
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

糸満市商工会「糸満市商工会（法人番号９３６０００５００１４９４）」

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

○糸満市商工会は、市内唯一の総合経済団体として地域事業者の大半を

占める小規模事業者に対し、個々の経営課題の発掘や課題解決に導く経

営支援チーム（経営指導員、補助員、記帳専任職員）を編成し、各支援

機関や専門家との連携を図りながら、小規模事業者の持続的な発達を「伴

走型支援」の強化により、定性・定量的な目標達成を実現する。 

○環境の変化や自社の強みを的確に把握し、それらを踏まえたＰＤＣＡ

サイクル構築を小規模事業者が自立的に取り組めるよう支援し、小規模

事業者の中長期的な発展を目指す。 

○行政や関係支援機関との連携を強化し、課題解決に有効な施策の活用

を促進し、持続的な成長を図る。 

事業内容 

地域においての産業課題を調査し、小規模事業者が個々に抱える経営課

題や経営環境の変化等により生じる課題を発掘し、課題解決へと導くた

めの支援組織を設置する。伴走型で持続的な課題解決支援チームを編成

し、相談内容に応じ支援機関と連携を図りながら、個別の定性・定量的

な目標が達成できる。 

１、経営支援チームの設置（経営指導員、補助員、記帳専任職員） 

地域小規模事業者が個々に抱える経営課題を発掘し、各種支援機関等

と連携を図り、解決に導く相談窓口として設置。 

（１）小規模事業者が抱える経営課題を抽出・把握するための調査 

（事業承継、創業課題、販路開拓、業種別課題等の調査） 

（２）創業・第２創業(経営革新)の経営課題に基づく経営支援 

（事業計画作成支援、経営革新セミナー、補助金申請支援） 

（３）第３創業（事業承継）の経営課題に基づく経営支援 

    （事業資産承継・税務支援、財務会計支援） 

（４）業種別の経営課題に基づく経営支援 

   （マーケティング支援、商品開発支援、取引拡大支援） 

 ２、地域活性化に資する取組 

（１）地域・組織別の経営課題に基づく経営支援 

   （イベント支援、組織育成支援、異業種マッチング支援） 

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

（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 

する事 

（２）職員の資質向上に関する事 

（３）事業の検証・見直しをするための仕組みに関する事 

連絡先 

糸満市商工会 〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 2075 番地 

電話 098-992-2816 ＦＡＸ098-992-3544 

E-mail itoman@itoman.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 

 

≪当地域の現状と課題≫ 

糸満市は沖縄本島の最南端に位置し、亜熱帯海洋性気候に位置づけられており、夏には

南西の風が吹きそよぎ、冬には大陸から北西の季節風が強く、低い気温でなくても寒く

感じる。夏から秋にかけては、台風が襲来し大きな被害をもたらし、２月には一般的に

「台湾坊主」と呼ばれる低気圧が発生し、海難事故を引き起こす場合がある。降雨量は、

年間約２，０００ｍｍ程度ですが、空梅雨や台風の襲来が少ない年は干ばつとなり、水

の確保に苦労してきた歴史がある。  

糸満市の人口は５９，７２３人で、戦後着実に増加してきました。過去１０年間で２，

６１５人増加し、世帯数も４，２１６戸増加している。 

埋め立て開発による宅地開発や工場誘致による産業振興の目的で、西崎地区の人口は

飛躍的に増加してきましたが、近年は少子高齢化の影響を受け、若年者の構成比率が低

くなりつつある。 

 

  糸満市の人口と世帯数の推移 

年度 人口 男 女 世帯数 

平成２７年３月末 ５９，７２３ ３０，０７３ ２９，６５０ ２４，００４

平成２６年３月末 ５９，６１８ ３０，００５ ２９，６１３ ２３，５５８

平成２５年３月末 ５９，３４９ ２９，８２４ ２９，５２５ ２３，１８０

平成２４年３月末 ５８，９４０ ２９，６２０ ２９，３２０ ２２，８１４

平成２３年３月末 ５８，７９９ ２９，６０１ ２９，１９８ ２２，４１９

平成２２年３月末 ５８，６２０ ２９，５００ ２９，１２０ ２１，９６９

平成２１年３月末 ５８，１３８ ２９，２１５ ２８，９２３ ２１，４７８

平成２０年３月末 ５７，６９５ ２９，００１ ２８，６９４ ２０，９７５

平成１９年３月末 ５７，３５１ ２８，８２９ ２８，５２２ ２０，４６１

平成１８年３月末 ５７，１８０ ２８，７４３ ２８，４３７ ２０，１３５

平成１７年３月末 ５７，１０８ ２８，７８６ ２８，３２２ １９，７８８

１０年間の増減 ２，６１５ １，２８７ １，３２８ ４，２１６

（糸満市ホームページ人口統計住民基本台帳調べより抜粋）

 

糸満市の高齢化率と後期高齢比 

総人口（Ａ） 

平成２６年１０月１日現在 

６５歳以上人口

（Ｂ） 

７５歳以上人口 

（Ｃ） 

高齢化率 

（Ｂ／Ａ） 

後期高齢比 

（Ｃ／Ｂ） 

５９，９８８ １０，３１２ ５，３０３ １７．２ ５１．４

（糸満市老人福祉計画及び介護保険事業計画第６期より抜粋）
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糸満市の産業は、第１次産業の農業においては、土地改良や地下ダムの整備進展によ

って、生産性の向上が期待され、ゴーヤー、レタス、パッションフルーツ、また沖縄県

内の拠点産地品目に指定されている小菊やニンジンなどの生産に力を入れている。水産

業は、かつての沿岸漁業から近海漁業に代わり、主要な水揚げは、マグロ、ソデイカ等

となっており、沖縄県唯一の第３種漁港である糸満漁港は、水産業と観光業及び造船業

との連携による新たな水産業の発展に期待がもたれる。第２次産業の製造業は、主とし

て西崎地区の糸満工業団地に集中し、食品加工業や印刷業などによる大きな雇用効果を

あげており、建設業は小規模の経営体が多く、近年の公共事業の減少で厳しい経営状況

が続いている。第３次産業について、かつては沖縄本島南西部の広い範囲を商圏として

発展してきたが、１９８０年代以降大型小売店舗が各地に進出したことにより、旧市街

地の小売店が衰退していった一方、西崎商業地域や兼城地域、潮崎地域は、大型店舗の

出店等により新たな商業地となっている。上記のように、糸満市は、これまで「海幸・

陸幸の史都」として水産業の振興や農業の振興に努めて、また、西崎地域に工業団地、

国道３３１号沿線及び潮崎地域には商業施設が立地したことにより、糸満市には、第１

次産業、第２次産業、第３次産業がバランスよく成立している。その産業バランスの良

さから、異業種の情報交流や事業連携を目的として、商工会をはじめとする１０団体（商

工会、農協、漁協、建設業協会、金融協会、観光協会、工業団地組合、電管組合、設計

協会、社交組合）による糸満市経済団体協議会を組織し、時には、地域の産業課題につ

いて、沖縄県や糸満市に提言・具申を行うなど、県内では数少ない組織が形成されてお

り、糸満市の強みと考える。地域の産業課題としては、大規模小売店やチェーン店等の

進出により、既存市街地の商業店舗の衰退と市場施設の老朽化、空き店舗による空洞化、

働く人の高齢化による事業承継問題など様々な課題が残る。また、西崎商業地区では、

核となっていた大型小売店の撤退により、周辺店舗の閉店が目立ち、活気が失われてい

る。沖縄県内の開業率・廃業率は高く、市内においても事業承継による若い経営者の育

成や新規創業者の継続的な経営は重要な課題であると捉える。地域商工業者は、平成２

１年度の経済センサスにおいて、２，４９２事業所であったが、平成２４年度は２，３

４０事業所と減少している。小規模事業者数の減少数が多く見受けられるが、その反面、

従業者数（雇用）は増加している。 

 

 糸満市の商工業者等数と商工業者数、小規模事業者数、従業者数の推移 

年度 商工業者等数 商工業者数 小規模事業者 従業者数 

平成２４年 ２，３４０ ２，１７５ １，７６０ １９，８７９

平成２１年 ２，４９２ ２，３４１ １，９３３ １８，４２２

増減 △１５２ △１６６ △１７３ １，４５７

（平成２４年経済センサス活動調査より抜粋） 

 

糸満市建設業協会会員数の推移 

年度 平成１７年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年度 

会員数 １６２ ９５ ８８ ８２ ８０ 

増減 平成１７年をピークに△６７ △７ △６ △８

（糸満市建設業協会より提供）
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沖縄県と東京都、大阪府、鹿児島県の比較 

年度 沖縄県 東京都 大阪府 鹿児島県 

開業率 １０．４％ ９．３％ ８．９％ ７．４％

廃業率 ２２．３％ ２１．１％ ２０．３％ １７．１％

（中小企業白書２０１４より抜粋）

 

周辺地域の概況として豊見城市が隣接しており、豊崎地域を中心として急激な人口増

加や商工業者等数の増加など、全国的にも成長発展が著しい地域である。県内市町村が

軒並み商工業者等数を減少する中、平成２１年から平成２４年の統計（経済センサス）

において、１０３事業所の増加がみられ、新規店舗の開業や糸満市から豊見城市へ本

社・事業所を移転するケースも少なくない。人口のみならず事業所数においても、糸満

市を追い抜く勢いである。以前は、那覇市への消費流出防止を懸念していたが、現在は

隣接する豊見城市の急速な発展による消費流出が懸念される。しかしながら、近隣市町

村の急速な発展はマイナスのみではなく、今後も伸びゆく沖縄観光の追い風を背に、那

覇空港から近い糸満市と豊見城市が連携することにより、観光客の誘客が図れると捉え

れば、プラス材料と考えることもできる。 

 

糸満市と豊見城市の人口推移（比較） 

年度 糸満市（Ａ） 豊見城市（Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） 

平成２７年３月末 ５９，７２３ ６１，６０９ △１，８８６

平成２６年３月末 ５９，６１８ ６０，６４２ △１，０２４

平成２５年３月末 ５９，３４９ ５９，７９０ △４４１

平成２４年３月末 ５８，９４０ ５８，７９４ １４６

平成２３年３月末 ５８，７９９ ５７，９５７ ８４２

増減 ９２４ ３，６５２

（糸満市・豊見城市人口統計住民基本台帳調べより抜粋） 

 

糸満市と豊見城市の商工業者数（比較） 

年度 糸満市（Ａ） 豊見城市（Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） 

平成２４年 ２，１７５ １，９００ ２７５

平成２１年 ２，３４１ １，７９７ ５４４

増減 △１６６ １０３

（経済センサスより抜粋） 

 

沖縄県の入域観光客数推移 

年度 入域観光客数(千人) うち外国人（千人） 

平成２６年 ７１６９．９ ９８６．０ 

平成２５年 ６５８０．３ ６２７．２ 

平成２４年 ５９２４．７ ３８２．５ 

増減 １２４５．２ ６０３．５ 

（沖縄県入域観光客統計概況より抜粋） 
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≪支援事業の方針・目標≫ 

 

 上記を踏まえた糸満市の小規模事業者の課題は、①環境の変化に対応した持続的発展

を目指す経営基盤の強化、②豊見城市等の近隣市町村への消費流出への対応、③観光客

の増加に対する受け入れ（食事、土産品、観光サービス等）の強化、が挙げられる。 

 一方、糸満市商工会では平成２１年から若手経営者を対象に管理会計を軸とした経営

勉強会「氣活塾」を実施しており、これまで述べ２５事業者の経営改善支援を行ってき

た。 

 

 今後はこれまでの取り組みで培ったノウハウ等をベースに、地域の課題を解決するた

めに以下の方針・目標を掲げ、計画の実現に取り組む。 

 

○糸満市商工会は、市内唯一の総合経済団体として地域事業者の大半を占める小規模事

業者に対し、個々の経営課題の発掘や課題解決に導く経営支援チーム（経営指導員、補

助員、記帳専任職員）を編成し、各支援機関や専門家との連携を図りながら、小規模事

業者の持続的な発達を「伴走型支援」の強化により、定性・定量的な目標達成を実現す

る。 

○環境の変化や自社の強みを的確に把握し、それらを踏まえたＰＤＣＡサイクル構築を

小規模事業者が自立的に取り組めるよう支援し、小規模事業者の中長期的な発展を目指

す。 

○行政や関係支援機関との連携を強化し、課題解決に有効な施策の活用を促進し、持続

的な成長を図る。 

 

≪目標達成に向けて≫ 

本計画による支援事業は、事業者の経営向上・安定を継続して支援するとともに、売上

や利益向上へ繋げることを最終目標としており、その支援において県連合会（広域指導

員スーパーバイザー）、沖縄県、糸満市、沖縄振興開発金融公庫、地域金融機関、その

他支援機関（ミラサポ、よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構）、地域経済団体等と

連携し、これまで以上の支援体制を構築する必要がある。また、限られた職員数の中で

は資質向上が必然的で、事業者の課題を的確に捉え、事業者のニーズにあった職員・支

援機関・専門家を結び付けるコーディネート力が求められる。県連合会や中小企業大学

校等が主催する研修を積極的に受講し、時代や経営環境の変化などに対応する職員の資

質向上やスキル取得の支援等に組織をあげて取組む必要がある。また、市内唯一の総合

経済団体としての役割を果たすべく、本支援事業の商工会役員や行政機関などの最大限

の理解が必要である。その体制が構築されてこそ、事業者の抱える課題や地域の産業課

題を解決できるワンストップサービスを可能とする支援チームができ、最終目標となる

事業者の利益向上と地域発展を実現できる。 
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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 

 

 Ⅰ. 経営発達支援事業の内容 

 

１． 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

①販路開拓・業種別課題調査【指針①】 

 本市は、第１次産業から第３次産業がバランス良く展開され、様々な業種・業

態が立地している。業種ごとに抱える現状や課題を把握することにより、現状分

析や的確な解決に繋げることが可能となる。 

販路開拓調査は、糸満市近辺を主な商圏とする事業者を対象とし、販売してい

る商品・サービス等の売れ行き、景況、事業における課題（価格・流通条件等）

等を巡回訪問時やアンケートにより調査する。 

 

業種別課題調査は、市内経済団体（建設業協会、観光協会、社交飲食業組合な

ど）に属する事業者を主な対象とし、景況や業界動向、業界ごとに抱える外部環

境の機会や課題をアンケートにより調査する。 

調査は毎年度行い以下の目標とするが、調査結果は事業者の課題の顕在化や事

業計画策定に繋げるとともに、業種別課題調査は各業界団体に報告して業界ごと

の課題解決に役立てる。 

 
項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

販路開拓 

調査 
100 件 100 件 100 件 100 件 100 件

業種別 

課題調査 
50 件 50 件 50 件 50 件 50 件

 

２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

①小規模事業者が抱える経営課題を抽出・把握するための調査【指針①】 

市内の大半を占める小規模事業者が、個々に抱える課題は様々で、取引先の拡

充や資金調達、商品開発など、これまでの課題のみならず、日々変化するグロー

バル的な視点や多様化するニーズへの対応など、経営を持続するには的確な課題

の把握と早急な解決が求められる。 

そのためには、個々の事業者の現状を定量的・客観的に把握する必要があるが、

当商工会では、これまで若手・女性経営者向けに管理会計の普及促進を行ってき

た。 

当事業では、これまでの取組を発展させ、管理会計のセミナーや個別相談会を

入口として、定性的な現状把握を含めた経営分析を行う。また、１．の販路開拓
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調査等に協力いただいた事業者の中で、経営分析に意欲のある事業者に対してセ

ミナー等の参加を促す。 

具体的には、定量的には財務分析（損益分岐点・資金繰り・安全性・収益性等）

を行い、定性的には強み弱み分析や経営資源や特徴の把握（バリューチェーン分

析）、売れ筋分析等を行う。 

経営分析は、セミナーや個別相談会後に巡回等で実施する他、より専門性を有

する場合はミラサポや県連合会のエキスパート事業の専門家を活用する。 

経営分析は毎年度行い以下の目標とするが、分析結果は事業者の課題の顕在化

や事業計画策定に繋げるとともに、早急な課題には課題解決に繋げていく。 

 
項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

セミナー 

開催数 
6 回 6 回 7 回 7回 8 回

セミナー 

受講者数 
180 名 180 名 210 名 210 名 240 名

個別相談 

開催数 
4 回 4 回 4 回 4回 4 回

個別相談 

受講者数 
18 名 18 名 21 名 21 名 24 名

経営分析数 68 件 68 件 71 件 71 件 74 件

 

＊目標の算出根拠 

 ①セミナー開催は 2カ月に 1回開催し、その後は要望に合わせて追加する。 

 ②セミナー受講者数は 1回平均 30 名と設定する。 

 ③個別相談会はセミナー後の 3か月に 1回開催する。 

 ④個別相談の受講者数は、セミナー受講者の 1割と設定する。 

 ⑤経営分析は個別相談受講者を対象とし、これに現在の自計化普及の指導対象

者 50 社を加える。 

 

３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

①「課題解決支援チーム」の設置 

小規模事業者が、個々に抱える経営課題や経営環境の変化等により生じる産業

課題を調査や分析結果などを踏まえて、課題解決へと導くための伴走型で持続的

な課題解決支援チームを編成し、相談内容に応じ支援機関と連携を図りながら、

個別の定性・定量的な目標が達成できる事業計画の策定を支援する。 

 

  ②事業計画策定支援 

    上記１．経済動向調査結果や２．経営状況の分析結果を踏まえて、地域経済動

向の分析や個別に抱える経営課題を小規模事業者にわかり易く伝え、課題解決支

援チームにて事業計画策定の指導・助言を行う。 

事業計画の策定やブラッシュアップにあたっては、県連合会スーパーバイザー

や専門家と連携をし、明確（定量的・定性的）な目標設定を行い、伴走型の支援
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により事業者の継続的やる気（本気度）を引出すことで目標の実現可能性を意識

した支援を行う。 

支援対象は、経営分析支援を行った事業者を対象とし、計画内容は管理会計を

ベースにした無理なく収益性を高める中長期的な事業計画を策定する。 

計画策定にあたっては、巡回や窓口相談を中心に行い、定性的な目標設定や課

題の整理、実施計画を策定する際には県連合会のスーパーバイザーや専門家と連

携する。また、専門性の高い内容の場合は、ミラサポや中小企業基盤整備機構、

よろず支援拠点の専門家と連携して計画策定にあたる。 

 

策定された事業計画は、補助金申請（持続化補助金、ものづくり補助金等）や

資金調達（マル経、公庫資金、県制度融資等）の際の基本資料として活用する。

また、経営革新の可能性の高い事業者に対しては、経営革新計画の承認につなが

るよう働きかけ、経営革新計画の作成支援も行う。 

なお、補助金や資金調達における事業計画のブラッシュアップには、各支援機

関や金融機関と連携して、計画の精度を高める。 

 
項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

事業計画 

策定数 
30 件 30 件 35 件 35 件 35 件

策定支援 

回数 
120 回 120 回 140 回 140 回 140 回

専門家活用 

実施回数 
30 回 30 回 35 回 35 回 35 回

補助金活用

件数 
10 件 10 件 10 件 10 件 10 件

融資活用 

件数 
10 件 10 件 10 件 10 件 10 件

経営革新 

計画承認数 
3 件 3 件 3 件 3件 3 件

 

＊目標の算出根拠 

 ①事業計画の策定は経営分析の約半数と設定する。 

 ②策定支援回数は事業計画 1件にあたり 4回と設定する。 

 ③専門家活用は事業計画 1件にあたり 1回と設定する。 

 ④補助金活用と融資活用はそれぞれ 10 件と設定する。 

 ⑤経営革新計画の承認は指導員あたり（3名）1件と設定する。 

  

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

①事業計画のＰＤＣＡサイクルの構築支援 

小規模事業者が作成した事業計画の実施にあたっては、事業者自身がＰＤＣＡ

サイクルを構築できるように計画の実施支援を行う。 

そのためには、最低 3か月に 1回定期的に事業者を訪問し、事業計画の進捗状
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況を確認し、問題や課題の抽出及び整理を行う。また、課題解決策の検討や実行

支援を行うとともに、専門的および高度な課題解決にあたっては、商工会がコー

ディネート役になり、専門家の活用や課題解決チームの編成や推進を行い、事業

者と伴走しながら定量的・定性的な目標達成に繋げる。 

専門家の活用等については、県連合会のスーパーバイザーやミラサポ、中小企

業基盤整備機構、よろず支援拠点の専門家と連携する。 

また、補助金の活用にあたっては、計画の進捗管理や補助金の執行状況のチェ

ックも併用して行う。 

 
項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

事業計画 

実施数 
30 件 30 件 35 件 35 件 35 件

実施支援 

回数 
120 回 120 回 140 回 140 回 140 回

専門家活用 

実施回数 
30 回 30 回 35 回 35 回 35 回

 

＊目標の算出根拠 

 ①事業計画の実施数は計画策定と同数と設定する。 

 ②実施支援回数は事業計画 1件にあたり 4回（3か月に 1回）と設定する。 

 ③専門家活用は事業計画 1件にあたり 1回と設定する。 

  

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

  小規模事業者が個々に需要動向を把握し売上増加に繋げていくためには、個社

の既存顧客及び潜在顧客の調査が必要となるが、それを単独で実施できる事業者

は少ない。そこで、本計画では以下の取り組みにて小規模事業者の需要動向調査

の支援を行う。 

 

①小規模事業者のお客様アンケート実施 

  糸満市内で事業を営む小規模事業者に対してお客様アンケートの実施を促し、

積極的にお客様の意見を取り入れたい事業者に対してアンケート実施の支援を行

う。 

  アンケートの実施については、事業者の業種業態に応じて調査項目（回答者の

属性、当店を知った理由、事業者の商品・サービスに対する評価、競合との比較

（買う理由）、購入頻度、買いやすさ、商品サービス以外の評価等）、取得サンプ

ル数、調査期間を設定し、商工会にてアンケート表を作成するなどしてアンケー

トを実施していただく。 

  また、アンケートの集計結果を商工会職員が分析して回答を事業者にお返しし

て、その結果は今後の顧客ターゲットの選定や販売方法及び販促方法、商品等の

提供方法の見直し、新商品開発等に役立てる。また、事業計画の作成及び実行支

援を行っている事業者に対しては、計画のＰＤＣＡに役立てる。 
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②統計情報等を活用した定量的な需要動向の情報収集及び分析 

糸満市で事業を営む小規模事業者の潜在顧客（見込み客）の動向を把握するた

めに、公的機関や行政機関が発行する統計情報を収集・分析して、今後の需要動

向として情報提供を行う。 

  統計情報は、県内の消費動向調査、観光客入域数及び消費額、金融機関が発行

する景況調査結果を参考とし、それを年 2 回分析して商工会のホームページに公

開する。また、必要に応じて小規模事業者に対しても情報を提供する。 

これらの情報は、お客様アンケートを実施した事業者のマーケティングの追加

情報として役立てるほか、事業計画の作成及び実行支援を行っている事業者に対

しては、計画の目標設定・修正や実行支援に活用する。 

 

  ③展示会や商談会出展時のテストマーケティング 

    展示会・商談会に出展する事業者の中で、積極的にお客様やバイヤーの意見を

取り入れたい事業者に対して出展時のアンケート調査を実施する。 

    アンケートの実施にあたっては①と同様に調査項目、取得サンプル数を設定し

商工会にて実施支援を行う。 

    アンケート結果は商工会にて分析して事業者にお返しして、その後の商品のブ

ラッシュアップ、販促方法の改善に活用する。 

 

 
  項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

お客様アン

ケート実施 
15 社 15 社 15 社 15 社 15 社

うち事業計

画策定事業

者 

5 社 5 社 5 社 5社 5 社

県外アンケ

ート実施 
1 回 1 回 1 回 1回 1 回

調査 

サンプル数 
50 回 50 回 50 回 50 回 50 回

県内需要動

向情報発信 
2 回 2 回 2 回 2回 2 回

出展時のア

ンケート実

施 

10 社 10 社 10 社 10 社 10 社

うち事業計

画策定事業

者 

5 社 5 社 5 社 5社 5 社
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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展示会や商談会への出展支援 

  事業計画を実施する小規模事業者の中で、県外等への販路開拓や商品開発、海

外展開を検討している事業者に対して、展示会等への出展支援を行う。 

  出展支援にあたっては、出展だけの支援ではなく出展に至る支援（商品のブラ

ッシュアップ、品質向上、食品表示の適正化）も並行して行い、出展の際の商談

の進め方や陳列（商品表示）等も状況に応じて支援する。 

  これらの支援にあたっては、事業計画の実施支援と同様に専門家の活用や課題

解決チームの編成等を行う。 

  出展に際して、出展料軽減のための助成金（糸満市からの助成金）を活用し、

事業計画を作成していない事業者に対しても広く出展を募り、小規模事業者の新

たな需要開拓に向けて、商品・サービス等の知名度向上を図る。 

  また、商品開発にあたっては、農協・漁協・工業団地と連携して、糸満市の地

域資源を活用した新たな商品開発支援を行うが、専門家を活用してマーケティン

グ支援も行い、「売れる商品」を意識した支援を行う。 

 
項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

展示会・商談

会参加数 
2 回 2 回 2 回 2回 2 回

展示会・商談

会出展事業

者数 

20 社 20 社 20 社 20 社 20 社

うち事業計

画策定事業

者 

10 社 10 社 10 社 10 社 10 社

出展支援 

回数 
40 回 40 回 40 回 40 回 40 回

商品開発 

目標件数 
2 件 2 件 2 件 2件 2 件

 

＊目標の算出根拠 

 ①展示会・商談会の出展事業者数は 1回あたり 10 社とする 

 ②出展支援回数は 1社あたり平均 2回と設定する。 

 

②メディアやＳＮＳを活用した小規模事業者の需要開拓支援 

  事業計画を実施する事業者を含めた小規模事業者に対して、自社の商品・サー

ビスの認知度向上支援を行い、事業者の新たな需要開拓に寄与する。 

  具体的には、商工会の会報誌や情報誌に掲載するほか、県内マスメディアに対

しても記事掲載を働きかけるほか情報提供を行う。 

  また、事業者に対して、マスメディアの活用やＳＮＳの活用を促すためのセミ

ナー等を開催し、事業者の啓蒙や成功事例の紹介を行う。なお、その後具体的な
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ＳＮＳ等の活用を行う事業者に対しては個別に実行支援を行う。 
項目 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

会報誌・情報

誌発行数 
5 回 5 回 5 回 5回 5 回

同上 

掲載件数 
10 社 10 社 10 社 10 社 10 社

マスメディ

ア掲載件数 
2 社 2 社 2 社 2社 2 社

セミナー等 

開催数 
2 回 2 回 2 回 2回 2 回

セミナー等 

参加者数 
40 名 40 名 40 名 40 名 40 名

個別活用 

支援 
2 社 2 社 2 社 2社 2 社

 

＊目標の算出根拠 

 ①会報誌は年 2回、情報誌は年 3回（計 5回）発行する。 

 ②会報誌・情報誌への掲載については 1回あたり 2社を設定する。 

 ③マスメディア掲載は半年に 1回を目標に設定する。 

 ④セミナー等の開催は半年に 1回とし、1回あたり 20 名の参加を目標とする。

 

Ⅱ.地域活性化に資する取組 

 

① 地域・組織別の経営課題に基づく経営支援 
地域・組織別の抱える課題を明確にし、市内経済団体と連携を図り、個別支

援や集団支援を実施し、課題解決に繋げることを目的とする。 

  

 ⅰ.イベント支援 

過疎地域や空洞化した商店街が抱える課題を発掘し、イベント支援やメディア

活用の指導・助言を行うことで、地域の発展が可能となる。 

実施方法：イベント開催支援やメディア活用セミナーの開催周知。 

実施対象：過疎化や空洞化等の課題を抱えている地域。 

 

ⅱ.組織育成支援 

経済団体や商店街が抱える課題を発掘し、組織の活性化や人材育成の指導・助

言を行うことで、組織の発展が可能となる。 

実施方法：人材育成セミナーの開催周知。 

実施対象：財源確保や人材育成などの課題を抱えている組織。 

 

ⅲ.異業種マッチング支援 

新商品の開発や新事業展開を求める組織が抱える課題を発掘し、事業連携（異

業種マッチング）を指導導・助言を行うことで、組織の発展が可能となる。 

実施方法：異業種交流会の開催周知。 
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実施対象：農商工連携や６次産業などの展開で課題を抱えている組織。 

 

（平成２６年度の地域活性化事業） 

内容 実施回数 備考 

糸満ふるさと祭り １回 糸満市商工会共催

平和の光イルミネーション事業 １回 糸満市商工会共催

経済団体協議会（三役会・会議・総会） ５回 糸満市商工会事務局担当

異業種交流会＆講演会 １回 糸満市商工会主催

 

②創業・事業承継支援 

  糸満市の地域経済の活性化には、市内の商工業者数の減少を抑えることが不可

欠であり、そのためには創業により新たな小規模事業者を創出することと、円滑

な事業承継により事業を継続させることが重要である。そこで、創業・事業承継

に際して下記の内容に取組むことで地域経済の活性化に寄与する。 

 

ⅰ.創業課題調査 

沖縄県内は、全国的にも開業率が高く（中小企業白書調べ）、創業意欲が高 

い方が多くいると考える。しかしながら、廃業率も全国ワーストレベルで高く

起業しても数年しか持たない事業所は、本市においても見受けられる。持続的

な経営は、市内の重要な課題であり、創業計画時や開業後の課題把握をするこ

とにより、的確な解決支援に繋げることが可能となる。 

 

実施方法：巡回等によるアンケート調査の実施。 

実施対象：創業計画中や創業間もない事業者。２０件 

実施期間：本事業実施期間中３回 

 

ⅱ.事業承継調査 

  県内企業は、家族経営・同族会社が多く、本市においても例外ではない。事

業承継の時期は、代表者の高齢化が一つのタイミングとなっているケースが多

い。スムーズな事業承継を実施するには、各事業所の経営状況や税制などの外

的環境などを的確にとらえ実施する事が必要である。市内で事業承継に関する

課題を抱えている事業者を調査し、解決支援に繋げることを目的に実施する。

 

実施方法：巡回・郵送によるアンケート調査の実施。 

実施対象：事業承継の課題を抱えている事業者。創業年数を参考に１００件 

実施期間：本事業実施期間中３回 

 

ⅲ．独立創業の経営支援課題に基づく経営支援 

 県内は、開廃業率が高く、創業者や創業計画者の持続的経営を達成するには、

事業計画どおりの経営が実現できているか、現状の経営状況の把握には一番効

果的である。事業計画の重要性を認識していただき、策定の指導・助言を行う

ことは課題解決に大きな効果をもたらす。 
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実施方法：創業相談会や創業塾の開催周知。 

実施対象：創業計画中の方。創業間もない方。 

 

ⅳ．創業支援セミナーの開催 

独立開業を目指している事業者等による新商品の開発や新役務の提供の取

組みを、事業計画の策定などの指導助言により、補助金申請や円滑な資金調達

に結び付けて行くことで、創業者の抱える課題解決へと繋がる効果がある。 

 

実施方法：創業相談会やセミナーの開催周知。 

実施対象：独立開業により新商品の開発や新役務の提供などを取組む事業者。

  

ⅴ．第３創業（事業承継）の経営課題に基づく経営支援 

上記調査をもとに、事業承継の対象となる小規模事業者を把握し、事業承継

に関する課題を明確にし、スムーズな事業承継が実施しできるよう支援する。 

 

１）事業資産承継・税務支援 

事業承継計画を実施する際に必要となる事業資産の引継ぎや節税対策等の

指導・助言を行うことで、持続的な発展が可能となる。 

 

実施方法：事業承継相談会やセミナーの開催周知。 

実施対象：調査事業において事業承継の課題を抱えている事業者等。 

 

２）財務会計支援 

事業承継に際し、経営基盤となる財務状況の把握を支援し、会計業務の重要

性を認識していただき、後継者に会計管理の指導・助言を行うことで、持続的

な発展が可能となる。 

 

実施方法：財務会計相談指導やセミナーの開催周知。 

実施対象：調査事業において事業承継の課題を抱えている事業者等 

 

３）キャッシュフロー・金融支援 

小規模事業者や中小企業等が抱える規模別の課題を発掘し、マル経資金や第

２マル経資金の活用を図ることを目的に指導・助言を行うことで、持続的な発

展が可能となる。 

 

実施方法：規模別の金融相談会やセミナーの開催周知。 

実施対象：規模別課題を抱えている事業者等 
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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 

 

支援ノウハウ等の情報交換に関しては、以下の取組を実施する。 

 

①南部地域を対象とした年 2 回開催する沖縄振興開発金融公庫との事務連絡会

議に参加し、事例を交えた公庫資金の斡旋や融資判断基準、延滞事業者の事後

指導の方法等の情報交換を行い、経営環境に合わせた円滑な融資・斡旋業務、

融資後の返済管理のノウハウを共有する。 

②糸満市商工観光課、糸満市観光協会との事務連絡会議を毎月開催し、糸満市の

経済動向や観光客の需要動向等の情報交換を行い、観光客を対象とした小規模

事業者の支援（外部環境分析や観光客向けマーケティング）に役立てる。 

③県連合会が年 2 回開催する南部地域商工会の課題発掘意見交換会に参加し、支

援事例を基にした効果を創出する支援方法、関係支援機関との連携方法や専門

家の活用方法等のノウハウを共有する。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上に関すること。 

 

    経営指導員等の資質向上に関しては、以下の取組を実施する。 

 

   ①他の支援機関や支援事業（地域プラットフォーム事業：ミラサポ、よろず支援

拠点事業、エキスパートバンク等）と連携を図り、個別相談などの同席により

支援ノウハウ（ヒアリングや的確な課題の抽出、課題に合わせた解決策の提示

方法、管理会計の手法、支援における進捗管理方法等）の向上をＯＪＴにより

習得する。 

   ②中小企業大学校が主催する研修に経営指導員を派遣し、精度の高い経営分析手

法やプロジェクトマネジメント、地域資源の目利き及び事業化支援、様々な支

援策（補助金等）の効果的な活用法等を学び、支援力の向上を図る。 

   ③県商工会が開催する指導員研修をはじめとしたスタッフ研修にも職員を派遣

し、効率的な支援の流れの構築方法等を学び、支援力の向上を図る。 

   ④職員が習得した知識やスキルは、課題解決支援チーム（現在は３つ）で支援現

場での実践により共有を図る。また、週 1回職員ミーティングや勉強会を開催

し、職員が得た知識等の発表や支援事例による効果的な支援方法の勉強を行

い、職場内での情報共有と支援力の底上げを図る。 

 

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。 
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（１）職員間での事業検証・評価・見直し方針検討を行う。 

（２）中小企業診断士等の外部有識者、県連合会スーパーバイザー等を交えた評価

委員会を四半期に 1 回開催し、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提

示を行う。 

（３）商工会の三役会や理事会において四半期に１回、事業の実施状況について報

告し、評価、見直しの方針を決定する。 

（４）事業の成果、評価、見直しの決定については、総会へ報告し、承認を受ける。

（５）事業の成果・評価・見直しの結果を、事業の実施状況を含め糸満市商工会の

ホームページ(http://www.itoman.or.jp)及び本会会報等で計画期間中公

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 

（２７年１２月現在）

（１）組織体制 

●本事業の実施体制 

役員：会長１名、 副会長２名、理事２０名、監事２名 

職員：事務局長１名、経営指導員３名、補助員２名、記帳専任職員２名 

   記帳指導職員１名、臨時職員（記帳指導員）１名  合計１０名 

○課題解決支援チーム 

職員：経営指導員３名、補助員２名、記帳専任職員２名、記帳指導職員１名、

臨時職員（記帳指導員）１名 スーパーバイザー１名  合計１０名 

※平成２２年度より県連合会に設置されている広域指導員（スーパーバ

イザー） 

（２）連絡先 

   糸満市商工会 

〒９０１-０３６１ 沖縄県糸満市字糸満２０７５番地 

電話 ０９８－９９２－２８１６  ＦＡＸ ０９８－９９２－３５４４ 

ＨＰアドレス ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｉｔｏｍａｎ.ｏｒ.ｊｐ 

   ｅ-ｍａｉｌ ｉｔｏｍａｎ＠ｉｔｏｍａｎ.ｏｒ.ｊｐ 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

  

２８年度 

 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 ２，７００ ２，７００ ２，７００ ２，７００ ２，７００

 

セミナー開催費 

販路開拓費 

指導事業費 

資質向上費 

５００ 

３００ 

１，７００

２００ 

 

５００

３００

１，７００

２００

 

５００

３００

１，７００

２００

 

５００ 

３００ 

１，７００

２００ 

 

５００

３００

１，７００

２００

 

（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 

県補助金、市補助金、会費、手数料、受託事業費用、参加者負担金 

（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、課題解決支援チームの体制と連携 

（１）創業・第２創業の支援（事業計画作成支援、経営革新セミナー） 

（２）第３創業（事業承継）の支援（事業資産承継・税務支援、財務会計支援） 

（３）業種別の経営課題支援（マーケティング支援、商品開発支援、取引拡大支援）

 （４）規模別の経営課題支援（展示会出展・海外展開支援、金融支援） 

（５）地域・組織別の経営課題支援 

（イベント支援、組織育成支援、異業種マッチング支援） 

連携者及びその役割 

１、沖縄県商工会連合会 会長 當山憲一 

住所：〒901-0152 沖縄県那覇市小禄 1831-１沖縄業支援センター604 

電話：098-859-6150  ＦＡＸ：098-859-6149 

連携内容： 

役割：事業における情報提供事業進捗の助言 

 

２、沖縄県商工会連合会（南部分室）スーパーバイザー 高江洲勤 

住所：〒901-1403 沖縄県南城市佐敷字佐敷 43 番地（南城市商工会内） 

電話：098-947-1283  ＦＡＸ：098-947-6559 

連携内容： 

役割：課題解決支援チームにおいて高度な相談対応を行うため同席 

 

３、地域プラットフォーム：ミラサポ（内閣府沖縄総合事務局 経済産業部商務通商課）

  住所：〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2丁目 1番 1号 合同庁舎 2号館 

電話：098-866-1731  ＦＡＸ：098-860-3710 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 

 

４、沖縄県よろず支援拠点（公益財団法人沖縄産業振興公社 理事長 桑江良一） 

住所：〒901-0152 沖縄県那覇市小禄 1831-１沖縄業支援センター4階 

  電話：098-859-6237  ＦＡＸ：098-859-6233 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 

 

５、公益財団法人沖縄産業振興公社 理事長 桑江良一 

住所：〒901-0152 沖縄県那覇市小禄 1831-１沖縄業支援センター4階 

  電話：098-859-6237  ＦＡＸ：098-859-6233 

連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 
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６、沖縄振興開発金融公庫 理事長 譜久山當則（本店融資第 2部 生業融資・契約班）

  住所：〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 1丁目 2-26 

電話：098-941-1795  ＦＡＸ098-941-1910 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた融資相談や補助金申請時の融資承諾等 

 

７、株式会社沖縄海邦銀行 代表取締役頭取 上地英由（糸満支店長 豊平朝治） 

  住所：〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 928 番地 

電話：098-994-2067  ＦＡＸ098-994-2089 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた融資相談や補助金申請時の融資承諾等 

 

８、株式会社沖縄海邦銀行 代表取締役頭取 上地英由（西崎支店長 宮川泰） 

  住所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 6-19-1 

電話：098-992-5630  ＦＡＸ098-992-5565 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた融資相談や補助金申請時の融資承諾等 

 

９、株式会社沖縄銀行 代表取締役頭取 玉城義昭（糸満支店長 上地文人） 

  住所：〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 1005 番地 

電話：098-994-4161  ＦＡＸ098-994-6427 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた融資相談や補助金申請時の融資承諾等 

 

10、株式会社沖縄銀行 代表取締役頭取 玉城義昭（西崎支店長 新城義久） 

  住所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 6-10-1 

電話：098-994-0360  ＦＡＸ098-994-4083 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた融資相談や補助金申請時の融資承諾等 

 

11、株式会社琉球銀行 代表取締役頭取 金城棟啓（糸満支店長 大濱範也） 

  住所：〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 1021 番地 

電話：098-994-4141  ＦＡＸ098-994-6354 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた融資相談や補助金申請時の融資承諾等 

   

12、株式会社琉球銀行 代表取締役頭取 金城棟啓（西崎支店長 多嘉良剛） 

  住所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 6-5-6 

電話：098-992-5858  ＦＡＸ098-994-0001 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた融資相談や補助金申請時の融資承諾等 
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13、沖縄県商工労働部 中小企業支援課 支援班 

  住所：〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1丁目 2番 2号 8階 

電話：098-866-2343  ＦＡＸ098-861-4661 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や事業への助言 

 

14、糸満市経済観光部 商工観光課 商工係 

  住所：〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町 1丁目 1番地 

電話：098-840-8135  ＦＡＸ098-840-8155 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や事業への助言 

 

15、株式会社海邦総研 代表取締役社長 親川秀光 

  住所：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 2-9-12 4 階 

電話：098-869-8700  ＦＡＸ098-869-7800 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供 

 

16、一般社団法人 沖縄県発明協会 会長 新垣昌光 

  住所：〒904-2234 沖縄県うるま市字洲崎 12-2 沖縄県工業技術センター内 

電話：098-921-2666  ＦＡＸ098-921-2672 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 

 

17、株式会社東京商工リサーチ 代表取締役社長 河原光雄（沖縄支店） 

  住所：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1丁目 7番 1号 琉球リース総合ビル 5階

電話：098-863-8144  ＦＡＸ098-866-4484 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供 

 

18、沖縄県中小企業団体中央会 会長 津波古勝三 

  住所：〒900-0011 沖縄県那覇市字上之屋 303 番地 8 

電話：098-860-2525  ＦＡＸ098-862-2526 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 

 

19、中小機構沖縄事務所 

 住所：〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄 1831-1 

電話：098-859-7566  ＦＡＸ098-859-5770 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 
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20、那覇税務署 個人課税第１部門 

 住所：〒900-8543 沖縄県那覇市旭町 9番地 沖縄国税総合庁舎 

電話：098-867-3101 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供や相談 

 

21、豊見城市商工会 会長 当銘優 

 住所：〒901-0242 沖縄県豊見城市字高安 358-2 

電話：098-850-2060  ＦＡＸ098-850-0462 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた広域連携セミナーの開催や参加募集、情報提供 

 

22、南風原町商工会 会長 金城宏孝 

 住所：〒901-1112 沖縄県南風原町字本部 158 

電話：098-889-6121  ＦＡＸ098-889-4313 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた広域連携セミナーの開催や参加募集、情報提供 

 

23、一般社団法人糸満市観光協会 会長 久保田徹 

住所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 4-20 情報センター内 

電話：098-840-3100  ＦＡＸ098-840-3121 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供と事業連携 

 

24、沖縄県農業協同組合糸満支店 支店長 安谷屋行正 

住所：〒901-0315 沖縄県糸満市字照屋 1221-1 

電話：098-992-1313  ＦＡＸ098-992-5543 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供と事業連携 

 

25、糸満漁業協同組合 組合長 金城宏 

住所：〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 603-1 

電話：098-992-2011  ＦＡＸ098-992-3592 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供と事業連携 

 

26、糸満工業団地協同組合 理事長 照屋正秀 

住所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 5-8-4 

電話：098-992-5633  ＦＡＸ098-992-4264 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供と事業連携 
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27、糸満市建設業協会 会長 徳元直光 

住所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 5-8-4（工業団地会館内） 

電話：098-995-0185  ＦＡＸ098-992-5025 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供と事業連携 

 

28、糸満地区金融協会 幹事 上地文人 

住所：〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 1005 番地（沖縄銀行糸満支店内） 

電話：098-994-4161  ＦＡＸ098-994-6427 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供や融資相談会の実施 

 

29、糸満市電管事業協同組合 理事長 伊敷光弘 

住所：〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 2255 番地 

電話：098-994-7760  ＦＡＸ098-994-7780 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供 

 

30、糸満市建築設計協会 会長 玉城正実 

住所：〒901-0361 沖縄県糸満市字糸満 1009 番地 2階（玉建築設計アート内） 

電話：098-994-4837  ＦＡＸ098-987-4147 

  連携内容： 

  役割：相談内容に応じた情報提供 

 

30、糸満地区社交飲食業組合 組合長 大城恒元 

住所：〒901-0302 沖縄県糸満市字潮平 677-4（コンディトライ大城内） 

電話：098-995-3335  ＦＡＸ098-995-3335 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供と事業連携 

 

31、儀間常貞税理士事務所 代表者 儀間常貞 

住所：〒901-0305 沖縄県糸満市西崎 1-29-15 国吉ビル 1階 

電話：098-992-1456  ＦＡＸ098-992-1466 

  連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 

 

32、ロンドコンサルティング 代表者 波平常雄 

住所：〒901-0305 沖縄県那覇市宇栄原 504 

電話：098-858-8818  

連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 
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33、おおすえ社会保険労務士事務所 代表者 大末裕美 

住所：〒905-0005 沖縄県名護市為又 773-1 606 

電話：0980-52-6638  

連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供や相談への同席 

 

34、公益財団法人日本電信電話ユーザー協会 会長山本惠朗（那覇支部） 

住所：〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺 1-14-16 別館 1階 

電話：098-832-4111  

連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供や事業連携 

 

35、一般社団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 会長 平良朝敬 

住所：〒901-0152 沖縄県那覇市小禄 1831-１沖縄業支援センター2階 

電話：098-859-6123  ＦＡＸ：098-859-6221 

連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供 

 

36、一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会 代表理事 西里喜明 

住所：〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町 4-2-19 

電話：098-917-0011  ＦＡＸ：098-917-0022 

連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供 

 

37、沖縄県中小企業再生支援協議会 

住所：〒900-0033 沖縄県那覇市久米 2-2-10 

電話：098-868-3760  ＦＡＸ：098-868-3770 

連携内容： 

役割：相談内容に応じた情報提供 
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連携体制図等 

 

 

市内経済団体 
漁業組合、農業組合 
金融協会、観光協会 
建設業協会、電管組合

工業団地、社交組合 
設計協会 

海邦総研 
東京商工リサーチ儀間税

理士事務所 
ロンドコンサルティング 
おおすえ社会保険労務士 
ユーザー協会那覇支部 

行政機関 
沖縄県 
糸満市 

沖縄総合事務局

那覇税務署 

 
糸満市商工会

課題解決支援

チーム 

支援機関 
よろず支援拠点 
地域ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

中小機構沖縄事務所 
沖縄県産業振興公社 

発明協会 
中小企業診断士協会 

中小企業再生支援協議会

商工団体 
県商工会連合会 
南部分室 
ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 
豊見城市商工会 
南風原町商工会 
中央会など 

金融機関 
沖銀（糸満・西崎）

琉銀（糸満・西崎）

海銀（糸満・西崎）

沖縄公庫 


