
経営発達支援計画の概要 

実施者名 嘉手納町商工会 （法人番号 5360005002595） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

1.小規模事業者の伴走型支援 

2.小規模事業者の競争優位性の確立支援 

3.販路開拓支援 

4.経営支援機関等との連携による小規模事業者の支援 

5.町内への入域客数増加と小規模事業者の売り上げ向上への連動づけ 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1.地域経済の動向調査に関すること 

地域内小規模事業者等の置かれている経営環境と経営状況を把握分

析し、これを踏まえて小規模事業者ごとに必要な支援手法を見出して

経営改善、ビジネスチャンス等を提案し経営発達を支援する。 

2.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の財務状況分析や強み・弱みなど内部分析を支援し、

機会に対して強みを生かした経営の取り組みを支援する。商品やサー

ビスについては、PPMや商品別貢献利益等を用いて課題の見える化や
財務諸表からの具体的な数字に基づいて商品やサービスの分析支援を

行う 

3.事業計画策定支援に関すること 

小規模事業者が経営改善のための事業計画を作成することで、具体

的な取り組み目標を数値化し、経営目標の見える化を行う。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

経営計画の実施支援は、売れる仕組み（マーケティング）と儲かる

仕組み（利益の残る仕組み）の視点で計画の進捗を伴走型で支援 

5.需要動向調査に関すること 

経営環境の変化を的確に捉えて需要動向に沿った品揃えや商品開発

を支援し、ビジネスチャンスを獲得する。そのための来店者アンケー

トや新商品開発、テストマーケティング等、出口を見据えた商品サー

ビスの開発や情報収集と分析を伴走型で行う。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者に対する商品開発支援、展示商談会参加による新たな

需要の拡大支援、首都圏向け販路開拓支援、ＩＴを活用した販路拡大

支援、マスメディアの活用支援を実施する。 
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

嘉手納町、嘉手納町商工会、嘉手納社交飲食業組合、通り会店主等

と連携し、戦略的事業者立地支援、嘉手納ガイドブックの作製、商品

券、クーポン券事業、地域経済活性化イベント等を実施する。 

連絡先 
嘉手納町商工会 〒904-0203 沖縄県嘉手納町字嘉手納 259番地 
電話：098-956-2810 FAX：098-956-8414 Mail：kadena@kadena.or.jp 
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4（別表１） 

 経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

嘉手納町は沖縄市、北谷町、読谷村の 3市町村と隣接しており、その近隣の市町村の人

口規模や商圏の状況としては、沖縄市が人口約 13 万 8 千人規模で、沖縄県本島中部の中心

地であり、嘉手納基地の米軍の多くが同地区の飲食店を活用しており国際色が豊かな市場

を有している。北谷町は、人口約 2万 9千人で、同美浜地域への買い物客は本島中部や南

部地域のお客を中心に、観光客の集客にも成功している魅力的な市場である。読谷村は、

人口約 4万 1千人の日本一人口の多い村として有名であり、人口規模の拡大と観光客の誘

客に積極的であり、魅力的な市場として成長が著しく嘉手納町との文化的・経済的なつな

がりが最も強い地域である。 

嘉手納町はその面積の約 82％を嘉手納米軍基地に収容されており、残り約 18％の面積

（15.12K ㎡）に 1万 4千人の住民と商工業者等 617 件が立地している。平成 17 年の再開発

を経てインフラや周辺施設整備が計画的に行われた結果、機能性・利便性の高いまちづく

りが実現している。商工業者数は平成元年の889件から平成26年は 617件へ減少している。

本町の人口構成は、約 40 年間 1万 4千人前後で推移し、大きな変動はないが少子化と高

齢化の進展によりここ 30 年間で平均年齢が約 11 才上昇（昭和 55 年 32 歳、平成 22 年 43

歳）している。20 代・30 代の人口割は減少（昭和 55 年 29％、平成 22 年 23％）し 40 代～

60 代の人口は増加（昭和 55 年 28％、平成 22 年 36％）している。今後は、人口に占める割

合の高い 40 代～60 代の世代をターゲットとした市場戦略と今後予想される人口減少によ

る市場の環境変化への対応、新商品開発等の需要を捉えた対応が課題となる。 

以前の中心市街地には 4つの通り会が存在し活発な活動を展開していたが、現在は活動

している通り会は 1つのみであり、地域経済・文化交流と地域コミュニティーの重要な役

割を担う個人店主を中心とした商店街の活動が低下しており、空き店舗も数店舗存在して

いる。本町には新たに商業施設を誘致する土地が無いことから、商工業者の増加と地域経

済の活性化の為には全ての空き店舗の有効活用を継続して推進することが重要である。 

年々観光客が増加している本県において、主要道である国道 58 号線沿いに位置する嘉手

納町は県内観光地への通過点とされる傾向にあり、中心市街地へ十分に観光客を取り込ん

でいるとは言い難いのが現状であるが、「道の駅かでな」へは年間約 50 万人の観光客が訪

れており、魅力的な道の駅として全国的にも有名である。また、嘉手納漁港周辺ではシー

カヤック事業が活発で、年間約 1万人の観光客へ体験観光サービスを提供している。今後

は、これらの観光施設等と連動して観光客を中心市街へ誘導する取り組みが必要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

左）嘉手納町の業種割合 
右）沖縄県の業種割合 
 
嘉手納町には観光宿泊施設、

不動産業が少ない。 
社交飲食業・卸小売の商品販

売業やサービス業が多い 
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【近年の取り組み】 

① 全国展開支援事業による新商品開発、販路開拓支援 
嘉手納町は、琉球王国時代に中国から甘藷を伝えた野國總管の生誕の地であり、「甘

藷発祥の地」をＰＲし、これに沿ったストーリーで甘藷を活用した商品開発支援を行

ってきた。本事業を通じて甘藷を活用した商品を扱う店舗も増えてきたが、その商品

数はまだまだ少なく現在も商品開発と販路開拓を継続支援している。 

② 事業者立地支援 
事業者の高齢化等による廃業等で、中心市街の空き店舗が増加し商品やサービスの

供給量の減少に伴い中心市街地のコミュニティー機能も低下してきた。そこで中心市

街地活性化を図る為、平成 24 年度から事業者立地支援事業を実施し、新たなサービ

スや商品を提供する事業所の誘致を行った。以前は約 25 件あった空き店舗が現在は

ほぼ埋まり、中心市街地が徐々に賑わいを取り戻している。 

③ 創業者支援 
事業者立地支援事業を通じて活気を取り戻してきた本町での創業希望者も徐々に増

加しており、これに対する経営指導員の事業計画作成支援や融資相談、窓口・巡回相

談も増加している。創業者の高度な経営課題に対しては専門家派遣による支援を実施。

また、創業者による新たな商品やサービスが提供されることで町民の買い物利便性

が高い中心市街地が形成されつつある。 

④ 商品券事業による地域内消費の促進 
近隣市町村の人口増加とそれに伴う魅力的市場の形成により、嘉手納町民の町外で

の購買による中心市街地の買い物空洞化を防ぐ目的で平成14年度から地域商品券事業

を実施し、町民所得の地域内消費を喚起し地域産業の保護育成を図ってきた。これに

より、飲食店や小売サービス業を中心とした小規模事業者や日用品を扱うショッピン

グセンターも共存共栄が図れ、買い物利便性が高い商店街づくりが実現している。 

⑤ 嘉手納町の魅力発信 
町外からの誘客を図る為、小規模事業者の商品やサービスを紹介する「かでなガイ

ドブック」の作成や商工会の関わるイベント情報を発信する「嘉手納町イベントブロ

グ」を立ち上げて情報を発信し、嘉手納町への集客へ取り組んできた。今後はさらに

道の駅かでな等観光客の集客拠点と連携して嘉手納町の知名度向上と小規模事業者の

商品サービスを PRして入域客数増加へ取り組む。 
 
【中長期的振興のあり方と今後の課題】 

本町においても今後少子高齢化に伴う人口減少が予測されており、これに伴う中心

市街地の衰退と小規模事業者の経営難も懸念されている。これに対して商品券事業に

よる内需喚起の継続や町外からの誘客や販路拡大支援による中心商店街の活性化が重

要となる。そこで、顧客ニーズに対応した商品やサービスを開発するための経営革新、

販路開拓を支援し、多様な商品やサービスを提供する中心市街地の維持形成を図り、

生活利便性の高い地域づくりを通じて小規模事業の継続可能な市場作りを行う。その

為には、事業者立地の継続と創業者支援の推進並びに既存事業者へ対する経営指導員

の細やかな伴走型支援を積極的に取り組む必要がある。 

 

① 新たな集客や販路開拓の必要性 
本町の中心市街地の空き店舗がほぼゼロになった現状においては、既存客に加えて各

店舗が新たな集客を行う必要があり、町外から集客できる新商品開発や販路開拓、ＩＴ
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を活用した販路拡大を積極的に支援する必要がある。 

② 消費者ニーズへの対応支援の必要性 
日々の業務に追われ的確な市場ニーズへの対応策を見出し切れていない小規模事業者

に対して、巡回個別相談による需要開拓支援と需要動向に関する情報の提供行う。 

③ 経営発達の伴走型支援の必要性 
小規模事業者の需要動向の把握とこれを踏まえた出口を見据えた販売力向上の為の事

業計画の作成支援を行い、その計画の進捗管理と目標達成に向けて経営指導員と専門家

等が連携して経営発達を伴走型で支援する。 

 

このような課題を踏まえて、商工会が地域総合経済団体としての役割を担い、地域の

経営環境、経営者の特性に関する情報を的確に把握し、沖縄県商工会連合会、中小企業

基盤整備機構、よろず支援拠点コーディネーター、ミラサポ専門家派遣、地域金融機関、

税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家、大学等の研究機関と連携して経

営指導員が中心的役割を担い小規模事業者の経営の発達を個別総合的に支援する。 

 

 

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

 

1.小規模事業者の伴走型支援 

・需要動向調査の実施とこれを踏まえた事業計画の作成支援 

・事業計画実現へ向けた伴走型支援 

・財務諸表を活用した財務分析により、利益の残る儲かる仕組みの支援 

 

2.小規模事業者の競争優位性の確立支援 

  ・自社の独自性を活かせる市場ポジショニングと商品の差別化 

・自社の強みを活かしたビジネスチャンスの獲得 

・需要動向調査のデータを活用し出口を見据えた新商品開発 

 

3．販路開拓支援 

  ・小規模事業者の商談会、展示会等への参加支援 

  ・ＩＴを活用した新たな市場の開拓 

  ・マスメディアを活用した商品ＰＲ等による販路拡大 

 

4.経営支援機関等との連携による小規模事業者の支援 

  ・経営支援機関連携による経営支援ネットワークの構築 

  ・各種専門家、金融機関等との連携による厚みのある支援体制の構築 

 

5.町内への入域客数増加と小規模事業者の売り上げ向上への連動づけ 

  ・かでなガイドブックによる地域の商品やサービスをＰＲした集客活動 

  ・魅力ある店舗情報やイベント情報を発信し、集客と売上向上の促進 

  ・観光客等の集まる「道の駅かでな」と連携して集客と売上向上の促進 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 32 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．地域経済の動向調査に関すること【指針③】 

地域経済動向調査を行うことにより、地域内小規模事業者等の置かれている経営環境

と経営状況を把握分析し、これを踏まえて小規模事業者ごとに必要な支援手法を見出し

て経営改善、ビジネスチャンス等を提案し経営発達を支援すると共に国や県、町及び関

係機関が公表する地域経済動向に関する情報や課題解決や経営改善に取り組んだ企業の

先進的取り組み事例を収集して積極的に活用提供する。また、高度専門的な課題につい

ては各専門家との連携支援を実施する。 
（事業内容） 
(1) 小規模事業者経営動向調査 
経営指導員を中心に融資相談、記帳相談、税務相談等の事業所巡回相談や窓口相談

時に、事業者の現状や地域経済状況、経営環境及び経済動向についてヒアリングや

アンケートを実施する。項目は会社の現状、売り上げ動向、資金繰り、競合状況、

品揃え情報等を調査し、企業内部環境と経営外部環境を把握分析する。アンケート

調査は商品券取り扱い店舗約 200社の中から小売・飲食業・サービス業の小規模事
業所を中心に 30社を選定して追跡調査方式で年２回（上半期、下半期）実施する。

嘉手納町商工会
経営発達支援計画

経営発達支援計画

Ⅰ.経営発達支援事業の内容
Ⅱ.地域経済の活性化

に資する取り組み

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取り組み

２.経営状
況分析

１.地域経済
動向調査

1.支援ノウハウ
等の情報交換

2.経営指導員等
の資質向上等

会報誌及びＨＰ
で情報提供

経営計画
作成支援
での情報
活用

小規模事業
者経営動向
調査

ＩＴを活用し
た販路拡大
支援

売れ筋動
向調査

販売力UP
セミナー

専門家
連携支
援

関係機関・外部
有識者等による
評価委員会

販路開拓
セミナー
の開催

経営指導員研
修

事務局職員
勉強会

Ｏｆｆ－ＪＴ

ＯＪＴ

指導員ＷＥＢ
研修受講

商工会理事会
への事業報告

３.事業計画
作成支援

3.事業の評価見
直しの仕組み

戦略的事業
者立地支援

計画の実施状
況確認と進捗
管理

展示商談会
出店支援

伴走型商
品開発支
援

５.需要動
向調査

４.事業計画策定
後の実施支援

６.新たな需要
の開拓事業

経営計画
作成支援

販路開拓計画
伴走型支援

経営革新
進捗伴走
型支援

経営計画
進捗伴走
型支援

経営革新
計画作成
支援

販路開拓
計画作成
支援

業界動
向調査

伴走型創業
者支援

地域活性化
イベント

嘉手納ガイ
ドブック

販売促進
クーポン券

消費喚起商
品券事業

経営状
況分析
支援

マスメディア
の活用

マル経・沖経
担当者会議

商工会専門ス
タッフ研修

スーパーバイ
ザー座談会

ホームページ
での開示

目指すべき
経営指導員
としての姿
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(2) 経営環境変化への対応情報提供 
本町の主要業種である小売業・飲食業・サービス業の小規模事業者の売り上げ改善

については、沖縄観光コンベンションビューローの観光客消費動向データや関係機

関の公表する経済動向調査等の情報や小規模企業白書、中小企業白書、はばたく中

小企業・小規模事業者 300社等に紹介されている企業の取り組み情報を提供し経営
環境変化へ対応するための糸口を経営指導員が伴走型で模索すると共に沖縄県商工

会連合会及び各専門家等と連携して支援する。 
 

(3) 調査データの提供と活用 
(1)小規模事業者経営動向調査については、経営計画作成（経営計画、経営革新、販
路開拓）相談時に小規模事業者等へ提供して計画書の数値目標設定等の参考資料にす

ると共に、会報誌や商工会ホームページにおいて広く公開して提供する。(2)経営環
境変化への対応情報提供については、経営相談の現場において経営支援に有効な情報

を提供する。 
 
（目標） 
  小規模事業者経営動向調査結果や関係機関の公表する経済動向調査結果を会報紙や

ＨＰ等で提供し、各社の品揃えの見直しやサービス改善への取り組み、会社現状の改

善、売れる仕組み作りや需要見込みのためのデータとして活用してもらう。また、小

規模事業者の経営発達支援を行うための有効な情報資料として経営指導員等の伴走型

支援の現場で提供活用する。 
 
 
 

 
 
 
   ※小規模事業者経営動向調査は 30社を対象に年 2回実施する。 

  
2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

本町の主要業種である小売業・飲食業・サービス業を中心とした小規模事業者の持続

的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて、経営

分析を行う。高度専門的な経営課題等については、沖縄県商工会連合会のスーパーバイ

ザー、エキスパート派遣事業、ミラサポ専門家派遣、中小企業基盤機構のコーディネー

ター、よろず支援拠点コーディネーター、沖縄振興開発金融公庫や地方銀行等の金融機

関そして、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家と連携し、経営発達の

サポートを図る。 
 
（事業内容） 
(1) 経営指導員等による巡回・窓口相談において、SWOT分析等の手法を用いて、経営資
源の強み、弱みの分析と経営課題の洗い出しを行い、外部環境の機会を自社の強みで

しっかりと捉えるためのマーケティング支援を行う。 
(2) 商品やサービスについては、PPMや商品別貢献利益等を用いて課題の見える化や財
務諸表からの具体的な数字に基づいて商品やサービスの分析支援を行う。 

支援内容 現 状 H29年度 H30年度 H31年度
小規模事業者経営動向調査 ※ 未実施 30社 30社 30社
経営計画作成支援での情報活用 未実施 14社 21社 21社
会報誌及びＨＰで情報提供 未実施 2回 2回 2回
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(3) ネット de記帳を活用している事業者に対しては財務データを活用した財務分析を実
施し、企業業績を財務数値で把握する。分析指標は損益分岐点分析、売上高経常利益

率、流動比率等を用いる。 
 

(4) 経営状況の分析は、経営計画作成、経営革新計画作成、販路計画作成者を対象に経営
指導員が中心に支援を行うが、特に専門性を必要とする場合には税理士や中小企業診

断士等の専門家や各経営支援機関と連携して伴走型で実施する。 
 
（目標） 
 

 
 

 
 
    ※経営状況分析支援のうち、専門家と連携して支援を行う必要があるもの 
 
3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

   小規模事業者が経営改善のための事業計画を作成することで、具体的な取り組み目

標を数値化し、経営目標の見える化を行う。事業計画書を経営者と経営指導員等が共

有することで、小規模事業者の経営改善発達を効率的に支援する。 
事業計画の作成にあたり、マーケティング、インストアープロモーション、ＰＯＰな

どを活用した売れる仕組みと、商品やサービス等で他社と差別化を図り、非価格競争へ

取り組む儲かる仕組みの 2つの視点を意識した計画書の作成支援を中心に行う。 
 
（事業内容） 
(1)窓口相談、巡回相談時に小規模事業者からの相談等を受けるとともに、販売力アップ
を目指す小規模事業者の掘り起こしを行いセミナーへの参加を促す。 

 
(2)販売力アップセミナーや経営指導員等による個別相談により、事業計画策定を目指す
小規模事業に対して具体的な事業計画書の作成支援を行う。 

 
(3)セミナーへ参加した小規模事業者に加えて、金融相談や販路開拓相談、持続化補助金
の申請時に個々の経営発達に応じた課題ごとの事業計画の策定支援を行う。 

 
(4)経営計画作成においてその取り組みが経営革新に該当する事業所に対しては、経営革
新計画書の様式を用いた計画書を作成し、経営革新の見える化を図る。また、同計画

については沖縄県、沖縄県産業振興公社等と連携して経営革新の取り組みを支援する。

 
(5)販路開拓へ取り組むものづくり系の小規模事業所については、事業主だけでは効果的
な取り組みが難しい課題となりがちなマーケティングや新商品開発を経営指導員と専

門家が伴走型で連携支援することで顧客ニーズをとらえた販路開拓計画となるように

支援する。 
 

 

支援内容 現 状 H29年度 H30年度 H31年度 
経営状況分析支援 未実施 14社 21社 21社 
専門家連携支援 ※ 未実施 3社 5社 5社 
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（支援内容・目標） 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営計画作成後の実施支援は、マーケティング、インストアープロモーション、ＰＯ

Ｐなどを活用した売れる仕組みと、商品やサービス等で他社と差別化を図り、非価格競

争へ取り組む儲かる仕組みの視点を基本に計画の進捗管理を経営指導員等が伴走型で

実施し、経営目標の達成と経営課題解決に取り組むことで小規模事業者の継続的発展を

支援する。 
 
（事業内容） 
(1)小規模事業者の事業計画をベースに年 4回程度巡回訪問し、計画の進捗確認と課題解

決への助言・支援を行う。 

 

(2)事業計画に沿った事業拡大に際しては、必要な資金をマル経資金等の経営改善資金の
活用を中心に、沖縄振興開発金融公庫と連携し小規模事業者を支援する。 

 
(3)町外や県外へ販路を広げる小規模事業者の事業計画を実現するために、マーケティン
グや商品開発の専門家及び関係機関と連携して、経営指導員等が中心となり伴走型支援

を実施する。 

 
(4)事業計画の目標達成に際して、高度専門的な経営課題については、専門家や各経営支
援団体と連携し小規模事業者をチームで支援する。また国・県並びに町等が実施する経

営支援施策の積極的な活用により、経営改善発達を図る。 

 
（支援内容・目標） 

 
 
 

 
 

 
 
 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者は自己資本に乏しく限られた資本の効率的活用を図る為、常に需要動向

をしっかりと捉えることが必要であり、自社の強みを生かせるターゲット市場で顧客ニ

支援内容 現 状 H29年度 H30年度 H31年度
販売力 UPセミナー開催 7回 7回 7回 7回
経営計画作成件数 9社 10社 15社 15社
経営革新計画作成件数 1社 1社 2社 2社
販路開拓計画作成件数 
（食品加工・小物製造業等） 2社 3社

 
4社 4社

支援内容 現 状 H29年度 H30年度 H31年度
経営計画進捗伴走型支援 9社 10社 15社 15社
経営革新進捗伴走型支援 1社 1社 2社 2社
販路開拓計画伴走型支援 
（食品加工・小物製造業等） 2社 3社

 
4社 4社
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ーズを捉えたポジショニングの確立と価格競争を回避するための付加価値の高い商品を

提供し、需要を捉えた主体的な経営を行うことが重要になる。しかし、このような顧客

需要を捉えた販売戦略を取ることが望ましい小規模事業経営者は、一人で全ての業務を

担当することが多く、需要動向の変化を的確に捉えることが難しい状況にある。それゆ

え需要動向に沿った品揃えや商品開発が行えずビジネスチャンスを逃しているケースも

多い。そこで本会では、事業の持続的発展を目指す小規模事業者で経営改善を目的とし

た経営計画作成へ取り組む事業者、経営革新に取り組む事業者、販路開拓に取り組む事

業者等を中心にマーケティング情報誌のデータや J-Net21等を活用すると同時に、中小
企業基盤整備機構、沖縄県商工会連合会、中小企業診断士等の専門家と連携して小規模

事業者が製造・販売する商品又は提供する役務に関連する業界動向調査や売れ筋動向調

査を支援する。 
 

（事業内容） 
(1) 業界動向調査 
〈目 的〉 
小規模事業者が経営計画を実行するにあたり、業界動向を把握し目標達成に役立つ

情報として、業界における商品やサービスの市場規模や競合企業数の把握、競合する

商品やサービス等を調査把握して、今後取り扱う商品の見直しやサービスの改善のヒ

ントとなる情報を提供する。 
〈調査方法及び項目〉 
業界動向に関する調査方法は、日経ＭＪ等の商品・サービスに関する情報誌や関係

機関の発行する機関誌、インターネットマーケティング、小規模企業白書・中小企業

白書等から参考となるデータを分析して活用提供する。 
 調査項目は、市場（売り上げ）規模、競合企業数、業界の特徴、競合の状況（５フ

ォース分析）、今後の市場見通し等を中心に行う。 
〈支援対象者〉 
①経営計画書作成事業者 
②経営革新計画書作成事業者 
③販路開拓計画作成事業者 

 
(2) 売れ筋動向調査 
〈目 的〉 
出口となる顧客需要を見据えた品揃えや新商品・新サービス開発を行う為に売れ筋

動向を調査し、ヒットしている商品の要因や隠れた顧客ニーズを把握して自社商品と

の比較分析を行い消費者の求める商品販売を支援する。又、顧客ニーズを捉えてサー

ビスの差別化を図り、販売価格を下げずに商品回転率を向上するなど事業者に利益の

残る販売促進活動を支援する。 
〈調査方法及び項目〉 
調査方法は、ＰＯＳデータ分析、日経ＭＪ等のトレンド商品に関する情報や関係機

関の発行する機関誌、インターネットマーケティング等を活用して売れ筋動向調査を

支援する。 
 調査項目は、ＰＯＳ情報を活用した取り扱い商品の売り上げ高への貢献度ごとに分

析をするＡＢＣ分析、日経ＭＪ新商品ランキング情報、財務諸表を活用した限界利益

率分析や貢献利益分析、市場成長率とマーケットシェアから商品をポジショニングす
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るＰＰＭ分析等を中心に支援する。 
〈支援対象者〉 
①経営計画書作成事業者 
②経営革新計画書作成事業者 
③販路開拓計画作成事業者 

（目標） 
 
 
 
 
 
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】 

本会では、販路開拓支援の取り組みとして、平成 24年度より嘉手納町の補助を受け
て「かでな元気プロジェクト事業」を立ち上げ経営指導員と専門家がチームを組んで小

規模事業者の新商品開発や販路開拓支援を行っている。また、沖縄県商工会連合会の実

施する「中小・小規模企業販路開拓支援事業」等を活用してマッチング商談会や県外展

示商談会への参加および沖縄県産業まつりで行われる「ありんくりん市」等の物産展へ

出店して B2Bや B2Cによる販路開拓を継続的に行っている。これにより地元の特色を
生かした商品やサービスを提供する事業者が徐々に増えてきている。しかし小規模事業

者にとって、展示会等の出店費や人的な問題、ノウハウの不足等の課題から販路の拡大

が難しいのが現状である。そこで更に今後は、小規模事業者ならではのニッチな商品、

きめ細かいサービスを提供することによる販路開拓を支援するため、展示商談会等への

出展による販路開拓支援や、効果的なプロモーションによる集客支援、ホームページ、

ソーシャルメディア、eコマースなどＩＴの活用による販売チャネルの拡大による新た
な需要の開拓支援を行っていく。 
また、小規模事業者が開発した新商品については、地元新聞やテレビ、ラジオ等のマ

スメディアを通じて広く PRし需要開拓の機会を支援する。 
 
（事業内容） 
(1) 販路開拓セミナーの開催 
顧客ニーズを捉えた売れる商品づくりを基本テーマに、体系づけられたセミナーを開
催する。顧客視点で商品づくりを行うことの重要性を再認識すると同時にパッケージ
デザイン等の顧客へ商品の魅力を訴求するノウハウ等を販路開拓の専門家やバイヤ
ーと連携して支援する。連携体として、沖縄県物産公社や中小企業基盤整備機構、沖
縄県商工会連合会の専門家を活用する。この取り組みは「5.需要動向調査に関するこ
と【指針③】」の支援と連動したマーケットインの視点を養うことで顧客ニーズを捉
えた販路開拓を目指す。 
 

(2) 伴走型商品開発支援 
（1）販路開拓セミナーへ参加した小規模事業者を中心に、体系的に習得した販路開
拓・商品開発の知識を生かして、マーケットインの視点で既存商品のブラッシュアッ
プや新商品開発を支援する。また、パッケージデザイン等の開発へ取り組む小規模事
業者に対して経営指導員と専門家が連携して個別具体的に伴走型商品開発支援を行
う。小規模事業者へは、同時に持続化補助金や沖縄県の実施する販路開拓支援ファン
ド事業等の施策を併用して活用することを提案するなど即効性の高い支援を目指す。

支援内容 現 状 H29年度 H30年度 H31年度
業界動向調査 未実施 14社 21社 21社
売れ筋動向調査 9社 14社 21社 21社
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(3) 展示相談会出店支援 
（1）販路開拓セミナーや（2）伴走型商品開発支援と同時並行で、全国商工会連合会
が実施する全国物産展や沖縄県商工会連合会の実施する「ありんくりん市」等の物産
展や展示商談会へ出展する小規模事業者を中心に、Ｂ２ＢやＢ２Ｃを沖縄県物産公社
や中小企企業基盤整備機構、沖縄県商工会連合会、販路開拓専門家等と連携して支援
する。各出店者は新たな販路開拓先２件など具体的目標をもって参加してもらうよう
に支援する。 

 
① 前準備支援 
出店者会議の開催、出展する物産展の情報提供、プロモーション、ホームページ販売
との連動、販促チラシ・パンフレット等の作成 
 
②展示会支援 
出展ブースのコンセプトづくり、コンセプトに沿った売り場づくり、売り場での商品
レイアウト、ＰＯＰ等商品の訴求方法、試食等接客支援、バイヤーとの商談、アンケ
ート調査等 
 
③出展後のフィードバック 
アンケート調査分析、新規顧客へのリピート販売、商品コンセプトの再構築、デザイ
ンの再構築、出展者会議開催等 

 
(4) ＩＴを活用した販路開拓支援 
小規模事業者等の計画的、継続的なプロモーション活動としてブログやソーシャルメ
ディア等の活用と全国商工会連合会の 100万会員ネットワーク SHIFTを活用してＢ
２ＢやＢ２Ｃによる販路開拓を支援する。支援対象者は、事業計画作成や販路開拓支
援等の経営相談現場や本会の実施する情報発信セミナー等において掘り起こしを行
う。 
 

(5) マスメディアの活用 
信頼性の高い各報道機関へ小規模事業者等の新商品開発や販路開拓の取り組みと商
工会の実施する産業まつり等の取り組みを取材依頼して取り上げてもらい、広く告知
して PRする。これにより、既存の消費者へは更なる信用向上を図ると共に新たな消
費者へは信用の獲得とニーズの開拓を支援する。 

 
（目標） 

 
  ※1、１回ごとのセミナー参加者 8社を目標に開催する 
※2、新商品開発１社あたり 1商品以上を目標に支援する 

  ※3、１社あたり新たな販路開拓数 2件以上を目標に支援する 
  ※4、ＩＴを活用した販路拡大として HP訪問件数 10％UPを目標に支援する 
  ※5、新商品開発・販路開拓者を対象に取材依頼を行い来客数 10％UP目標に支援 

支援内容 現 状 H29年度 H30年度 H31年度
販路開拓セミナーの開催※1 6回 4回 4回 4回
伴走型商品開発支援 ※2 3社 4社 5社 5社
展示商談会出店支援 ※3 2社 3社 3社 4社
ＩＴを活用した販路拡大支援※4 6社 7社 8社 10社
マスメディアの活用 ※5 3社 4社 5社 5社



11 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み  
 
（事業目的） 
嘉手納町はその面積の約 82％を嘉手納米軍基地に収容されており、限られた面積を有
効に活用するため平成 17 年に始まった新町・ロータリー再開発により、コンパクトシテ
ィーとして機能性の高いまちづくりが実現している。このようなハード面の整備に加え
て今後重要になってくるのが、町民ニーズに沿った商品やサービスを提供できる中心市
街地機能の整備拡充、町外からの集客の促進、町内循環型経済による内需拡大である。 
そこで商工会においては、地域活性化イベント開催とこれに連動した地域経済活性化
の仕組みづくりを実施支援する。 
 
（実施体制） 
  嘉手納町、嘉手納町商工会、嘉手納社交飲食業組合、通り会店主等が中心となり、新
町通りを中心としたイベントの実施及び支援、ガイドマップの作成、クーポン券事業、
商品券事業を実施する。 
   
（事業内容） 
 
 (1)戦略的事業者立地支援 
   現在、嘉手納町内において取り扱われていない商品やサービスを新たに提供する昼
間営業のお客相対販売事業者を優先的な立地を推進し、テナントミックス効果と町内
の交流人口増加による賑わい感創出を図る。町民が集う街づくりを推進することで、
コミュニティ機能の強化と地域経済の活性化を図る。 

   立地事業者へは、経営指導員等による経営相談支援と人件費、改装費、家賃の一部
を補助し支援する。 

 
  ＜過年度実績＞ 
  平成 24年度 9社（平成 28年 11月 1日現在 5社営業中 2社移転・2社廃業） 
  平成 25年度 3社（平成 28年 11月 1日現在 3社すべて営業中） 
  平成 26年度 9社（平成 28年 11月 1日現在 8社営業中 １社廃業） 

平成 27年度 5社（平成 28年 11月 1日現在 5社すべて営業中） 
 

 (2)事業者立地支援を行うのと同時に、町内における起業を支援することで地域住民に対
してこれまでにない商品やサービスを提供できる仕組みを強化し、地域経済の活性化
を図る。 

 
（支援内容） 
創業計画作成支援、創業融資支援、記帳税務指導、販路開拓支援、商品開発支援等を定
期的な個別相談により伴走型で支援する。 

 
(3)小規模小売店や飲食店等が数多く集まる中心市街地を会場に各種イベントを開催する
ことで、消費者が各店舗の商品やサービスに触れる機会を提供するとともに、新たに

立地した事業所の商品やサービスの PRを促進することを目的に地域活性化イベント
を開催支援する。またイベント開催を通じて、町内外へ嘉手納町商店街の魅力を発信

して地域経済の活性化を促進する。 
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番号 イベント名 目 的 経済活性化効果 集客数 主 管 

1 
嘉手納町エイサ

ーまつり 
・文化芸能承継 
・通り会活性化 

文化承継によるコミュ

ニティ機能強化 
約 4,000名 商工会 

2 
イルミネーショ

ン事業 
・年末年始の販促支援

・通り会活性化 
年末年始を明るく照ら

して集客を促進 
開催期間中

来場者多数 
商工会 

3 
ゆるキャラまつ

り 
・年末年始の販促 
・通り会活性化 

店主と地域顧客のふれ

あいの促進 
約 2,000名 商工会 

4 
社交飲食業ビア

フェスタ 
・社交業活性化 
・通り会活性化 

飲食業店をご愛顧いた

だくお客様へ感謝 
約 1,500名 社交業組合

5 
社交飲食業泡盛

まつり 
・社交業活性化 
・通り会活性化 

飲食業店をご愛顧いた

だくお客様へ感謝 
約 1,500名 社交業組合

 
 

(4)嘉手納ガイドブックの作成 
新町通りの商店の商品やサービスの紹介を行うためのガイドブックを作成する。商工

会窓口や、役場窓口等で配布し町民へ情報発信すると共に、道の駅かでなや漁港付近

で営業しているシーカヤック事業者を通じて観光客等にＰＲする。 
 

表紙       裏表紙            情報の中身（サンプル） 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
(5)消費喚起商品券事業・販売促進クーポン券事業 
商品券事業・クーポン券は、嘉手納町約 14,000人の所得を町内で消費することで、
内需を拡大し、資金を町内で循環させる効果があり、小売店やサービス業、飲食店並

びに大型店が十分に利益を上げることを通じて安定的な経営を実現し、商店街の活性

化と地域経済の活性化につながっている。このことは町民に対しても、各店舗のバラ

エティ豊かな商品やサービスを十分に享受することにつながっており、コミュニティ

機能強化の役割も果たしている。 



13 
 

平成 26年度から開始した販売促進クーポン券事業は、お客様へ付加価値を訴求した
商品・サービスのＰＲへ意欲的な事業所が参加している。また、共同広告としての役

割も果たしている。 
小規模事業者が連携することで、商品やサービスのＰＲを十分に行うチャンスが生ま

れる。 
 
社交業対象クーポン券  小売飲食対象クーポン券第 1弾 小売飲食対象クーポン券第２弾 

 
 
 
 
 
 
 
 
商品券事業は平成 14年度より開始しており、平成 28年度まで 15年間継続している。
プレミア 10％で 4月と 10月にそれぞれ 6,600万円（年間 13,200万円）販売。 
取扱店は約 240店舗。 
 
 
 
 

 
 
 
（実施回数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取り組み事項 現 状 H29年度 H30年度 H31年度 
戦略的事業者立地支援 10社 10社 10社 10社 
伴走型創業者支援 7社 7社 8社 8社 
地域活性化イベント開催 5回 5回 5回 5回 
嘉手納ガイドブック作成 2万部 2万部 2万部 2万部 
販売促進クーポン券事業 1回 1回 1回 1回 
消費喚起商品券事業 2回 2回 2回 2回 



14 
 

 
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為の取組み 
 
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 

 
中部地域商工会の経営指導員を対象とした「スーパーバイザー座談会」において、経
営支援に関する先進的事例紹介を通じて、その取り組みノウハウの共有・検証を行うと
共に、活発な意見交換を行うことで、経営指導員が新たな経営支援に関する視点を養う。
また、中小企業基盤整備機構や沖縄県発明協会、中小企業診断士、税理士、社会保険
労務士等の専門家と連携した小規模事業者支援を行うと共に各経営支援機関等の取り組
み事例や支援施策に関する情報交換を行う。さらに日常の経営支援業務における事務局
職員勉強会を開催する。 
沖縄振興開発金融公庫主催のマル経・沖経担当者会議へも経営指導員を派遣し、小規
模事業者の経営改善へ向けた連携支援を強化する。 

 
※スーパーバイザー座談会とは、経営支援サービス向上のための先進的事例検証会的
役割を担っている。 
 

（参加目標） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．経営指導員等の資質向上等に関すること 
  経営指導員等の資質向上については、集団型研修を中心としたＯｆｆ－ＪＴへの参加
と経営支援の現場におけるＯＪＴによる経営支援ノウハウ習得並びに経営指導員ＷＥＢ
研修の受講による資質向上を図る。 
  
（資質向上の内容） 

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

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

②経営指導員スキルパスポート（沖縄県商工会連合会発行）のスキルランクを活用して、
実務を通じて習得した自己のスキルと要求されているスキルランクを照らし合わせる

項 目 現 状 H29年度 H30年度 H31年度
経営指導員研修等への参加 4回 ４回 ４回 ４回
マル経・沖経担当者会議 2回 2回 2回 2回
商工会専門スタッフ研修 1回 1回 1回 １回
スーパーバイザー座談会 2回 2回 2回 2回
事務局職員勉強会 1回 2回 2回 2回
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ことにより、客観的な視点をもって経営指導員として必要なスキルの向上を図る。
③ 経営支援のあり方について職員間での情報交換会や自主的な勉強会を年に４回開催
し、ノウハウの供給化を図る。また、経営支援能力の向上についてはテーマや必要に
応じて、県連の専門家やスーパーバイザーへ講師を依頼する。 

 
(3)経営指導員ＷＥＢ研修の受講 
  自己啓発として経営指導員ＷＥＢ研修へ意欲的に取り組むことで経営支援能力向上を
図る。効果測定の具体的目標として経営指導員 70％以上正解率、補助員・記帳専任職
員 60％以上正解率を目指す。 

 
 ＜資質向上成果の検証＞ 

沖縄県商工会連合会の開催する経営指導員研修において、先進事例成果として発表で
きる成果事例発掘を目指す。また、スーパーバイザー座談会（ブロックごと事例研究会）
において先進事例の成果報告を行う。 
経営支援ノウハウを共有化するための具体的手法として①高度専門的な経営課題に
対して経営指導員等が連携してチームで経営支援を行い、相互のＯＪＴを通じて経営支
援ノウハウを共有し、能力を高め合う体制を作る。②経営支援の現場で活用したノウハ
ウやツールをデータで蓄積する「ツールボックス（共有フォルダを使用）」を設置して
各職員がアクセスできるようにする。 
以上の相互連携によるアウトプットとノウハウの共有を行う同時に、中小企業白書等
に紹介される企業の取り組み事例紹介や中小企業基盤整備機構等の経営支援事例集等
を参照・分析して、各人の資質向上に取り組むことで経営支援ノウハウの向上を図る。

 
(4)目指すべき経営指導員等としての姿 
   経営指導員等として経営支援に関する専門性を磨くと同時に、企画業務能力の向上

をはかり、専門性を有するプロジェクト企画型人材を目指す。 
  プロジェクト企画型人材の備えるべきスキルとしては、①財務分析能力②マーケティ

ング能力③プロジェクトマネジメント能力④ファシリテーション能力等を備えて課題

発見と課題解決を促進する。 
 
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 

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

会スーパーバイザー等の各専門家及び中小企業基盤整備機構、嘉手納町役場、銀行等

の関係機関を交えて、成果報告と評価・見直しを審議する。審議は年１回開催する。

 
(1) 事業者代表（商工会役員）、大学教授（学識経験者）、中小企業診断士、沖縄県商工会
連合会スーパーバイザー等の各専門家及び中小企業基盤整備機構、嘉手納町役場、銀

行等の関係機関を交えて、成果報告と評価・見直しを審議する。審議は年１回開催す

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

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

職員が四半期ごとに年 4回行う。 
 

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

(5) 事業の成果・評価・見直しの結果を嘉手納町商工会（http://www.kadena.or.jp/） 
で年 1回公表する。 
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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 
（平成 28年 8月現在）

（１） 組織体制 
①事務局体制 
嘉手納町商工会（職員数７名） 

   〇事 務 局 長  吉元真嗣  〇経営指導員  本永学、小湾健司 
   〇補 助 員 仲宗根久美子〇記帳専任職員 内間茜 
   〇他臨時職員  ２名 
②役割分担表 

事業内容 メイン担当 サブ担当 具体的取り組み 
Ⅰ.経営発達支援事業統括管理 吉元真嗣 仲宗根久美子 計画進捗管理、予算管理 
Ⅱ経営発達支援計画 吉元真嗣 本永学 計画作成、実施、見直し 
1.経営発達支援事業の内容    
① 地域経済の動向調査 吉元真嗣 本永学 消費者動向、販売動向調査 

調査情報の提供活用 
② 経営状況の分析に関すること 本永学 

小湾健司 
内間茜 経営内部環境・外部環境分

析、財務分析支援 
③ 事業計画策定支援に関するこ

と 
本永学 
小湾健司 

内間茜 セミナー開催、経営革新・

販路開拓計画等策定支援 
④ 事業計画策定後の実施支援に

関すること 
本永学 
小湾健司 

内間茜 伴走型経営革新支援 
伴走型販路開拓支援等 

⑤ 需要動向調査に関すること 本永学 
小湾健司 

内間茜 商品役務需要動向調査支援 
市場開拓個別支援 

⑥ 新たな需要の開拓に寄与する

事業に関すること 
本永学 
小湾健司 

内間茜 産業まつり出店支援、町優

良推奨品認定支援等 
2.地域経済の活性化に資する取り
組み 

本永学 
小湾健司 

仲宗根久美子 
内間茜 

商品券・クーポン券事業 
嘉手納町 PRガイドブック
地域活性化イベント 

3.経営発達支援の円滑な実施に向
けた支援力向上の取り組み 

   

① 支援ノウハウ等の情報交換 本永学 
小湾健司 

仲宗根久美子 
内間茜 

経営指導員等研修へ参加 
広域での先進事例勉強会 

② 経営指導員等の資質向上 本永学 
小湾健司 

仲宗根久美子 
内間茜 

職員間での経営支援勉強会 
職員間 OJT、Web研修受講

③ 事業評価見直しの仕組み 吉元真嗣 本永学 専門家、関係機関による経

営発達支援計画の評価改善 
 
（２）連絡先 
嘉手納町商工会 
〒904-0203 沖縄県嘉手納町字嘉手納 259番地 
ＴＥＬ：098-956-2810  ＦＡＸ：098-956-8414  e-mil：kadena@kadena.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）  
 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 
必要な資金の額 28,641 28,641 28,641

経営改善普及事業指導事業費 

指導事業費 

経営強化指導事業費 

 金融指導事務費 

 経営強化指導事業費 

地域総合振興事業費 

 

325

34

54

28,228

  

325 

 

34 

54 

28,228 

 

325

34

54

28,228

 

  
 
 
（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。 
※これまでの実績、申請する年度の予算書等からの見込み額をを記載してください。 

調達方法 
会費収入 
県補助金収入 
町補助金収入 
事業受託料収入 
 
（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.地域経済の動向調査に関すること 
沖縄県商工会連合会・嘉手納町役場産業環境課・嘉手納社交飲食業組合 

 
2.経営状況の分析に関すること 
 沖縄県商工会連合会 
 
3.事業計画作成支援に関すること 
  沖縄県商工会連合会・中小企業基盤整備機構（沖縄事務所） 

 
4.事業計画作成後の実施支援に関すること 

  沖縄県商工会連合会・中小企業基盤整備機構（沖縄事務所）・沖縄振興開発金融公庫（中部支店）

  琉球銀行嘉手納支店・沖縄銀行嘉手納支店・沖縄海邦銀行嘉手納支店・コザ信用金庫嘉手納支店 
 
5.需要動向調査に関すること 
 沖縄県商工会連合会・中小企業基盤整備機構（沖縄事務所） 
 
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すこと 
 沖縄県商工会連合会・中小企業基盤整備機構（沖縄事務所） 

連携者及びその役割 
 
嘉手納町 
 嘉手納町字嘉手納 588番地  電話 098-956-1111 
連携先の役割 商工振興事業・地域経済活性化事業に対する事業費補助、助言指導、運営協力 
連携による効果 商品開発、販路開拓の連携支援、地域活性化・商品券事業の効率的運営効果 

 
 
沖縄県商工会連合会 
 那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター6階 電話 098-859-6150 
連携先の役割 商工会業務に対する助言指導、業務改善提案指導、商工会業務の総合相談窓口 
連携による効果 専門経営指導員による事業所の連携支援、県連嘱託専門家による財務計画・マーケ

ティング等の連携支援、専門家派遣支援、中小企業支援施策に関する情報提供 
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中小企業基盤整備機構 沖縄事務所 
 那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター3階 電話 098-859-7566 
連携先の役割 商工会の中小企業支援に関する助言支援等 
連携による効果 高度専門的経営課題解決支援、販路開拓・商品開発支援 

 
嘉手納社交飲食業組合 
 嘉手納町字嘉手納 259番地 電話 098-956-7342 
連携先の役割 社交飲食業者への衛生安全指導、経営支援施策普及、アンケート・イベント協力 
連携による効果 地域経済振興事業の連携開催、社交飲食業者への商工会経営指導員との連携支援 

 
沖縄振興開発金融公庫 中部支店 
 沖縄市胡屋 1丁目 12番 24号 電話 098-973-3181 
連携先の役割 政府系金融の窓口として小規模事業者の経営改善資金の相談支援 
連携による効果 小規模事業所の経営改善資金融資による財務面からの経営発達の連携支援 

 
 
琉球銀行 嘉手納支店  
 嘉手納町字嘉手納 463番地 電話 098-956-0917 
 
沖縄銀行 嘉手納支店  
 嘉手納町字嘉手納 290番地 電話 098-956-1155 
 
沖縄海邦銀行 嘉手納支店  
 嘉手納町字嘉手納 295-2 電話 098-956-2345 
 
コザ信用金庫 嘉手納支店  
 嘉手納町字嘉手納 463-13 電話 098-956-2666 
 
＜琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・コザ信用金庫との連携役割と効果＞ 
連携先の役割 事業者への経営資金の相談対応、沖縄県融資制度の相談対応等 
連携による効果 金融機関独自資金による企業への融資支援、沖縄県制度融資活用へ向けた連携支援
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

④中小企業 
基盤整備機構 
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③ ④

沖縄公庫 
地方銀行 
信用金庫 

地域振興 
政治・経済・教育・福祉など

広く地域振興に係るもの

②地域経済活性化 

① 地域振興 

社交飲食 
業組合 

嘉手納町役場

② 

①
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③ 中小企業経営力向上支援 

 ③ 

地域経済活性化 
①のうち中小企業の振興・活性

化につながるもの 

中小企業経営力向上支援 

経営力向上のための伴走型支援 
中小企業支援への助言 

 

②

経営相談 経営支援 

相談・助言 

連携 連携 

金融支援連携 経営支援連携 
相談・助言 

 

 

③

嘉手納町商工会 

③

④

沖縄県商工会連合会 


