
経営発達支援計画の概要 

実施者名 今帰仁村商工会（法人番号 1360005003390） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

(１)農産物等の地域資源を活用した特産品等の開発と販路開拓 

 農産物等の地域資源を活用した加工品等のブラッシュアップを図るとともに新

たな特産品の開発支援を行っていく。商品開発に際して、まずはふるさと納税返礼

品市場でテストマーケティングを行い、売れた特産品などについてはインターネッ

トを活用した更なる販路開拓支援を行う。 

(２)観光関連業種への積極的な支援による観光関連消費額の増大 

 観光施設（美ら海水族館）から観光地（古宇利島）へ移動するだけの素通り型観

光からの脱却を図るため、観光消費額の増大を目指す。なお、宿泊・飲食関連の事

業所の創業は増加傾向であることから、創業支援を推進する。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向に関すること 

小規模事業者へのアンケート調査を実施し、更に国のビックデータを活用し、地

域の景気動向を調査・分析し、公表する。 

２．経営状況の分析に関すること 

経営指導員等による巡回訪問・窓口相談などの個別相談などを通して、事業経営

に意欲的で販路拡大の可能性の高い小規模事業者を選定して、財務分析（定量的分

析）と SWOT 分析（定性的分析）の両手法を活用して経営状況分析を行う。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

経営状況分析を行った経営意欲のある事業者やネット de記帳導入事業者のほか、

巡回訪問、様々な経営課題に関する個別相談会の開催等により、事業計画策定の働

きかけを行い、事業計画策定に繋げていく。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した全ての事業者を対象とした定期的なフォローアップを行う。

経営指導員等が四半期に一度の頻度で巡回訪問のうえ、事業の進捗状況を確認し、

改善指導等を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

新しい市場開拓を目指して物産展や展示商談会などへの出展支援を行い、新たな

商品のマーケティング調査を行う。 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業 

 ふるさと納税事業を活用した販路開拓支援、ホームページにおける販売強化支援

や「SHIFT」を活用した販路支援、展示会等への出展支援を行い、新たな需要を開

拓する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

ふるさと納税事業の観光関連お礼品の開発により、当村に宿泊していただく新た

な需要を開拓する。また、村内で開催されるまつりの PR を図り、観光客等の誘客

と消費拡大に繋げる。 

連絡先 

今帰仁村商工会 

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根９９番地の３ 

 ℡ 0980-56-4474  FAX 0980-56-2796  E-mail okinawa@nakijin.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）現状と課題 

① 現状 

今帰仁村は沖縄本島那覇市から北へ85Kmに位置する農

山村地域である。総人口は約9，600人であり、就業人口は

約半分の4,000人、第1次産業は減少傾向にあり約3割程度、

第3次産業は増加傾向にあり約5割を占める。近年、人口の

増減はないものの高齢化は進展している。 

また、沖縄県１人当たり市町村民所得においては平成17

年より県内最下位が続いている。 

【今帰仁村：1,511千円。県平均：2,166千円（平成27年度）】 

 

【人口の推移(今帰仁村統計より)】                （単位：人） 

年 度 平成23年4月末 平成29年4月末 比較増減 

人口 9,498 9,602 104 

65歳以上 2,377 2,731 354 

高齢化率 25.0％ 28.4％   3.4％ 

 

商工業者数は平成26年経済センサス活動調査によると、平成21年調査と比較して商工

業者数が7.1%減、小規模事業者数が7.3%減となっているが、近年の沖縄県並びに今帰仁

村への入域観光客数の増加に伴い、飲食・宿泊業の開業が増加傾向にある。 

本会においても、飲食・宿泊業の構成比率は28.1％（H30.3.31時点）で最も構成比率

の高い業種である。 

 

【商工業者数の推移（平成21年、26年経済センサス活動調査より）】（単位：事業者数） 

年度 平成21年 平成26年 比較増減 増減比率 

商工業者数 379  352 -27 -7.1％ 

小規模事業者数 341 316 -25 -7.3％ 

小規模事業者比率 89.9％ 89.7％   

 

【業種別商工業者数（平成21年、26年経済センサス活動調査より）】（単位：事業者数） 

年度 建設 製造 
卸売・

小売 

飲食・

宿泊 

サービ

ス 
その他 合計 

内小規模

事業者数 

平成21年 44 18 137 74 71 35 379 341 

平成26年 37 24 95 91 76 29 352 316 

比較増減 -7 6 -42 17  5 -6 -27 -25 
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② 課題 

沖縄県への観光客数は順調に推移しており平成 29 年度で 957 万 9 千人と過去最高を

記録し、その内、約 500万人が隣町（本部町）にある観光施設「沖縄海洋博記念公園（美

ら海水族館）」を訪れている。また、今帰仁村への観光客数も伸びており、村内の観光

施設への来客数をカウントすると 80 万人にまで増加していると言われている。これは

世界遺産・今帰仁城跡や本村の古宇利島がテレビ等のメディアで紹介され人気が高まっ

た事によるものであるが、美ら海水族館から古宇利島へ直行する観光客が急増している

一方で観光関連消費に繋がっていないとの声も有り、素通り型の観光といわれている。 

 また、クルーズ船の増加に伴う外国人のお客様も増加しており、インバウンド対策も

急務である。 

 

【県内観光客の推移（沖縄県入域観光客統計概況より）】（単位：千人） 

年度 観光客数 内外国人観光客数 

平成 23年 5,528   301 

平成 29年 9,579 2,692 

比較増減数   4,051 2,391 

比較増減率 124.6％ 894.3％ 

 

【今帰仁村の観光客の推移（今帰仁村役場経済課からの聞き取りによる）】（単位：千人）  

年度 
公共施設利用者数 

（今帰仁城跡及び今

帰仁村文化センター） 

その他の村内観光

施設（レジ若しくは

食堂利用者実数） 

 

合計数 

平成 24年度 378 332   710 

平成 28年度 433 378 811 

比較増減数 55   46 101 

比較増減比率 114.6％ 113.9％ 114.2％ 

 

③ これまでの取り組み（直近 6年間 平成 24年度～平成 29年度） 

 意欲ある経営者掘り起こしのため、これまで経営計画セミナー、管理会計セミナー等

の経営改善につながるセミナーを開催してきているが、観光業関連業種が伸びているこ

とを受けて、インターネット活用セミナーなども随時開催してきた。（単位：受講者数） 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ基礎講座 14人      

魅せる写真の撮り方セ

ミナー 

5人      

六次産業化及び農商工

連携セミナー 

7人      

旅行サイトセミナー 14人 13人     

売れるチラシづくりセ

ミナー 

 26人   12人  
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 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

外国人観光客受入セミ

ナーの開催 

  9人    

POP・ディスプレイ活用

セミナー 

  13人    

地域資源活用に関する

セミナー・委員会 

   24人 51人  

管理会計セミナー   35人 16人   

経営計画作成セミナー   35人 31人 23人 10人 

SHIFT講習会      9人 

ふるさと納税セミナー      15人 

衛生管理講習会      11人 

労務管理セミナー      18人 

税務に関する相談会 49人 76人 62人 78人 90人 100人 

全国展開支援事業等 

（採択・実施） 

 
〇 〇 

◎ 

※2件 
○ 

 

 

これらのセミナ－等の開催のほかにも、巡回指導を通した経営改善指導や記帳指導、

沖縄県の産業まつり内で実施される『商工会の特産品フェアありんくりん市』（以下、

『ありんくりん市』という）などへの出展支援なども行ってきている。 

本村は元々農業が基盤の地域性から、本会会員の製造業（製造業者数 24 人）におい

ては六次産業化の認定事業所が 3社あり、認定事業所以外にも六次産業化の形態をなし

ている製造業者が多いのが特徴である。 

「今帰仁アグー等（ブランド豚）」「月桃（化粧品）」「ハイビスカス（化粧品）」「アロ

エ（飲料）」「クワンソウ(食品)」などの素材を活かした良質な商品及び加工品の製造を

行う事業者が数多くある。しかしながら、いずれも小規模零細企業であり、価格競争に

対応できるような大量生産設備は無く、更に人材不足による営業力不足が各社共通の課

題である。村内における小規模事業者の割合も 89.7%と高く、経営基盤の強化のための

経営支援が強く望まれているところである。 

 また、地域振興事業の一環として、平成 26 年度から全国展開支援事業や村役場から

の一括交付金などの予算を活用して、今帰仁の魅力創出のための取り組みや特産品等の

販路としてふるさと納税市場というニッチマーケットの調査を行ってきた。 

 その調査結果を元に平成 27年 10月に今帰仁村役場から「ふるさと納税返礼品委託業

務」（以下、「ふるさと納税事業」という）を受託し、平成 29 年においては、約２億円

の納税金額並びに 11,000件の納税件数（沖縄県内件数１位）にまで伸ばしてきている。 

 また、全国展開支援事業の継続事業として新たな特産品等の試作開発に取り組んでお
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り、平成 29 年度には独自の予算で「ドラゴンフルーツカレー」を試作開発した。これ

は商工会として特産品開発の事例を作り、会員事業所にロールモデルを示す為の取り組

みである。 

 

（２）中長期的な振興の在り方 

 今帰仁村の第４次総合計画後期計画（平成 29年度～平成 33年度）では、“自然と歴

史とロマンに満ち躍動するむら”を基本理念に商工業と観光の整備を推進しようとし

ている。具体的には、以下のような中期的な目標を掲げている。 

 

【今帰仁村の産業振興の考え方（第４次総合計画後期計画 P51～P61）より】 

 〇地域商工業の振興 

  ・商業の振興         → 商業環境の整備、経営の近代化 

  ・工業の振興         → 生産環境の整備、経営の近代化 

  ・農林水産加工業の振興    → 地域産物の特産品化、生産基盤の整備 

〇地域資源を活かした観光振興 

  ・地域力を活かした観光の振興 → 滞在交流型・地域交流型の観光振興 

誘客宣伝の強化、広域観光の振興 

 

上記のように今帰仁村の中長期的な振興計画と現在の現況を踏まえて、近年、ふるさ

と納税市場を見出し、順調に特産品の商品開発並びに販路開拓支援を行ってきている。 

しかしながら、いつまでもこのふるさと納税市場が続くとは限らないことから、現在

売れている商品を更にブラッシュアップして、インターネット通販市場でも販売出来る

ような助言・指導などを行っていく。 

ふるさと納税市場という新たな市場（販売機会）の提供や同市場における売れ筋商品

などの商品情報の提供を図りながら、特産品等の開発支援、販路開拓支援を行っていく。 

 また、近年における村内への入域観光客数の増加と観光関連事業所の増加等を鑑みる

に、今後は観光関連産業種への支援も急務だと考える。 

素通り観光と呼ばれる流れを断ち切るためには観光客がお金を落としてくれるよう

な仕組み作りが必要である。例えば、カフェなどの飲食店のメニュー開発や観光施設に

おける特産品の品揃えの強化、体験型観光メニューの開発提案、宿泊施設などのPR支援

を行い宿泊者が増えるような観光関連業種への経営支援を強化していく必要がある。 

更に、近年急激に増加している外国人観光客に対するインバウンド対策（支援）を重

点的に実施すべきであるが、村内の観光関連事業者においては全く対策ができていない

ほか、関心を持たない事業所も多い。そのため、早期のインバウンド対策も必要である。 

上記のような支援を通して製造業者と観光関連業種の支援を強化することにより、村

内の各事業者の売上増加と所得向上が期待できる。 

  

（３）目標 

①農産物等の地域資源を活用した特産品等の開発と販路開拓 

 農産物等の地域資源を活用した加工品等の特産品開発並びに販路開拓の展開が上手

く図れていないことから、お土産品となる特産品が少ない状況である。 
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既存商品のブラッシュアップを図るとともに新たな特産品の開発支援を行っていく。

商品開発に際して、まずはふるさと納税返礼品市場でテストマーケティングを行い、売

れた特産品などについてはインターネットを活用した更なる販路開拓支援を行うとと

もに卸売りに対応できるような販路開拓支援も行っていく。 

 

②観光関連業種への積極的な支援による観光関連消費額の増大 

 観光施設（美ら海水族館）から観光地（古宇利島）へ移動するだけの素通り型観光か

らの脱却を図るためにまずは観光消費額の増大を目指す。 

観光施設の売り場の魅力を高める支援を行っていくとともに村内に数多くあるカフ

ェなどの飲食店のPR支援やメニュー開発支援を行い、古宇利島へ向かう途中に立ち寄れ

る店舗作りを目指す。 

また、滞在交流型観光への転換を図るため、宿泊業などの集客支援も強化するととも

に前述した特産品等の高付加価値化を図り、本村内における観光関連消費額の増大を目

指す。併せてインバウンド対策セミナーや専門家による個別指導を実施する。 

なお、宿泊・飲食関連の事業所の創業は増加傾向であることから、創業支援を推進す

る。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①特産品開発や販路開拓に対する積極的な支援 

観光施設に特産品などのお土産品が少ない状況であることから現在、取り組んでいる

ふるさと納税事業を活用した特産品のテストマーケティング（ふるさと納税のお礼品の

新商品開発）を加速するとともにふるさと納税事業への出店支援を行い特産品開発並び

に販路開拓支援を強化していく。 

本会内に「特産品開発委員会」及び「販路開拓支援委員会」を起ち上げ、過去に実施

した全国展開支援事業における特産品の試作品については、事業を継続して行えるよう

毎年度予算化し事業を推進する。 

当面の販路開拓支援については、沖縄県産業振興公社などの県外販路開拓支援助成事

業等を活用しつつ、全国展開可能な商品づくりを継続的に推進し、会員事業所の特産品

等の市販化支援を行う。 

 

②観光関連業種への積極的な支援 

 村内には多くのカフェ、居酒屋などの飲食店やホテル、民宿などの宿泊施設などが点

在しており、それぞれが独自で集客を図ってきているが、これらのお店などの魅力につ

いてインターネットを通したＰＲや来村された観光客に向けた情報提供を行う必要が

ある。店舗への集客支援、メニュー開発支援などを強化していく。 

また、近年急激に増加している外国人観光客に対するインバウンド対策（支援）を重

点的に行っていく。 

インバウンド受入の普及セミナー等を通して、インバウンドへの関心を持たせ、関連

支援機関等の専門家等を活用して個者支援を行いインバウンド受入の事業者を増加さ

せる。インバウンド受入事業者が増えることにより事業者個々の売上増と管内への更な

る入域観光客数増加を図る。 



- 6 - 
 

なお、観光関連業種の創業支援については、県外出身者がいきなり相談しに来る事が

多く、ある程度の設備投資が終わり開業直前の相談が多いことから事前の集客などに関

する助言・アドバイスなどが難しいという現状があるが、創業後の事業化に向けた創業

支援（集客、利益管理、計画経営など）を行う。 

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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針３】 

（１）現状と課題 

これまで、地域の経済動向調査については、全国商工会連合会(以下、全国連と呼ぶ)

の実施する「中小企業景気動向調査」（通常、３年間実施）を実施してきた。 

しかし同調査については、３年間実施すると次回３年間は北部地区の他の商工会が実

施するという課題があった。 

 

（２）事業内容 

①今帰仁村内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、「小規模企業景気

動向調査」（前述の「中小企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加した）のアンケ

ート調査を行い、村内の小規模事業者の景気動向等について年２回調査・分析を行う。 

 

【調査対象】 

村内小規模事業者 15 社（製造業、建設業、卸売・小売業、飲食・宿泊業、サービス

業から選定） 

内訳 製造 建設 卸売 

小売 

飲食 

宿泊 

サービス 合計 

調査件数 3 3 3 3 3 15 

【調査項目】 

前期及び今期と比較した業況、売上額、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資状況や

直面している経営上の問題点など。 

【調査手法】 

収集の方法は、年２回、産業別に抽出した小規模事業者を対象に、経営指導員等の巡

回訪問にて調査及び回収を行う。 

【分析手法】 

経営指導員、県連スーパーバイザー及び県連の専門家を交えて分析を行う。 

 

②国が提供するビッグデータの活用 

 経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用して地域経済動向分析
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を行い、今帰仁村における地域経済循環マップ（どのような産業が稼いでいるか）、観

光客などの動きや、産業構造マップ（産業の現状分析）などのビックデータについて、

年１回公表する。 

 

（３）成果の活用 

調査結果の活用方法としては、本会のホームページや会報誌に掲載し、広く今帰仁村

内事業者等に周知する。経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

（目標） 

アンケート調査対象事業所を 15社、年 2回調査・分析を行う。  （単位：回数）     

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①公表回数 - 2 2 2 2 2 
②公表回数 - 1 1 1 1 1 

※分析したデータ内容については、商工会のホームページと会報誌で年 2回公表する。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針１】 

（１）現状と課題 

これまで個別事業所の経営状況分析は、融資の際に簡易的に分析する程度で積極的に

は実施していない。しかしながら、事業所の持続的発展に向けた各事業所の経営状況分

析は必須である。 

そこで、経営指導員、補助員、記帳専任職員による巡回訪問・窓口相談などの個別相

談などを通して、事業経営に意欲的で販路拡大の可能性の高い小規模事業者を選定し

て、財務分析（定量的分析）と SWOT 分析（定性的分析）の両手法を活用して経営状況

分析を行い、持続的発展のための事業計画の策定に繋げていく。 

 

（２）事業内容 

①経営指導員等による巡回訪問、窓口相談を通して経営意欲のある小規模事業者を選定

するほか、本会の主催する各種セミナーなどを通して意欲的で販路拡大の可能性の高い

事業所を掘り起こしていく。 

②選定した事業所のうち、ネット de 記帳導入事業所については全国連の「経営状況分

析システム」を活用して経営分析を行う。財務分析で決算内容を売上、経常利益、損益

分岐点売上高、粗利益率などに定量化し、各種経営指標と比較する。更に、SWOT分析で

は自社の強み・弱み・脅威・機会などに要因分析を行う。これらの分析により小規模事

業者の課題を顕在化させ、経営カルテにて共有する。 

③②以外の事業者は県連の専門家、またはエキスパートバンク事業等を活用して経営分

析を行う。 

 

（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。さらに

データベース化することで､経営指導員等のスキルアップに活用する。 
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（４）目標 

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

経営分析件数 1 8 10 12 12 12 

※経営分析等の支援対象小規模事業者数は、経営指導員一人当たり 4件（3年後には 

6件）×指導員 2名。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針２】 

（１）現状と課題 

これまでの本会の事業計画の策定支援は、小規模事業者持続化補助金やその他補助金

申請の際に補助事業計画の策定支援を行う程度であった。 

今後は、当該小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１.地域経済動向調査と

前項２．経営状況分析を踏まえながら、県連のスーパーバイザー、金融機関等と連携し、

事業計画策定の指導・助言を行い、事業計画の策定を図る。 

 

（２）支援に対する考え方 

 経営状況分析を行った経営意欲のある事業者に対して、巡回訪問や様々な経営課題に

関する個別相談会の開催を通じて事業計画の重要性を伝えて、事業計画策定に繋げる。 

 

（３）事業内容 

【支援対象】 

経営状況分析を行った事業所を対象とする。 

 

【手段･手法】 

担当の経営指導員を配置し、県連スーパーバイザーと連携し策定を推進する。必要に

応じて県連のエキスパートバンクやよろず支援拠点、ミラサポ等の専門家派遣事業を活

用して確実に事業計画の策定に繋げて行く。 

 

（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

（事業者数） 
1 4 6 8 8 8 

※策定事業者数・・・指導員一人当たり 2件（3年後には 4件）×指導員 2名。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関する事【指針２】 

（１）現状と課題 

現状、今まで事業計画策定支援はしていたが、フォローアップはしてこなかった。 

事業計画策定後のフォローアップについては、事業計画を策定した全ての事業者を対

象とし、定期的なフォローアップが出来るようにしていく。 

経営指導員並びに記帳専任職員が四半期に一度の頻度で巡回訪問のうえ、事業の進捗

状況を確認し、改善指導等を行う。 
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（２）事業内容 

①事業計画策定後のフォーアップに際して、四半期に 1回巡回訪問し、計画の進捗状況

の確認や、時期に応じて、国、県、町、支援機関等の行う支援施策の周知を行う。又、

支援策を活用する事業者に関しては申請支援などを行っていく。 

②進捗状況等は計画策定に関わった専門家や支援機関へ報告し、必要な指導・助言を行

う。また、フォローアップに際して更なる専門的な支援が必要な場合は、エキスパート

バンクをはじめ、よろず支援拠点、ミラサポ等の専門家派遣事業を活用する。 

 

（３）目標 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
1 4 6 8 8 8 

頻度（延数） 4 16 24 32 32 32 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針３】 

（１）現状と課題 

これまで需要動向調査は行っていない。潜在的な顧客ニーズや新たな市場を探すため

の需要動向を調査し、小規模事業者の新規販路開拓に役立つよう整理分析し、情報提供

や助言・指導を行う。 

 

（２）事業内容 

①物産展等の出展の際に、商品のマーケティング調査を行い、商品開発の顧客ニーズを

探るための基礎データとして蓄積する。 

【サンプル数】 

来場者 50名 

【調査方法】 

『ありんくりん市』や全国商工会連合会が開催する『ニッポン全国むらおこし物産展』

（以下、『全国物産展』という）などに来場するお客様に新商品などの試食などをして

もらい、経営指導員等が聞き取りのうえ、アンケート票に記入する。 

【分析手段・手法】 

調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員が

分析を行う。 

【調査項目】 

食品の場合は味や見た目、価格、パッケージ等に関する項目を調査。 

非食品の場合は、機能性、容量、価格、パッケージ、使用感等に関する項目を調査。 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明する形でフィードバックし、更なる

改善を行う。 
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②地元金融機関等が開催する「ビジネス商談会」や中小企業基盤整備機構が主催する「中

小企業総合展」等において、来場するバイヤーに対し、試食や試用をさせて、アンケー

ト調査を実施する。但し、流通に乗せられるような生産設備を備えた事業所が少ないこ

とから、本支援については、２年後を目処に実施して行く予定。 

【サンプル数】 

バイヤー10名 

【調査方法】 

商談会に来場するバイヤーに新商品などの試食や試用をしてもらい、経営指導員等が

同席のうえ、サポートを行って行く。 

【分析手段・手法】 

調査結果は、よろず支援拠点の販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員が

分析を行う。 

【調査項目】 

食品の場合は味や見た目、価格、パッケージ、取引条件等に関する項目を調査。非食

品の場合は、機能性、容量、価格、パッケージ、使用感、取引条件等に関する項目を調

査。 

【分析結果の活用】 

分析結果は、経営指導員が当該事業者に直接説明する形でフィードバックし、更なる

改善を行う。 

 

（３）目標 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①対象事業者数 - 3 3 3 3 3 
②対象事業者数 - - 1 1 1 1 

 ※①の対象事業者数は、物産展への出展事業者数 

  ②の対象事業者数は、展示・商談会へ参加事業者数 

 

 

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 

平成 27 年度より実施している「ふるさと納税事業」を通して、ふるさと納税市場と

いう新たな販路の開拓を図ることができた。本事業の成果として、参加している事業所

（22事業所）の売上増に繋がっていることから、継続して同事業を活用した販路開拓並

びに新規参入事業所の増加と新商品開発の支援を行う。 

更に、ふるさと納税市場で実績を出した商品などについては、更なる販路開拓を図る

ために各事業所のホームページ等で通信販売等が出来るよう支援を行い、インターネッ

トを通した独自通販の強化を図っていく。 

また、これまでは『ありんくりん市』や全国物産展等への出展を支援し、出展を通し

てテストマーケティング、顧客・市場ニーズの調査を実施してきているが、展示会への

出展の事前準備並びに事後のフォローが不十分であった為、改善して実施していく。 
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（２）事業内容 

①ふるさと納税事業を活用した販路開拓支援 

製造業者及び特産品等取扱事業所に対して、ふるさと納税事業の返礼品の販売実績デ

ータなど提供して新商品開発支援を行い、ふるさと納税でテストマーケティングを行っ

ていく。その中で観光関連商品が少ないことから、これらの商品開発並びに販路開拓を

積極的に行っていく。 

 

②ホームページにおける販売強化支援や「SHIFT」を活用した販路支援 

 ふるさと納税お礼品取扱事業所を対象にお礼品を再販できる仕組みとしてホームペ

ージや SNS等のインターネットでの情報発信支援を行う。 

セミナーや専門家を派遣した個別指導を行い、各社において通販販売が出来るような

ホームページの制作支援を行う。よろず支援拠点の ITの専門家から指導助言を頂く。 

ホームページがない事業所、または、ホームページを構築しない事業所には全国連が

提供する「SHIFT」を活用するためのセミナーや個別指導を実施し、インターネットを

活用した販路開拓支援として実施する。 

  

③展示会等への出展支援 

 展示会等への出展を通して、顧客ニーズ、市場動向を調査・分析を行い、既存商品の

改善事項の抽出と改善を行うと同時に新たな商品開発と販路開拓について支援を積極

的に行っていく。バイヤーへ提出する資料などの作成支援や展示・商談会終了後の営業

フォローなどの支援を図る。中小機構の販路開拓の専門家から指導助言を頂く。 

 毎年 2月と 3月に東京ビッグサイトで 4日間開催される大規模展示会（FOODEX JAPAN、

東京インターナショナルギフトショー）の中に中小機構が 100社枠を設けている『中小

企業総合展 in FOODEX』や『中小企業総合展 in GiftShow』といった専門展示会へ出

展する。それぞれ延べ 70,000 人と延べ 170,000 人もの人が来場する展示会で、出展者

も約 3,500社と約 2,000社で大規模な展示会である。 

 

（３）目標 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①ふるさと納税事

業を活用した販路

開拓事業者数 

22 24 28 32 36 40 

・ふるさと納税売上 

額（年間・万円） 
6,000 6,200 6,600 7,000 7,400 7,800 

②SHIFT 活用事業

者数 
3 7 11 15 19 23 

・インターネット販売

額（年間・万円） 
- 700 1,100 1,500 1,900 2,300 

③展示会・商談会参

加事業者数 
- - 1 1 1 1 

・商談件数 - - 5 5 5 5 

・成約件数 - - 1 1 1 1 
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①毎年度、4事業者増を目標。職員４名×１事業所。売上は年間 400万円増加 

②毎年度、4事業者増を目標。職員４名×１事業所。売上は年間 400万円増加。 

③設備拡大後に 1事業者以上の参加を目標。商談件数 5件、成約件数 1件 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（１） 現状と課題 

地域経済活性化の取り組みとしては、「ふるさと納税事業」の有効活用により、製造

業者及び農業生産者の販路開拓と売上増に繋がっている。しかし、観光関連の返礼品を

開発するための仕組みが構築されていなかった。 

観光振興においては、今帰仁村観光協会と連携してポスターなどの PR 宣材の作成等

において連携して取り組んでいる。 

村内イベントにおいては、村及び管内関係機関と連携の上（各イベントの実行委員会

等）、村内への誘客に向けた事業の取り組みを行っている。 

現在、役場担当課（経済課）主催による月１回の役場、観光協会、商工会の情報共有

会議を通して、村内で開催されるまつりなどのイベントの PR や集客企画、商工会の取

り組みなど地域経済活性化に関連する様々な情報の共有を図っている。今後は地域経済

活性化の方向性を共有できる正式な協議会（今帰仁村地域活性化協議会（案））等を起

ち上げる。 

その他には、観光協会とふるさと納税審査会を通して、観光商品お礼品の開発を進め

ていく。 

 

（２）事業内容 

①ふるさと納税事業の更なる強化 

今帰仁村と連携して「ふるさと納税事業」を活用し、特産品の認知度向上と製造業者

及び特産品等の販路開拓に繋げる。 

②観光関連返礼品の開発 

今帰仁村観光協会と連携して、「ふるさと納税事業」の観光関連のお礼品の開発に取

り組み、村への宿泊と村内でのアクティビティーの利用促進に繋げる。 

③村内で開催されるまつりの PR 

今帰仁村及び村観光協会と連携して、「桜まつり」（今帰仁村主催）・「マジックアワー

RUN」（古宇利島マジックアワーRUN大会実行委員会主催）・「いいなまつり」（三村交流実

行委員会主催）の PR を図り、観光客等の誘客と消費拡大に繋げる。なお、PR の手法と

してプレスリリースを積極的に活用していく。 

 

 

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り組み 

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。 

 これまでも実施してきたように沖縄県商工会職員協議会（以下、職員協という）北部

支部経営指導員部会等へ参加し、支援ノウハウの情報交換を図り、地域へフィードバッ

クすることで新たな施策や支援方法の改善を図る。 
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（事業内容） 

①職員協北部支部経営指導員部会等並びに沖縄公庫連絡会議への出席（年２回） 

職員協北部支部経営指導員部会等や沖縄振興開発金融公庫北部支店（以下、沖縄公庫

北部支店という）による「マル経推薦団体事務連絡会議」において、各地域の経済動向

と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等を情報共有し、効果的な小規模事業

者への支援を実施する。 

②「問題・課題発掘意見交換会（座談会）」への出席（年 2回） 

北部支部経営指導員の参加する経営支援向上研修事業「座談会」（県連経営力向上支

援室北部分室主催）において、各市町村の経営指導員の支援ノウハウ等について情報交

換を行い小規模事業者への支援に活用する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者の売上や利益確保を重視した支援能力の向上を図るため、全国連の WEB

研修、県連が主催する研修会に参加する。経営指導員は主に経営支援力（マーケティン

グ、商品開発、販路開拓）の向上に繋がる研修会に参加する。補助員等においても経営

支援力向上（計数管理力）につながる研修会を受講し、支援力の向上と経営指導員への

昇格を目指す。 

経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等を

組織内で共有するための「経営支援スタッフ会議」を開催し、その会議を通じて職員等

の支援力や資質の向上を図るとともにノウハウのデータベース化を図る。 

 

（事業内容） 

①県連の主催する研修会への積極的な参加（年２回） 

県連が主催する研修会を基本として、定期的に最新の情報や小規模事業者への経営支

援に関する支援ノウハウを習得し巡回・窓口相談等の支援時に活用する。 

②全国連が開催するＷＥＢ研修への積極的な参加（通年） 

全国連が開催するＷＥＢ研修により指導員の資質向上と、補助員等にも受講を促し、

経営指導員へのステップアップを促進する。 

③職員間の定期ミーティングの開催 

職員で構成する「経営支援スタッフ会議」を設置し、四半期に１回定期的に開催し、

支援ノウハウや支援事例の共有を図り、支援力向上に繋げる。 

具体的にはイントラネット上に共有フォルダを作成し、支援事例や支援ツールなどを

保存して、誰でもアクセスできるようにしていく。 

④データベース化 

経営指導員等が基幹システムの経営カルテ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模

事業者の状況等を職員全員が共有できるようにデータベース化を図る。それにより職員

の異動等による事業の停滞・遅延が発生しないよう取り組む。 
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（体系図） 

         相談・課題         連絡会議、 

の多様化          座談会等の 

                      開催 

 

 

 

 

         支援力の          資質・ 

強化            支援力の向上 

 

（目標）                             （単位：回） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

県連研修会等への参加 4 4 4 4 4 4 

WEB研修の受講回数 2 2 2 2 2 2 
経営支援スタッフ会議開催回数 1 4 4 4 4 4 

※県連等研修会・・・年平均２回×指導員２人 

※全国連 web研修・・・・年度１回×指導員２人 

※経営支援スタッフ会議・・・四半期毎に１回開催（年４回） 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組に関すること 

本計画の事業実施状況及び事業成果については、毎年度１回、評価・検証を行う。 

 

（事業内容） 

①今帰仁村商工会理事からの選出者や、外部から今帰仁村経済課担当者、中小企業診断

士等による有識者委員会「経営発達支援委員会」を設置し、年度末に経営発達支援事業

の実施進捗状況について報告し、事業の成果・事業の評価・事業の見直し案についての

提示を行い、計画の改善を検証し、事業計画や事務局体制などの改善を行っていく。 

②上記①の提示を受け「経営支援スタッフ会議」を開催し、成果の評価、見直しの方針

を決定する。 

③経営発達支援委員会が作成した評価、見直しの結果については、今帰仁村商工会正副

会長会及び理事会へ報告し承認を受ける。 

④経営発達支援委員会・理事会での事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結果につ

いては、今帰仁村商工会総会へ報告し、小規模事業者支援方策や事業計画などプロジェ

クト推進方法について、わかりやすく丁寧に説明をおこない承認を受ける。 

⑤事業の成果・事業の評価・事業の見直しの結果については今帰仁村商工会のホームペ

ージや会報誌で計画期間公表する。また、今帰仁村商工会の窓口においても事業の成

果・事業の評価・事業の見直しの結果を常時閲覧できるようにする。 

 

小規模事業者 
・経営課題 

経営支援スタッフ

会議（今帰仁村商工

会職員） 
・支援ノウハウ、情

報の共有 

沖縄県商工会連合会、北

部支部経営指導員 
・経営指導員等座談会 
沖縄公庫北部支店 
・マル経連絡会議 
・事業計画策定支援 

支援 連携 
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（体系図） 

 

 

     

【 【事業の成果・評価・見直し・報告】 

 

 

 

    【事業の評価・見直し方針報告】 

 

 

 

【定期的な事業報告】         【事業の実施状況、成果の評価・ 

見直し案の提示】 

「経営支援スタッフ会議」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今帰仁村商工会総会 
（事業の成果・評価・見直しの承認） 

今帰仁村商工会正副会長会・理事会 
（事業の成果・評価・見直しの方針決定） 

経営発達支援委員会 
（年度末に開催） 

（相談、支援、連携） 
【事業成果・評価・見直し結果の公表】 
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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）実施体制（現状の体制と同一である。） 

                

 
商工会員 270名 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根 99番地の 3 

  TEL 0980-56-4474   

FAX 0980-56-2796 

  ホームページアドレス http://www.nakijin.or.jp  

  メールアドレス okinawa@nakijin.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会長 
 

副会長２名 
 

理事（14 名） 
 

事務局代表者 

（兼、経営指導員） 

 

経営支援担当 

経営指導員（２名） 

記帳専任職員（１名） 
補助員（1 名） 
ふるさと納税担当職員（２名） 

総務担当 

経営指導員（1名） 

補助員（1 名） 

mailto:okinawa@nakijin.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） 

 30 年度

（現状） 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 

 

・講習会等開催費 

・金融指導事務費 

・総合振興費 

 

500 

170 

2,500 

500 

170 

2,500 

500 

170 

2,500 

500 

170 

2,500 

500 

170 

2,500 

500 

170 

2,500 

（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・使用料収入等、国補助金、県補助金、村補助金、事業受託費 

（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）支援機関との連携 

「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」で小

規模事業者の経営分析及び事業計画策定支援、策定後の支援については、専門家よりそ

の実施手法と専門的見地からの指導助言が必要である。 

そのため、県連スーパーバイザーや県連専門家、よろず支援拠点コーディネーター、

エキスパート事業等と連携し専門家より指導助言を受ける。 

 

（２）テストマーケティング 

「5.需要動向調査」で実施する調査では、調査項目などの設計並びにデータ集計など

については、専門的見地からの指導助言が必要である。よろず支援拠点コーディネータ

ーと連携し、指導助言を受ける。 

 

（３）ふるさと納税事業 

「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事」では、ふるさと納税市場でテストマ

ーケティングを図っていくが、特産品等の商品開発には、どのようなお礼品が人気を集

めているかなどの商品販売データの収集並びに分析が必須である。 

そのため、ふるさと納税のシステム会社として役場が外注している株式会社ビッグゲ

ートと連携して、販売実績データの分析や同市場における売れ筋商品等の指導助言を受

ける。 

 

（４）販路開拓支援 

新たに小規模事業者がインターネット通販市場において当該事業者が独自のホームペ

ージを制作運営していくためには、専門家よりその実施手法と専門的見地からの指導助

言が必要である。よろず支援拠点コーディネーターと連携し、指導助言を受ける。 

また、中小機構等主催の展示会等への出展を支援するために、販路開拓支援を実施し

ていくために、専門家よりその実施手法と専門的見地からの指導助言が必要である。中

小機構沖縄事務所並びによろず支援拠点コーディネーターと連携し、指導助言を受ける。  

 

（５）地域経済活性化事業 

 今帰仁村地域経済活性化協議会（案）と連携し、今帰仁村の地域経済活性化に関する

様々な事業での連携を図る。 
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連携者及びその役割 

（１）公益財団法人 沖縄県産業振興公社 

   理事長 末吉 康敏 

   沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター４F 

（役割） 

（財）沖縄県産業振興公社との連携により、事業計画策定支援事業者並びに計画策定

後のフォローアップ事業所などのマーケティング支援などを通して、経営革新支援にチ

ャレンジできる事業所の発掘を行い小規模事業者の経営力向上を図っていく。 

 

（２）沖縄県よろず支援拠点 

   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（沖縄県商工会連合会受託） 

   ℡ 098-851-8460 

（役割） 

沖縄県よろず支援拠点のコーディネーター等と連携し、事業者の経営課題に応じて地

域の支援機関とのネットワークを活用して小規模事業者の持続的な発展を後押しする。 

 

（３）独立行政法人 中小企業基盤整備機構 沖縄事務所（中小機構沖縄事務所） 

   所長 船崎 康治 

   沖縄県那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター313-1 

   ℡ 098-859-7566 

（役割） 

中小機構沖縄事務所と連携して、小規模事業者が抱える経営課題に対して先進事例や

高度な経営支援のノウハウ、情報提供による経営状況の分析を行い、小規模事業者の商

品やサービス、技術・経営ノウハウ・財務内容などの強み、弱みの把握を効果的に実施

する。また、特産品等の県外販路開拓を行う際の助言・サポートを実施する。 

 

（４）沖縄振興開発金融公庫 北部支店（沖縄公庫北部支店） 

   支店長 當間 直治 

   沖縄県名護市宮里 1-28-15 

   ℡ 0980-52-2338 

（役割） 

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り組みに関する事業と

して沖縄公庫北部支店と連携し情報交換等をおこない、地域小規模事業者の金融相談に

対する支援策、経営上の悩みに対する課題解決など効果的に支援を行う。 

 

（５）今帰仁村 

   村長 喜屋武 治樹 

   今帰仁村字仲宗根字仲宗根 219番地 

   ℡ 0980-56-2101 
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（役割） 

今帰仁村役場にて農水産業振興を担当する産業振興課と連携して基幹産業である農産

品の特徴や加工方法、用途について情報収集し、地区内の商工業者が有する技術や販売

商品を勘案して、新商品開発及び農商工連携による新たな事業創出を促進について支援

する。 

今帰仁村役場にて商工業振興を担当する経済課長には設置する経営発達支援会議に参

画して経営発達支援計画の事業評価・見直しについて指導・助言を行う。 

また、企画財政課は、ふるさと納税審査会などを通して、特産品等の新商品開発に対

する指導・助言を行う。 

 

（６）一般社団法人 今帰仁村観光協会 

   会長 玉城 喜次 

   沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根 230-2 今帰仁村コミュニティーセンター１F 

   ℡ 0980-56-1057 

（役割） 

「ふるさと納税事業」における観光関連商品の新商品開発並びに PRで連携。更には村

イベントの共催による魅力あふれる観光地及び活性化イベントで来街者及び観光客の増

加による地域商品やサービスの提供、地元農水産物などの食材を使ったご当地グルメを

提供・発信することで、にぎわいの創出で小規模事業者の利益確保や地域経済の活性化

を図る。 

 

（７）株式会社 ビックゲート 沖縄事務所 

代表取締役 大関 将広  

   沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根 99-3  

   ℡0980-43-6805 

（役割） 

 ふるさと納税のシステム会社として、ふるさと納税お礼品のデータ分析等を通した、

商品開発の助言・サポートを図る。参加事業所の売上増、利益増を通して、地域経済の

活性化を図る。 
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