員等ＷＥＢ研修の受講による資質
向上を図る。 
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（資質向上の内容） 
 
(1)Ｏｆｆ－ＪＴ 

   沖縄県商工会連合会の開催する経営指導員研修への参加や沖縄県及び中小企業
基盤整備機構等の関係機関が開催するセミナーへ参加し経営支援ノウハウの習得
と経営支援施策に関する情報を習得する。 

 
(2)ＯＪＴ 

  ① 沖縄県商工会連合会のスーパーバイザー（広域経営指導員）と小規模事業者の
連携支援を行い、その支援ノウハウと業務に臨む姿勢をＯＪＴにて習得する。ま
た、中小企業基盤整備機構等のプロジェクトマネージャーや県連の専門家派遣事
業を活用し、専門家の高度専門的な支援ノウハウの習得を図る。 

② 経営指導員スキルパスポート（沖縄県商工会連合会発行）のスキルランクを活
用して、実務を通じて習得した自己のスキルと要求されているスキルランクを照
らし合わせることにより、客観的な視点をもって経営指導員として必要なスキル
の向上を図る。 

③ 経営支援のあり方について職員間での情報交換会や自主的な勉強会を年に４回
開催し、ノウハウの供給化を図る。また、経営支援能力の向上についてはテーマ
や必要に応じて、県連の専門家やスーパーバイザーへ講師を依頼する。 

 
(3)支援ノウハウの蓄積と共有 

各職員が実施した支援ノウハウの蓄積と共有を図るために、全国商工会連合会の

基幹システム（経営指導カルテ）を活用することとする。 

   経営指導カルテには、人事異動が活発に行われる中、どのような指導を実施した

か記録を残すことが重要であり、後日の支援・指導の指針となることから、指導カ

ルテの作成にあたっては、①企業側の対応者、②相談の動機、③解決すべき問題点

や課題、④具体的な支援策と効果予測、⑤指導方針、今後の対応等について記載す

ることとする。これらのノウハウの共有と支援内容の検証、対応策の検討を行うた

め、年 4回（四半期に１回）の頻度で勉強会を開催する。 

 

＜経営指導カルテ記載項目＞ 
〔指導年月日〕、〔実施職員名〕、〔指導区分（巡回、窓口等〕、〔指導事項（経営革新、
経営一般、情報化、金融、税務等〕、〔企業対応者（代表者、責任者名等〕、〔相談内
容〕、〔解決すべき課題〕、〔提案内容〕、〔今後の指導方針（対応）等〕 

 
＜経営支援知識習得の検証＞ 

   自己のスキルアップとして経営指導員等ＷＥＢ研修へ意欲的に取り組むことで
経営支援能力向上を図る。効果測定の具体的目標として経営指導員 70％以上正解
率、補助員・記帳専任職員 60％以上正解率を目指す。 

 
(4)データ更新勉強会 

経営指導員を中心に地域内の小規模事業者等が置かれている経営環境と経営状

況を把握分析し、国・県・石垣市及び関係機関が公表する各種統計資料を調査・分

析し、職員間での共通の視点と認識を図る。 
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研修内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

沖縄県商工会連合会等が主催する

研修会（OFF-JT・OJT等）への参加 
4 4 4 4 4 4 

職員間の勉強会 0 4 4 4 4 4 

経営指導員等ＷＥＢ研修受講（時間） 105Ｈ 105Ｈ 105Ｈ 105Ｈ 105Ｈ 105Ｈ 

データ更新勉強会（上半期・下半期） 未実施 2回 2回 2回 2回 2回 

 

 

3．事業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)事業者代表（商工会役員）、大学教授（学識経験者）、中小企業診断士、沖縄県商

工会連合会スーパーバイザー等の各専門家及び中小企業基盤整備機構、石垣市役所、

金融機関等の関係機関を交えた「経営発達支援事業検証委員会」を年 1回開催し、成

果報告と評価・見直しを審議する。 
 

(2)進捗状況・成果報告を年 2回理事会に報告して方針の見直しや意見を求める。 
 

(3)本事業計画の実施状況の進捗状況確認は、事務局長と経営指導員、補助員、記帳

専任職員が四半期ごとに年 4回行う。 
 

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

(5)事業の成果・評価・見直しの結果を石垣市商工会の広報誌及びホームページ

（http://www.i-syokokai.or.jp/）で公表する。 
 

＜経営発達支援事業検証委員会＞（案）７名 

事業者代表（商工会役員）、大学教授（学識経験者）、中小企業診断士、沖縄県商工

会連合会スーパーバイザー等の各専門家及び中小企業基盤整備機構、石垣市役所、金

融機関等 

 
（事業評価会議等） 

実施内容 現状 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

理事会 ― 2 2 2 2 2 

事業検証委員会 ― 1 1 1 1 1 
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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３０年４月現在） 

（１）組織体制 

 ・事務局機構図 

 
 

・実施体制 
担当事業 事業内容 担当責任者 担当者 

経営発達支援事業 

１地域経済動向調査 

２経営状況の分析 

３事業計画策定支援 

４事業計画策定後の実施支援 

５需要動向調査 

６新たな販路開拓支援 

経営指導員１名 

経営指導員３名 

記帳専任職員２名 

補助員２名 

記帳指導職員１名 

地域経済活性化事業 

１石垣島ゆいまーるポイント事業 

２ステラマリッジ・リゾートウェディング事業 

３パイナップル加工施設整備検討事業 

４八重山の産業まつり 

経営指導員１名 

経営指導員１名 

経営指導員１名 

経営指導員１名 

補助員１名 

記帳専任職員 2名 

記帳指導職員１名 

支援力向上事業 

１支援機関との連携 

２資質向上 

３事業評価検証委員会 

経営指導員１名 

経営指導員３名 

記帳専任職員２名 

補助員２名 

記帳指導職員１名 

 

（２）連絡先 

    住所：沖縄県石垣市浜崎町１− １− ４ 

     電話：０９８０− ８２− ２６７２  FAX：０９８０− ８３− ４３６９ 

     メールアドレス：info@i-syokokai.or.jp 

         ホームページ：http://www.i-syokokai.or.jp 

     フェイスブックページ：https://www.facebook.com/i.syokokai 

mailto:info@i-syokokai.or.jp
http://www.i-syokokai.or.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） 

 
３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

経営発達支援事業費 1,200 1,300 1,300 1,300 1,300 

 分析調査費 40 40 40 40 40 

 事業計画策定支援費 300 400 400 400 400 

 セミナー開催費 360 360 360 360 360 

 販路開拓支援費 500 500 500 500 500 

地域振興事業費 12,300 2,300 1,300 1,300 1,300 

 石垣島ゆいまーる事業 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 

 ステラマリッジ事業 300 300 300 300 300 

 パイナップル加工施設事業 10,000 0 0 0 0 

支援力向上事業 130 130 130 130 130 

 事業検証委員会 130 130 130 130 130 

 

（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 

商工会自己財源（会費・手数料収入等）、県補助金（小規模事業者経営支援事業補助金等）、

市補助金（一括交付金、地方創生、商工振興補助金等） 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 

 

 1地域経済の動向調査に関すること（連携体制図①） 

  ・県連スーパーバイザーからの調査分析等に関する助言等 

 2経営状況の分析に関すること（連携体制図①） 
・ 経営分析セミナーの講師 
・ 経営分析個別相談支援 

 3事業計画策定支援に関すること（連携体制図①） 
・ 事業計画策定支援 
・ 創業時の事業計画策定支援 
・ 伴走型支援 

 4事業計画策定後の実施支援に関すること（連携体制図①） 
・ ＰＤＣＡサイクルの検証とフィードバック 
・ 伴走型支援 

 5需要動向調査に関すること（連携体制図①） 
・ 重要動向調査票の作成 
・ 需要動向調査分析 

 6新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること（連携体制図①） 
・ 「八重山の産業まつり」等へ地域内催事への支援 
・ 「ありんくりん市」「離島フェア」「ニッポン全国物産展」等地域外催事への支援 
・ 全国展開支援事業等への支援 
・ 石垣市特産品認定制度への支援 
・ ブランディングセミナーの開催 

 
Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組（連携体制図②） 
① 石垣市中小企業振興会議への協力 

② 石垣島ゆいまーるポイント事業への支援 

③ ステラマリッジ・リゾートウェディング事業への支援 

④ パイナップル加工施設整備検討事業への支援 

⑤ 八重山の産業まつり 

 
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他の支援機関との情報交換 
 2経営指導員等の資質向上に関すること 
 3事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
  ・経営発達支援事業検証委員会  
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連携者及びその役割 

 
連携支援機関名 代表者名 役割 連絡先等 

石垣市 中山 義隆 ・ 統計資料の提供 
・ 小規模事業者支援 

〒９０７− ８５０１ 
石垣市美崎町１４番地 
☎０９８０− ８２− ９９１１ 

（一社） 
石垣市観光交流協会 大松 宏昭 ・ 観光統計資料の提供 

・ 物産展等連携 

〒９０７− ００１３ 
石垣市浜崎町１− １− ４ １F 
☎０９８０− ８２− ２８０９ 

（公財） 
沖縄県産業振興公社 末吉 康敏 ・ 事業計画への指導助言 

・ 支援事業への指導助言 

〒９０１− ０１５２ 
那覇市字小禄１８３１番地１  
4F 
☎０９８− ８５１− ６２５５ 

沖縄県よろず支援拠点 上地 哲 ・ 事業計画への指導助言 
・ 支援事業への指導助言 

〒９０１− ０１５２ 
那覇市字小禄１８３１番地１  
4F 
☎０９８− ８５１− ８４６０ 

中小企業基盤整備機構  
沖縄事務所 船崎 康治 ・ 専門家派遣支援 

・ 事業計画への指導助言 

〒９０１− ０１５２ 
那覇市字小禄１８３１番地１  
3F 
☎０９８− ８５９− ７５６６ 

沖縄振興開発金融公庫 
八重山支店 比嘉 努 

・ 金融支援 
・ 事業計画への指導助言 
・ 経済動向情報提供 

〒９０７− ００１４ 
石垣市新栄町４番地１ 
☎０９８０− ８２− ２７０１ 

沖縄海邦銀行 
八重山支店 崎山 博之 

・ 金融支援 
・ 事業計画への指導助言 
・ 経済動向情報提供 

〒９０７− ０００４ 
石垣市登野城３− １ 
☎０９８０− ８２− ２２５５ 

琉球銀行 
八重山支店 南風盛 浩史 

・ 金融支援 
・ 事業計画への指導助言 
・ 経済動向情報提供 

〒９０７− ０００４ 
石垣市登野城２− ７ 
☎０９８０− ８２− ６１２１ 

沖縄銀行 
八重山支店 松田 敦 

・ 金融支援 
・ 事業計画への指導助言 
・ 経済動向情報提供 

〒９０７− ００２２ 
石垣市大川２− ７ 
☎０９８０− ８２− ３９５０ 
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連携体制図等 

（全体的な連携体制図） 
 
（事業ごとの連携体制図） 
Ⅰ 経営発達支援事業における連携図（連携体制図①） 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組（連携体制図②） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

小
規
模
事
業
者 

経営指導員 

記帳専任職員 

スーパーバイザー 

外部専門家 

      商
工
会 

 

金
融
機
関 

支
援
機
関 

・ 全国商工会連合会   
・ 沖縄県商工会連合会 
・ よろず支援拠点 
・ ミラサポ 
 

・ 沖縄振興開発金融公庫 
・ 地元金融機関 

支援 

相談 

融資 

行
政
機
関 

・ 石垣市 
・ 沖縄県 
・ 沖縄総合事務局 
 

連携 

 

 
地
元
関
係
機
関 

・ 石垣市観光交流協会 
・ 沖縄県建設業協会 

八重山支部 
・ JA おきなわ 
・ 八重山漁業協同組合 
・ 八重山青年会議所 
 

連携 

 

 

連携 

 

 

連

携 

 

 

連携 
 

協力 

竹富町商工会、与那国町商工会 

石垣市、竹富町、与那国町 

石垣市観光交流協会 

みなと通り会 

石垣市特産品振興協同組合 

八重山青年会議所 

小規模事業者 

 
石垣島ゆいまーるポイント事業 
 
ステラマリッジ・リゾートウェディング事業 
 
パイナップル加工施設整備検討事業 
 
八重山の産業まつり 

 

八重山ビジターズビューロー 
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