
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
西原町商工会（法人番号 7360005001083 ） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

・小規模事業者ならではの商品・サービスの提供を促すため、経験や勘

に頼った経営から戦略に基づいた経営への移行を支援する。 

・商品・サービスの訴求を効果的に行い、売上・利益の確保による小規

模事業者の持続的な経営基盤の強化を目指す。 

・行政・ＪＡ・通り会等と連携し、地域資源を活用した新たな魅力創出

に一体となって取り組むことで、雇用創出、交流人口の拡大による活力

あふれる西原町を築く。そのために地域連携体の構築を目指す。 

 

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 

 ・地域の経済動向・需要動向の調査・分析を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

 ・巡回指導や経営支援を通して経営状況の分析を行う。 

３．事業計画策定実施支援に関すること 

 ・計画書策定を目指す小規模事業者を掘り起こし、事業計画策定の支 

援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ・計画策定支援後のフォローアップ指導を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

 ・テストマーケティングを通して需要動向調査を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ・セミナーを開催し、物産展・商談会等へ参加支援、またＩＴやマス 

メディアを活用した販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 ・行政、ＪＡ，通り会、商工会等の地域関係団体で構成した連携体「ま

ちづくり協議会」を発足させ、地域の方向性を共有する。 

 

連絡先 

西原町商工会 

沖縄県中頭郡西原町字小橋川１番地の５ 

 ＴＥＬ：０９８－９４５－６１３６ 

 ＦＡＸ：０９８－９４６－６６２７ 

 Ｅ－ｍａｉｌ：nisihara@sage.ocn.ne.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  

西原町は、県都那覇市の北東 10 ㎞に位置し、総面積 15.84
平方キロの楕円形の形をしている。西原町の名称は、琉球王

府のあった首里の北（方言では北をニシという）にある地方

ということに由来している。琉球王府の直轄領であり純農村

として発達し、昭和初期からは、サトウキビの生産も多く、

製糖工場も２箇所操業していたが、県都那覇市の近郊として

急激な都市化と共に人口が増加し、昭和 40 年頃からは工業

地域へ各種業種が進出し、今日では県内有数の工業集積地と

なり、製造品出荷額（約 2,600 億円）は、県内１位（約 40％
を占める）である。 
また、製糖工場跡地に大型商業施設の出店に伴い、購買人

口も増加し、（H26 年度 吸引力 1.88%）県内で 7 位となっ

ており、買回り品の購買率も 69.7%に増加している。 
近年、護岸埋め立て事業（マリンタウン事業）で商業地や住宅が増加している。当該地域の西原

マリンパークは年間 50 万人余の利用者がおり、観光地としての知名度も上昇している。人口は約

35,000 前後で推移しており、本町の北西部や上原地区では区画整理事業が進められているため、

人口増が見込まれている。 

 
西原町の事業所数の推移 

年次 総数 小規模事業者数 

平成 16 年 1,164 867 

平成 19 年 1,346 910 

平成 21 年 1,354 914 

平成 24 年 1,277 840 

平成 26 年 1,346 844 

出典：経済センサス 

 

西原町の人口推移 
年月 人口 世帯数 

平成 26 年 3月末 34,942 人 13,437 世帯 
平成 27 年 3月末 34,956 人 13,621 世帯 

平成 28 年 3月末 35,009 人 13,720 世帯 

平成 29 年 3月末 34,930 人 13,823 世帯 

平成 30 年 3月末 34,948 人 14,070 世帯 
出典：西原町役場統計調査 
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西原町の商工業者数 

建設業 製造業 卸売・小売業 飲食・宿泊業 サービス業 
その他サー

ビス業 

153 126 339 148 368 212 
出典：経済センサス 

 

②課題  

・護岸埋め立て事業（マリンタウン事業）により、商業地や住宅が増加し、交流人口は増加傾向に

あるものの、宿泊施設や史跡等の整備が十分でなく、また、特産品が乏しいために地域経済への

還元が低い状況である。 
・大型店の町内への出店攻勢が相次ぎ、加えて、インターネットを活用した通信販売は拡大してい

ることから苦戦している小規模事業者が多く、小規模企業者数も減少傾向にある。 
・産業、農業、歴史、文化等の地域資源の活用が十分できていない。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方  

①10年程度の期間を見据えて 

小規模事業者は、地域での雇用の受皿や地域活性化を図る上でのリーダー的存在であり、果た 
  す役割は多岐にわたる。地域に小規模事業者が存在することの重要性を認識し、小規模企業者数 
  の減少傾向に歯止めをかけ、現状の 840 者余りの小規模事業者数を維持する。 

そのためには、市場ニーズをふまえて商品の開発・改良を施すこと、商品の訴求力をあげるこ

と、情報発信力を高めることが小規模事業者の事業の継続・発展の上で重要である。特色ある差

別化された商品・サービスの創出に注力する。 

 

②西原町 基本計画との連動性・整合性  

西原町後期基本計画においては、第一として、都市計画に基づき、小那覇交差点から中央公民

館一帯を本町の顔となる中心核、坂田交差点周辺をサブ核として商業施設の集積をはかること、

第二として、町内の貴重な地域資源の発掘整備や地場産品の開発等により、町の個性づくりに取

り組むこと、第三として、関係機関との連携を図り商店経営等の各種相談・指導を進め、商工団

体の各種活動の活性化を促進することが掲げられている。商業・観光振興施策としては以下が挙

げられる。 

・坂田交差点周辺の商業地形成 

・東崎（マリンタウン）地区の商業・観光地の形成 

・地域資源の整備活用 
   ・地場産品の開発促進 
   ・商店経営の改善促進 
   ・商工団体等の活性化促進 

・中心核の商業地形成 

  当会としては、行政と一体となり地域活性化に取り組むため、西原町が掲げる計画と連動し、 

小規模事業者の経営力強化、地域資源の活用、地場産品の開発等の経済振興策の一翼を担う。 

 

③商工会としての役割 

当会は、昭和 50 年９月に創設され、創設以来 40 年以上に渡って地域経済団体として、地域

経済の発展、振興に努めてきた。これまで、さとうきびや紅芋等を素材とした特産品開発事業、

地域資源を可視化したフットパスマップ事業、新渡戸菊プロジェクト事業等を手掛けてきた。 
商工会の目的は、「地区内における商工業者の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の

福祉の増進に資し、もって国民経済の健全な発達に寄与すること」であり、地域経済を支える小

規模事業者の経営基盤を強化し、成長モデルとなる企業を輩出することが地域経済団体である当

会の果たすべき役割であると考える。 
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（３）経営発達支援事業の目標  

   大型店の進出、インターネット販売の増加等で販売に苦戦する小規模事業者が増えるなか、自

社が提供する商品・サービスの魅力を高め、差別化を図っていることが小規模事業者には求めら

れている。小規模事業者ならではの商品・サービスの提供を促すため、経験や勘に頼った経営か

ら戦略に基づいた経営への移行を支援する。 

加えて、商品・サービスの訴求を効果的に行い、売上・利益の確保による小規模事業者の持続

的な経営基盤の強化を目指す。 

また、行政・ＪＡ・通り会等と連携し、地域資源を活用した新たな魅力創出に一体となって取

り組むことで、雇用創出、交流人口の拡大による活力あふれる西原町を築く。そのために地域連

携体の構築を目指す。 

 

（４）目標の達成に向けた方針  

  ①持続的発展を促す伴走支援 

    小規模事業者数の維持のために、意欲ある事業者を対象として、経営状況分析、経営計画策

定支援、経営計画策定後の実施支援を行う。計画経営を定着させ、施策の活用等により経営力

向上、販売促進を目指す。取組企業の中から成長モデルとなる企業を輩出する。 
  ②商品特性や強みを活かした販路開拓支援 

    小規模事業者の魅力向上のために、小規模事業者が提供する商品特性や強みを活かした販路

拡大を支援する。商品特性や強みを分析し、商談会、展示会等への出展について、出展前の事

前指導、出展後の ITを活用した情報発信支援を行う。町の特産品が乏しいことから食品製造業

の支援を重点的に行い、地域資源を活用した特産品開発を促す。 
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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 

 

（１）現状と課題 

現在、地域経済動向の把握については、経営指導員の巡回・窓口相談により事業者の経営情報

収集を行っているが、収集した情報を小規模事業者へ提供する取組が行われていない現状にあ

る。小規模事業者が外部環境の把握の際に役立つ経営情報の提供が課題である。 

 

（２）事業内容    

  ①各種経済動向調査資料（２次データ）の収集・分析・提供 

日々の事業活動を行うことにエネルギーが注がれ、地域経済に関する動向の把握が後回しに

なりがちな小規模事業者への情報提供を目的として、管内経済情勢報告（内閣府沖縄総合事

務局）、県内企業景況調査（沖縄振興開発金融公庫）等の経済動向の理解に資する２次データ

について情報収集・分析を行い、特徴的なトピックスを取り纏めて年に 2 回、事業者に提供

する。 

 

【調査項目】 

 景気動向、物価変動、業況、生産動向、雇用状況 

 

【調査手法】 

経営指導員が WEB または冊子等の紙媒体で公表されている２次データを収集する。 

 

【分析手法】 

経営指導員が外部専門家と連携して分析する。必要に応じて、データ作成元にヒヤリングを 

行う。 

 

②小規模企業景気動向調査 

管内の景気動向を把握するため、管内小規模事業者に調査を年１回行い、収集したデータを

集計し、公表する。 

【調査対象】 

管内小規模事業者 40社(製造業 15社、小売業 15社、卸売業 5社、建設業 5社) 

 

【調査項目】 

   売上高、資金繰り、採算、従業員、業況、経営上の課題・問題点等 

 

【調査手法】 

   経営指導員が紙媒体にてアンケート用紙を配布し、２週間後を目途に回収する。 

 

【分析手法】 

経営指導員が外部専門家と連携して分析する。 
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（３）成果の活用  

   情報収集・調査、分析した結果は当会のホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。  

 事業者支援の際、外部環境の把握を促進するための情報として事業者に提供するとともに、経営

分析・事業計画策定支援等における基礎資料として使用する。 

 

（４）目標  

項目 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

①各種経済動向調査

の結果公表回数 
― 2回 2回 2回 2回 2回 

②地域経済動向調査

の結果公表回数 
― 1回 1回 1回 1回 1回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること    

（１）現状と課題  

  現在、商工会が実施する小規模事業者の経営分析は、金融斡旋、補助金申請時に形式的に行うこ

とが主であった。金融斡旋、補助金申請に限らず、事業者の持続的発展向けて広く経営分析を行

う必要性を啓蒙すること、経営分析後に商工会内部で共有できる仕組みを構築すること等が課題

である。 

 

（２）事業内容 

  ①経営分析セミナー 

  経営分析の必要性、事業者の持続的発展に向けて財務内容を含めた内部資源の分析を内容とした

セミナーを開催する。 

   募集方法：当会ホームページにて周知する。 

   開催回数：年 1回 

   参加者数：20 事業所 

 

②広報活動 

   当会の会報誌、ホームページにおいて、経営分析を行った事業者の声を紹介することにより、経

営分析の取組を啓蒙する。また、巡回・窓口指導、記帳指導において、経営分析事例を紹介し、

取組を促す。 

 

③経営分析の内容  

【対象者】 

巡回・窓口指導、経営分析セミナー参加事業所、記帳指導事業所を対象として、経営分析、事業

計画策定の必要性を啓蒙し、販路開拓に意欲的な 10社を選定する。  

 

【分析項目】  

 財務分析及び定性分析を行う。 

 財務分析として、売上高、粗利益率、営業利益、損益分岐点等の分析をする。定性分析として、

ＳＷＯＴ分析をする。商品または役務提供内容、ノウハウ、技術等の内部資源を確認し、強みと

機会を生かした取組による利益確保を目指す。 
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【分析手法】  

  （独）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づくりサポートキット」等を

用いて分析する。より精度が高い分析が求められる専門的な課題を有する場合は、適宜、よろず

支援拠点等の関係機関等と連携して分析をする。 

 

（３）成果の活用   

   事業者にフィードバックすることで自社の現状を客観的に把握してもらい、強みを生かして市場

性がある分野での展開が可能な事業計画策定支援において使用する。 

  分析結果は、データベース化し内部で共有することで経営指導員等のスキルアップにつなげる。 

 

（４）目標 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること    

（１）現状と課題 

現在、事業計画の策定支援は、経営革新や融資斡旋時に行う程度である。事業改善や経営強化に

つながる事業計画策定支援の継続的な実施が課題である。 

 

（２）支援に対する考え方  

小規模事業者の強みを生かした事業計画に基づいた取り組みは、事業の持続的発展を目指す上で

重要である。金融支援、補助金活用の場面で事業計画策定支援を行っているが、融資や補助金の

獲得が主眼の計画となるきらいがある。今後は、意欲ある事業所の真の経営強化に資する経営分

析及び事業計画の策定支援を目指すとともに、経営モデルとなりうる事業所を輩出する。経営指

導員は、経営分析支援の段階において、持続的発展に向けた事業計画策定の必要性を説いたり、

事業計画を策定した事業者のコメント等を紹介すること等により小規模事業者を啓発し、前掲

3．経営分析件数（31 年～35年において、各 10件／年）の 8 割にあたる 8 件／年の事業計画策

定を目指す。 

 

（３）事業内容  

①対象 
経営分析を行った小規模事業者 

②策定内容 
経営理念、経営方針、事業目標、販路開拓 

③方法 
（独）中小企業基盤整備機構が運営するポータルサイト（J-Net21）にて提供されている事

業コンセプトシート、活動プランシート等を用いて、計画書策定支援を行う。適宜、よろず

支援拠点等の関係機関等と連携して策定支援をする。取組中のモチベーション維持を図るた

め、経営指導員が一貫して事業者に寄り添い、事業計画策定につなげる。 
 
 

支援内容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

経営分析セミナー 

開催数 
― 1 1 1 1 1 

経営分析セミナー 

参加者数 
― 20 20 20 20 20 

経営分析件数 ― 10 10 10 10 10 
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（４）目標 

 

支援内容 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

経営分析をふまえた

事業計画策定件数 1 8 8 8 8 8 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること   

  

（１）現状と課題  

事業計画策定後の支援は、事案が発生するごとの助言指導が主であった。計画策定後に定期的

に関与し、事業計画の実行性を高める支援体制の構築が課題である。 

 

（２）事業内容  

 ①定期訪問による進捗状況確認 

事業計画策定後、原則として３カ月毎に訪問し、進捗状況に応じたフォローアップを実施

する。計画の実現可能性を高めることにより利益向上を確かなものにする。 

 

②軌道修正支援と関係機関等との連携 

売上、費用、管理等について、計画の進捗管理、計画と実績にかい離が生じた場合の原因分

析及び軌道修正支援を行う。解決にあたっては専門家や関係機関と連携し、専門家派遣制度の

活用、助成金等の案内、融資の斡旋等、事業者のモチベーションアップを図りながら計画の実

効性を高める。 
 

（３）目標 

支援内容 現状 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

フォローアップ事業

者数※ 
― 8 8 8 8 8 

フォローアップ延べ回数 － 32 32 32 32 32 

  ※事業計画策定事業者をフォローアップ対象事業者として捉えている。 

 

 

６．需要動向調査に関すること    

（１）現状と課題  

  小規模事業者の販売する商品や役務の需要動向の把握は、巡回指導の際のヒヤリングや報道等

で得た情報を基にしていたが、新たな需要開拓に寄与する材料となりうるレベルの需要動向は

把握していない。商品・サービスの改善・開発につながる調査の実施と事業者への効果的な提

供が課題である。 
 

 （２）事業内容 

経営資源が乏しい小規模事業者においては、長年の経験や勘に頼った経営を行うことが少な

くない。提供する自社商品・サービスと消費者ニーズとの間に乖離が発生している可能性があ

り、消費者の目線で自社商品・サービスを見直す必要がある。消費者のニーズを的確に把握す

ることで、自社商品・サービスの改良・開発、販路開拓につなげていく。 
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【対象者】 

  事業計画策定支援を行った小規模事業者 

 

   【調査項目】 

    価格、包装、デザイン、品質、原材料、使い勝手等、支援事業者が提供する商品・サービス

に合った項目 

 

【調査手法】 

中小企業診断士等の専門家と連携し、支援事業者が提供する商品・サービスについて、経営

指導員が沖縄の産業まつり（10 月）会場にて上記調査項目をヒヤリング調査する。 

 

【サンプル数】 

１支援事業者につき、サンプル数を 40件収集する。 

 

【分析手法】 

 経営指導員が専門家と連携して調査結果を図式化等してまとめる。事業効果を高めるために

よろず支援拠点等の関係機関等の助言を得る。 

 

   【成果物の活用】 

    図式化等してまとめた調査結果を支援事業者にフィードバックする。併せて、調査結果をふ

まえた商品・サービスの改善提案を行う。必要に応じて、専門家派遣を活用し、商品・サー

ビスのブラッシュアップを支援する。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 平成31年度 平成 32 年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 

需要動向調査の個者

支援数（フィードバッ

クする事業者数） 

0 3 3 3 3 3 

 

  

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること   

 （１）現状と課題  

     販路開拓に対する支援は、物産展や商談会等への参加案内のみであり出展する事業所への事 

前指導、事後指導は不十分であった。また、商品開発された事業所の広報支援やホームペー 

ジ活用による告知への取組がなく、ホームページ、ＳＮＳ、新聞、広報誌等を活用した広報 

支援の強化が課題である。 

 

（２）事業内容   

商品力や価格の面への対応に弱い小規模事業者においては、販路開拓に向けた取り組み強化は

重要な課題である。セミナーの開催、商談会への出展支援等を行う。 

①セミナーの開催 

   市場ニーズに対応した商品づくり、商品訴求の強化、販売促進等を目的として、食品関連コン 

サルタントやバイヤーを講師として招聘し、自社の商品特性と強みを活かした見せ方、売り方 

を学び、他社製品との差別化、表示・販売方法を習得する場を設ける。 
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②商談会、物産展等参加支援 

・沖縄大交易会商談会参加事業（ＢｔｏＢ） 

 多様な顧客ニーズにあった商品を提供・発信する機会を増大させることを目的として、「沖

縄大交易会※」に食品製造業を中心として 2社を参加させる。商談会を有意義なものとする

ため、商談の進め方、マーケティング、販促物、展示方法について専門家と連携して事前指

導を行う。商談後は、商談成立状況や商品に対する指摘事項を把握し、商談相手へのアプロ

ーチ支援等を行う。 

      ※沖縄県の国際物流拠点化（国際物流ハブ化）を促進することにより、日本全国の特産

品等の海外販路拡大に資することを目的として毎年１１月に開催される商談会。バイ

ヤー250 社 、サプライヤー250社が集う日本最大級の個別商談会である。 

 

・物産展出展支援（ＢｔｏＣ） 

管外での需要の開拓、商品認知度の向上を目的として、沖縄県商工会連合会・市町村商工会

主催の「ありんくりん市※」の出展支援を行う。販路開拓、商品の認知度向上を図るため、

出展前に商品のブラッシュアップ、食品表示の適正化、ＳＮＳを活用した情報発信等につい

て指導する。出展後は売上額、顧客の反応状況等を確認し、適宜、専門家と連携して販売促

進支援を行う。 

         ※県産品に対する消費者意識の啓発、時代のニーズに対応した新製品の開発と品質の向上 

を促進し、県内外市場の拡大を図ること等を目的とした「沖縄の産業まつり」の一角で 

開催される物産展である。例年 10月に催され、20万人超が来場する。 

      

  ③ＩＴやマスメディアを活用した販路開拓支援 

     情報発信強化による販売促進を目的として、商工会ホームページ、フェイスブック、ＳＨＩ 

ＦＴ（全国商工会連合会が主体の事業者支援システム）などＩＴを活用した販路開拓支援に 

取り組む。小規模事業者の新たな取組や新商品開発による事例を地元新聞社等へ情報提供し、 

新聞等のパブリシティを活用して広く告知する。 

 

（３）目標 

項目 現状 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

販路開拓セミナー  

開催回数 
－ 1 1 1 1 1 

販路開拓セミナー  

参加者数 
－ 10 10 10 10 10 

商談会出展支援事業者数 － 2 2 2 3 4 

商談会商談件数／社 － 10 10 10 10 10 

商談会成約件数／社 － 2 2 2 2 2 

物産展出展支援事業者数 － 2 2 2 2 2 

物産展での売上額／社 － 20 万円 20 万円 20 万円 20 万円 20 万円 

パブリシティを活用したプ

レスリリース支援事業者数 
－ 2 2 2 2 2 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組   

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること   

（１）現状と課題    

地域の関係機関と定期的に地域の方向性を共有する仕組みが整っていない。また、町内に

4つの通り会が単独で事業を実施しておりお互いの情報交換の場がない。 

今後の取り組みとして、行政、JA、通り会、商工会等の地域関係団体で構成した「まちづ

くり協議会」を発足させ、地域資源を活用した特産品開発、地域ブランドの構築等の取り組

みにより、地域事業者への集客増加及び売上増加につなげ、地域経済の活性化を目指す。 
 
（２）事業内容   

   ①地域機関の連携体の構築 
商工会が中心となり、行政、JA、通り会が定期的に集い、地域資源を活用した特産品開発、

地域ブランドの構築等に取り組む連携体として、「まちづくり協議会」を発足させる。四半期

毎に開催し、地域の方向性を共有する。 
 

 

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   

 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   

 

（１）現状と課題   

  他の支援機関との情報交換は税務、金融等にて必要な事項のみ情報交換を行っていた。各関連

の専門家、地域金融機関、沖縄振興開発金融公庫、よろず支援拠点等と連携し、小規模事業者

へ迅速かつきめ細やかに支援策の提供を行えるよう、支援方策・支援ノウハウの状況共有が課

題である。 

 

（２）事業内容  

   ①中部地区商工会協議会（年４回） 

   宜野湾市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町の８つの商工会 

で構成する中部地区商工会協議会の各経営指導員を始め職員と連携し地域経済の動向、支援の 

現状、支援のノウハウについて情報交換を図る。小規模事業者の課題解決に向けた支援力向上

のため年４回の情報交換を行い、小規模事業者への課題解決に向けた支援ノウハウのレベルア

ップを図る。 

   ②金融機関活用（年 2回） 

    地元金融機関、沖縄振興開発金融公庫と連携し、地域経済の動向、資金需要動向、金融支援策 

の手法について情報交換を行い、小規模事業者への金融支援に活かす。 

 

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   

   小規模事業者の持続的発展に資する経営支援にあたって、経営指導員等には、従来の記帳指

導・税務指導に加え、経営・需要分析、販路開拓等の専門的知識の習得、連携先への橋渡し役

を果たすための知識習得等が求められている。職員によって支援年数、支援経験、支援方法が

異なり、支援スキル向上は喫緊の課題である。 
 

（２）事業内容 

    小規模事業者の日々多様化する経営課題に対応するため、商工会役職員の資質向上を図る必要 

があり、県連等の主催する各種研修会・講習会への積極的参加や独自の役職員研修会等を開催 

する。また、記帳指導や税務指導の従来における経営指導に必要な能力向上、小規模事業者の 

売上や利益を確保するとともに企業戦略を重視した支援能力の向上を図る。更には、経営指導 
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員が修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。 

①研修会への参加 

        沖縄県商工会連合会、中小企業大学校が主催する小規模事業者支援の研修会等へ参加

し、売上向上、利益向上、販路開拓等の支援能力向上を図る。また、全国商工会連合会の

WEB研修も受講し経営分析、需要動向調査手法について習得する。 

②支援ノウハウ習得の実務 

        よろず支援拠点、専門家派遣事業等の専門家派遣に同席し、売上・利益の確保に関する

支援能力の向上を図る。 

③職員間の情報共有による能力向上 

毎月１回、全職員参加の経営支援会議を開催し、小規模事業者の経営状況の分析結果等

について情報の共有を図り、その経営分析結果等の情報内容については経営指導カルテ

に記録し情報共有化を行う。支援ノウハウを蓄積するための共有フォルダを設け、必要

なときに参照できるようにする。 

 

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    

（１）現状と課題  

    事業の実施状況について、評価・検証を行っておらず、効果的な事業実施のための PDCA サイ

クルの確立が課題である。 

 

（２）事業内容  

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。 

   ①行政、沖縄県商工会連合会、中小企業診断士等の外部有識者を交え、事業の実施状況、成果 

    の評価、見直し案の提示を行う。 

 

       ②事業の成果・評価・見直し結果については、PDCA サイクルを重視し、実行に向けて正副会 

長会、理事会へ報告し、承認を受ける。 

 

    ③事業の成果・評価・見直しの結果を西原町商工会のホームページ、会報誌にて公表する。 
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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 30年 10月現在） 

（１）組織体制 

（１）組織体制 

・経営発達支援事業を確実に実施するための体制は、現在本商工会には２人の経営指導員が配

置されており、その経営指導員を中心とした体制で事業を実施する。 

 

    ・本商工会の経営指導員数、事務職員等は下記のとおりである 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

【担当者連絡先】 

     住所：沖縄県西原町字小橋川１番地の５ 

        西原町商工会 

     氏名：米城 智次 

     電話番号：(098)945―9136 

       ＦＡＸ ：(098)946―6627 

       E-mail  ：nisihara@sage.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会員数（７３６名） 青年部員数（３２名） 女性部員数（２５名） 
会長（１名） 副会長（２名） 監事（２名） 理事（１８名） 
局長代理（１名） 経営指導員（２名） 補助員（１名） 記帳専任職員（１名） 
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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３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

必要な資金の額 800千円 800 千円 800 千円 1,000 千円 1,000 千円 

 

小規模企業対策

事業 

・講習会等開催

費（事業計画策

定等に関する

セミナー、個別

相談会等） 

 

・販路開拓支援

事業費（産業ま

つり等の開催） 

 

・産学官連携プ

ロジェクト事

業費 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

200 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

200 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

200 

 

  

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

        500 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

  500 

 

 

200 

 

 

 

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
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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 

・当商工会は、小規模事業者支援のため、国・県・町の自治体、全国商工会連合会・沖縄県商工

会連合会、金融機関、その他支援機関を含め有機的に連携を図り、事業所の課題に向けてスピ

ード解決及び事業所満足度向上等、企業に寄り添ってきめ細やかな支援を実施する。 

 

１．地域の経済動向調査に関する情報収集、分析提供 

連携内容：統計調査、経済動向指数の分析と活用 

連 携 者：自治体、地域金融機関、全国商工会連合会等 

 

２．経営分析・需要動向調査 

 連携内容：経営分析と需要動向調査に基づく専門的な支援 

 連 携 者：沖縄県、西原町、沖縄県商工会連合会等、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点

地域金融機関 

 

３．事業計画の策定・実施支援 

 連携内容：課題解決等に向けて事業計画策定し具体的な実施支援と持続的発展の支援 

 連 携 者：中小企業庁、沖縄総合事務局、沖縄県、西原町、沖縄県商工会連合会等、中小企業

基盤整備機構、よろず支援拠点、地域金融機関、琉球大学 

 

４．地域活性化に資する取り組み 

連携内容：６次産業化や地域ブランドの創出を目標とし、西原町・琉球大学との産学官包括連

携協定に基づき、講演会・講習会等を連携 

 連 携 者：沖縄総合事務局、沖縄県、西原町、琉球大学 

 

５．小規模事業者販路開拓支援 

連携内容：販売促進 

 連 携 者：沖縄県、西原町、全国商工会連合会、沖縄県商工会連合会 

連携者及びその役割 

①西原町  町長 上間 明 

住  所：〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町字与那城 140番地の 1 

電話番号：098-945-5011 

役  割：調査資料の提供・閲覧及び助言、事業計画の指導及び助言、産官学の新渡戸菊プロジ

ェクトへ補助金、商工会への運営費等への補助金 

 

②内閣府沖縄総合事務局  局長 能登 靖 

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

電話番号：098-866-1755 （経済産業部）、 098-866-1627 （農林水産部）  

役   割 ：中小企業者が有望な地域資源（農林水産物、産地の職人の技術、観光資源等）を活用

して行う新たな事業展開に対して、法認定し総合的に支援と６次産業化認定 
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③沖縄県  知事 玉城 デニー  

住  所：〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎沖縄県那覇市泉崎 1丁目 2番 2号  

電話番号：098-866-2343 （商工労働部中小企業課）  

役  割：沖縄県内の小規模事業者への施策支援 

 

④中小企業基盤整備機構沖縄事務所  所長 船崎 康治 

住  所：〒901-0152 沖縄県那覇市小禄 1831番地 1（沖縄産業支援センター 3階）  

電話番号：098-859-7566   

役  割：農林漁業者と中小企業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品・

新サービスの開発の事業化の支援、課題解決に向けた専門家派遣 

 

⑤沖縄県よろず支援拠点  コーディネーター 上地 哲 

住  所：〒901-0152 沖縄県那覇市 1831番地 1（沖縄産業支援センター 沖縄県産業振興公社

内）  

電話番号：098-851-8460 

役  割：中小企業・小規模事業者が抱える、売上拡大、経営改善、資金繰りなどの経営上お悩

み課題解決に向けた専門家派遣 

 

⑥沖縄振興開発金融公庫  理事長 川上 好久 

住  所：〒〒900-8520 沖縄県那覇市おもろまち 1丁目 2番２６号  

電話番号：098-941-1795 

役  割：事業実施に伴う資金需要に対する政策金融支援、創業者の経営計画等による創業等支

援貸付、小規模事業者経営改善資金及び小規模事業者経営発達支援資金融資、金融制

度支援情報提供、助言及び経済情勢の提供等による支援 

 

⑦琉球銀行西原支店  支店長 富本 隆 

住  所：〒903-0102 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅 76番地 2  

電話番号：098-945-4006 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ県融資制度・銀行プロパー資金の金融支援、創業者の経

営計画等による創業資金融資、金融制度支援情報提供、助言及び経済情勢の提供等に

よる支援 

 

⑧琉球銀行坂田支店  支店長 比嘉 稔 

住  所：〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町字翁長 498 番地 12  

電話番号：098-945-9445 

役  割：西原町内の小規模事業者等の金融支援、創業者の経営計画等による創業資金融資、金

融制度支援情報提供、助言及び経済情勢の提供等による支援 

 

⑨沖縄銀行西原支店  支店長 前田 晋 

住  所：〒903-0102 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅 78番地  

電話番号：098-945-4001 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ県融資制度・銀行プロパー資金の金融支援、創業者の経

営計画等による創業資金融資、金融制度支援情報提供、助言及び経済情勢の提供等に

よる支援 
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⑩沖縄銀行坂田支店 支店長 久貝 達則 

住  所：〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町字翁長 592 番地 

電話番号：098-946-4311 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ県融資制度・銀行プロパー資金の金融支援、創業者の経

営計画等による創業資金融資、金融制度支援情報提供、助言及び経済情勢の提供等に

よる支援 

 

⑪沖縄海邦銀行西原支店  支店長 嵩西 英也 

住  所：〒903-0111 沖縄県中頭郡西原町字与那城 318番地 1  

電話番号：098-946-6010 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ県融資制度・銀行プロパー資金の金融支援、創業者の経

営計画等による創業資金融資、金融制度支援情報提供、助言及び経済情勢の提供等に

よる支援 

 

⑫国立大学法人琉球大学  学長 大城 肇 

住  所：〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原 1番地  

電話番号：098-895-8019(総合企画戦略部 地域連携推進課) 

役  割：産学官包括連携協定（平成２６年８月締結）に基づくとともに、学術的に確立した知

識や技術の知的資源等を活用した技術指導・助言を行う 

 

⑬西原町産業通り会  会長 下地 武 

住  所：〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町字小那覇 1445番地の 1  

電話番号：098-946-9966 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ行政・商工会事業等の伝達及び情報提供等による支援 

 

⑭サワフジ中央通り会  会長 呉屋 秀義 

住  所：〒903-0121 沖縄県中頭郡西原町字我謝 237-2  

電話番号：098-835-8290 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ行政・商工会事業等の伝達及び情報提供等による支援 

 

⑮坂田地域通り会 会長 宮里 政勝 

住  所：〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町字翁長 562-2  

電話番号：098-945-8991 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ行政・商工会事業等の伝達及び情報提供等による支援 

 

⑯西原３８通り会  会長 町田 宗助 

住  所：〒903-0123 沖縄県中頭郡西原町字津花波 151-1  

電話番号：098-945-9752 

役  割：西原町内の小規模事業者等へ行政・商工会事業等の伝達及び情報提供等による支援 
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連携体制図等 

●地域の経済動向調査、経営状況の分析、事業計画策定支援、需要動向調査、新たな需要の開拓に寄

与する事業 

 

                    

 

  

 

 

                             

                            

                             

                            

                          

                                                 

 

 

                          

              

     

                             

 

 
                  
                    

●地域経済の活性化（まちづくり協議会）に資する取組み 

 

 

                  

         

                                          

 

 

                      

                                 
 

 

 

 

 

 

 

国、沖縄県、西原町 

沖縄県、西原町 

全国商工会連合会 
沖縄県商工会連合会 

よろず拠点 

中小企業基盤整

備機構 

地域金融機関等 
沖縄振興開発金融公庫 

琉球銀行西原支店等 

沖縄銀行西原支店等 

沖縄海邦銀行西原支店 

専門家派遣依頼  

西原町商工会 

 
小規模事業者 

西原町商工会 

連携 
 

 
 

連携 
 

 
 

４つの通り会連携組織 
 

 
 

支援 
 

 
 

支援 
 

 
 

事業へ補助金支援 事業補助金申請 

販路開拓等需要動向支援 
金融支援 

販路開拓等支援 
(商談会.展示会.
産業まつり等) 
 

 
 

専門家派遣

課題解決支援 

金融融資決定 

金融支援等斡旋 

伴走型支援 経営等相談 

JＡ 西原町 
連携 
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