
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

与那原町商工会（法人番号 6360005001844） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

(1) 小規模事業者の持続的な経営向上の実現に向け、新たな商品開発、販路 

 開拓及びサービス向上を目指し、経営環境の変化に対応した経営支援を行 

 う。また、経営者の高齢化に対応するため平成３１年度から毎年度５者以 

 上の事業承継支援者数を目標とする。 

(2) 町の観光振興実施計画の施策と連携した小規模事業所の経営支援を行 

 い、サービス・プレゼン能力向上と営業力・販売力を強化していく。 

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 

  国が提供するビッグデータ（RESAS）の活用と、本町の実情に沿った景   

 気動向調査を実施するとともに国・県等が実施する経済動向調査と併せ 

 て分析を行い、事業計画策定支援に活用する。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

  経営分析を行う事業者の発掘のため、経営分析セミナーの開催や巡回・ 

 窓口相談を通して経営状況の分析を行う。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

  経営セミナー参加事業者から前項の経営分析を行った小規模事業者を 

 対象に事業計画の策定をする。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   事業計画策定後は、四半期ごとに１回以上巡回訪問し、計画の進捗状 

  況の確認や、新たな経営課題等がないか確認するなど、事業者に寄り添  

  ったフォローアップに努め、経営情報等は経営カルテに保存し、職員が 

  共有できるように整理する。 

 ５．需要動向調査に関すること 

   事業計画策定を行った小規模事業者に対して、分析で把握した事業者 

  の販売する商品・サービスの需要動向に関する情報を調査及び収集分析 

  を行い販路開拓等支援に活用する。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   販路開拓を目指す事業者の掘り起こしと、対象となる事業者の商品開 

  発、販路開拓の支援を推進する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  本町各種団体で構成する与那原町まちづくり推進協議会の一員として、 

 町の目指すまちづくりに連携し地域経済の活性化に取り組む。 

 ①与那原大綱曳まつり、②綱がるちゃんぷる～市、③綱がる軽トラ市の開 

 催、④地域の観光資源の発掘し商業・サービス業の活性化につなげる。 

 

連絡先 

与那原町商工会 

 住所： 〒901-1303 沖縄県与那原町字与那原 3090-8 

  電話： 098-945-3513     FAX : 098-945-7502 

 E-mail : shokokai@yonabaru.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 

  ①－１．立地、人口等 

与那原町は沖縄本島の東海岸南部に位置し、県都那覇市の東約９㎞の地点にあり、

東南に南城市、西に南風原町、北に西原町と１市２町に隣接している。 

本町は 5.18㎢の狭隘な町域でありながら国道３２９号と国道３３１号が交差する交

通の要衝であり都市機能に優れている。そして沖縄県・西原町・

与那原町が協同で、 １４２haの埋立地開発により海辺のアメニティー豊かなまち

づくりを進めてきたマリンタウン地区（西原与那原地区）を有している。そこには年

間５０万人以上が利用するビーチや２９２隻収容のマリーナ、１８ホールの公認パー

クゴルフ場、野球場３面、多目的広場２面、都市公園６面などのレジャー施設や大型

ショッピングセンターが集約されるなど住環境の充実した地域として、人口は毎年度

増加しており、将来推計人口においても増加が予測されている。 

なお、狭隘な地域で商業地として発展してきたこともあり本町における農林漁業者

は従来少数で生産量・種類が少なく、農産物等を活用した二次加工品及び特産品開発

等の取り組みは見込めない状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇年齢別人口（人）【出典：沖縄県企画部企画部市町村課行政班】 

項目 
2013 年 

3 月 31 日 

2018 年 

1 月 1 日 

増減率 

(2013 年比） 

０～１４歳 3,501 3,726 6.4% 

１５～６４歳 11,857 12,182 2.7% 

６５歳以上 2,888 3,679 27.4% 

総数 18,246 19,587 7.3% 

高齢化率 15.8% 18.8%   
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〇与那原町の将来推計人口、与那原町年齢別人口割合 

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

・総人口（人） 

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

与那原町 18,410  19,637  19,695  19,640  19,478  19,164  18,715  

 

・与那原町年齢別人口割合（％） 

年齢別 
2015

年 
2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 

0-14 歳 18.6 18.9 18.6 17.9 17.3 17.0 16.7 

15-64 歳 62.7 59.8 58.3 57.8 57.0 55.0 53.7 

65 歳以上 18.7 21.3 23.1 24.3 25.7 28.1 29.6 
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 ①－２．産業、業種別の商工業者数等 

 本町は商業の街として商店街を形成し活発であったが、近隣市町村への大規模小売 

店の出店、車社会の進展及び店舗老朽化等により、従前の商店街は空き店舗が目立つ 

状況となっている。しかし、地理的利便性、都市機能の充実及び埋め立て地区におけ 

る新たな街並みの形成などもあり、町内の人口は年々増加していることから、事業所 

総数及び小規模事業者数においても総数として増加している。その中でも飲食サービ 

ス業、生活関連サービス業の増加が顕著である 

 

〇産業大分類別事業所数の推移 
【出典：平成 28 年経済センサス‐活動調査 確報集計(事業所に関する集計)】 
【出典：平成 24 年経済センサス‐活動調査 確報集計(事業所に関する集計)】 
※事業所数には会社以外の法人、法人でない団体を含まない。 

産業大分類別 

平成 24

年 

（2012 年） 

平成 28

年 

（2016 年） 

平成 24 年比 

事業所数 事業所数 増減数 増減率 

 A～B 農林漁業 ‐ - - 0.0% 

 C 鉱業，採石業，砂利採取業 - - - 0.0% 

 D 建設業 52 50 △ 2 △3.8% 

 E 製造業 27 31 4 14.8% 

 F 電気・ガス・熱供給・水道業 1 1 0 0.0% 

 G 情報通信業 5 5 0 0.0% 

 H 運輸業，郵便業 12 9 △ 3 △25.0% 

 I 卸売業，小売業 179 183 4 2.2% 

 J 金融業，保険業 15 14 △ 1 △6.7% 

 K 不動産業，物品賃貸業 60 57 △ 3 △5.0% 

 L 学術研究，専門・技術サービス業 21 20 △ 1 △4.8% 

 M 宿泊業，飲食サービス業 126 142 16 12.7% 

 N 生活関連サービス業，娯楽業 62 76 14 22.6% 

 O 教育，学習支援業 28 34 6 21.4% 

 P 医療，福祉 32 45 13 40.6% 

 Q 複合サービス事業 1 1 0 0.0% 

 R サービス業（他に分類されないもの） 29 27 △ 2 △6.9% 

合計 650 695 45 6.9% 

 

〇商工業者数及び小規模事業者数の推移【資料：平成 24年～平成 26年経済センサス】 

項目 
平成２４年 

(2012 年) 

平成２６年 

(2014 年) 

増減数 

【H26－H24】 

A 商工業者数 ６３３ ６５２ １９ 

B 小規模事業者数 ５１３ ５２０ ７ 

B/A 小規模事業者の割合 ８１.０％ ７９.８％   
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 ①－３．第４次与那原町総合計画の引用（平成 23年度から平成 30年度） 

 ・商業（基本方針） 

  マリンタウン東浜地区の商業地と既存の商業地の立地条件、さらに商業、医  

 療、福祉や行政の都市機能がコンパクトに集積する本町の特性を活かしたまちづ 

 くりを進めます。また、海辺のまちとしてウォーターフロントの魅力と、歴史・ 

 伝統・文化の薫るまちの魅力を融合し、住民や来街者の利便性を高め、商業及び 

 中心市街地の活性化に取り組みます。 

 ・工業（基本方針） 

  本町の誇る伝統工芸や主要な地場産業については、新製品の開発や高度化を推 

 奨し、一層の経営革新と技術力の発展を支援するとともに、まちづくりの中に地 

 場産品を積極的に取り入れていくことにより、与那原らしさの創出と伝統の継承 

 を図ります。窯業の活性化を図るため、住宅、公共施設など建築物における赤瓦 

 等の積極的な使用や、製品の宣伝及び情報発信を高め、高付加価値化などを図り 

 ます。 

 ・観光（基本方針） 

  地域の資源の発掘と歴史や伝統文化である大綱曳や東御廻りなどの史跡を活用 

 するとともに、沖縄芸能の拠点づくりを推進した観光振興を図ります。また、マ 

 リーナゾーンを活かした海洋レクレーション拠点の形成と、南部地域の広域的連 

 携による観光・教育旅行等の誘致及び体験型観光の整備・開発を推進するととも 

 に、観光関連事業に関わる人材育成事業の充実を図ります。 

 

  ②課題 

 本町は地理的利便性、都市機能の充実により今後も人口増加が予測されており、 

事業所総数においても増加傾向であることが強みであるが、商圏１０㎞圏内に購買 

人口率、吸引力指数の高い那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町、西原町、糸満市 

、宜野湾市が近接している。 

 平成１４年から平成２５年にかけて近隣市町に平均面積 18,159㎡の商業施設が出 

店している。隣接する南風原町には平成１５年に 26,046㎡、西原町には平成１６年 

に 22,614㎡の面積を持つ広域型の大型ショッピングセンターの出店とコンビニエン 

スの増加により、特に既存の卸売・小売業、飲食業においては厳しい競争環境に置 

かれている。 

 新規出店増に伴う競争力の激化は個々の経営力向上に取り組む機会であるが、特 

に既存店においては急激な経済環境の変化に対応した経営改善に取り組めていない 

のが現状であり、商工会においても個々の相談には対応していたが、潜在的な経営 

課題をもっている事業者の掘り起こしを行っていなかった。 

   また、小規模事業者においては事業承継も課題となっており、事業者の高齢化や経 

 営環境の変化による販売力の低下などもあって後継者がいないなど、事業承継に関す 

 る悩みや不安を抱えている。事業承継が上手くいかず廃業につながった事業所が平成 

 ２８年に２件、平成２９年も２件出ており、親族・従業員・第三者等への承継につい 

 て早めの対策を進める必要がある。 
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 （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 

   本町は２０２５年まで人口増が続くと予測されている。現状においても人口増に 

 伴い、飲食サービス業、生活関連サービス業が増加しており、暫くはこのような状 

 況が続くと見込まれていることは大きな強みであるが、既存店にとっては競争の激 

 化が予測される。 

  そこで中長期振興のあり方として、既存事業者並びに新規開業者の共存共栄を目 

 指し、個者の経営環境に対応した支援を計画的に実施することで個々の売上げを伸 

 ばしていき、本町全体の経済活性化に向けて取り組んでいく。 

 

  ①-1 経営環境の変化に対応した経営支援について 

  既存事業者の持続的発展に向けて経営環境の対応、高齢化・後継者不在等にお 

 ける事業承継支援について重点的に取り組む。 

  新規事業者においては創業支援に取り組むとともに、既存事業者も含めて来街 

 者の利便性向上及び誘客を図るため、キャッシュレスの推進、個店の情報発信、 

 地域の情報発信に取り組み、商圏の拡大をめざす。 
 

 ①-2 観光・まちづくり・マネジメント 

  本町の歴史・自然・文化的特性を活かしながら観光や各種イベントと町内商工 

 業者が連携した取り組みを作り出す。町の観光実施計画と関連させながら地域情 

 報発信ツールを構築し、新旧市街地の街歩きによる「歩く」「食べる」「買う」に   

 対応する新商品や新サービスの開発、販路開拓活動を展開していけるよう小規模 

 事業所の支援をしていく。 

 

 ②町総合計画との連動性・整合性 

・商業 

     本町はマリンタウン東浜地区を新たな商業地として整備をすすめており、現 

  状においても本地域をはじめ既存の地域においても、新規開業者が増えている。 

  今後は、高齢化等及び後継者不在等における事業承継支援について重点的に取り 

  組んでいく。 

 住民や来街者の利便性と個店の売り上げ増を目指し、キャッシュレス化の推進 

に取り組んでいく。 

・工業 

 本町の地場産業は窯業（瓦、焼き物）である。特に「沖縄赤瓦」は県内生産量 

の約 9割を占め、県下の需要を一手に担っている。しかし、建築資材としての需 

要は減少傾向であることから、新たな需要の拡大が必要である。本商工会におい 

ても建築資材である赤瓦について、生活雑貨品「赤瓦コースター」として商品開 

発、販路開拓支援に取り組んできた経緯があり、引き続き窯業における新商品開 

発と情報発信に取り組んでいく。 

・観光 

 本町の観光振興については、行政・議会・商工業者・青年会等で構成する「観 

光加速化会議」を本会に設置し、観光資源及び観光振興について現状認識、課題 

解決に取り組んでおり今後も継続して実施していく。 
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  ③商工会としての役割 

    本町商工会は法人化から４５年が経過し、これまで一貫して地域密着を図りなが 

 ら経営改善普及事業並びに本町の地域振興において重要な役割を果たしてきた。現 

 状においても行政をはじめ関係機関並びに地域自治会とも密接な関係を構築できて 

 いる。 

    今後も商工会の主たる使命である経営改善普及事業により一層取組むとともに、 

 地域活性化においても、狭い地域ならではの地域コミュニティー力を活かして中心 

 的役割を担っていく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

①-1 経営環境の変化に対応した経営支援 

    人口増及び域内における新規出店増、近隣地域における大型店舗増により、既存 

 の事業者においては競争が増す中、人手不足、国の経済政策、経営環境の変化等も 

 あり、ますます厳しい経営環境が予測される。よって、小規模事業者の持続的発展 

 においても事業計画を策定、実施、成果の検証が必要であるなか、管内の小規模事 

 業者の殆どは経営計画を策定したことがなく、当会でも掘り起こしを行っていなか 

 った。 

既存事業者の持続的発展を支援していく中で、経営環境に対応した個社支援を実 

 施し、事業計画の策定事業者の掘り起こしと策定後の支援に取り組んでいく。 

平成３１年度から毎年度８社以上（経営指導員一人当たり４社以上）の事業計画 

  策定事業者数を目標とする。 

   事業承継支援については、本町の高齢化率はまだ比較的低い割合ではあるが、既 

 存の小規模事業者においては後継者不在等もあり高齢化の割合も目に見えて増加し 

 ているが、事業承継支援については掘り起こしを行っていなかった。上述の経営支 

 援と併せて事業承継における潜在的なニーズの掘り起こしと個社支援に取り組む。 

平成３１年度から毎年度４社以上（経営指導員一人当たり２社以上）の事業承継 

 支援者数を目標とする。 

 

 ①-2 観光・まちづくり・マネジメント 

  小規模事業所の知名度向上のため本会ホームページと会報、町観光ポータルサイ 

 ト、その他観光情報発信ホームページ及びＳＮＳ等を利用して、都度１０店舗情報 

 の発信を行う。 

  本町最大イベントの「与那原大綱曳まつり」、本会が主催する「ちゃんぷる～市」 

 及び「軽便（軽トラ）市」等に町内事業所延べ１００店舗を出店させ、事業所の販 

 売力強化とＰＲを図る。 

  町観光マップまち歩きコース沿いの小売店、飲食店、その他事業所の５０店舗に 

 来訪者が気軽に立ち寄れるようサービス向上を図り、プレゼンテーション能力の向   

 上を図ることで個社の営業力・販売力を強化していく。 

 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①-1 経営環境の変化に対応した経営支援 

コンパクトな街に合った各店舗は、それぞれ個性的で独創的な商品・サービスを持 

 っているので、その点を活かし町内外に広くＰＲすることで、認知され町内外から集 
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 客できるように商品構成、顧客ニーズに対応できる店舗運営、販売促進を計画的に支 

 援していく。 

事業承継については、時間が掛かることを踏まえて計画的に時間的余裕を持って取 

 り組んでいく。後継者不在による廃業を抑制するため、よろず支援拠点その他支援機 

 関と共催し､毎年度１回の事業承継セミナー（相談会）を今後５年間に５回開催する。 

以上のことから与那原町観光実施計画（2018年ー2022年）及び現在策定中の第５ 

 次与那原町総合計画（2019年ー2028年）と整合を図り、与那原町商工会として地域 

 小規模事業者の育成と地域振興に取り組む。 

沖縄県事業承継ネットワーク地域事務局並びに本町管内金融機関と連携して事業 

承継に関する相互の情報交換及び支援ノウハウの交換を行い、事業承継に関する支援 

能力を高め、事業承継前から事業承継後の支援について伴走型で実施する。 

 

 ①-2 観光・まちづくり・マネジメント 

  町の商工観光行政を主管する観光商工課と十分連携を図り、平成３０年２月に策定 

 した与那原町観光実施計画に基づく５年後の目標「与那原ブランドの構築と浸透、強 

 化」、「ツーリストに対応するブランド価値の提供」、「ツーリズムをきっかけにした住 

 みやすさの実現」に対応できるよう小規模事業者の育成に取り組む。与那原大綱曳ま 

 つりをはじめ各種イベントへの出店と、それに伴う新たな事業、新たなサービス、新 

 たな魅力などの発掘・発信をして、与那原ブランドの構築に取り組む。 

  以上のことから小規模事業所のＩＴ導入と利活用、売れる商品開発と販路開拓、事 

 業計画づくり、また創業支援に取り組んでいく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針(3)】 

 

（１）現状と課題 

これまで地域の経済動向調査は国、県、全国商工会連合会及び県内金融機関等の経済

動向調査により把握はしていたが、有効活用はしていなかった。また、本町の実情に沿

った地域動向調査も行ったことがない。 

今後は、国が提供するビッグデータ（RESAS）の活用と、本町の実情に沿った景気動向

調査を実施、国・県等が実施する経済動向調査と併せて、分析を行い、地域経済の現状

把握と課題の抽出を行い、小規模事業者への情報提供と事業計画策定支援に活用する。 

 

（２）事業内容 

  ①国が提供するビッグデータの活用 

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

  集中投下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域 

経済分析システム）活用した地域の経済動向分析を行い、年１回、公表する。 

【分析手法】・「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From-to分析」→人の動き等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

  ②独自の景気動向調査の実施 

管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、全国商工会連合会が行 

う「小規模企業景気動向調査」に基づいて独自の調査項目を設定し、管内小規模事業 

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】管内小規模事業者 50社（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業 

から 10社ずつ） 

【調査項目】売上額、仕入額、経常利益、資金繰り、受注状況、雇用状況、設備投資、 

客層等 

【調査手法】巡回及びセミナー等開催時に依頼、回収する。 

【分析手法】経営指導員が金融機関等及び外部専門家等と連携し分析を行う 

 

（３）成果の活用 

○情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周 

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。 
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（４）目標 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①公表回数 ― １回 １回 １回 １回 １回 

②公表回数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針(1)】 

 

（１）現状と課題 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー開催

等を通じて啓発を図り、小規模事業者の経営分析を行っている。専門的な知識を必要と

する課題については、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、ミラサポの専門家等と

連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧に支援を行っていく。 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業者の発掘のため、経営分析セミナーの開催や巡回・窓口相談を 

通して喚起を行う。 

【募集方法】 案内文書を郵送又はホームページでの広報 

【開催回数】 年２回 

【参加者数】 一開催当たり１０人 

②経営分析の内容 

【対 象 者】セミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い１６社を 

選定 

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

            を行う 

≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

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

            るくん」等のソフト又は類似の経営分析ツールを活用し、経営指導 

員が分析を行い、必要に応じて専門知識を有する専門家等と連携して 

行う。 

 

（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。 

また、分析結果は、データベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルア 

ップに活用する。 

 

（４）目標【②経営分析件数、経営指導員一人当たり６件を目標とする】 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

①開催件数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②分析件数 ― １２件 １２件 １２件 １２件 １２件 
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４．事業計画策定支援に関する事【指針(2)】 

 

（１）現状と課題 

これまで、主に融資相談に伴う事業計画書や創業計画書の作成、小規模事業者持続化

補助金等の申請時において事業計画策定を行ってはいるが、小規模事業者から相談を受

けて行っており受け身の支援体制であった。 

また、管内小規模事業者の多数に対しても事業計画策定の意義や重要性が浸透してお

らず、周知においても不足していた。今後はセミナー開催においては、セミナー開催の

目的と事業計画策定の意義を強調するなど、案内文書の作成等及び周知方法についても

改善を行う。 

 

（２）支援に対する考え方 

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

事業計画策定セミナーの開催や中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、ミラサポ等

の専門家と連携し、指導・助言を行い小規模事業者の事業計画策定を支援する。 

セミナー開催等においては主にＡ４用紙一枚にて、形式的な通知文書となっていたた

め、今後はセミナーの目的と期待される効果を強調し、更に支援事例を紹介していくこ

とにより、自主的な事業計画策定を促進し支援する。 

併せて、セミナー参加事業所の中から意欲的で実現性の高い事業者に対して支援し、

事業計画の策定につなげていく。 

 

（３）事業内容 

①経営分析を行った事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

【募集方法】     巡回 

【回数】         年２回 

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

【参加者数】     ８件（経営分析を行った事業者数） 

②事業計画の策定 

【支援対象】  経営分析を行った事業者 

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

き、外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

 

（４）目標【経営指導員一人当たり４件】 

 現行 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画 

策定件数 
― ８件 ８件 ８件 ８件 ８件 

 

 

５．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 

現状は未実施である。小規模事業者が策定した事業計画の実現に向けて、定期的に事

業の進捗状況確認や新たな経営課題について助言・指導を行い、高度かつ専門的な課題

については、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、ミラサポ等の専門家との連携に

より課題解決に取り組み、必要に応じて各種融資制度の活用や小規模事業者向け施策の
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情報を提供し、対象事業者の経営計画実現に向けて伴走型の支援を行う。 

 

（２）事業内容 

事業計画策定後は、四半期ごとに１回訪問し、計画の進捗状況の確認や国、県、支援

機関等の支援施策を周知する。また、新たな経営課題等がないか確認するなど、事業者

に寄り添ったフォローアップに努め、経営情報等は経営カルテに保存し、職員が共有で

きるように整理する。 

進捗状況等は計画策定に関わった支援機関や専門家へ報告し、必要な指導・助言を受

ける。また、専門的な支援が必要な場合は、県連専門家をはじめ、よろず支援拠点、ミ

ラサポ等の専門家発見事業を活用する。 

 

（３）目標 

 現行 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 
― ８社 ８社 ８社 ８社 ８社 

頻度（延数） ― ３２回 ３２回 ３２回 ３２回 ３２回 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針(3)】 

 

（１）現状と課題 

これまで、経営計画策定支援を行う小規模事業者の商品又はサービスについて需要動

向調査はほとんど行われておらず、需要動向調査についての情報収集と活用が課題であ

る。 

本計画では、事業計画策定を行った小規模事業者に対して、分析で把握した事業者の

販売する商品・サービスの需要動向に関する情報を調査及び収集分析を行い新商品開発

支援に活用する。 

 

（２）事業内容 

イベント等における需要動向調査の実施 

事業計画策定を行った飲食関連業者２社を対象に、地域資源等を活用した地域ブラン

ド新商品を開発する。開発商品は、沖縄の産業まつりにおいて試食及び来場者アンケー

トを実施し、調査結果を分析した上でフィードバックし、地域ブランド商品の改善及び

新商品開発に資する。 

【サンプル数】     来場者 100人 

【調査手段・手法】 県内最大規模の産業まつりである、「沖縄産業まつり」（毎年 10 

                   月開催、開催期間 3日間、延べ来場者数約 24万人、来場者・県 

内外一般客及びバイヤー等）の来場者に対して、支援対象事業 

者の店頭にて試食をしてもらい、経営指導員等が聞き取りのう 

え、アンケート票へ記入する。 

【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】        ①味、②食感、③見た目、④色、⑤大きさ、⑥価格、 

⑦パッケージ、⑧使用シーン等 
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【分析結果の活用】  分析結果は、経営指導員が当該飲食店に直接説明する形でフ 

ィードバックし、更なる改良等を行う。 

 

（３）目標 

 現行 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
調査対象 

事業者数 
― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針(4)】 

 

（１）現状と課題 

これまで、小規模事業者の販路開拓を支援するため、沖縄県商工会連合会が主催する

「沖縄の産業まつり」、本会が主催する「よなばるマルシェ（フリーマーケット）」等へ

の出店支援及び本会ホームページにおいて商品・サービス等の情報発信支援を行ってき

たが支援体制は受け身であった。 

今後は、事業計画策定事業者を対象に既存商品のブラッシュアップ、新商品開発、販

路開拓支援強化に向けて、中小企業基盤整備機構、よろず支援拠点、ミラサポ等の専門

家と連携し、セミナー及び個別相談会等を実施し、販路開拓を目指す事業者の掘り起こ

しと、対象となる事業者の商品開発、販路開拓及び売上げ増加の支援を推進する。 

 

（２）事業内容 

中小企業基盤整備機構沖縄事務所主催の「守礼門プログラム 商談会・評価会」並びに

沖縄の産業まつり及びよなばるマルシェに、毎年、事業計画を策定した飲食関連業者２

社を選定し参加させる（よなばるマルシェは４社）。参加させるだけではなく、商談会で

のプレゼンテーションが効果的になるよう事前研修を行うとともに、事後には、名刺交

換した商談相手へのアプローチ支援など、商談成立に向けた実効性のある支援を行い、

販路開拓及び売上げ増加につなげていく。 

①「守礼門プログラム商談会・評価会」への参加事業（BtoB） 

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

           選考の上、商談会の参加を決定。（県内国内小売、卸等のバイヤー約１０社 

           が来沖。商談形式はバイヤー固定式。商品に応じて中小機構がバイヤーと 

の商談を設定、概ね１社あたり４社前後のバイヤーと商談を実施。H30年度 

エントリーしたサプライヤーは２６社） 

②商工会特産品フェア「ありんくりん市」への出展事業（BtoC） 

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

          つり」の一環で開催。（毎年 10月開催、開催期間 3日間、延べ来場者数約 24 

万人、来場者は県内一般客、県外観光客。また商工会連合会において流通業 

者等への案内も行っている。） 

③「よなばるマルシェ」への出展事業（BtoC） 

【参考】「よなばるマルシェ」は、当会が主催するイベント。町内の特産品、農産 

     物、加工品等の販路開拓、地域 PRを目的に開催している。（年１回開催、 

     開催期間１日間、延べ来場者数約５千人、来場者は県内一般客。） 
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３）目標 

 現行 31年

度 

32年

度 

33年

度 

34年

度 

35年

度 

①守礼門プログラム商談会・

評価会参加事業者数 
― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／社 ― １件 １件 ２件 ２件 ２件 

②ありんくりん市出展事業者

数 
― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

売上額／社 ― ３０万 ３０万 ３５万 ４０万 ４５万 

③よなばるマルシェ出展事業

者数 
― ４社 ４社 ４社 ４社 ４社 

売上額／社 ― １０万 １０万 １５万 ２０万 ２５万 
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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 

 

町では、観光分野に焦点を合わせ行政と町民の協働により、歴史・文化や自然環境を 

活かした観光 施策を展開による地域活性化に取り組んでいるところです。 

本商工会は、行政・議会・教育委員会・自治会・漁協・農協・ＰＴＡ・女性会・老人 

クラブ・文化協会など町内１４団体で構成する「与那原まちづくり推進協議会」の一員 

として、町の目指すまちづくりに連携 して地域経済の活性化に取り組んでいきます。 

沖縄の三大大綱曳の一つで、毎年行われる「与那原大綱曳まつり」では、まつり広場 

の運営管理を担当している。また、地域振興事業（商店街活性化事業）として、与那原 

町をはじめ関係機関と連携しながら、平成２２年から「綱がる与那原ちゃんぷる～市（青 

空市）」を、平成２３年から「与那原綱がる軽便市（軽トラ市）」を年間３～４回、そ 

れぞれ開催しています。 

 与那原町には、軽便与那原駅舎展示資料館、観光交流拠点施設、沖縄芸能関係著名人 

の歌碑や顕彰碑、伝統の大綱曳、綱曳資料館、著名な拝所など多くの観光資源があり、 

これらの資源を商業・サービス業の振興につなげるよう、与那原まちづくり推進協議会 

において協議・連携して、地域観光振興及び地域経済の活性化に取り組んでいきます。 

 

（事業内容） 

（１）「与那原大綱曳まつり」、「綱がる与那原ちゃんぷる～市」、「与那原綱がる軽 

便市（軽トラ市）」などの各種イベントについては、商店街及び地域全体に波及 

効果をもたらすよう、より集客につながるようにイベントの内容、周知方法等の 

改善を図っていく。 

（２）軽便与那原駅舎展示資料館をはじめ地域の観光資源の発掘、それらを商業・サー        

    ビス業の活性化に活かす方策について、与那原町及び関係団体と連携して取り組ん

でいきます。 

 

（目標） 

各種イベントについて、その効果をアンケート調査、意見交換等により検証し、企 

画段階から関わることで事業者視点を活かしたイベントを企画することによって地 

域経済活性化に資するよう、より効果的なイベントの検討、実施に取り組んで行きま 

す。また、地域観光資源を活用した商品開発や販路開 拓などに取り組み、地域観光 

の振興及び商業・サービス業の振興を図っていきます。 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

与那原大綱曳まつり参画 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

綱がる与那原ちゃんぷる～市の開催 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

与那原綱がる軽便市の開催 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

商店街活性化イベントの検討会開催 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

観光資源活用の検討会への参画 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
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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）沖縄県商工会連合会が年２回主催する南部地区商工会問題・課題発掘意見交換会 

において構成６商工会の経営指導員による支援事例報告、情報交換を行い、そこで 

出てきた成功事例や課題に対する検討、意見交換を通して支援ノウハウの習得、支 

援力向上を図る。 

（２）沖縄振興開発金融公庫や町内３銀行支店とＪＡおきなわ支店で構成する与那原地 

区金融協会などと情報交換会を開催し、県内の金融経済動向、地域における融資動 

向などの情報交換を行い、現状に即した小規模事業者支援につなげていく。 

（３）町の商工観光振興を所管とする観光商工課と毎月１回行っているミーティング時 

に、商工業振興の施策及び事業計画、また町内事業所の現況等についての情報を交 

換しながら、連携して小規模事業者支援に取り組む。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）経営発達支援計画の実効を上げるためには、経営指導員のみならず全職員が小規 

模事業者支援ノウハウの向上を図ることが不可欠である。 

   全国商工会連合会及び沖縄県商工会連合会、中小企業基盤整備機構などが主催す 

る各種研修会に参加することで、従来の経営・税務指導等の能力向上に加え、小規 

模事業者の売上や利益の確保に資する事業計画、マーケティング、販路拡大等につ 

ながる経営発達支援に係るノウハウ習得、能力の向上を図っていく。 

（２）那覇税務署、沖縄労働局及び沖縄振興開発金融公庫などが主催する研修会へ積極 

的に参加し経営支援ノウハウの習得と能力向上を図り、さらに与那原地区金融協会 

等との連携を図り創業、事業継承等に係る支援能力の向上を図る。 

（３）職場内で情報共有を図るため、全職員が参加して毎日行う朝礼や毎週初めに行う 

職務会議において、経営指導員同士の経営発達支援の情報や習得したノウハウを交 

換するとともに、全職員が支援ノウハウを共有することにより、組織支援能力の向 

上を図る。 

   共有したノウハウは、共有フォルダに蓄積することにより支援データベースとし 

て活用し、過去の経緯を踏まえた継続的な支援につなげていく。 

 

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。 

（１）経営発達支援事業評価委員会の設置 

   中小企業診断士、町内金融機関代表、町役場担当課、外部有識者と、本会役員、 

事務局長及び経営指導員等で構成する事業評価委員会を設置し、毎年度１回以上、 

事業の成果検証と評価・見直しを審議、決定していく。 

 

（２）理事会の承認 

   評価委員会で決定した事業の評価・見直しについては、理事会に報告し、承認を 
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受ける。 

（３）事業の成果、評価、見直しの結果公表 

  （１）（２）により決定した事業の成果、評価、見直しの結果について、本会の会 

報やホームページで公表する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１７ 
 

（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３月３1日現在） 

（１）組織体制 

【実施体制】 

 

事業決定機関 理事会 

    ・事業成果検証・評価 

 

事業統括責任者 商工会長 

    ・全体総括 

 

事業遂行責任者 事務局長 

    ・マネジメント全般把握、支援方針及び事業成果の確認 

 

事業遂行者  経営指導員・補助員・記帳専任職員 

    ・支援対象事業所の課題把握、課題解決に必要な支援を計画 

    ・直接支援及び他の支援機関との連携 

 

  【全体組織】 

会員 ５５５名 総代 １０８名 青年部 ３４名 女性部 ３０名 

    

会長 １名 副会長 ２名 理事 ２０名 監事 ２名 

    

事務局長 1名 経営指導員 ２名 補助員 １名 記帳専任職員 １名 

 

 

（２）連絡先 

   与那原町商工会 

   住所 〒901-1303  沖縄県与那原町字与那原 3090-8 

   TEL 098-945-3513   FAX 098-945-7502   E-mail shokoukai@yonabaru.jp 

      URL http://www.yonabaru.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

必要な資金の額 11,614 11,614 11,614 11,614 11,614 

 

 

経営改善普及事業指導事

業費 

 

地域総合振興事業費 

 

 

7,407 

 

 

4,207 

 

7,407 

 

 

4,207 

 

7,407 

 

 

4,207 

 

7,407 

 

 

4,207 

 

7,407 

 

 

4,207 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

調達方法 

  

 国補助金、県補助金及び町補助金、自己財源（会費・手数料等） 

  

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

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

る事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

７．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

８．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 

連携者及びその役割 

１．与那原町（町長・照屋 勉） 

  住所：沖縄県与那原町字上与那原 16  ℡ 098-945-2201 

  役割：町の地域振興計画による行政施策、国県の各種施策事業の情報提供 

  効果：国県町の行政施策と連携した事業所支援 

２．独立行政法人 中小企業基盤整備機構沖縄事務所（所長・船崎 康治） 

    住所：沖縄県那覇市小禄 1831-1（沖縄産業支援センター３Ｆ）℡ 098-859-7566 

  役割：創業、事業再生、災害対策等の支援 

  効果：各種セミナーによる人材育成、共済制度・資金支援 

３．沖縄県よろず支援拠点（チーフコーディネーター・上地 哲） 

    住所：沖縄県那覇市小禄 1831-1（沖縄産業支援センター４Ｆ）℡ 098-851-8460 

  役割：売上拡大、経営改善など経営上の相談支援 

  効果：事業所計画策定後の実施支援 

４．沖縄振興開発金融公庫（理事長・川上 好久） 

  住所：沖縄県那覇市おもろまち 1-2-26  ℡ 098-941-1910 

  役割：政府系制度資金の相談支援、地域経済動向調査 

  効果：融資による小規模事業者の創業・新規事業展開、経営改善支援 

５．与那原地区金融協会（会長・福地 修） 

  ①ＪＡおきなわ与那原支店（支店長・福地 修） 

      住所：与那原町字東浜 89-104   ℡ 098-946-5693 

  ②沖縄海邦銀行与那原支店（支店長・玉那覇 史也） 

      住所：与那原町字上与那原 290     ℡ 098-946-6505 

  ③沖縄銀行与那原支店（支店長・兼島 安雅） 

      住所：与那原町字与那原 3111-1    ℡ 098-945-8535 

  ④琉球銀行与那原支店（支店長・宮城 嗣男） 

      住所：与那原町字与那原 3080    ℡ 098-945-2213 

  役割：地域の経済動向調査、事業者の経営相談、融資相談 

  効果：金融機関として独自融資支援、沖縄県融資制度の連携支援 
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連携体制図等 

 

○地域の経済動向調査に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

○経営状況の分析、事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、 

  需要動向調査に関する事、新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事 

 

 

 

 

 

 

 

○地域経済の活性化に資する取組 

 

 

 

 

 

 

○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 

○経営指導員等の資質向上等に関すること  

 

 

 

 

 

 

 

 

与那原町商工会 

国（RESAS） 

与那原地区金融協会 

沖縄振興開発金融公庫 

与那原町商工会 

中小企業基盤整備機構 

よろず支援拠点 

与那原町商工会 

与那原町 

与那原地区金融協会 

関係機関 

与那原町商工会 

中小企業基盤整備機構 

沖縄振興開発金融公庫 

関係機関 
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