
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
南城市商工会（法人番号：5360005001845） 

実施期間 平成 31年４月１日～平成 36年３月３１日 

目標 

南城市商工会では、地域の経済団体として会員企業を含めた域内小規模事業

者の存続、成長発展の為の売上拡大に繋がる仕組み作り、そして利益率増加の

達成を目指し、下記２点を重点目標とし伴走型支援を強化する。 

・環境の変化に対応した、ビジネスモデルの再構築を事業計画策定により推進 

し、経営基盤の強化を図る 

・地域特産品の魅力を強化し、全国展開可能な事業者及び商品の育成に取り組 

む。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 ２．地域の経済動向調査に関すること【指針(3)】 

   国が提供するビッグデータ（ＲＥＳＡＳ）及び小規模事業者へのヒアリ

ングによる景気動向調査をホームページ上で公表し、事業計画策定等に

活用する。   

 ３．経営状況の分析に関すること【指針(1)】 

   巡回・窓口相談や各種セミナー開催を通じて、「財務分析」及び「ＳＷＯ 

Ｔ分析」による経営分析を行い、事業計画策定に活用する。 

 ４．事業計画策定支援に関すること【指針(2)】 

   経営分析を行った事業者を対象とした事業計画策定セミナーを開催し、 

   外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげる。  

 ５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針(2)】 

   担当職員が定期的に進捗確認を行いながらフォローアップを行い必要に

応じて支援機関や専門家の指導助言を行う。 

 ６．需要動向調査に関すること【指針(3)】 

   事業計画策定を行った事業者を中心に物産展等のイベントでアンケート

調査を実施する。調査結果を分析した上で事業者へフィードバックし、

商品のブラッシュアップ及び新商品開発につなげる。  

 ７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針(4)】 

  物産展出展及び商談会参加への支援を実施し事業者の売上増加につなげ  

  る。 

   販路開拓のためのＥＣサイト、ＳＮＳの導入支援を実施する。   

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

各種団体と連携し、地域イベントの開催や地域ブランド支援により、管 

   内消費額増大に向けた取り組みを行っていく。 

連絡先 

南城市商工会 

〒901-1403 沖縄県南城市佐敷字佐敷 43番地 

T E L 098-947-1283 FAX 098-947-6559 

MAIL info@nanjo-shoko.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．目標 

（１）地域の現状及び課題 

 

 ①現状 

【南城市概要】 

南城市は平成１８年１月に、１町３村（佐敷町・知念村・玉城村・大里村）の合併により

誕生した。沖縄本島南部の東海岸、県都那覇市から南東へ約 12 ㎞、車で 40 分圏内に位置

し、東西 18㎞、南北８㎞の広がりを持つ 49.94㎢の面積は沖縄本島南部で最大規模であり、

北は与那原町、西は南風原町、八重瀬町に接している。（図１） 

大里地区など那覇市への利便性が高い住宅地や市街地として大型ショッピングセンター

が立地する都市機能を有するエリアと、知念地区など美しい海岸線と緑豊かな自然環境、

数多くの歴史的資源を有し「沖縄らしさ」が残されたエリアが両立しているのが特徴であ

る。（図２） 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１）                   （図２）                                （図３） 

 

【交通網の整備】 

現在、南城市から北西に位置する南風原町を経由し、県都那覇市に所在する那覇空港よ

り連結する地域高規格道路「南部東道路」の整備が進められており、平成 34年に完成予定

である。大幅な交通アクセスの向上により、観光振興や、物流等、将来にわたる南城市発

展の起爆剤となるものと大きく期待されている。（図３） 

 

【基幹産業】 

平成 25 年度の南城市内純生産 461 億円の内訳と構成比をみると、政府サービス 99 億円

で21.6％、第３次産業のサービス業82億円で17.9％、第２次産業の建設業73億円で16.0％、

第３次産業の卸売・小売業 64億円で 14.0％と続く。 

南城市は、主要産業は第３次産業であるが、基幹産業は第１次産業の農林業（19 億円、

4.3％）と水産業（0.4 億円、4.0％）と位置づけられているのが特徴であり、主要野菜出荷

量で県内トップ５に入った品目は８品目におよび、特にサヤインゲンとオクラは県内出荷

１位となっている。 

【南部東道路】 

八重瀬町 

南城市 

南風原町 

与那原町 

那覇市 

【南城市地域区】

 

久高島 
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【南城市の人口】 

合併直後は人口減少傾向であったが、平成 22 年 8 月の都市計画の見直し後、平成 24 年

から人口が増加に転じ、年を追うごとに人口が増えている。平成 29 年 12 月末には 43,661

人となり、将来推計人口においても、2035 年まで人口増が予測されている。（※下表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南城市将来推計人口】 

（総人口（人）） 

市区町村 備考 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 

南城市   42,016  43,988  44,689  45,153  45,425  45,383  44,923  

（出典：国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人（2018年３月 30日発表）） 

 

 

【人口構成】 

 南城市の平成 20 年～平成 24 年、5 年間の合計特殊出生率は 1.69 となっており、沖縄県

の平均 1.86や周辺市町の数値を下回っている状況にある。人口を維持するのに必要な合計

特殊出生率は 2.07とされており、子どもの数は着実に増えているものの、緩やかに高齢化

が進展している状況である。 

南城市年齢別人口割合を見ていくと、年少人口（０～14歳）は 2025 年まで増加傾向又は

現状維持、生産年齢人口（15～64歳）は 2015 年まで増加傾向であるが、それ以降は減少す

るとされている。なお、高齢者人口（65 歳以上）については今後増加が続くため、長期的

に事業承継対策が必要と考えられる。 

（南城市年齢別人口割合（％）） 

年齢別 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 

0-14 歳 16.8 17.5 17.5 16.9 16.5 16.3 16.1 

15-64 歳 60.0 55.9 53.3 52.6 51.9 50.3 49.3 

65 歳以上 23.2 26.6 29.2 30.5 31.6 33.4 34.6 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人 2018年３月 30日発表） 
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【産業大分類別事業所数の推移】 
 経済センサスに基づく産業別の増減数としては、「医療・福祉サービス」が 26 事業所の

増加となり、続いて「宿泊、飲食サービス」が 21 事業所の増加、「生活関連関連サービス

等」が事業所 15増加となっている。人口及び入域観光客増に伴い、特に観光関連の飲食業

や、生活関連サービス業の増加が顕著であり、当面はこのような増加状況で推移していく

と予測される。（※下表参照） 

産業大分類別 
H24 年 H28 年 H24 年比 

事業所数 事業所数 増減数 増減率 

 C 鉱業，採石業，砂利採取業 2 1 -1 -50.0% 

 D 建設業 130 135 5 3.8% 

 E 製造業 104 112 8 7.7% 

 F 電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0 0.0% 

 G 情報通信業 1 4 3 300.0% 

 H 運輸業，郵便業 74 73 -1 -1.4% 

 I 卸売業，小売業 321 316 -5 -1.6% 

 J 金融業，保険業 4 4 0 0.0% 

 K 不動産業，物品賃貸業 33 34 1 3.0% 

 L 学術研究，専門・技術サービス業 19 30 11 57.9% 

 M 宿泊業，飲食サービス業 147 168 21 14.3% 

 N 生活関連サービス業，娯楽業 100 115 15 15.0% 

 O 教育，学習支援業 77 75 -2 -2.6% 

 P 医療，福祉 45 71 26 57.8% 

 Q 複合サービス事業 8 9 1 12.5% 

 R サービス業（他に分類されないもの） 75 73 - 2 -2.7 

合計 1,140 1,220 80 7.0% 

（出典：平成 28 年経済センサス‐活動調査 確報集計(事業所に関する集計) ） 
（出典：平成 24 年経済センサス‐活動調査 確報集計(事業所に関する集計) ） 
※事業所数には会社以外の法人、法人でない団体を含まない。 

 

【商工業者数及び小規模事業者数の推移】 

南城市の商工業者数及び小規模事業者数は下表となり、南城市の合併に伴う都市計画の

変更による住宅やアパートの大幅な増加により、2035 年まで人口増加が予測されている事

に加えて、市の施策における企業誘致や、交通網の整備による利便性の向上により、今後

も人口増加に連動するように商工業者数の増加が見込まれる。  

項目 H２４年 H２６年 
増減数 

【H26－H24】 

A 商工業者数 1,130 1,172 ４２ 

B 小規模事業者数   969 1,003 ３４ 

B/A 小規模事業者の割合 85.8％ 85.6％   

（資料：平成 24年～平成 26年経済センサス） 
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【歴史・文化】 

南城市は、琉球の神話で国をひらいたアマミキヨや、穀物が伝えられたとする舞台であ

り、南城市の総面積の 49.94k ㎡から換算すると、0.63k ㎡あたり 1 カ所という割合で遺跡

があり、神の島と呼ばれる久高島や、世界文化遺産に指定されている斎場御嶽（せいふぁ

うたき：県内７つの大きな御嶽の最高聖地）をはじめ、国指定重要文化遺産が県内市町村

中最多の 79カ所報告されている。 

これらの歴史・文化資源は、大きな観光資源にもなっており、世界文化遺産の斎場御嶽は

年間約 40万人の観光客を集める、南城市の一大観光スポットとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南城市の入域観光客状況】 

沖縄県は観光を県経済のリーディング産業と位置付けて基盤整備を進め、５次にわたる観

光振興基本計画による施策を展開し、入域観光客は平成 25年から４年連続で過去更新するな

ど観光産業は好調である。那覇空港第 2 滑走路及び国際線ターミナル、クルーズ船等のハー

ド面の整備により、入域観光客数は今後も増加傾向が続くと見込まれている。 

(一財)沖縄観光コンベンションビューローが発表したデータによると、平成 30年の沖縄県

への観光入域客数は合計 985万人（国内客：698万人、外国客：287万人）と予測されており、

入域客数の増加傾向は今後も変わらず、10年後には 1,588万人（国内客：855 万人、外国客：

733 万人）の入域客数が見込まれている。 

平成 29 年の(一社)南城市観光協会の調査等における南城市への年間観光入域客数は、天然

記念物の鍾乳洞や沖縄の伝統芸能を体験できるテーマパーク「おきなわワールド」が 100 万

人、世界文化遺産の「斎場御嶽」が 40万人、手つかずの自然や景観を楽しめる「市内のカフ

ェ」が 30 万人、その他の観光スポットが 50 万人と推測され、沖縄県内への観光入域客数の

増加に伴い、南城市への観光入域客数も増加が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（おきなわワールド）              （市内のカフェ） 

（斎場御嶽） 
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【南城市第２次総合計画の引用】 

南城市の第 2次南城市総合計画（平成 30年～39年）においては、「商工業の振興を進める

ことで、活気ある豊かな南城市を目指す」として、今後は順調に推移する観光入域客数を背

景に、特に飲食業や、宿泊業、製造業が増加すると予測している。  

その中で宿泊施設の少なさから通過型観光が多い状況を改善し、長く滞在してもらう滞在

型観光を実現していくための仕組み作りや、南城市地域資源を活用した特産品開発、販路拡

大や高付加価値商品の創出を掲げている。（以下、第 2次南城市総合計画より要約抜粋） 

商 
 

業 

【 

課
題
】 

・大里地区や佐敷地区では、比較的大規模な商業施設が立地している一方、その他

の地域では小規模な日用品雑貨小売店が中心で、店舗数も年々減少している。 

【 

施
策
】 

・新庁舎を中心とした先導的拠点の形成、南部東道路整備などを踏まえた上で、市

民及び観光客の利便性を考慮した商業施設の立地、企業の誘致を推進する。 

観 
 

光 

【 

課
題
】 

・多くの観光資源を有する半面、宿泊施設の少なさから素通り観光が多い状況。 

滞在型観光を実現していくために、魅力ある観光メニューや消費を拡大させる仕

組み作りが必要。 

【 

施
策
】 

・「モノ」から「コト」へのお観光ニーズの変化に対応する、体験・滞在・交流型

のメニューの展開を図る。 

工 
 

業 

【 

課
題
】 

・窯業・土石製品、金属製品、染色業の事業者数は横ばいで推移しているが、出荷

量は順調に伸びており、観光客へのプロモーションを積極的に行う必要がある。 

・地域をアピールするような地域特産品の開発等、特色ある商品の展開が望まれる。 

【 
施
策
】 

・市産品の販路拡大や高付加価値商品の取り組みなど、新しい産業の創出に関する

支援が必要。 

・商業や観光業と連携を図りながら、市内外にアピールできる工業振興を促進する。 
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②課題 

 

【商業の課題】 

これまで南城市内の小規模事業者の多くは、域内客を主要ターゲットとして生業を行って

おり、域外への販路開拓をそれほど必要とせず、域外客へは待ちの姿勢でいることが多かっ

た。そのため、農水産業及び建設業関係事業者が域外から外貨を獲得し、その資金を南城市

内で消費することで、卸・小売業、サービス業の経営は維持・拡大する構造となっている。

域外で獲得した外貨も、南城市内では飲食など生活に必要な消費以外には使われず、衣服の

購入やレジャーは域外で行われ、域外から獲得した資金がそのまま域外へ流出している状況

である。 

また、小規模事業者の代表者の高齢化が進んでおり、将来的な市況の先細りを見越し、自

身の代で廃業の意思を固めている事業主や、現在の事業は順調であるが後継者不足に悩む事

業主など、事業承継対策が必要となっている。 

それに加え、地域の小規模事業者の多くが、現状把握や経営環境の変化、将来の目標設定

など中長期的な展望が描けていない小規模事業者が多く各業種共通の課題となっている。 

 

【観光の課題】 

南城市は多くの入域客数を受け入れているが、県都那覇市から 40分圏内と交通の利便性の

良さから、2～3時間のスキマ時間を利用して訪れる観光客が多い。また、市内の宿泊施設の

少なさゆえに、観光客の日帰り率が「76.0％」と高くなっており、総じて観光客の市内での

滞在時間は短い通過型の「短期滞在型観光」となっている事が大きな課題である。 

そのため、他の観光スポットや飲食店へ足を伸ばす観光客は少なく、多くの入域客を受け

入れながらも、南城市内において次の消費へ繋げる仕組みが構築出来ておらず、機会損失が

生じているともいえる。 

観光客の滞在時間が短い事による、市内消費動向への影響を見てみると、観光客の一人当

たりの消費総額を県都那覇市と比べると、県都那覇市の平均「73,003円」に比べ、南城市は

「12,718 円」と那覇市より「-60,285 円」と大幅に少ない状況である。主な内訳としては宿

泊費「-16,435 円」、お土産・買い物「-11,952 円」、飲食費「-9,616 円」と総じて少なく、

入域客数に見合った経済波及効果が十分に得られていない状況である。 

 

 宿泊費 お土産 飲食費 娯楽費 市内交通費 その他 合計 

①南城市 3,191 2,900 3,755 1,262 1,417 193 12,718 

②那覇市 19,626 14,852 13,371 8,193 4,939 12,022 73,003 

差額（①-②） ▲16,435 ▲11,952 ▲9,616 ▲6,931 ▲3,522 ▲11,829 ▲60,285 

（出典：数字で見る南城市の観光の姿（南城市観光データブック）） 
（出典：那覇市の観光統計・観光客の声） 

 

【工業の課題】 

南城市は地域資源等を活用した特色のある商品が少なく、多くが小規模事業者のため販売

力が総じて弱い状況である。これは、上記にもあった観光客の消費総額「お土産・買い物」

の消費の少なさにも直結していると予測され、特産品の新商品開発はもとより、既存商品の

掘り起こしや、ブラッシュアップにより南城市特産品のブランド構築が急務である。 
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（２）小規模事業者に対する中期的な振興のあり方 

 

① 10 年程度の期間を見据えて 

【商業】 

南城市は 2035年まで人口増加が予想されており、今後の観光入域客数の増加や、南部東

道路の整備による交通利便性の向上により、大型ショッピングセンターや、飲食チェーン店

などの出店が見込まれ、小規模事業者の今までの域内客を主要なターゲットとした産業構造

の変化が予想される。 

この様な中、小規模事業者の廃業を食い止め、事業承継を円滑に行い、持続的な成長発

展を促進していくためには、個社の魅力をより向上させたうえでの、ビジネスモデルの再構

築が必要である。しかしながら、小規模事業者の取り組みは、事業者自身による主観的な測

定や、上手くいかなかった時の反省点の考察、改善点の検討という活動がなされずに、継続

的な問題解決とならない場合も少なくない。 

そのため、カリキュラムやスケジューリングの設定より、課題事項の可視化、設定を実

施し、継続的な経営発達となるよう実施していく。 

 

 【観光】 

観光客の一人当たりの消費総額の少なさが、大きな課題である観光において、この状況

を改善するには、観光客を市内に留める受け入れ体制の強化が必要である。少ない宿泊の受

け入れ機能を補填する動きとして、以前より修学旅行生徒の受け入れの民泊事業が盛んだっ

た事に加え、住宅宿泊事業法（民泊新法）による規制緩和等により、近年民泊事業者が増加

している。今後は、この様な民泊事業者を含め、市内の事業者の、商品やサービスの魅力

PR の強化を実施し、個社への集客力向上を行ったうえで、体験・滞在・交流型のメニュー

の充実を図り、域内での消費拡大に繋がる仕組みの構築に取り組む。 

 

 【工業】 

南城市の特産品は、生産者の理論による送り手の発想で作っている商品が多く、「顧客

ニーズ」「販売促進」といったことが考慮されていない事が少なくない。この状況を改善し

ていくためには、客観的なデータ提供による課題事項の可視化を行い、現状認識の啓蒙に加

え、「お客様にどう映るのか？」というマーケットインの発想に基づく特産品開発に取り組

む。 

 

②南城市第２次総合計画との連動制・整合性 

 【商業】 

南城市第２次総合計画では、「順調に推移する観光入域客数を背景に、特に飲食業や、宿泊

業、製造業が増加する」と予測されており、創業希望者の潜在ニーズの掘り起こしと、伴走

型による創業支援を行う。 

 

 【観光】 

「宿泊施設の少なさから通過型観光が多い状況を改善し、長く滞在してもらう滞在型観光

を実現」が課題とされており、今後は（一社）南城市観光協会等と情報共有を行いながら、

体験滞在型へ繋がるメニュー開発に取り組む 
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 【工業】 

「南城市地域資源を活用した特産品開発、販路拡大や高付加価値商品の創出」を課題とあ

げており、南城市と連携して南城市特産品のブランド構築を進める。 

 

③商工会としての役割 

南城市商工会では、中長期的な振興のあり方、南城市第 2次南城市総合計画の課題を踏ま

え、地域の経済団体として会員企業を含めた域内小規模事業者の存続、成長発展の為の売上

拡大に繋がる仕組み作り、そして利益率増加の達成が商工会の存在意義と捉え、他の関係機

関とも連携を図りながら、支援班（経営指導員、記帳専任職員）を中心に個々の事業者への

伴走型支援を強化する。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

 

●環境の変化に対応した、ビジネスモデルの再構築を事業計画策定により推進し、経営基盤 

の強化を図る 

 

●地域特産品の魅力を強化し、全国展開可能な事業者及び商品の育成に取り組む。 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

 

①事業計画策定による経営基盤の強化 

社会環境が目まぐるしく変化する中で、小規模事業者の持続的発展を促進していくため、

既存の事業者向けには、事業計画策定の判断できるよう需要動向調査、地域経済動向等の情

報収集、整理・分析等の情報提供支援を行い、自立的に事業計画を策定し滞在型観光の仕組

み作りや、ＰＤＣＡサイクルを構築できるよう支援を行う。また、これまでの基礎的な経営

改善普及事業に加えて、新たに経営戦略まで踏み込んだ支援を提供する。 

 

②南城ブランド構築の推進 

南城市役所では市内で生産・製造・創作された商品のうち、南城市推奨の特産品として売

り出すに値する商品を選定し「南城セレクション」として認定している。南城市の特産品の

価値を高め、事業者の販売力を強化するため、南城セレクションに認定された商品を中心に、

販売戦略等のマーケティング支援を行う。 

また、イベント等での需要動向調査による、客観的データの活用により、お客様視点を取

り入れた商品ブラッシュアップ支援を行い、小規模事業者でも全国展開可能な特産品の開発

を推進する。 
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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） 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針(3)】 

 

（１）現状と課題 

本計画の事業を実施するにあたり、地域の経済動向を南城市商工会が把握しておくことは

大前提であるが、全国商工会連合会から委嘱された「小規模企業景気動向調査」を除くと、

地域独自の経済動向調査は実施しておらず、景況感等の把握は、各事業者への巡回相談・窓

口相談時に行うヒアリングにとどまっている。また、その深度は職員により異なり、定型フ

ォーマットも準備されていないため、市内小規模事業者への情報提供や積極的な情報発信に

活かされていない状況である。 

今後は、国が提供するビッグデータ（ＲＥＳＡＳ）等も活用し、南城市の実情に沿った景

気動向調査の分析を行い、地域経済の現状把握と課題の抽出を行い、小規模事業者への情報

提供と事業計画策定に活用する。 

 

（２）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

    当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投

下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析シス

テム）活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、商工会のホームページにて公表する。

また、下記の手法により総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

【分析手法】地域経済循環マップ・生産分析（何で稼いでいるか等を分析） 

まちづくりマップ・From-to 分析（人の動き等を分析） 

産業構造マップ（産業の現状等を分析） 

 

②「南城市景気動向調査」による情報収集と分析及び情報発信 

全国商工会連合会が実施する、小規模企業景気動向調査に使用している調査票を南城市の

仕様に変更した「南城市景気動向調査票」を作成し、職員が巡回訪問の際に直接ヒアリング、

または該当事業者宛てに郵送し記載してもらうことで、市内各業種の景気動向を把握する。 

集計・分析した結果については、年２回、商工会のホームページに公表するとともに、巡回

訪問の際に情報提供を行う。 

【調査対象】市内小規模事業者 60事業者（建設、製造、卸売、小売、飲食・宿泊、サービス  

※６業種×10事業者） 

【調査項目】定性的・定量的な調査項目を設け調査を実施（売上額、仕入単価、採算、資金 

繰り、業況、雇用状況、喫緊の課題等） 

【調査手法】職員の聞き取り記入、または郵送し返信用封筒で回収する 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析を行う 

【調査頻度】年２回（上半期及び下半期） 
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（３）成果の活用 

●分析結果を、商工会のホームページに掲載し、広く市内事業者に周知する。 

●経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

（４）目標 

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①ＲＥＳＡＳ分析 公表回数 ― １ １ １ １ １ 

②景気動向調査 公表回数 ― ２ ２ ２ ２ ２ 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針(1)】 

 

（１）現状と課題 

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客観的に把握する必要があるが、当商工会では、事

業者の経営分析は、融資斡旋や補助事業申請等の相談時に経営分析を行っており受け身の体

制であった。また、多くの小規模事業者は経営分析の必要性についての認識が薄く、分析結

果についての理解度が十分に深まっていないのが現状である。 

経営分析の必要性についての認識と理解度を深めるため、経営指導員の巡回指導及び経営

セミナーの開催を通じて啓蒙活動に取り組み、専門的な知識を必要とする課題については、

中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、ミラサポの専門家等と連携を図る。 

  

（２）事業内容 

①経営分析セミナーの開催 

経営分析を行う事業者の発掘のため、日々の巡回及び窓口指導による掘り起こしや、経営

分析セミナーを開催。 

【セミナー募集方法】 案内文書を郵送又はホームページでの広報 

【セミナー開催回数】 年３回（経営指導員一人当たり１回） 

【セミナー参加者数】 ３０人（一開催当たり１０人） 

 

②経営分析の内容 

【対 象 者】セミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い 21 社を選定する。 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」の双方を実施 

            ≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の「経営計画つくるくん」 

            等のソフト又は類似の経営分析ツールを活用し、経営指導員が分析を行い、 

必要に応じて専門知識を有する専門家等と連携して行う。 
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（３）成果の活用 

●分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

●分析結果をデーターベースとして内部共有する事で、経営指導員のスキルアップに活用 

する。 

 

（４）目標【②経営分析件数、経営指導員一人当たり７件を目標】 

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①経営分析セミナー開催回数 ― ３ ３ ３ ３ ３ 

②経営分析件数 ― ２１ ２１ ２１ ２１ ２１ 

 

４．事業計画策定支援に関すること【指針(2)】 

 

（１）現状と課題 

これまでは、主に融資及び創業相談時、小規模事業持続化補助金等の申請時において事業

計画策定を行ってはいるが、小規模事業者から相談を受けてから行っており、受け身の支援

体制であった。 

 

（２）支援に対する考え方 

   前項の経営分析を行った小規模事業者を対象に事業計画策定セミナーを開催する。 

セミナーの開催にあたっては、支援事例の紹介やカリキュラムのわかりやすい説明・案内に

ついて工夫を施し、自主的な事業計画策定の促進を図る。 

事業計画策定支援においては、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点等の専門家と連携

して支援する。 

 

（３）事業内容 

①経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

【募集方法】     巡回 

【回数】         年２回 

【カリキュラム】 業務プロセス分析、経営環境分析、今後のビジョンと事業戦略等 

【参加者数】     18 件（経営分析を行った事業者より、経営指導員一人当たり７件を目標） 

 

②事業計画の策定 

【支援対象】  経営分析を行った事業者 

【手段・手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、外 

部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

 

（４）目標 

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

事業計画策定件数 ― １０ １５ １５ １５ １５ 

※本計画初年度 H31 年度の事業計画策定件数は、市内小規模事業者数の 1％の 10件で設定

（H30 年 4月現在、小規模事業者 1,003×1％＝10）） 

※翌年度以降は経営指導員一人当たり 5件で設定 
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５．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 

これまでは、小規模事業者への計画的なフォローアップを行えていなかった。今後は小規

模事業者が策定した事業計画の実現に向けて、定期的に事業の進捗状況確認や、新たな経営

課題について助言・指導を行っていく。高度かつ専門的な課題については専門家との連携に

より課題解決に取り組み、必要に応じて各種融資制度の活用や小規模事業者向け施策の情報

を提供し伴走型の支援を行う。 

 

（２）事業内容 

事業計画策定後は、四半期ごとに１回巡回訪問により進捗状況を確認し、新たな経営課題

等がないか確認するなど、事業者に寄り添ったフォローアップに努める。また、進捗状況等

は計画策定に関わった支援機関や専門家へ報告し、専門的な支援が必要な場合は、中小企業

基盤整備機構、よろず支援拠点、ミラサポの専門家等との連携により支援を行う。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

フォローアップ対象事業者数 ― １０ １５ １５ １５ １５ 

頻度（延数） ― ４０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針(3)】 

 

（１）現状と課題 

これまでは、事業計画策定支援を行う小規模事業者の商品やサービスについて、需要動向

調査はほとんと行われておらず、今後の小規模事業者の持続的な発展を進める事業計画を策

定する上では、需要動向調査による客観的な情報収集が必須である。 

  その中でも、南城市の大きな課題となっている特産品関連事業では、生産者の理論による

送り手の発想で作っている商品が多く、消費者に受け入れられない商品も少なくない。 

その改善を図るには、消費者ニーズを踏まえたマーケットインの発想が必要であり、特産

品のアピールの場であるイベントにて、消費者ニーズの調査・分析を行い、売れる商品を意

識支援に活用する。 

 

（２）事業内容 

①イベントにおけるアンケート調査 

事業計画策定を行った事業者のなかから、南城市の地域資源を活用して商品開発をした事

業者３社（経営指導員一人当あたり 1 社担当）を選定し、イベント等における需要動向調査

を実施する。 

イベント来場者へ試食及びアンケートを実施し、調査結果を分析した上でフィードバック

し、商品のブラッシュアップ及び新商品開発に繋げる。 
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【 サ ン プ ル 数 】来場者 100人 

【調査手段・方法】沖縄県商工会連合会が主催する特産品フェア「ありんくりん市（毎年 10 

月開催、約 24万人来場、県内最大規模の産業まつり客層は県内一般客の 

他、観光客、バイヤー。）」へ出店し、試食等により調査を行う。 

  【分析手段・手法】調査結果は、県連専門家、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、ミ 

ラサポの専門家等に意見を聞きつつ、経営指導員が分析を行う。 

【 調 査 項 目 】①属性、②購入動機、③価格、④容量、⑤味、⑥パッケージ、⑦改良点 

【分析結果の活用】調査結果は課題解決に役立つよう整理分析し、考察と今後の取り組みを 

提案した上でレポートとして調査対象事業者へ提供し、消費者ニーズに 

対応した商品開発及び販路開拓等支援に活用する。 

（３）目標 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

調査対象事業者数 ― ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 

 

７．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 

【特産品の販路開拓支援】 

これまで、小規模事業者の販路開拓を支援するため、主に県内を販路とする、沖縄県商工

会連合会が主催する「ありんくりん市（沖縄の産業まつり特産品フェア）」等への出店支援

や、本会ホームページにおいて商品・サービス紹介等の情報発信支援を中心に行ってきた。 

 今後の中期的な支援としては、全国展開可能な事者者及び商品の育成に取り組み特産品の販

路開拓を目指す。 

なお、物産展等の出展に際しては、事前及び事後のフォローが不十分であったため、今後

は販路開拓、商談会の成立に向けた事前のセミナーの開催及び事後の検証と対策に取り組み、

販路開拓に寄与する。 

 

【IT を活用した販路開拓支援】 

市内の小規模事業者の多くは販路を対面販売しか有していないことも多く、インターネッ

トを活用しての販売や PRはまだ浸透しているとは言い難い。しかし、域外客や観光客はスマ

ートフォン等を活用し、インターネットで事前検索してから行動することが多いため、デジ

タルツールによる、市内事業者の商品やサービスの PR不足により、域内の消費に繋げられず

に、「１．地域の現状及び課題、②にて【観光の課題】」として挙げた、「短期滞在型観 

光」による観光客一人当たりの消費総額が、県都那覇市に比べ大幅に少ない状況にある１つ

の要因と考える。この状況を改善するために、今後の中期的な支援として、域外客や観光客

への周知力を高め、デジタルツールにより集客に繋げる支援に取り組む。 
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（２）事業内容 

①商工会特産品フェア「ありんくりん市」への出展事業（BtoC） 

     商工会が「ありんくりん市」において５ブースを借り上げ、事業計画を策定した事業者を

優先的に出展案内を行い、出展に際しては事前及び現地において販売ブースにおける POP、

陳列等の助言を行い、事後の検証と対策を施し販路開拓を継続的に支援する。 

 

【参考】「ありんくりん市」は、沖縄県最大規模の産業まつりである、「沖縄産業まつり」の

一環で開催。（毎年 10月、沖縄県那覇市「奥武山運動公園」にて開催。開催期間 3日間、

延べ来場者数約 24 万人、来場者は県内一般客、県外観光客。また商工会連合会において

流通業者等への案内も行っている。） 

 

②ニッポン全国物産展への出展事業（BtoC） 

上述の「ありんくりん市」出展事業者を対象に全国展開可能な事業者を育成し、本計画５

年後に１社出展参加を目指す。 

 

【参考】「ニッポン全国物産展」は、全国商工会連合会主催による日本最大級の物産展（毎

年１１月に東京都豊島区「池袋サンシャインシティー」にて開催。開催期間は 3日間、延

べ来場者数は約 15万人、来場者は首都圏一般客及び流通業者等） 

 

③「守礼門プログラム商談会・評価会」への参加事業（BtoB） 

 中小企業基盤整備機構沖縄事務所が主催の「守礼門プログラム 商談会・評価会」に、事

業計画を策定した事業者を優先に２社を選定し参加させる。商談会参加に向けた商品カル

テの記載要領及び商談会でのプレゼンテーションが効果的になるよう事前に研修を行う。

事後には商談相手へのアプローチ支援など商談成立に向けた実効性のある支援を行う。 

 

【備考】中小企業基盤整備機構沖縄事務所が県内食品業を対象に参加希望者を募り選考の

上、商談会の参加を決定。（県内国内小売、卸等のバイヤー約１０社が来沖。商談形式は

バイヤー固定式。商品に応じて中小機構がバイヤーとの商談を設定、概ね１社あたり４社

前後のバイヤーと商談を実施。H30年度エントリーしたサプライヤーは２６社） 

 

●上記におけるイベントや商談会にて販路拡大に取り組む事業者を対象に、商品力の向上

（食品表示、食品衛生法、JAS法等）やＰＲツールの強化（POP の作成、店舗レイアウト等）

ブラッシュアップに加え、商談会等におけるプレゼンテーション向上に係るセミナー・ワ

ークショップを開催し商品力、交渉力の向上を支援する。 

 

④ITの活用を通じた販路開拓支援（BtoC） 

IT 活用による販路開拓を目指す小規模事業者を対象には、ポータル通販サイト「ニッポ

ンセレクト．COM」商工会インフォメーションツール「SHIFT」の導入及び活用支援を行う。 

観光客の集客を目指す小規模事業者を対象には、自身で実践できるＳＮＳ（Facebook、

twitter、ブログ、YOUTUBE）による自社商品やサービスの PR や活用方法について支援し、

デジタルツールにて顧客の囲い込みの実現、消費の域外流出を防ぐ仕組み作りを進め、セ

ミナーの開催や、専門家の活用により重点的な支援を実施する。 
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（３）目標 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①ありんくりん出展事業者数 ― ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売上増加率/社 ― 
前年比

５％増 

前年比

５％増 

前年比

５％増 

前年比

５％増 

前年比

５％増 

②ニッポン全国物産展出展事

業者数 
― ― ― ― ― １社 

売上額／社 ― ― ― ― ― 100万円 

③守礼門プログラム商談会・

評価会参加事業者数 
― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数 ― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

④IT 活用開始事業者数 ― ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

売上増加額／社 ― 60万円 90万円 120万円 150万円 180万円 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

 

８．地域の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

南城市における地域経済の活性化に資するイベントして「尚巴志ハーフマラソン大会 in

南城」「あざまサンサンビーチまつり」が開催され、地域経済及び観光産業活性化の役割を、

市、商工会、（一社）南城市観光協会が連携して中心的な役割を担っている。 

また、市の地域資源活用及び特産品開発を目的に、地域ブランド「南城市セレクション」

認定事業においては、南城市と商工会が連携してブランド育成に努めている。創設から間も

ないことから、現状はブランド認定の拡大が主となっているが、今後はブランド認定の有効

活用と認定商品の販路拡大が課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①「尚巴志ハーフマラソン in南城市大会」事業（年１回） 

県内外へ南城市魅力発信と地域活性化を目的に南城市、（一社）南城市観光協会、南城市

体育協会、その他南城市関係機関と連携して開催。 

商工会は本大会における出展事業者の管理・運営を行っており、本事業を通して地域特産

品の魅力発信及び特産品販路拡大の役割を果たしていく。 

 

②「あざまサンサンビーチまつり」事業（年１回） 

県内外からの観光客誘致を目的に、（一社）南城市観光協会、南城市と連携して開催。商

工会は、観光客誘致に向けた企画等の役割を担い、管内への観光客誘致、消費額増大に向

けた取り組みを行っていく。 
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③地域ブランド認定「南城セレクション」事業（会議：年３回） 

南城市では、市の特産品開発、普及を目的に２０１４年に「南城市セレクション」事業を

創設し、地域資源を活用した特産品等について審査を実施、地域ブランド認定事業を行っ

ている。商工会は創設当時から、セレクションの認定審査委員を努めており、今後も地域

ブランド育成の中心的役割を担うとともに、管内の小規模事業者に対して特産品開発支援

及び認定事業者の拡大と販路拡大に努めていく。 

 

 

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事 

 

 現状・課題 

 日々の業務に追われ、他の支援機関との情報交換を実施できる会議は限られているが、担当

者によっては情報交換会をおろそかにしがちである。しかし、南城市商工会内だけでは効果的

な支援ノウハウの取得や情報は限られることから、他の支援機関との情報交換を積極的に行う

とともに、参加した職員はそのノウハウを商工会内で確実に共有する必要がある。 

 

 目的・小規模事業者等への効果 

 新しい支援施策や情報に対し高いアンテナを張り、活用できる助成金や補助金情報、金融政

策、税制改正などの情報を小規模事業者に伝えることは商工会の重要な役割でもある。特に、

消費税増税とインボイス、価格表示方法などは事業経営に直結するものであるため、丁寧な説

明等を行い、小規模事業者に理解してもらうことが肝要である。 

 また、幅広い支援施策情報等を有することで、南城市内で創業したい方の域外から誘致、創

業予定者への伴走型の支援体制を構築することにつながる。 

 

 事業内容 

 ①沖縄振興開発金融公庫の連絡会議への出席による支援能力強化 [拡充] 

  公庫本店で年２回開催される連絡会議へ出席し、各市町村商工会の金融実績、融資支援ノ

ウハウ、新たな金融施策情報を得るとともに、融資推薦書作成時の事業計画策定支援能力の

強化、書類作成時のポイントのヒアリング能力の向上を図る。 

  ・出席経営指導員数：１回の会議に２名以上 

  ・開催数：２回/年（上半期・下半期） 

 

 ②沖縄県商工会連合会南部支部経営力向上支援室の座談会出席による資質向上 [拡充] 

  沖縄県南部地区の各商工会の指導員による支援ノウハウや支援事例について共有すると

ともに、経験豊富な先輩指導員による OJT 教育により、支援力の向上、情報収集能力の向上、

経営計画の作成ノウハウや事業者から話を聞きだす傾聴の仕方などを学び経営指導員の資

質向上を図る。 

  また、小規模事業者にとって使い勝手のよい小規模事業者持続化補助金等の補助金申請時
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の事業計画書の作成等は南部地区の商工会で作成ノウハウを共有し、記載すべきポイント等

をフォーマット化し対応していくことで採択率の向上を図る。 

  ・出席経営指導員数：１回の会議に２名以上 

  ・開催数：２回/年（上半期・下半期） 

 

 事業実施目標（単位：のべ参加指導員数） ※H31 年度は予定 

事業内容 H31年度 H30 年度 H31年度 H32 年度 H33 年度 

① 公庫の連絡会議への出席 ４ ５ ５ ５ ５ 

② 座談会への出席 ４ ５ ５ ５ ５ 

 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 現状・課題 

 経営発達支援事業を実施するためには、経営指導員と記帳専任職員の連携、それぞれの資質

向上が必要である。また、事務局組織全体でノウハウや情報共有の仕組みづくりが不可欠であ

る。経営指導員はおよそ３～５年で人事異動があるため、個々のノウハウを商工会に蓄積する

体制を再構築し、職員の異動があっても支援力が低下しないようにしなければならない。 

 

 目的 

 伴走型の支援能力の向上のため、常に小規模事業者の現場に足を運び、ヒアリングや観察を

通じた課題発見、売上や経営についての数値把握もふまえた分かりやすい提案が必要である。

指導員と記帳専任職員でチームを組み巡回指導を行うことで、チームとしての支援力向上を図

る。また、地域の景気動向や事業者の現状分析力を高め、個別事業者や地域全体の発展を俯瞰

したうえでの事業提案等、資質及びコミュニケーション力の向上を図る。 

 

 事業内容 

 ①沖縄県商工会連合会のスーパーバイザー（SV）と連携した支援 [拡充] 

  経験年数の少ない指導員が多いため、沖縄県商工会連合会が県南部に設置しているスーパ

ーバイザーと連携をとり職場の OJTをすすめ、スーパーバイザーが有する小規模事業者の具

体的な経営課題解決事例、県内の同業他社の生の情報の共有により経験を補いつつ、案件に

よってはスーパーバイザー同行の巡回を行い支援力の底上げを図る。 

  また、SV の同行により事業者にとっても、県内の他社の現況や他業種での取り組み事例

等を知る機会となり、指導員１人の支援に比べ支援内容に厚みが生まれる。 

  ・SVと連携した支援件数：年間 15件以上（経営指導員１名あたり５件） 

 

 ②各種講習会・セミナー等の受講による資質向上 [拡充] 

  中小企業大学校、沖縄県商工会連合会連主催の研修会等に積極的に参加し、場当たり的な

支援ではなく、中長期的な視座にたった企業コンサルタント能力やコーディネート能力を高

める。また、全国商工会連合会が提供する WEB研修の受講を推進し、個々に不足している専
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門知識の習得を図る。 

  各講習会当へは可能な限り職員を２名以上派遣し、帰任後、参加者同士で連携し実際の支

援現場での実践を義務づけるとともに、その内容を朝礼等の場で他の職員に共有する。 

  ・セミナー等の受講回数：年間 15回（経営指導員１名あたり５回） 

 

 ③組織としてのノウハウの蓄積、情報共有の仕組みづくり [拡充] 

  職員間でのノウハウや情報共有を図るため、職員ごとに基幹システムから抽出した経営カ

ルテを全職員で毎週回覧する。さらに、機関システムへ経営状況分析データ、事業計画書デ

ータ、フォローアップの進捗等の資料もアップロードすることを徹底し情報共有の仕組みを

つくる。 

  また、朝礼時に、各自が抱える案件の進捗報告にとどまらず、支援ノウハウ及び小規模事

業者の経営状況の分析結果、事業者から得た市況感等を組織内で共有する。 

 

 事業実施目標（単位：件または回） ※H31 年度は予定 

事業内容 H31年度 H32 年度 H33年度 H34 年度 H35 年度 

① SV と連携した支援件数 10 15 15 16 16 

② セミナー等の受講 13 15 15 15 15 

③ 毎週の情報共有 実施 実施 実施 実施 実施 

 

 

 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 

 現状・課題 

 前年度の各事業について事務局にて費用対効果や参加事業者数の妥当性等について分析し、

次年度の事業計画策定に反映させているが、事業の評価基準が各担当職員の主観によることも

あり、事業のスクラップ＆ビルドまで踏み込めていない。 

 

 目的 

 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、評価・検証を行い、PDCA サイ

クルにより見直しを行うとともに、域内外の小規模事業者が閲覧できるよう本会 HP や会報誌

に掲載する。 

 

 取り組み内容 

 ①目標管理制度の実施 [拡充] 

  経営指導員はペアを組む記帳専任職員と協議の上、年間の巡回・窓口件数、マル経融資推

薦件数、経営革新計画承認件数等の数値目標を設定し、四半期ごとに達成度合いを確認する

とともに、結果については人事考課に反映するなどモチベーション維持につなげる。 

 

 ②セミナー・商談会・展示会等へ参加事業者への独自アンケートの実施 [拡充] 

  事業者の素直な感想をアンケートにて収集するとともに、事業評価・事業の改善や見直し
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の参考とする。参加事業者数も重要な指標とするが、セミナー等の参加後のフォローアップ

を全参加者に対して必ず実施し、実際にセミナー内容を実施できているかをもっとも重要な

指標とする。 

 

 ③外部有識者による評価・検証・計画の修正及び公表 [新規] 

  南城市、中小企業診断士、公認会計士・税理士等の外部有識者による評価委員会を総代会

開催前に実施し、毎年度、事業の実施状況の検証を行い、必要に応じて計画の見直しを行う。

また、小規模事業者が常に閲覧できるよう、事業に関する成果・評価・見直し結果等を本会

の HP 及び会報誌で公表する。 

 

 ④正副会長会議・理事会への報告 [新規] 

  外部有識者による評価委員会からの指摘事項等について、正副会長会議、理事会に報告し

承認を受け、総代会における次年度計画に落とし込む。 

 

 事業実施目標（単位：者または回） ※H31 年度は予定 

事業内容 H31年度 H32 年度 H33年度 H34 年度 H35 年度 

① 目標管理制度の導入 導入 導入 導入 導入 導入 

② アンケートの実施 実施 実施 実施 実施 実施 

③ 評価委員会の開催・公表 － 実施 実施 実施 実施 

④ 正副会長会議等への報告 実施 実施 実施 実施 実施 
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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 1日現在） 

（１）組織体制 

 経営指導員３名が中心となり経営発達支援計画を推進する。記帳専任職員３名が経営指導員

とそれぞれペアを組みフォローする。補助員２名は事業推進における事務局内の経理を担う。 

 

 ①地区内商工業者数等 

  商工業者数 1,172事業者 

  小規模事業者数 1,003事業者 

  会員数 1,020事業者 

 

 ②職員数 

  事務局長      １名 

  経営指導員   ３名 

  補 助 員   ２名 

  記帳専任職員 ３名 

  職員合計     ９名 

 

 

（２）連絡先 

  〒901-1403 沖縄県南城市佐敷字佐敷４３ 

    南城市商工会 

  TEL：098－947-1283 /FAX: 098－947-6559 

  E - M A I L：info@nanjo-shoko.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

 H31年度 

(H31年 4月

以降) 

H32 年度 H33 年度 H34 年度 H35 年度 

必要な資金の額 17,279 17,279 17,279 17,279 17,279 

 

経営改善普及事業 

指導事業費 

 

地域総合振興事業費 

 

 

9,783 

 

7,496 

 

9,783 

 

7,496 

 

9,783 

 

7,496 

 

9,783 

 

7,496 

 

7,407 

 

4,207 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

  

 会費・手数料等収入、国補助金、県補助金及び市補助金、 

  

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

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

項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

７．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

８．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 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

連携者及びその役割 

 

■沖縄県よろず支援拠点 チーフコーディネーター：上地 哲 

 沖縄県那覇市小禄１８３１－１  沖縄産業支援センター４階 414 号室 

 TEL 098-851-8460 

 ＜役割＞・複雑高度な専門的な相談案件の専門的な支援 

     ・各種補助金申請等に係るハンズオン支援 

 

■沖縄開発金融公庫（融資第二部） 理事長：川上 好久 

 沖縄県那覇市おもろまち１－２－２６   

℡098-941-1807 

 ＜役割＞・マル経資金・生業資金・創業資金等の融資相談のサポート 

     ・県内事業者の景況感に係る資料提供 

 

■㈱琉球銀行（佐敷支店） 取締役頭取：川上 康 

 沖縄県南城市佐敷字津波古９２９－２ 

 TEL 098-947-3825 

 ＜役割＞・創業者の誘導や県制度融資、その他融資相談において連携 

     ・市内事業者の資金ニーズや景況感の情報共有 

 

■沖縄県商工労働部工業技術センター 県知事：玉城 康裕 

 沖縄県うるま市須崎１２－２ 

 TEL 098-929-0115 

 ＜役割＞・商品開発における各種分析、計測機器、工作機器の使用及び品質管理、技術開発、

製品開発の相談・講習会等による支援 



５ 
 

 

■南城市（担当課：企画部観光商工課） 市長：瑞慶覧 長敏 

 沖縄県南城市佐敷字新里１８７０番地 

 TEL 098-917-5387 

 ＜役割＞・ワンストップ創業相談・各種支援策及び地域振興に関する連携 

 

■一般社団法人南城市観光協会 会長：宮城 源幸 

 沖縄県南城市知念字久手堅５４１1 

 TEL 098-948-4611 

 ＜役割＞・観光関連情報の収集及び販路支援に関する連携 

 

■公益社団法人沖縄県工業連合会 会長：呉屋 守章 

 沖縄県那覇市小禄１８３１－１  沖縄産業支援センター６階 

 TEL 098-859-6191 

 ＜役割＞・沖縄の産業まつりなど販路拡大に関する連携 
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連携体制図等 
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