
経営発達支援計画の概要 

実施者名 「金武町商工会（法人番号 7360005003427）」 

実施期間   平成３１年 ４月 １日～平成３６年 ３月３１日 

 

 

 

 

目標 

 

 

 

 当商工会地区では、町が策定した「第 5次金武町総合計画に基づいて、健康・体験

型観光を中心とした「田園と海と川を活かしたウェルネス構想」による地域振興事業

が取り組まれている。一方では「国道 329号線金武バイパス」整備が進められており、 

今後 10 年間において、地域の経営環境は激的に変化していくことが予想される。本

計画では地区内小規模事業者を支援対象とし、特に経営意欲のある製造業・小売業・

飲食業等を対象に、従来の経験と思い込みの経営から、経営分析に基づいた経営目標

の設定と実現に向けた事業計画を策定し、目標達成に向け、事業者自身が「ＰＤＣＡ

サイクル」を構築、実践していく為の中長期的な伴走型支援を実施することで、個々

の経営力の向上を図り、「選ばれるお店」として小規模事業者の経営発展を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

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 

（１）各種経済動向調査に関する情報の収集、整理、分析、提供。 

（２）地域の経済動向調査の実施。 

２．経営状況の分析に関すること 

（１）経営分析セミナーの実施。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

（１）経営分析セミナーを受講し事業計画を策定する小規模事業者を対象に、経営指 

導員による伴走支援を行う。案件に応じ沖縄県商工会連合会スーパーバイザー 

で構成する「経営支援チーム」により支援、適宜専門家を活用する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）商工会、他支援機関の専門家派遣事業等を活用し、事業計画実施の PDCA の構

築と検証の仕組みの確立。 

５．需要動向調査に関すること 

（１）地域客、観光客に好評の飲食メニュー「タコライス」ブランド向上調査の実施。 

（２）「国道 329 号線金武バイパス」全線開通に伴い影響が予想される既存国道沿い 

事業者を対象に「選ばれるお店」として魅力向上調査の実施。 

（３）分析結果のフィードバックによる新たな商品とサービス開発を行うことによる

新規客の開拓・来店頻度の増加支援。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）催事（物産展等）への参加の事前支援・事後支援 

（２）外部環境に左右されることのない「選ばれる店」目指した IT の活用並びに広

告媒体等を通した販路開拓支援。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（１）行政始め地域関係団体等で構成し、地域振興の方向性の共有と地域振興に関す 

る協議を行う「金武町地域経済振興会議（仮称）」の設置と会議の開催。 

（２）「プレミアム付き商品券発行事業（継続事業）」の強化により、消費者の域外流

出抑制と町外利用者を誘引する事業への発展と、集客力向上の支援。 

（３）「空き店舗対策事業（継続事業）」を強化し、開業 3年内廃業 0を目指し実施。 

 

連絡先 

 金武町商工会 

 住 所：〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武 4090 番地 1 

 電 話：098-968-2491   fax：098-968-4725 

 e-mail:kin@kin.cc    URL：http://www.kin.cc  

 

http://www.kin.cc/
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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．地域の概況 

（１）位置 

 金武町は、沖縄本島のほぼ中央部に位置し、北側に全国有数のリゾート地恩納村、北

東に宜野座村、南にはうるま市に接するとともに、東側は太平洋に面しており、県都那

覇市へ 48km、名護市へ 28km、本島東側における北部地域と中南部地域を結ぶ結接点と

なっている。また、県内有数の水所で湧水が各所にあり、特産の「田芋」の栽培などの

農業用水として利用され、水と緑豊かな地域である。 

 

（２）「基地の町」のイメージ 

当町は、昭和 25 年に勃発した朝鮮戦争を機に、米軍施設キャンプ・ハンセンが建設

され、関連施設含め町土の約 60％（22.45k ㎡）が米軍施設用地に接収され、町民の日

常生活や産業活動の場として活用できる土地に制限を受けながらも、約 5,000人が駐留

する米軍施設からの需要は、戦後復興において、町の発展の大きな要因となり「米軍基

地の町」として発展を続けた。 

 

（３）人口 

 当町の人口は、平成 30年 8 月末現在、11,580人（役場住民生活課調べ。）となってい

る。これは、平成 27 年国勢調査値 11,264人との比較で 316人の増加であるが、全国的

に人口の減少傾向にある中、増加が推計されている沖縄県人口と同様の傾向を示してい

る。只、平成 37 年をピークに減少に転じ、以降は減少すると推計されている。世帯数

では人口増に伴い増加しているが、一世帯当たり人員では、平成 17 年から、３人台を

割り込んでおり核家族化の進行による高齢者世帯の増加が伺える。 

 

 ①推計人口の推移（国立社会保障・人口問題研究所：日本の地域別将来推計人口） 

（単位：県は千人、町は人） 

 平成 22年 平成 27年 平成 32年 平成 37年 平成 42年 平成 47年 

沖縄県 1,393 1,410 1,417 1,414 1,405 1,391 

金武町 11,066 11,342 11,448 11,479 11,461 11,438 

②人口と世帯の推移（国勢調査より）           （単位：人・％・戸） 

 人 口 世帯数 一世帯 

当たり 総人口 増加数 増加率 総世帯数 増加数 増加率 

平成 12年 10,106 195 2.0 3,378 162 5.0 3.0 

平成 17年 10,619 513 5.1 4,056 678 20.1 2.6 

平成 22年 11,066 447 4.2 4,373 317 7.8 2.5 

平成 27年 11,264 198 1.8 4,649 276 6.3 2.4 

平成 30年 11,580 316 ― 5,345 696 ― ― 

※平成 27年より、居住外国民間人数含む。 

※平成 30年は、8月末現在金武町役場生活住民課公表件数。 
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（４）商工業の現状 

 当町の商工業の状況は、平成 26 年経済センサス基礎調査によると、商工業者数 540

件、内小規模事業者数は 475 件で、平成 21 年度基礎調査比較で＋44 件となり、全国的

に小規模事業者数が減少傾向にある中、増加に転じている。事業所の所在分布では、町

域の 60％を米軍施設が占め事業活動の区域が制限されていることもあり、国道 329号線

沿いに殆どの事業者が立地し、地元購買需要と通行車両の購買需要に対応する沿道型商

業となっている。近年は、観光関連事業への取り組みが積極的に行われていることから、

修学旅行校（民泊）受入数が増加している。 

 

 ①商工業者数の推移（経済センサス基礎調査数値より）       （単位：件） 

 平成 21年 平成 26年 件数増減 

商工業者等数 551 601 50 

商工業者数 503 540 37 

小規模事業者数 431 475 44 

 

 

 ②産業別事業所数の推移（金武町勢要覧記載 経済センサスより） （単位：件・％） 

      年次 

区分 

平成 21年 平成 26年 
件数増減 

事業所数 構成比 事業所数 構成比 

農林漁業 5 0.9 7 1.2 2 

鉱業 - - - - - 

建設業 47 8.6 50 8.3 3 

製造業 30 5.5 39 6.5 9 

電気・ガス・熱供給・水道業 3 0.6 2 0.3 -1 

情報・通信 4 0.8 3 0.5 -1 

運輸・郵便業 9 1.7 14 2.4 5 

卸売・小売業 124 22.5 120 20.0 -4 

金融・保険業 3 0.6 2 0.3 -1 

不動産・物品賃貸業 38 6.9 38 6.4 0 

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 12 2.2 18 3.0 6 

宿泊・飲食サービス業 136 24.7 158 26.3 22 

生活関連サービス、娯楽業 46 8.4 45 7.5 -1 

教育・学習支援 23 4.2 22 3.7 -1 

医療・福祉 36 6.6 45 7.5 9 

複合サービス事業 4 0.8 5 0.6 1 

サービス業 31 5.7 33 5.5 2 

総 数 551 100.0 601 100.0 50 
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２．当町の総合計画 

 町の「第５次総合計画（H28年度～H37年度）前期基本計画（H28～H32）」基本目標で

は、商工業の振興の基本方針について、次の通り記述されている。 

 

（１）計画の概要 

日米特別行動委員会（SACO）の最終報告に基づき、平成 23年「ギンバル訓練場」の返 

還が合意、同年 7 月に返還され、「金武町ふるさとづくり整備事業計画」に基づき、医

療施設並びにリハビリ関係施設、野球場・サッカー場など充実した施設が整備。今後、

ホテル等民間企業誘致と、手つかずの自然を活かした健康・体験型観光「田園と海と川

を活かしたウェルネス構想」への取り組み、併せて「道の駅構想」等観光施設が集積す

る拠点づくりが検討されている。この他、国の事業で、「国道 329号線金武バイパス（以

下、国道金武バイパスという。）」整備が進められていて、平成 31 年度からの全線供用

開始が見込まれている。 

 

（２）商工業振興の基本方針 

上述の「金武町ふるさとづくり整備事業計画」並びに「国道金武バイパス」全線供用

開始にあたり、下記を商工業振興の基本方針に挙げている。 

  ①国道金武バイパスの整備により、既存国道の整備と併せて街路緑化、利便性の向 

上に努め、快適で魅力ある商業空間の創出に努める。 

  ②国道金武バイパスの完成後、郊外型の沿道店舗の立地を促進するとともに、観光 

振興を図るため、特産品直売所が一体となった「道の駅」構想の推進を行う。 

  ③金武町の地域特性に適した企業誘致や地場産業の育成など支援制度の拡充に努 

める。 

  ④既存の企業については、経営の健全化・安定化に向けた経営基盤の強化及び経営 

体質の改善ための窓口相談や各種融資など支援体制の充実を図り、商工業の振興 

に努める。 

 

 
 

 

国道 329 号金武バイパス区間 
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３．地域小規模事業者の課題 

本町の小規模事業者等の経営は、国道 329 号線沿いに多くの店舗が立地しており、

地元客の購買需要と通行車両の購買需要に依存しているため、新規顧客開拓ができて

いない状況である。今後は、国道 329 号の迂回路として国道金武バイパスの整備が進

められており、同バイパスの整備で交通量が減少し通行客の需要減少や地元客が同バ

イパスを利用して域外に流出することが想定され、外部環境の変化により厳しい経営

環境になると思われる。 

地域の課題として、以下の点が挙げられる。 

① 経営者の感覚で経営しているため、計数管理や事業計画が策定されていなく、外

部環境の変化に対応できる経営戦略が立案されていない。 

② 創業等で事業所数が増えているが、短期間で廃業するケースがあり、創業、又は

創業後の支援が急務である。 

③ 既存店が地元客向けの商品構成等であるため、米軍施設「キャンプハンセン」内

約 5,000 人の駐留兵及び軍人軍属ファミリー層のニーズを取り込むことができて

いない。 

④ 町の振興計画に基づき、今後は観光入域客が増えてくると予想されるが、観光需

要を見越した特産品開発など新たな需要開拓の取組みが弱い。 

 

４．金武町商工会のこれまでの取り組み 

（１）経営改善普及事業の現状と課題 

 ①現状 

当商工会は、地域に密着した総合経済団体として、地域商工業者の総合的な振興発 

 展に取組んできた。その中で、経営改善普及事業については、同事業の基本である金 

融・経理・税務・労務等支援や、その発展的な支援として経営戦略の立案や経営計画 

の作成支援、管理会計の導入支援、講習会や専門家派遣事業の活用による個別支援と 

ともに、小規模事業者個々の状況に合わせて様々な経営相談を入口に企業の業績向上 

に繋げる事を意識して実施してきた。近年は、「小規模事業者持続化補助金（国）」に 

よる販路開拓支援、「戦略的経営管理普及促進事業（県）」を活用した管理会計、「小 

規模事業者持続化創業・承継支援（県）」を活用した事業計画作成支援を行っている。 

 ②課題 

経営支援実施後のフォローアップ及び企業の業績向上等の改善成果の把握が不十分

である。 

 

（２）地域総合振興事業の現状と課題 

 ①現状 

イ．プレミアム付商品券発行事業 

    当商工会では、行政の支援を受け、平成 16年度より地域内での購買意欲を促 

   進し消費者の域外流出を抑制する目的でプレミアム付商品券発行事業を開始、発 

   行総額も当初の 550万円から、現在では 11,000万円に増額、参加事業者数も増 

加し、行政・事業者・町民に高評の事業として定着している。 

  ロ．空き店舗対策及び創業支援事業 
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平成 20年度より国道 329 号線沿い空き店舗を活用し、新規創業又は業務の多角 

化を図る事業者に対し、「家賃」「設備」「雇用」の要件を満たした際に、50万円 

を上限に事業資金を助成する空き店舗対策事業を開始。現在まで、39件の新規開 

業等の支援実績を上げており、行政・事業者・町民に高評価の事業として定着し 

ている。 

 ②課題 

イ．プレミアム付商品券発行事業 

    今後も継続発展すべき事業であるが、参画する事業者自身による販促・誘客へ 

   の取り組みの必要。 

ロ．空き店舗対策及び創業支援事業 

  新規創業者の短期廃業防止の必要。 

 

５．金武町商工会の中長期的な振興のあり方 

金武町の第 5 次総合計画では、①既存企業の経営の健全化・安定化に向けた経営基

盤の強化及び経営体質の改善、②国道金武バイパスと併せて整備される特産品直売所

が一体となった「道の駅」構想の推進と観光振興、③金武町の地域特性に適した企業

誘致や地場産業の育成などを掲げ、地域商工業の育成を目指している。 

商工会でも、地域総合経済団体として上記総合計画を踏まえ、地域小規模事業者の

経営課題の解決を図るため、既存小規模事業者や創業者等への経営計画策定支援、実

行、フォローアップ等伴走型支援に取り組み、個々の事業者が強みを活かし、創意工

夫を凝らした事業展開により「選ばれるお店」として持続的に発展していくことを目

指す。 

また、観光産業の誘致や「道の駅」構想を見据えて、地域資源を活かした特産品の

開発と販路開拓支援に取組み、個々の事業者の持続的発展を促すための経営発達支援

事業を展開する。 

これらに向けて、行政はじめその他中小企業支援団体、関係機関と連携して取り組

むことで、当町の地域経済の発展を目指す。 

 

６．経営発達支援計画の目標及び目標の達成に向けた取組み方針 

 計画の目標に掲げた、個々の経営力の強化を図り、地域の振興に寄与する「選ばれる

お店」に向け、「３．地域小規模事業者の課題」に上がった 4 項目を踏まえ、以下につ

いて取り組んでいく。 

 

(1) 小規模事業者の持続的発展を促す伴走型による経営力強化支援の実施 

 町の振興計画及び国道金武バイパス供用開始等に伴い経営環境の激的な変化が予

想されるが、特に影響が大きいと思われる小規模事業者（小売業・飲食業・サービ

ス業等）の中で、事業経営に意欲的な事業者を対象に、下記伴走型支援する。 

①経営計画策定支援、国の小規模事業者持続化補助金の申請支援、経営革新認定 

に向けた計画作成支援実施。 

②管理会計の導入と自計化促進による「経営力の強化」支援実施。 
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(2) 新規創業（開業）並びに第二創業支援とフォローアップによる早期経営安定化への

取組み。 

   当商工会において、従前より実施している「空き店舗対策及び創業支援事業」で

は、年間 5件程度の支援実績を挙げていることから、今後も主要事業として下記に

留意し実施する。 

①短期間での廃業も見られることから、巡回による濃密指導と創業後フォローア 

ップを強化し「創業・起業 3年以内廃業 0件」を目標とする。 

 

(3) 新たな需要開拓への取組み。 

   当町の小規模事業者の殆どは、金武町内を商圏に事業活動を行っているが、新た 

な需要開拓に向け下記を実施する。 

①地域特産品等を製造販売する事業者に対し、県内外（国外含む）への物産展や 

商談会への出展支援を強化する。 

②所在する米軍施設「キャンプハンセン」内駐留兵約 5,000人及び町内一般地域 

に居住する軍人軍属ファミリー層を加えると、町内の経済規模は約 18,000人 

（内町人口 11,474人）程度に拡大することから、行政・米軍関係機関と連携 

し米軍ニーズの取り込みによる売上の増加に取組む。 

   ③町の振興計画に基づき誘致整備されるホテル等観光関連企業、スポーツ施設管 

理者との連携による地域事業者情報並びにイベント情報の共有化による需要 

開拓の取組み。 

 

(4) 他支援機関との連携強化による各種支援施策の積極的活用と支援体制の整備。 

   前述の経営発達支援計画（１）（２）（３）の取組みに当たっては、効率的・効果

的に実施し、かつ成果が求められることから、下記について取り組む。 

   ①当商工会、経営指導員等、沖縄県商工会連合会スーパーバイザー一体となった 

支援体制の整備・強化への取組み。 

   ②他支援機関の専門家派遣等支援メニュー活用等連携する。 
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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 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

現状と課題 

現状は、県商工会連合会からの委託事業による中小企業景況調査の実施により、地域 

の経済動向調査を行ってきたが、調査結果については、限定した企業への情報提供に留

まり、また、調査結果を踏まえて企業の経営状況の分析や今後の経営計画の策定などの

資料としては活用出来ていなかった。 

今後は、沖縄県全体の経済動向および景気動向に関するデータ収集を行う。また、町

内事業所に対して地域経済動向調査を行い、これらを整理、分析し、提供することによ

り、経営分析や事業計画策定支援のための基礎資料として活用する。 

 

（事業内容） 

（１）各種経済動向調査に関する情報の収集、整理、分析、提供。 

①目標 

「管内経済情勢報告」（沖縄総合事務局財務部）、「沖縄県経済動向」（沖縄県企画部

企画調整課）より、情報収集、整理、分析を行う。 

 ②項目 

情報収集の項目は、個人消費、観光、雇用情勢、設備投資、企業収益、企業の景

況感等とする。 

（２）地域の経済動向調査の実施 

①目標 

現状は、経営指導員等が小規模事業者を巡回した際に、経営の現状について情報

を収集しているに留まる。 

今後は、全国商工会連合会が実施している中小企業景況調査の調査票を応用し、

業種別に事業所を選定し、地域経済動向調査を行う。業種別の件数については、町

内商工業者の業種割合に鑑み設定する。 

 ②項目 

雇用情勢、設備投資、企業収益、企業の景況感、資金繰り、雇用動向、経営上の

課題、商工会への要望等の調査を行う。 

 ③手段 

経営指導員の巡回指導の際に、同じ選定企業を半年に一度の頻度で行う。 

一人当たり 10件とし、合計 20件を調査する。 

④成果の活用 

  小規模事業者の経営状況の分析や事業計画策定支援のための基礎資料として活用

するとともに、会報誌およびＨＰ上で公表する。 
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業種別の調査対象（単位：件） 

業種 建設業 製造業 卸売・小

売業 

宿泊・飲

食ｻｰﾋﾞｽ

業 

生活関

連ｻｰﾋﾞｽ

業 

医療・福

祉業 

合計 

件数 2 2 6 6 2 2 20 

 

   調査回収件数および公表回数 

 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

経済動向調査表の回収（件) ― 20 20 20 20 20 

経済動向調査回数(回) ― 2 2 2 2 2 

経済動向調査の公表回数

（会報誌・HPで行う：回） 

― 2 2 2 2 2 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

現状と課題 

現状は、主に融資相談時や補助金申請時等に形式的に財務諸表の分析を行ってい

るに留まっており、事業経営に活かされていない。 

今後は、経営改善を目的とした経営状況の分析に関するセミナーを継続的に開催

する。 

（事業内容） 

（１）経営分析セミナーの実施 

 経営改善を目的とした経営状況の分析に関するセミナーを継続的に開催する。重

点支援対象である国道 329 号線沿いに立地する事業所を中心に、商工会会員用会計

システム（ネットｄｅ記帳）利用者、また前述の「地域の経済動向調査」への協力

事業所の参加も促す。 

 ①分析項目 

財務諸表に基づいた財務分析（収益性・安全性・活動性・生産性・成長性）およ

び、財務からは見えてこない（自社の強み・弱み・機会・脅威）といった非財務分

析も行い、今後の経営戦略に役立てる。 

 ②成果の活用 

   事業者に自社の現状を客観的に把握してもらう。今後の事業展開に必要となる、

強みを活かした事業計画の策定支援の際の活用資料とする。 

 ③目標 

項 目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

経営分析セミナー ― 2 2 2 2 2 

経営分析セミナー参加事業者数 ― 10 10 12 12 12 

経営分析事業者数 ― 10 10 12 12 12 
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

（１）現状と課題 

①現状 

これまで事業計画策定セミナーは実施しておらず、小規模事業者持続化補助金等 

補助事業申請の際の「補助事業計画書」、または金融融資申請時の「事業計画書」 

など、個別案件に対し策定支援を行っている。 

 ②課題 

   これまでの事業計画策定は、補助事業或いは金融融資への申請を目的としたもの 

であることから本来の事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透していない為、実 

質的な行動や意識の変化まではいかず、目的を達成した後は、計画作成以前の経営 

に戻ってしまうケースがみられることから、事業計画策定の意義や重要性を理解し 

、持続的に計画の実行が可能となるようなセミナーを実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

   小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な 

行動や意識の変化を促せる訳ではないことから、本町における「国道金武バイパス」 

の全線開通に伴う交通量の減少といった経営環境の変化へ対応していくためには、 

自社の経営分析に基づく事業計画策定と実践の必要を説くとともに「事業計画策定 

セミナー」のカリキュラムを工夫することで、策定意識の変化と取り組みに対する 

ハードルを下げる。このことにより、前項 2．で経営分析を行った事業者の 5割/ 

年の事業計画策定を目指す。 

 

（３）事業内容 

 ①「事業計画策定セミナー」の開催。 

【募集方法】 前項 2．で経営分析を行った事業者に対し、セミナーの目的・内容 

を説明し受講へ誘導する。 

【回  数】 1回/年開催。 

【受講者数】 10事業者×1回 計 10事業者。 

【カリキュラム】 〇自社の現状把握 

       〇経営戦略 

       〇販売計画 

       〇アクション 

   〇Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａサイクルの構築など 

 ②事業計画の策定 

【支援対象】 前項 2．で経営分析を行った事業者の中から、「やる気」があり、事 

業発展の実現性が高い事業者を対象とする。 

  【手段・手法】 事業計画策定する事業者に対し、経営指導員が担当制で張り付き支 

援するが、高度な支援が必要となる案件については、県連スーパー 

バイザーと連携した「経営支援チーム」で支援し、適宜専門家派遣 

等を活用する。 
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 ④目標 

項 目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

策定セミナー開催(回) ― 1 1 1 1 1 

参加事業者数(件) ― 10 10 12 12 12 

策定事業者数(件) ― 5 5 6 6 6 

 

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 

 ①現状 

   これまでは、小規模事業者持続化補助金実施事業者に対し、相談事案が発生した 

際に「助言・指導」対応するに留まっている。 

 ②課題 

   定期巡回の計画無く、相談事案が発生した際に「助言・指導」対応するに留まっ 

ていることから、売上不振・資金繰り悪化等の問題に対し予防的措置を取れないケ 

ースがあったため、巡回訪問を計画的に実施する。 

（２）事業内容 

事業計画を策定したすべての事業者を対象に、経営指導員等が概ね四半期に一度 

  の頻度で巡回訪問の上、下記により事業計画の進捗状況を確認、課題改善の支援を 

行う。 

 ①経営指導員等による巡回指導を通じて、事業者と担当経営指導員間で事業成果・課題を 

共有し、状況に応じて専門家を派遣し計画推進の支援を行う。 

 ②事業計画の推進により生じる経営上の悩み事や課題に対しては、解決策を一緒に考 

え助言とフォローを行う。また、課題解決に有用な支援策の提案、活用支援を行う。 

 

（３）目標 

 項 目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

フォロー対象事業所数(件) ― 5 5 6 6 6 

フォロー数(回) ― 20 20 24 24 24 

専門家派遣数(回) ― 5 5 6 6 6 

   ※フォローは、１事業所につき年４回行う。 

   ※専門家派遣は、１事業所につき年 1回行う。 

 

５．需要動向に関すること【指針③】 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまで実施していない。 

 ②課題 

   今後は、「国道金武バイパス」の平成 31年度内全線開通に伴って影響を受けるこ 

とが懸念される製造業・小売業・飲食業を中心に需要動向調査を実施し、収集・整 

理・分析を行い、その結果を個別にフィードバックすることで、新たなメニューや 

サービスの提供につなげ、「選ばれるお店」として新規客の開拓・来店頻度の増加 
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ギネス認定証 

を図り、結果的に個々の事業者の商品（メニュー）の売上向上につなげていく。 

 

（２）事業内容 

調査① 

本町には、全国的に知られるようになった「タコ 

ライス」メニューの発祥地であり、町内の飲食事業 

者 5店舗では、各店「わが店のタコライス」として 

工夫提供しており、地域客のみならず県内外観光客 

に好評の「テイクアウトメニュー」となっている。 

本会では、平成 22年に「金武町のタコライス」のブ 

ランド向上を図るとともに国内外に発信する目的で 

、「世界最大のタコライス(746㎏)」をギネスへ申 

請、認定・登録となっている。 

一方で、近年他市町村での取扱店の増加、また、 

平成 31年度全線開通する「国道金武バイパス」は、 

中心市街地を迂回するため、来店者数の減少が懸念 

される。このようなことから、「タコライス」を提 

供する飲食事業所 5店舗において、「メニュー」「サ 

ービス」に対する来店者アンケートを実施し、調査 

結果を分析した上で、当該 5店舗にフィードバック 

することで、タコライスから派生する新たなメニュ 

ー開発やサービスの提供などの改善でブランド向上 

につなげ、結果的に新規客開拓・来店頻度を増加さ 

せ個々の事業者の売上向上につなげる。 

  調査② 

国道 329号線沿道に立地し本町の商業の中心であ 

る「金武大通り」の中で、「国道金武バイパス」全 

線開通後に影響を受けると考えられる区間は全長 1.6㎞ある。その通り沿いに立 

地する事業所数は 112店舗あり、銀行・郵便局・JＡ・建設業等の事務所・歯医者・ 

学習塾など、バイパス開通後の影響が少ないと考えられる事業所を除くと約 60 

店舗ある（弁当製造販売業 4件・飲食業 12件・小売業 44件）。当該 60 店舗の内、 

調査①で実施する飲食事業者 5店舗を控除した 55店舗に対し、来店されるお客様 

向けに 5年計画（11店舗×5年）で業種別需要動向アンケートを実施する。お客 

様は地元客（沖縄県内客）が 9割以上と考えられることから、地元客の需要動向 

を把握する内容で実施し、調査結果を分析した上で、当該 11店舗にフィードバッ 

クすることで、新たなメニューやサービスの提供など、「選ばれるお店」として魅 

力向上につなげ、結果的に新規客開拓・来店頻度を増加させ個々の事業者の売上 

向上につなげる。 

  【サンプル数】 

 調査① 来店者 50人×5店舗 

 調査② 来店者 30人×11店舗（対象 55店舗に 5年計画で実施。） 

 

【タオライス】 

ご飯の上に特製スパイスで味付けしたミ

ートを乗せたメニューで、誕生は 1960 年

代までさかのぼり、駐留米兵を中心に提供

されたが、今では観光客にも好評のメニュ

ーとなっている「金武町のソウルフード」 



12 
 

  【調査手段・手法】 

    調査① アンケート作成は、よろず支援拠点等の販路開拓の専門家の助言を受 

けながら経営指導員等で行う。調査は、「タコライス」メニューを提供する 5 

店舗の店内又は店頭において、来店するお客様に対し経営指導員等が聞き取 

りの上、アンケート票へ記入する対面方式で 1回/年実施する。 

調査② アンケート作成は、調査①と同様の方法で作成。調査は当該 55店舗を 

対象に、5年計画（11 店舗/年）で実施。店舗の店内又は店頭において、来店 

するお客様に対して経営指導員等が対面方式で 1回/年実施する。 

 なお、業種により、調査する「需要」が異なることから、アンケート票は 

「調査②-1弁当製造販売業」「調査②-2飲食業」「調査②-3小売業」用に分 

けて作成する。 

  【分析手段・手法】 

    調査① 調査結果は、よろず支援拠点等の販路開拓の専門家に意見を聞きつ 

つ、経営指導員が行う。 

調査② 調査結果は、調査①と同様に行う。 

  【調査項目】 

    調査①（タコライス取扱店 来店者向け） 

     ㋐来店者情報（居住地・勤務地・性別・年齢）、㋑来店時間帯、㋒来店者人 

数、㋓来店頻度 ㋔当店を選んだ理由（他店と比較して好きなところ）、 

㋕嗜好満足度（味・量・価格・パッケージ）、㋖一回当たり購入額、 

㋗あったら良いなメニュー（タコライス派生メニュー等）、㋘あったら良い 

なサービス（デリバリー等） 

など、金武町の「タコライス」ブランドの向上を目的とした内容とする。 

    調査②-1（弁当製造販売店 来店者向け） 

 ㋐来店者情報（居住地・勤務地・性別・年齢）、㋑来店時間帯、㋒来店者人 

数 ㋓来店頻度 ㋔当店を選んだ理由（他店と比較して気に入っているとこ 

ろ）、㋕嗜好満足度（味・量・価格・パッケージ）、㋖一回当たり購入額 

㋗購入頻度、高い価格帯、㋘あったら良いなメニュー、㋙あったら良いなサ 

ービス（デリバリー等） 

など、「選ばれるお店」魅力向上を目的とした内容とする。 

調査②-2（飲食店 来店者向け） 

 ㋐来店者情報（居住地・勤務地・性別・年齢）、㋑来店時間帯、㋒来店者人 

数 ㋓来店頻度 ㋔当店を選んだ理由（他店と比較して気に入っているとこ 

ろ）、㋕嗜好満足度（味・量・価格）、㋖一回当たり購入額、㋗注文する頻度 

高い価格帯、㋘接客満足度、㋙あったら良いなメニュー、㋚あったら良いな 

サービス（デリバリー等） 

など、「選ばれるお店」魅力向上を目的とした内容とする。 

調査②-3（小売店 来店者向け） 

 ㋐来店者情報（居住地・勤務地・性別・年齢）、㋑来店時間帯、㋒来店者人 

数 ㋓来店頻度 ㋔当店を選んだ理由（他店と比較して気に入っているとこ 

ろ）、㋕購入頻度が高い商品、㋖一回当たり購入額、㋗購入頻度高い価格帯、 

㋘接客満足度、㋙あったら良いな商品、㋚あったら良いなサービス 
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など、「選ばれるお店」魅力向上を目的とした内容とする。 

  【分析結果の活用】 

調査① 分析結果は、経営指導員が当該 5店舗に直接説明する形でフィードバ 

ックし、メニュー・サービスの改善、新メニューの開発のデータとして活用 

する。 

調査② 分析結果は、経営指導員が当該 11店舗に直接説明する形でフィード 

バックを行い、特に弁当製造販売業並びに飲食業に対しては新メニュー・サ 

ービス等の開発、小売業に対しては商品構成・サービス等改善のデータとし 

て活用する。 

 

（３）目標 

項 目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

調査①数(回) ― 1 1 1 1 1 

調査②数(回) ― 1 1 1 1 1 

調査①対象事業者数(件) ― 5 5 5 5 5 

調査②対象事業者数(件) ― 11 11 11 11 11 

調査①調査数(人) 

(来店者 50人×5店) 
― 250 250 250 250 250 

調査②調査数(人) 

(来店者 30人×11店) 
― 330 330 330 330 330 

調査①フィードバック事

業者数(件) 
― 5 5 5 5 5 

調査②フィードバック事

業者数(件) 
― 11 11 11 11 11 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまでは、主に特産品を製造販売する事業者に対し、県産業まつり（県商工会 

連合会主催「ありんくりん市」）への出展料の一部助成の支援や各種物産展・展示会 

等の情報提供に留まっている。 

②課題 

 出展事業者に対しては、事前・期間中・事後のフォローを行っていなかったこと 

から、今後は経営指導員による出展者へのフォローの実施と出展に際して必要な知

識・技術向上を行い売上の増加につなげていく。 

 また、町内事業者の販路開拓として、広告宣伝等の取組みが弱い状況で、自社の 

強みや自社商品等の PR 不足もあり、新たな需要の開拓ができていない状況である。 

今後は、業種・業態に合わせ、需要動向調査、地域の経済動向調査【指針③】を踏 

まえ策定した事業計画【指針②】に沿った新たな需要の開拓を実施する。 
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（２）事業内容 

【支援対象】 

     事業計画を策定し、計画期間中において需要開拓をおこなおうとしている事 

業者で、既存商品又は新商品の商品力向上による販路開拓に取り組み、その支 

援を必要としている事業者。 

 

①催事（物産展等）への参加の事前支援・事後支援（ＢtoＣ） 

   零細事業者が中心の地域事業者にとって、県外催事への出展に係る経費負担は大 

きいことから、県内催事への出展支援を行う。例えば、既存の県内最大「沖縄県産 

業まつり」の人気催事である「ありんくりん市」等への出展支援を行う。 

 事前支援としては、催事出展の知識・技術の向上を図り、事業者の新たな需要の 

開拓を行い売上の増加につなげていくことを目的とした需要開拓セミナーを開催 

する。セミナーは、市場、商品力向上（商品規格、表示、品質等）、販売技術向上 

（商品プロモーション、ブース内演出・陳列、対面接客等）を内容とし、販路から 

の要求への対応力の向上を習得する。なお、出展については、特産品等のブラッシ 

ュアップと売上の増加といった成果が大きく期待される事業者を優先的に出展し、 

新たな需要の開拓を支援する。また、出展者に対しては、専門家派遣を活用し商品 

力向上（商品規格、表示、品質等）、販売技術向上（商品プロモーション、ブース 

内演出・陳列、対面接客等）についての個別支援も行う。経営指導員は、事前のフ 

ォローを行うとともに出店期間中には陳列、接客指導を行い売上増加へつなげてい 

く。事後支援としては、事業者とともに商品・販売技術の課題を抽出し改善に向け 

フォローするなど、きめ細かな伴走支援を行う。 

   【参考】「ありんくりん市」 

     沖縄県産業まつり会場内にて、3日間の日程で同時開催される展示即売会。 

定番商品他、地域の魅力的な特産品を掘り起し販路開拓を支援することを 

目的に開催され、今年度で 21回開催となる。 

H30年度実績（主催者報告） 

  出展事業者数  105件 

        総売上高  3,912万円（前回比 6.2％増） 

        来場者数  260,200人（沖縄県産業まつり会場全体） 

 

目標：催事（物産展等）への支援 

項 目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

需要開拓セミナー(回) ― 1 1 1 1 1 

参加事業所数(件) ― 5 5 6 6 6 

出展事業者数(件) ― 3 3 3 3 3 

フォロー回数(事前） ― 9 9 9 9 9 

専門家派遣回数(事前） ― 3 3 3 3 3 

フォロー回数(期間中） ― 3 3 3 3 3 

フォロー回数(事後） ― 6 6 6 6 6 

売上額／1社当り(万円) ― 40 40 40 40 40 
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※フォロー（事前）：１事業者につき 3回行う。 

※専門家派遣（事前）：１事業者につき 1回行う。 

              ※フォロー（期間中）：１事業者につき 1回行う。 

              ※フォロー（事後）：１事業者につき 2回行う。 

 

②ITの活用並びに広告媒体等を通した販路開拓支援（ＢtoＣ） 

チラシ作成支援、HP作成支援、SNS発信、ネット販売など ITの活用を通じた販路開

拓支援について、まず広告媒体の活用では、ターゲットを設定し訴求性の高いチラシ

作成、チラシをまく範囲の設定など。ITの活用では、効果的な SNS発信の仕方、ネッ

ト販売の場合は検索されやすい言語の設定など、広告宣伝等販売力強化により売上増

加へ繫げることを目的にセミナーを行う。 

セミナー終了後は、個々の事業所の増収・増益を念頭に置き、経営指導員は、それ

ぞれに合わせた個別支援と必要に応じ専門家と連携した伴走支援によりフォローを行

い、実際に ITの活用並びに広告媒体等を通した新商品・サービス等の情報発信を行う

ことで新たな需要開拓につなげ、売り上げの増加を図る。各事業者対前年売上比 3％

増加の効果を目指す。 

 

目標：ITの活用並びに広告媒体等を通した販路開拓支援 

項 目 現状 H31 年度 H32年度 H33 年度 H34年度 H35 年度 

IT・広告媒体活用等セミ

ナー(回) 
― 

1 1 1 1 1 

セミナー参加事業者数(件) ― 5 5 6 6 6 

フォロー(回) ― 10 10 12 12 12 

専門家派遣(回) ― 5 5 6 6 6 

IT・広告媒体活用(回) ― 1 1 1 1 1 

売上増加率(前年比：％) ― 3 3 3 3 3 
※フォロー：１事業者につき 2回行う。 

※専門家派遣：１事業者につき 1回行う。 

 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

１．地域経済の活性化に資する取組みに関すること 

（１）現状と課題 

①現状 

 ・これまでは、地域経済の活性化の方向性を共有する「仕組み」は構築されていな 

い。 

  ・プレミアム付商品券発行事業（既存） 

   行政の支援を受け、地域内での購買意欲を促進し消費者の域外流出を抑制する目 

的で平成 16年度より 10％プレミアム付商品券発行事業を開始。初年度発行総額 

550万円に対し、現在では 11,000万円へと増額、参加事業者数も増加、行政・事 

業者・住民に好評の事業として実施している 

 ・空き店舗対策及び創業支援助成事業（既存） 
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行政の支援を受け、平成 20年度より国道沿い空き店舗を活用する新規創業者等 

  に対し支援を行う空き店舗対策事業を開始、平成 29年度まで、39件の新規開業 

等の支援実績を上げており空き店舗の解消に一定の成果は認められる。 

 ②課題 

・今後地域経済の活性化を図るには、商工会組織だけでなく、行政始め関係団体等 

で構成、現状と課題を共有し今後の地域経済振興の方向性を共有する「仕組み」 

の構築。（新規） 

・プレミアム付商品券発行事業（既存） 

取扱い事業者での商品券利用者の取り込みの工夫が弱いほか、今後は町外利用者 

の取組み。 

・空き店舗対策及び創業支援助成事業（既存） 

創業後 3年以内に廃業する事業者もあり、早期の経営の安定化への支援実施。 

 

（２）事業内容 

 ①「金武町地域経済振興会議（仮称）」の設置・開催（新規） 

町が推進する「田園と海と川を活かしたウェルネス構想」「道の駅構想」による 

通過型地域からの脱却の取り組みなど明るい材料はあるが、将来の人口減少に伴う 

市場規模の縮小化、また「国道金武バイパス」全線開通に伴う通行車両購買需要の 

低下が予想されるなどの懸念材料もある。このように大きく変わる地域経営環境の 

中で、今後地域経済の活性化を図るには、商工会組織だけでなく、金武町役場、金 

武町観光協会・体験観光 NPO法人、金武町社交飲食業組合、金武町建設業者会、琉 

球銀行・沖縄銀行各金武支店等の関係者が参画する「金武町地域経済振興会議（仮 

称）」を設置し、２回/年開催する。 

商工会は振興会議の事務局を担い、会議では、構成団体の現状と課題、町が推進 

する地域振興の方向性を共有し、地域振興に資する観光・特産品開発ほか、既存の 

「プレミアム付商品券発行事業」並びに「空き店舗対策及び創業支援事業」の発展 

を協議し提言していく。 

②プレミアム付商品券発行事業（既存） 

   行政・事業者・利用者に好評な事業として定着していることから、今後も継続実 

施していくが「取扱い事業者の商品券利用者の取り込みの工夫が弱い。」「町外利用 

者増加への取組み。」といった課題の解決に当たっては、前述の「金武町地域経済 

振興会議（仮称）」からの提言を踏まえ、本会事業企画委員会と町、県連合会スーパ 

ーバイザーにより事業の評価・検証・改善を行い、魅力ある店舗情報の町外への発 

信を行い町外利用者の吸引と事業者の集客力向上の支援を行う。 

③空き店舗対策及び創業支援事業（既存） 

平成 20年度より国道沿い空き店舗を活用する新規創業者等に対し支援を行う空 

き店舗対策事業を開始、平成 29年度まで、39件の新規開業等の支援実績を上げて 

おり空き店舗の解消、創業支援に一定の成果は認められるが、一方で、3年以内に 

廃業する事業者もあることから、今後は、前述の「金武町地域経済振興会議（仮称）」 

からの提言を踏まえ、本会事業企画委員会と町、県連合会スーパーバイザーにより 

事業の評価・検証・改善を行い、「創業後 3年以内の廃業 0」を掲げ、事業計画書の 

策定・融資制度等の提案、あっせん指導、経営診断による経営改善指導等を行い早 
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期の経営の安定化を図る。 

 

 

 

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み。 

１．他の支援機関との連携に通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること。 

（１）現状と課題 

  当商工会での、他支援機関との支援ノウハウ等の情報交換は、沖縄県商工会連合 

会が実施する会議・研修会。また沖縄振興開発金融公庫とのマル経資金担当者連絡会 

議等があるが、小規模事業者に対する、ＰＤＣＡの取組みと、得られた成果の観点か 

らの情報交換によるノウハウの蓄積は十分ではなかった。 

 

（２）目標 

  小規模事業者に対する、ＰＤＣＡの取組みと売上の向上、利益確保に繋がる支援を 

行っていくには、上記支援機関との一層の密な連携と、地域需要動向情報、支援ノウ 

ハウを持つ他商工会等といった支援機関との連携・支援ノウハウの情報交換を行い、 

地域小規模事業者支援に活かしていく。 

 

（３）内容 

 ①沖縄県商工会連合会主催の経営指導員研修会では、県内商工会が集う場であること 

から、小規模事業者等の支援に関する施策活用情報の収集、支援力向上習得のほか、 

各地域の需要動向、支援ノウハウ、課題等について情報交換を行う。（年 6回） 

  

②当商工会が所在する北部地区商工会経営指導員部会で開催する「課題発掘意見交換

会」には、より高度な経営課題への対応を支援する商工会スーパーバイザーが参加

することから、創業、販路開拓、経営革新支援等事例ノウハウ等の情報交換を行う。

同様に記帳専任職員等の各部会研修において、記帳指導等の現場レベルでの支援ノ

ウハウ等の情報交換を行う。（各部会毎年 3回） 

 

 ③沖縄振興開発金融公庫北部支店が開催する「マル経資金担当者連絡会議」において、 

支店管轄区域内の金融需要動向、各商工会の金融支援ノウハウ支援等の情報交換を 

行う。（年２回） 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること。 

（１）現状と課題 

  経営指導員等の支援能力向上への取組みについては、全国商工会連合会が実施する 

WEB研修、県連が主催する研修、中小企業基盤整備機構の中小企業大学校が実施する

専門研修（経営支援・地域活性化）への参加（4 年に 1 回程度）、ほか他支援機関が

実施する研修会等への参加等により個々の資質向上に努めているが、研修参加により

得られた支援情報、ノウハウ等の組織内での共有化を図る仕組みの整備が課題であ

る。 
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（２）目標 

  小規模事業者が当商工会に期待する、創業、販路開拓、経営革新等様々な要望に応 

えるため、経営指導員等の支援年数、経験を問わず、専門的な支援力のスキルアップ 

と支援ノウハウの標準化、併せて組織内で共有化する仕組みを整備する。 

 

（３）内容 

①専門的な支援力のスキルアップと支援ノウハウの標準化 

ア．中小企業大学校主催の研修受講。特に、全国商工会連合会「経営支援マネー 

ジャー」の認定要件である、「小規模事業者支援能力向上研修」ほか対象講 

座の受講。 

イ．沖縄総合事務局、沖縄県、沖縄県商工会連合会等が主催する、経営分析、事 

業計画作成（経営革新計画含む）、フォローアップ等の研修受講。 

ウ．全国商工会連合会が運営する「経営指導員 WEB研修」による経営全般受講。 

エ．中小機構沖縄事務所をはじめ、ミラサポ、沖縄県商工会連合会等の専門家派 

遣事業を活用。派遣専門家に同行し、面談におけるヒアリング、経営改善課 

題解決の支援手法、ノウハウを学びスキルアップにつなげる。 

   オ．人事異動による OJT対策では、上位経営指導員に同行し地域商工業者の情報 

収集するとともに支援手法、ノウハウの早期習得を図る。 

カ．高度な支援を要する際は、スーパーバイザー、経営指導員等で構成する「支 

援チーム」による支援手法をとり支援手法、ノウハウの早期習得を図る。 

   キ．事業計画作成等の支援に当たっては、中小企業基盤整備機構が提供する「小 

規模事業者の事業計画作成サポートキット」を活用し支援手法の標準化を図 

る。 

  ②組織内での情報共有の仕組み 

   ア．上記研修への参加後、又は専門家同行で得た、支援手法、ノウハウといった 

情報の共有化を図るため、毎月末に「経営支援会議」を行う。 

   イ．経営分析並びに事業計画策定等支援に当たっては、支援過程において多角的 

な意見交換ほか、得られた成功事例と成功までの手法、ノウハウ「経営支援 

会議」で共有する。 

   ウ．経営指導員等の人事異動を理由に、支援レベルが低下しないよう、支援手法、

ノウハウ、支援成果といった情報を組織の財産として残し、活用していく。 

具体的には当事業の支援案件毎の支援記録や支援担当者の所見や課題等を書 

類で整理・保管して、いつでも誰でも閲覧できるようにする。 

また、支援記録や所見等は当商工会独自の様式を作り、情報の抜けや漏れがな 

いようにすると共に、様式に入力したデータも商工会内に保存してデータでも 

支援記録等を確認、活用できるようにする。 

 

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。（別表 2掲載） 

 当商工会理事役員で構成する「事業企画委員会」に加えて、行政・学識経験者等で構

成する「経営発達支援計画事業評価委員会（以下「評価委員会」）」を設置し「評価」を

行う。評価の実施時期は、事業年度の上半期終了後と事業年度終了後の２回行い、事業
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の成果・評価・見直し案を当商工会理事会に報告提示し、理事会は見直し方針を決定し

総会において承認を受ける。 

 （１）評価主体（構成） 

    評価委員会（当商工会事業企画委員会、行政、学識経験者等） 

 （２）評価時期 

    上半期終了後（10月）…年度途中の実施状況評価（成果・評価・見直し案。） 

    事業年度終了後（4月）…事業実施後の評価。 

 

 

 

 

 

          
 

 事業の成果・評価・見直しの結果については、金武町商工会の会報誌やホームペー

ジ（http://www.kin.cc）で期間中公表する。 

 

金武町商工会経営発達支援計画事業評価委員会 
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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 

 

（１）組織体制 

   本事業の実施体制は現状の体制と同一であるが、当商工会長はじめ事業実施事務

局の指揮・役割分担を明確にするとともに連携を強化し、効果的かつ効率的に実施

する。 
 

金武町商工会総会 
（事業の成果・評価・見直しの承認） 

 
                     【事業の成果・評価・見直しの結果報告】 

 

金武町商工会理事会 
（事業の成果・評価・見直しの方針決定） 

会 長  １名 

副会長  ２名 

理 事 ２０名 
       【事業の成果・評価・見直し指示】 

【事業の成果・評価・見直しの方針報告】 

経営発達支援計画事業評価委員会 
（上半期終了後１０月・事業年度終了後４月） 

金武町商工会事業企画委員会 

     金武町役場産業振興課主幹 

     沖縄県商工会連合会ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 

     学識経験者等（中小企業診断士） 
                          【事業報告】 

【事業の実施状況、成果評価・見直し案提示】 

 

 

地区内 

小規模事業者 

 
相談 

 

 

 
支援 

経営発達支援事業 

事務局体制（６名） 

統括・担当 経営指導員(指定職員) 

   担当 経営指導員 

   担当 記帳専任職員 

   担当 補助員 

   担当 一般職員 

   担当 一般職員 

 

 
連携 

関係機関・団体 

・沖縄県 

・金武町 

・全国商工会連合会 

・沖縄県商工会連合会 

・中小企業基盤整備機構 

・㈱沖縄県産業振興公社 

・ミラサポ 

・よろず支援拠点 

・地区内機関・団体 

・他支援機関 

 

（２）連絡先 

住 所：〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武 4090番地 1 

          金武町商工会 

             電 話：098-968-2491   fax：098-968-4725 

             e-mail:kin@kin.cc    URL：http://www.kin.cc  

http://www.kin.cc/
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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 
(31年 6月以降) 

H 32年度 H 33年度 H 34年度 H 35年度 

必要な資金の額 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 

 

講習会等開催費 

調査研究費 

資質向上対策費 

商品券発行事業 

空き店舗対策・創業 

支援助成事業 

観光振興費(観光・特産品) 

 

 

700 

200 

100 

16,000 

1,700 

 

500 

700 

200 

100 

16,000 

1,700 

 

500 

700 

200 

100 

16,000 

1,700 

 

500 

700 

200 

100 

16,000 

1,700 

 

500 

700 

200 

100 

16,000 

1,700 

 

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、県補助金、町補助金 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業の取組み 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 ①県内経済動向等に関する情報収集の手法の指導助言を受ける。 

 ②地域経済動向調査の設計、収集、整理、分析、提供の手法に関する指導助言を受ける。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 ①小規模事業者等の経営分析の手法等、専門的見地からの指導助言を受ける。 

 ②経営分析等各種セミナー講師の選定、派遣に関する指導助言を受ける。 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

①小規模事業者等の事業計画策定の手法等、専門的見地からの指導助言を受ける。 

 ②事業計画策定セミナー講師の選定、派遣に関する指導助言を受ける。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 ①事業計画策定した小規模事業者へのフォローアップ支援手法等の指導助言を受ける。 

 ②事業計画のＰＤＣＡサイクルの確立に向けた支援の指導助言を受ける。 

 ③専門家派遣事業活用の際の選定、派遣に関する指導助言を受ける。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①需要動向調査に関する情報収集の手法の指導助言を受ける。 

②需要動向調査の設計、収集、整理、分析、提供の手法に関する指導助言を受ける。 

 ③専門家派遣事業活用の際の選定、派遣に関する指導助言を受ける。 

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県内外展示会（BtoB）及び物産展（BtoC）出展に関する情報、指導助言を受ける。 

②「選ばれるお店」づくりの為のチラシ作成及びプレスリリース等情報発信に関する指 

導助言を受ける。 

 ③セミナー講師の選定、派遣に関する指導助言を受ける。 

④町内所在の在沖米軍施設駐留兵へのニーズ調査に関する指導助言を受ける。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

１．方向性の共有化の仕組み 

①既存の地域振興事業のより効果的に発展させていくための連携と指導助言を受ける。 

②新たな事業の目出しを目的とした仕組みの構築に関する連携と指導助言を受ける。 

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み。 

①他の支援機関との連携に通じた支援ノウハウ等の情報交換に関する指導助言を受け 

る。 

②経営指導員の資質向上等に関する指導助言を受ける。 

③事業の評価及び見直しをするための仕組みに関する指導助言を受ける。 

 ④組織内連携の手法、 
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連携者及びその役割 

【国・県及び外郭支援機関等】 

①内閣府沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課 代表者：経済産業部長 寺家 克昌 

 住所：沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 

 電話：098-866-0031 

 役割：沖縄県の経済動向、消費者動向、各種統計情報等有益な情報を有しており、情報 

の提供や指導助言及び小規模事業者施策支援。 

②沖縄県 商工労働部中小企業支援課 代表者：課長 友利 公子 

住所：沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

電話：098-866-2333 

 役割：沖縄県の経済動向、消費者動向、各種統計情報等有益な情報を有しており、情報 

の提供や指導助言及び小規模事業者施策支援。 

③独立行政法人中小企業基盤整備機構沖縄事務所 代表者：所長 船崎 康治 

住所：沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄県産業支援センター313-1 

電話：098-859-7566 

 役割：国の創業・事業承継、農商工連携、地域資源活用プログラム等を活用した新商品 

開発と販路開拓等幅広い支援。 

④沖縄振興開発金融公庫北部支店 代表者：支店長 當間 直治 

 住所：沖縄県名護市大中 2-13-1 

 電話：0980-52-2636 

 役割：北部管区内の金融需要に基づく経済動向の情報提供。 

    小規模事業者等への金融支援の連携。 

⑤公益財団法人沖縄県産業振興公社 代表者：理事長 末吉 康俊 

住所：沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄県産業支援センター4F 

電話：098-859-6255 

役割：国県が実施する各種施策の実施と企業支援、経営革新計画認定に関する支援。 

   国内外物産展等開催情報提供、専門的指導助言。 

   経営革新計画作成支援。 

⑥沖縄県よろず支援拠点 代表者：コーディネーター 上地 哲 

住所：沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄県産業支援センター4F（沖縄県産業振興公社内） 

電話：098-851-8460 

役割：企業の相談窓口として幅広い対応と専門的指導助言。成功事例等の情報提供等。 

⑦沖縄県中小企業団体中央会 代表者：会長 島袋 武  

住所：沖縄県那覇市上之屋 303-8 

電話：098-860-2525 

役割：県内業種別景気動向等の情報提供他、国の「ものづくり補助金」等認定支援。 

⑧一般財団法人沖縄県観光コンベンションビューロー 代表者：会長 平良 朝敬 

住所：沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄県産業支援センター2F 

電話：098-859-6125 

役割：国内外観光客動向に関する分析情報の提供と事業連携。 

⑨沖縄県事業引き継ぎ支援センター 代表：統括責任者 嶺伊 政之 

 住所：沖縄県那覇市久米 2-2-10 
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 電話：098-941-1690 

 役割：事業承継に関する施策情報の提供と事業所事業継続の支援。 

 

【町内行政機関】 

①金武町役場商工観光課 代表者：課長 安富祖 勧 

住所：沖縄県国頭郡金武町字金武 1 

電話：098-968-3236 

役割：商工会を所管する行政担当窓口であり、町の総合計画に基づく地域振興に関する 

情報提供及び商工会の地域活性化事業（商品券・空き店舗対策等事業）実施に当 

たっての助言と財政的支援。 

経営発達支援計画事業全般における情報提供、助言と支援。 

 

【町内金融機関他団体等】 

① 琉球銀行金武支店 代表者：支店長 宮城 英和 

住所：沖縄県国頭郡金武町字金武 518 

電話：098-968-2125 

役割：地域内の金融需要に基づく経済動向の情報提供。 

   小規模事業者等への金融支援の連携。 

② 沖縄銀行金武支店 代表者：支店長 仲村 靖 

住所：沖縄県国頭郡金武町字金武 47 

電話：098-968-2410 

役割：地域内の金融需要に基づく経済動向の情報提供。 

    小規模事業者等への金融支援の連携。 

③一般社団法人 金武町観光協会 代表者：奥間 尚登 

 住所：沖縄県国頭郡金武町字金武 4086-1 

電話：098-989-5674 

役割：金武町の入域観光客、イベント情報提供と事業者情報発信に係る連携。 

④非営利法人 NPO雄飛ツーリズムネットワーク 代表者：理事長 松田 健人 

 電話：098-968-6117 

役割：金武町の入域観光客、イベント情報提供と事業者情報発信に係る連携。 

⑤金武町社交飲食業組合 代表者：大道 智 

 住所：沖縄県国頭郡金武町字金武 4263-2 

電話：098-968-3578 

役割：地域業界の景気動向情報の提供及び商工会からの情報発信に係る連携。 

⑥金武町建設業者会 代表者：会長 國場 盛光 

 住所：沖縄県国頭郡金武町字金武 4035-1 

 電話：098-968-3824 
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連携体制図 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金武町商工会 
巡回・窓口相談 

分析 

内閣府沖縄総合

事務局・沖縄県 
金融公庫 

中小企業団体中

央会 

沖縄県観光コン

ベンションビュ

ーロー 

 

沖縄県商工会連合会 
(スーパーバイザー) 

実施支援 

分析支援 

統計情報 

管内情報 

地元金融機関 
 琉球銀行金武支店 
 沖縄銀行金武支店 

地域事業者団体等 
 NPO 雄飛ﾂｰﾘｽﾞﾑ 
 金武町観光協会 

金武町建設業者会 
 金武町社交飲食業組合 
 その他小規模事業者等 

地域経済動向調査 
（地域情報） 

金武町商工会 
経営分析セミナー 

個別相談会 
沖縄県商工会連合会 

(スーパーバイザー) 
中小機構沖縄事務所 
沖縄県産業振興公社 
ミラサポ 

講師・専門家

派遣 

参

加 

小規模事業者等 

個者支援 
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講師・専門家派遣 

策定支援 
施策情報 

専門家派遣 

参

加 
支援 

専門家派遣 

個者支援 

個者支援 

専門家派遣 
個者支援 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金武町商工会 
事業計画策定セミナー 

個別相談会 
事業計画策定・創業支援 

経営革新承認支援 
持続化補助金事業申請支援 

各種補助事業申請支援 
経営支援チーム設置 

（経営指導員等・スーパーバイ 
ザー等） 

 

・よろず支援拠点 
・中小機構沖縄事務所 
・ミラサポ 
・沖縄県産業振興公社 

・中小企業団体中央会 

・沖縄県商工会連合会 
(スーパーバイザー) 

金武町商工会 
 

経営支援チーム設置 
（経営指導員等。スーパーバイザー等） 

PDCA 支援 
（事業進捗・評価改善） 

・よろず支援拠点 
・中小機構沖縄事務所 
・ミラサポ 
・沖縄県産業振興公社 

・中小企業団体中央会 

・沖縄県商工会連合会 
(スーパーバイザー) 

小規模事業者等 

小規模事業者等 
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調査票作成支援

分析支援 

 

専門家派遣 

支援 

調査結果フィード

バック 

調査実施 

回答 

調査情報 

調査結果に基づく 

個者支援 

 

専門家派遣 

個者支援 

IT・広告媒体 

活用 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金武町商工会 
来店者需要調査実施 
（対象：来店者） 

調査結果の集計・整理・分析 

よろず支援拠点 

沖縄県商工会連合会 
(スーパーバイザー) 

中小機構沖縄事務所 
沖縄県産業振興公社 

小規模事業者等 
店内又は店頭にて実施 

金武町商工会 
需要開拓セミナー事業 

「商工会ありんくりん市」 

出展事業（ＢtoＣ） 

ITの活用並びに広告媒体等 

商品力・販売技術向上支援 
表示・品質・衛生管理 

商品開発・プロモーション 
陳列・ブース演出・接客 

IT・チラシ作成 

中小機構沖縄事務所 
ミラサポ 
沖縄県産業振興公社 

中小企業団体中央会 

よろず支援拠点 

沖縄県商工会連合会

(スーパーバイザー) 
 

小規模事業者等 

調査対象来店者 
（新規客・リピーター） 

ＢtoＣ 

消費者 
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事業企画委員会 
観光・特産品開発事業

企画 
既存事業の PDCA 
・プレミアム付商品券

発行事業 

・空き店舗対策事業及

び創業支援事業 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

１．地域経済の活性化に資する取組みに関すること 

（１）「金武町地域経済振興会議（仮称）」の設置・開催（新規） 

（２）プレミアム付商品券発行事業（既存） 

（２）空き店舗対策事業及び創業支援事業（既存） 

 

 

 

 

                     設置 

 

                       

 

 
                 支援                        提言 

  

 

 

 

 

 

 
                                  事業実施・支援 

 

 

 

 

 

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み。 

１．他の支援機関との連携に通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県連合会ｽｰﾊﾟｰ

ﾊﾞｲｻﾞｰ 
･役場商工観光課 

・地域小規模事業者 
・創業・新規開業予定者等 

金武町商工会 
経営指導員等 

相談 

小規模事業者 

（経営上の課題） 

支援 

参加 

ﾉｳﾊｳ情報 

金武町商工会 
理事会 

金武町地域経済振興会議 

（仮称） 

・金武町観光協会 

・NPO法人雄飛ツーリズムネット

ワーク 

・金武町社交飲食業組合 

・金武町建設業者会 

・琉球銀行金武支店 

・沖縄銀行各金武支店 

・金武町役場等 

沖縄県商工会連合会 
市町村商工会 
沖縄公庫北部支店 
中小機構沖縄事務所 
ミラサポ 
沖縄県産業振興公社 

中小企業団体中央会 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること。 

 

 

 

 

 

 

                                   
               

 

 

 

 

 

 

 

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。（詳細：別表２） 

 

 
                  見直し方針報告・承認 

 

 
              評価支持     評価報告 

 

              
          相談 評価・見直し案    報告     支援 

 
                   支援 

   

 

 

金武町商工会 
経営指導員等 

（経営支援ﾁｰﾑ） 
情報共有 

中小企業基盤整備機構 

（事業団研修） 

沖縄県 
沖縄県商工会連合会 
沖縄公庫北部支店 
中小機構沖縄事務所 
ミラサポ 
沖縄県産業振興公社 

相談 

小規模事業者 

（経営上の課題） 

専門家同

行支援 

研修参加 

支援力強化 

経営指導員等 Web研修 

効果測定受講 
 

金武町商工会総会 

 

金武町商工会理事会 

 

経営発達支援事業評価委員会 

 

経営発達支援事業実施事務局 

 

  

地区内 
小規模事業者 

 

関係機関・団体 

受講 
支援力向上 
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