
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
浦添商工会議所（法人番号 3360005002597） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３３年３月３１日  

目標 

 本市において経済環境変化の影響を受けやすく、衰退傾向にある卸・小売、
サービス業の小規模事業者に焦点を当て、「環境変化対応力強化」をテーマ

に、伴走型の支援を行うと共に、持続的発展が可能な地域経済の環境整備を

図ることにより、地域経済の活性化、賑わいを創出し、その結果、全業種へ

の経済波及効果をもたらす地域経済の好循環をめざして本事業に取り組む。

事業内容 

◆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 

  行政や金融機関等の公表資料から、県内の消費動向、業種ごとの経済動

 向や雇用情勢等の情報を収集し、県内経済の動向を把握すると共に、管内

 の卸売・小売、サービス業の小規模事業者の経済動向について、独自の調

 査・分析を行い、地域小規模事業者の経済動向を把握し、小規模事業者の

 今後の取組むべき事業計画に活用する。 

 2．経営状況分析に関すること 

  卸売・小売・サービス業（従業員 9人以下）」に対して専門家と連携し、

 個社の財務内容、非財務内容等に関する分析支援を行い、今後の経営戦略

 に活かす。 

 3．事業計画策定支援に関すること 

  上述の地域経済動向調査や経済状況分析結果を踏まえ、経済環境変化に

 対応し、持続的発展に向けた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 

  事業計画策定支援を行った全ての事業所に対し、目標達成に向けた取り

 組みが行われているか、定期的に確認し、状況に応じて計画の修正・見直

 し等のフォローアップを行い、計画達成をめざす。 

 5．需要動向調査に関すること 

  個社に対する域内・域外の需要動向調査に加え、業界・市場動向調査も

 実施し、調査、分析結果は事業計画策定支援やビジネスモデルの再構築支

 援に活用すると共に、当会議所会報及びホームページを通じて提供する。

 6．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  市内イベントの物販コーナー等への出店や行政や各支援機関の実施する

 展示即売会、商談会への出店を通じて新たな商品開発や売上の増加及び利

 益の確保に繋げる。また、ＩＴを活用した需要開拓支援も行う。 

◆地域経済の活性化に資する取り組み 

  浦添市をはじめ、市内企業や関係機関と連携し、以下の事業に取り組む

 ことで、地域を活性化し、小規模事業者の持続的発展に繋がる良好な環境

 を整備する。 

 ①浦添市産業まつりの開催  ②まちゼミ事業の実施  

 ③創業支援事業の実施    ④プロ野球協力会運営による活性化事業 

連絡先 

浦添商工会議所 中小企業部 

 〒901-2567 沖縄県浦添市勢理客４-13-１ 

       TEL：098-877-4606 FAX：098-877-4677 

       URL：http://www.urasoe-cci.or.jp/ 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（地域の現状） 

１．浦添市の概要 

 浦添の歴史は古く、琉球王統発祥の地として知られ、歴代の三王統の居城とされる「浦添

城址」や琉球王国の陵墓である「浦添ようどれ」の国指定史跡がある。戦前は純農村地域で

あったが、戦後は市の西海岸地域に米軍基地（キャンプキンザー）が建設され、建設労働者

及び軍雇用員の増加に加え、県都那覇市のベッドタウンとして一挙に人口が増加すると共に

外資系企業、県内・本土企業の進出もすすみ、商業地域として発展した。 

 市内には沖縄本島を南北につなぐ二つの広域幹線道路（国道 58 号線・330 号線）が縦貫し

ている。これらの幹線道路は、通勤・通学をはじめ、産業輸送や観光客など多くの人々が利

用する重要な役割を担っているが、慢性的な渋滞が問題となっている。一方、観光資源に乏

しい浦添市において、観光客にはほとんど素通りされる地域となっている。渋滞緩和を目的

に、市の西地区では沖縄西海岸道路、臨港道路の整備が進められていると同時に、長期的展

望ではあるが、沖縄那覇空港から車で約 15 分に位置する西海岸地区や米軍基地（キャンプキ

ンザー）返還跡地の開発計画は産業の更なる活性化に期待が寄せられている。又、東地区で

は、平成 31 年開通予定である沖縄都市モノレール延長事業に係る駅周辺開発計画が進行中な

ど、両地区とも交通の利便性や開発ポテンシャルの高い地域である。 

 浦添市の人口と世帯数の推移をみると、上述のとおり県都那覇市のベッドタウンとして発

展したことから人口総数、世帯数とも増加傾向を辿り、平成 12 年に 10 万人を超え、平成 27

年には 114,165 人となっているが、増加率は鈍化している。また、人口に比べ世帯数の伸び

が著しく、1 世帯当たりの人員が減少していることから、核家族化、一人暮らし世帯の増加

が進んでいる。また年齢階層別人口をみると、市民の平均年齢（39.7 歳）は比較的若いが、

着実に少子・高齢化が進展している。しかし、今後の西海岸域並びに東地区のモノレール駅

周辺地区の開発によって、定住人口及び交流人口の増加が期待できる。 

＜浦添市の人口・世帯数の推移＞ 
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２．産業構造と事業所数の推移等 

 浦添市の事業所数は 5,254 で、商工業者数が 4,681、そのうち 3,436 が小規模事業者であ

り、73.4％と多数を占める（平成 26 年経済センサス基礎調査）。 

 産業構造は、第 3次産業が約 9割を占め、そのうち卸売・小売業が 26.4％、サービス業（生

活関連、飲食等）が 24.5％で、過半数を商業・サービス業（生活関連、飲食等）が占める。

また、他市に比べ本店・本社が多いのも特徴である。 

 第 3 次産業を従業者規模別にみると、「1～4 人」の事業所が全体の約 6割を占め最も多く、

次いで「5～9 人」が 2 割弱であり、あわせると市内事業所の 8 割弱が「9 人以下」の事業所

となっている。 

 産業別従業者及び事業所数の推移では、平成 13 年から平成 24 年までに従業者が「1～4人」

の事業所が約 700 か所減少している一方で、10 人以上の事業所では増加もみられる。平成 21

年と平成 26 年を比較すると、「医療・福祉」の従業者数が増加しており、一方で、「卸売・小

売業」、「建設業」、「サービス業全般」においては、平成 26 年の調査結果で多少の持ち直しは

みられるものの、平成 24 年までは事業所数、従業者数とも減少傾向にある。 

  

＜浦添市の産業構造＞ 

  

 

                    資料：平成 26 年経済センサス基礎調査 
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（課題）     

 前述より浦添市における商業・サービス業の小規模事業者の内、経済環境変化に弱い事業

者は衰退し、淘汰される傾向がうかがえる。その要因は、これまでの人口増加を背景に、大

型店、大型商業集積施設、全国展開チェーン店などの進出やＩＴ技術の発達及び流通構造変

化に伴う価格競争の激化、消費者ニーズの変化、小規模事業者の経営課題・支援ニーズの多

様化・複雑化など事業を取り巻く環境の変化等の影響が考えられる。小規模事業者みずから、

これらの変化に迅速に対応して変革していくことが望ましいが、経営基盤が脆弱且つ経営資

源の乏しさゆえに単独でこれらの取り組みを実行することは困難である。 

 近年、浦添市の人口増加率は鈍化傾向にあるが、現在進行中の東地区沖縄都市モノレール

駅周辺開発や今後の開発が予定される西地区の西海岸域開発により再び増加率は顕著になる

と推測される。これを機会・強みと捉え、これまでの環境変化への対応力が不十分で、衰退

の恐れがある小規模事業者の回復と今後の環境変化への対応力の強化が重要課題と考える。
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（中長期的な振興のあり方） 

 浦添市においては、西地区の西海岸域開発計画及び東地区の沖縄都市モノレール延長事業

の二大プロジェクトが進行中である。 

 西地区の西海岸域開発計画は、浦添市の「マリントピア浪漫プラン」に基づく海浜リゾー

ト空間としてのまちづくりが計画され、観光リゾート産業や情報産業、商業施設等の進出が

期待されている。 

 東地区の沖縄都市モノレール延長事業に係る 3つの新駅整備事業のうち、「経塚駅」は隣接

する沖縄国際センターを活用した文化交流促進を図るエリアとして、「浦添前田駅」では国の

史跡として指定されている琉球王国の陵墓である「浦添ようどれ」や浦添城址などの歴史文

化遺産に隣接していることから観光エリアとして、那覇空港からの最終駅となる「てだこ浦

西駅」は沖縄自動車道との複合交通結節点となり交通の利便性が高く、医療、高齢者施設、

スポーツ施設、学校、商業施設、ホテル、オフィス、マンションなどの事業参入が予定され

た商業エリアとしてのまちづくりが計画されており、新たな賑わいの創出が期待されている。

 このような中、当商工会議所は昨年度より、「浦添市西海岸開発推進特別委員会」及び「沖

縄都市モノレール駅周辺開発推進特別委員会」の二つの委員会を発足させ、調査研究、意見

提言活動に取り組んできた。今後も両委員会の運営を継続してまちづくりへの提言や計画の

進捗状況など各情報の把握に努め、中長期的な視点に立ち、小規模事業者の事業機会の創出

や地域経済の活性化に資する事業に取り組み、地域産業の振興を図る。 

 また、これまでの小規模事業者に対する支援は、記帳・税務・金融指導などが主であり、

著しい経営環境の変化の影響を受ける小規模事業者に対する支援としては不十分であった。

今後、東西の二大プロジェクトにより大きな地域経済環境の変化が押し寄せる中、小規模事

業者に対する更なる影響も予測されるが、それを「脅威」とするのではなく「機会」と捉え、

これまで以上に小規模事業に寄り添ったきめ細かな伴走型の支援を実施して、小規模事業者

の持続的発展へと繋げる。 

 

（本計画の目標） 

 小規模事業者は地域経済や雇用、コミュニティー維持の重要な役割を担っている。今後も

なくてはならない存在であり、その役割に大きな期待が寄せれていることから小規模事業者

に十分な光をあて、持続的な発展が可能な地域活性化に向けた環境整備を図ると共に、個々

の小規模事業者に対する伴走型の支援を行うことが必要である。 

 したがって、浦添商工会議所は、当市において商業環境の変化に大きな影響を受け、衰退

傾向にある卸売、小売、サービス業に焦点を当て、今後の中長期的な振興のあり方や予測さ

れる更なる地域経済環境の変化を踏まえ、「環境変化対応力強化」をテーマに、以下の支援目

標を掲げ、経営発達支援事業に取り組む。 

 

＜地域経済総合団体の役割としての支援目標＞ 

 小規模事業者の地域における持続的経営を支えるためには、 個社のみならず地域の活性化

が不可欠であることから地域関係機関との連携を図りながら、浦添市産業まつりの新規開催
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やプロ野球春季キャンプに係る各種イベントの企画開催など地域の活性化に向けた諸事業の

取り組みを強化していく。 

 創業者支援は小規模事業者数の維持には必要不可欠であることから、浦添市が産業競争力

強化法に基づき国から認定を受けた創業支援事業計画に沿って、当商工会議所が連携支援機

関の中心的役割を担い、創業時における様々な課題解決の支援を行い、且つ、創業後も成長

に合わせた伴走型支援を実施することで、ステージ別の様々な段階やニーズに応じたきめ細

かな支援を行い地域経済を支える企業の育成、雇用の創出による地域経済の活性化を図る。

 更には、まだ商工会議所に加入していない管内小規模事業者及び加入はしているが、これ

までほとんど商工会議所を利用していない小規模事業者に対する巡回指導を強化して支援対

象事業所の掘り起こしを行う。 

 

＜小規模事業者支援機関の役割としての支援目標＞ 

 個々の小規模事業者に対しては、地域の経済社会情勢の変化や小規模事業者の課題が多様

化・複雑化していることを踏まえ、記帳や税務、資金調達などの基本的支援のみならず、商

工会議所の強みである地域に根ざした総合経済団体として「伴走型」支援を実施していく。

具体的には、振興テーマである「環境変化対応力強化」に基づき、対象事業所へ①経営状況

分析支援を行い、課題別支援を実施する。その結果、事業所によっては、ビジネスモデルの

再構築も検討しながら持続的発展が図れるよう支援していく。その際には、支援施策を十分

理解・活用しながら、専門性を持つ他の支援機関、行政と連携して、②事業計画策定の支援、

③計画策定後の実施支援、④地域の経済動向に関する情報の収集・提供、⑤個社に対する需

要動向調査支援、⑥需要の開拓に寄与する事業を実施していく。且つ、これらの経営発達支

援事業の効果的・効率的な実施に向けた職員の支援力向上を図ると共に外部有識者を活用し

た事業の成果・見直しを行い、きめ細かな支援ができる体制を構築していく。 

 

 以上のように、本市の中長期（5 年～10 年）的な振興のあり方と展望を踏まえ、地域行政

や各支援機関との連携、情報交換等を図りながら、本市において経済環境変化の影響を受け

やすく、衰退傾向にある小規模事業者の支援を強化して持続的発展につなげることで、地域

経済の活性化、賑わいを創出し、その結果、全業種への経済波及効果をもたらす地域経済の

好循環をめざして本計画（5年）を実施する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施時期 

 

（１）経営発達支援事業の実施時期 （平成 29 年 4 月 1日～平成 33 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】 

 

＜目標＞ 

 これまでは沖縄県や浦添市、各種団体、金融機関レポート等の各種統計資料を経営指導員

個人レベルでの閲覧・活用に留まり情報共有がされず、管内事業者への提供も一部の情報に

限られ有効活用されていなかった。 

 今後は、県内や市内の地域経済動向を把握するため、各種統計資料を定期的に収集及び市

内事業者の調査を行い、整理・分析する。その結果は、小規模事業者の経営支援のための資

料とするほか、地域経済活性化策の基礎資料としても活用する。 

 

＜事業内容＞ 

（１）県内経済動向調査資料の活用・分析 

 沖縄県や金融機関、民間シンクタンク等が公表している資料から、県経済を牽引する観光

や消費動向、業種ごとの売上、採算性、設備投資、資金繰り、雇用情勢の項目を四半期ごと

に情報収集する。収集した情報は、会議所内チームにより比較、整理して取りまとめ、県内

経済の動向を把握する。 

 （情報収集資料） 

   ①沖縄県企画部「沖縄県経済動向」  

   ②内閣府沖縄総合事務局「沖縄県地域経済の動向」 

   ③沖縄振興開発金融公庫「県内企業景況調査」  

   ④日本銀行那覇支店「短期経済観測調査」 

   ⑤りゅうぎん総合研究所「県内景気動向」 

   ⑥おきぎん経済研究所「企業動向調査」 

   ⑦海邦総研「県内景気動向調査」 

（２）市内小規模事業者の経済動向調査の実施 

 浦添市においては、年 1回発行の統計資料はあるが、定期的な経済動向調査は行われてい

ない。また、当商工会議所では現在、全国商工会議所のネットワークの下、ＬＯＢＯ調査（早

期景気観測）を実施しているが、大手の製造、建設業を調査対象としており、本計画の支援

対象としている卸売・小売、サービス業の小規模事業者の経済動向の把握には至っていない。

そこでＬＯＢＯ調査のノウハウ（調査内容、分析手法）を活用して、支援対象業種の経済動
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向について、独自に年 2回（上半期・下半期）、下記情報項目の聞き取り調査・分析を行い、

業種ごとの地域小規模事業者の経済動向を把握する。調査は経営指導員等が巡回により行う

ものとする。 

 （数値目標） 

調査対象業種 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

 卸売業 5 5 7 7 7

 小売業 10 10 12 12 12

 飲食サービス 5 5 8 8 8

 生活関連サービス 5 5 8 8 8

合  計 25 25 35 35 35

 

＜情報収集を行う項目＞ 

 ①前年同時期と比較した 3 ヶ月間の売上額、利益率、仕入れ単価、採算（経常利益） 

 ②資金繰りの状況 

 ③自社・業界の景況 

 ④客層（性別、年齢、リピーター） 

 ⑤直面している経営上の問題点 

 ⑥その他付帯調査、要望事項等 

 

＜成果の活用について＞  

 沖縄県全体の経済動向調査の比較・整理結果については、地域経済活性化策の基礎資料と

しても活用するとともに、市内小規模事業者の経済動向調査結果と比較・検討することによ

り、市内小規模事業者の位置づけを明確にして今後の取り組むべき課題を抽出するなど、小

規模事業者が事業を持続発展させていくための外部環境資料として活用する。また、各調査

結果は、商工会議所会報やホームページにて年 2回、上半期と下半期ごとに公表し、県内経

済動向や地域小規模事業者の実態、課題等を情報提供し、支援対象事業者の今後の取組むべ

き事業計画に活用できるものとする。 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

＜目標及び分析手段＞ 

 これまで経営状況の分析結果については、金融支援や補助金申請時の一環として単発的な

活用に留まり、経営課題の抽出や改善策などに有効活用されていなかった。今後は、分析結

果の共有化を図り、担当者が代わっても継続支援ができるよう統一シートを用いる。統一シ

ートは、経済産業省の推奨する「ローカルベンチマークツール」の活用を予定しているが、

必要に応じて独自の加工も検討する。支援目標は、「卸売・小売・サービス業（従業員 9人以
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下）」を分析対象事業者として、経営指導員 5名を中心に補助員、記帳専任・指導員が巡回指

導時や窓口相談時にヒヤリング等にて実施して、自社の財務状況、経営手法、強み・弱みに

対する認識、理解が薄い小規模事業者の分析支援を行う。分析において、専門的知識が必要

な場合は沖縄県よろず支援拠点やミラサポ、エキスパートバンク制度を活用し、専門家と連

携して分析結果を導き、今後の経営戦略に活かす。 

 

（数値目標） 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営分析件数 30 30 34 34 34

 

＜調査・分析項目＞ 

 Ａ．財務分析              Ｂ．非財務分析 

  ①売上高増加率（売上持続性）      ①経営者のビジョン・経営理念 

  ②営業利益率（収益性）         ②技術力、販売力の強み・弱み 

  ③労働生産性（生産性）         ③競合他社との比較 

  ④ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率（健全性 ）④顧客リピート率 

  ⑤営業運転資本回転期間（効率性）    ⑤従業員の定着率 

  ⑥自己資本比率（安全性）        ⑥組織管理体制 

 

＜成果の活用＞ 

 前述の手法により得た分析結果は、事務局内で情報共有し、継続的かつ伴走型支援の基礎

データとして活用する。又、分析結果により個社の課題や弱みを減らし、強みを伸ばす支援

内容を導き出し、今後の事業計画の策定や計画策定後の実施支援に適切に反映させると共に

販路拡大や収益拡大につながる講習会やセミナー企画の参考とする。 

 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

＜目標＞ 

 これまでの事業計画策定支援は、金融支援や補助金の申請を目的としている場合がほとん

どであり、前記 2の経営分析と同様に単発的な支援に留まっていた。 

 しかし、事業計画策定本来の意義は、小規模事業者を取り巻く経営環境が激変する中、そ

の変化に対応できる事業計画を策定し、その計画に基づきビジネスモデルの再構築を図り、

持続的発展に向けた経営を推進することである。計画策定については、小規模事業者自らが

問題意識と自覚を持って取り組むべきではあるが、自助努力だけでは克服できない問題も多

いため、商工会議所が最も身近な支援機関として小規模事業者の視点に立ち、伴走しながら

事業計画策定の支援を行う。 
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＜支援対象＞ 

 支援対象事業者については、まず小規模事業者自らが事業計画策定の重要性、必要性を認

識し、意識改革を醸成すべく、事業計画策定の意義・手法に関するセミナー及び個別相談会

を開催して計画策定を目指す事業者の掘り起こしを行う。又、窓口・巡回業務を通じて対象

者を抽出する。更には毎月発行の商工会議所会報による広報から計画策定希望者を募る。 

（目標数値） 

支 援 内 容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

ｾﾐﾅｰ・個別相談会開催件数 2 2 3 3 3

ｾﾐﾅｰ・個別相談会参加者数 40 40 60 60 60

会報広報回数 4 4 6 6 6

事業計画策定事業者数 15 15 17 17 17

事業計画策定支援回数 75 75 85 85 85

  ※事業計画策定支援回数については、１事業当たり５回を予定。 

 

＜計画策定手段・手法＞ 

 事業計画策定にあたっては、激変する経済社会情勢の中、計画策定が小規模事業者の持続

的発展には重要であることの意識改革を図りながら、支援対象事業者と十分に協議し、お互

いの理解を深め、二人三脚での伴走型支援を行う。 

 手法としては、前記 2の経営分析結果に基づき、生産性、収益性や自らの強み・弱みを踏

まえ、前記 1の地域経済動向や後記 5の需要動向調査の成果を活用しつつ、顧客ニーズや需

要を見据えて支援対象事業所個々の状況に見合った支援・助言を行い、実現性の高い事業計

画を策定する。必要に応じて沖縄県よろず支援拠点との連携やミラサポ、エキスパートバン

ク制度による中小企業診断士・税理士等の専門家派遣を活用して小規模事業者に最適な事業

計画の策定支援を行う。 

 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

＜目標と指導内容及びフォローアップの頻度＞  

 事業計画策定後、策定支援を実施した全ての対象事業所に対して、経営指導員が定期的に

巡回指導を行い、策定した事業計画に沿った売上・利益等の目標達成に向けたマーケティン

グや販路開拓等の取組みが確実に行われているか、進捗状況の確認を行う。事業者の状況に

応じては、計画遂行に必要な国・県・市が実施する各種支援策の提案や融資支援などのフォ

ローアップを行う。計画どおりの進捗が図られてない場合や新たな経営環境の変化があった

場合は、専門家等の助言を受けながら計画の修正・見直し等を行い、事業計画の再構築を図

る。 

 フォローアップについては、伴走型の支援が求められていることから、原則として「四半
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期に一度以上」実施するが、計画が順調な事業所は頻度を落とし、計画どおりに進んでいな

い事業所は頻度を上げるなど、事業所の状況等に応じて柔軟に対応する。又、事業者ごとに

担当職員がＰＤＣＡ表を作成し、事業者と共に進捗状況を管理する。 

＜目標数値＞ 

支 援 内 容 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

フォローアップ事業者数 15 15 17 17 17

フォローアップ述べ件数 60 60 68 68 68

 ※フォローアップ述べ件数については、1事業所当たり 4回を予定。 

 

〈計画策定後のフォローアップサイクル〉 

 

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜目標＞ 

 多くの小規模事業者は、これまでの経験や勘による経営から脱却しきれず、加えて「売れ

る商品を作る・販売する」というマーケットインの視点に乏しい。しかし、人口減少や消費

者のライフスタイルの変化などの経済社会の構造変化による需要の減少・変化に直面する中、
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買い手のニーズを踏まえ、自社の商品・サービスを「誰に」、「何を」、「どのように」提供・

販売するのかを、明確にしていくことが重要であり、事業経営における売上・利益の目標を

達成し、企業の持続的発展を促進するために需要動向調査は不可欠である。 

 しかし、これまで当商工会議所が実施している調査事業は、毎月実施しているＬＯＢＯ調

査結果（商工会議所早期景気観測）のみであり、需要動向の情報収集、分析等は行っておら

ず不十分な支援であった。 

 今後は、本項目が個社支援という観点から、支援対象事業に掲げる商業（卸・小売）、サー

ビス業の小規模事業者より支援希望事業者を募り、（１）域内需要事業者と（２）域外需要事

業者に分け、それぞれのステージに沿った需要動向調査を行い、販売する商品や提供する役

務の新たな販路の開拓や新商品の開発に活かせるように買い手（消費者・バイヤー）のニー

ズ、市場動向等を把握・提供する。併せて業種別・品目別といった少し大きな単位の（３）

業界・市場動向調査も実施し、その動向、情報を提供することにより、事業計画の策定や新

たな需要の開拓に寄与する事業を効果的に実施するために活用可能な内容とすることを目標

とする。 

 

（１）域内需要動向調査 

 域内需動向調査の対象事業者は、主に市内及び近隣市町村の消費者を顧客とする小規模事

業者とし、お客様アンケート形式により調査を実施する。 

 調査項目・機会については、小規模事業者の販売する商品や提供する役務に関しての品揃

え（味）や価格設定、新たに希望する商品・メニュー構成やサービス内容等、事業所に対す

る良い点や悪い点などの感想に加え、顧客の性別、年齢層、来店の時間帯等を調査し、買い

手のニーズや自社の強みや弱みの把握に繋げる。調査機会は、まず来店した顧客に対し、事

業者自らがアンケートの協力を依頼して行う。その際には、店主の「顔」を知ってもらう機

会にも繋げたい為、依頼の際の注意事項についてアドバイスを行う。次に、後述の「新たな

需要の開拓に寄与する事業」や「地域活性化に資する取り組み」における「浦添てだこまつ

り」や「うらそえ島桑フェアー＆浦添物産展」、「浦添産業まつり」などの各種イベントへの

出店機会を利用して、当商工会議所スタッフにより来場者のアンケート調査を行う。 

 

（２）域外需要動向調査 

 域外需要動向調査の対象事業者は、主に県外、国外の消費者・バイヤーをターゲットとす

る小規模事業者とし、調査を実施する。 

 調査項目・機会については、後述の「新たな需要の開拓に寄与する事業」における展示会・

商談会において、バイヤーや一般来場者に対し、小規模事業者の販売する既存商品の改善点、

新たに要望する商品などに関して、同行する経営指導員等によりアンケート調査を行う。 

 

 尚、域内、域外需要動向調査の具体的調査項目については、各業種ごとの調査項目につい

て事務局スタッフにより議論精査後、効果的な買い手のニーズが把握できる様に専門家のア

ドバイスを受け、業種ごとの統一のアンケートフォームを作成して実施する。 
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（３）業界・市場動向調査 

 個社に対する域内、域外の需要動向調査に加え、行政の発行する調査報告書や統計データ、

日経流通新聞や業界の最新トレンドが掲載された流通情報誌及びインターネットから、四半

期に 1回、特定の業種や品目・サービスに関する動向・情報を提供する。例えば、域内需要

事業者向けには、飲食店、エステ、フードメニューなど、域外需要事業者向けには、地域特

産品、衣料品、コスメなどの調査テーマを設定の上、定点観測的に最新のトレンド情報を収

集し、今後地域にも訪れるトレンド情報を発信することにより、小規模事業者の取り組むべ

き事業の参考とする。 

 

（情報の整理・分析と活用について） 

 個社の調査情報は、個社・業種ごとに整理・分析し、その結果は事務局内で情報共有して

個社に対する継続的かつ伴走型支援の基礎データとし、小規模事業者の新たな販路の開拓や

新商品・サービスの開拓に繋がる事業計画策定支援やビジネスモデルの再構築支援に活用す

る。調査・分析の作業については、事業者と二人三脚で行い、今後の継続的な支援に繋げる

よう納得、共感を得ながら行い、自立化へも導くようにする。また、分析結果に基づく具体

的支援の際には、必要に応じてエキスパートバンクなどの専門家派遣制度を活用して、専門

家同行の下、アドバイスを行う。 

 業界・市場動向調査結果については、その整理・分析手法に関して、現在、当商工会議所

内では確立されていないので、専門家からのアドバイスを受け、経営指導員を中心としたス

タッフによる勉強会を行い、今後の潜在的な顧客の掘り起しや新商品・新サービスの開発、

既存商品の改善、新市場への参入など新たな需要開拓の参考となる分析結果にまとめ、小規

模事業者へ情報提供すると共に会議所内の基礎資料として今後の指導に活用する。情報の提

供は、各機関の統計データ、業界情報紙等それぞれの発行、更新頻度を加味しながら毎月発

行している当商工会議所報及びホームページを通じて提供する。 

  

（目標数値） 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

域内需要動向調査 

支援事業者数 

（小売・サービス業） 

6 6 6 6 6 

域外需要動向調査 

支援事業者数 

（主に卸売業） 

3 3 3 3 3 

業界・市場動向調査 

情報提供回数 
4 4 4 4 4 

 ※域内需要動向調査におけるアンケート数は、1社当たり 50 件を目標とし、域外需要動向

 調査については、調査機会における参加バイヤー数、一般来場者数を加味して実施する。
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 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】 

   

＜目標＞ 

・小規模事業者においては、経営環境の激変に伴い、地域への進出の著しい全国大手チェー

ン店や大型小売店舗との競争を生き抜き持続的発展を成し遂げるためには既存顧客以外の新

たな販路開拓や需要の掘り起しが重要である。しかし、多くの小規模事業者は各種イベント

や展示会・商談会の情報や参加経験が乏しく、当商工会議所においても積極的かつ定期的な

支援をほとんど行っていなかった。そこで今後は、小規模事業者のそれぞれのステージに沿

って、（１）地域の需要開拓、（２）広域の需要開拓、（３）ＩＴを活用した需要開拓に分け、

新たな支援を実施していく。 

 地域の需要開拓支援については、既存の市内各種イベントや今後開発が予定される商業エ

リアを活用した出店機会を通じて、市内・県内地域顧客並びに県外、観光客も視野に入れた

小規模事業者の新たな需要の掘りこしを図る。 

 広域の需要開拓については、現状では当商工会議所単独での商談会や展示会の開催は、規

模や集客力において限界があるため、国・県・市や沖縄県産業振興公社、ジェトロ沖縄の実

施する展示会や商談会等の情報を、会報やホームページ、巡回・窓口相談を通じて積極的に

提供し、希望者や必要性のあると思われる小規模事業者の参加を促し、参加するだけに留ま

らず、商談の機会や成約に至るまでの支援を行いビジネスに繋げる。展示会・商談会につい

ては、極力経営指導員も同行し、販売する商品に対しての買い手側のニーズ、例えば希望す

る商品構成や商品に関する改良点等について、来場者やバイヤーへのアンケート調査を実施

して新たな需要の掘り起こしやビジネスモデルの再構築に活用する。また運営のノウハウを

学び、蓄積することで、今後の独自の展示会・商談会の開催にも繋げたい。 

 また、近年市場が拡大しているホームページやスマートフォンなどを通じて販路拡大を希

望する小規模事業者に対して、ＩＴ活用による販路開拓支援も実施する。 

 

＜支援対象・事業内容＞ 

 

（１）地域の需要開拓 

 ①市内イベント出店事業による需要開拓 

 浦添市と当商工会議所並びに市内各団体協力の下、毎年約 20 万人の来場者を集め開催して

いる「浦添市てだこまつり」や当商工会議所の主催（後援：浦添市他）する「うらそえ島桑

フェア&浦添物産展」等の市内イベントにおいて、地域店物販コーナーを設置し、小規模事業

者の売上の増加や利益の確保に繋げるとともに、各イベント会場では、出店事業者の提供す

る商品や役務、価格設定等について、「５．需要動向調査（１）域内需要動向調査」にて記載

した来場者アンケートを実施する。 

 ②出張まちゼミ事業による需要開拓 

 市内各種イベント会場において、上記①の地域店物販コーナーとは異なり、お店の特徴・

店主のこだわりや人柄を知ってもらう（地域に根ざす小規模事業者の存在を発信する）機会
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を増大することを目的として、日用商品・雑貨・サービス業を営む小規模事業者が業種に関

連するプロならではの専門的な知識や情報、コツを無料で提供する「出張まちゼミ（仮称）」

を設置して、新たな顧客や需要の開拓を図る。 

 ③アンテナショップ開設による需要開拓 

 浦添市では沖縄都市モノレール延長計画により、新たに石嶺駅、経塚駅、浦添前田駅、て

だこ浦西駅、4つの駅が新設され、平成 31 年に開業予定で工事が進められ、新たなまちづく

りによる賑わいの創出が期待されている中、当商工会議所では、商業エリアとして開発が進

むてだこ浦西駅周辺開発地区において、浦添市の物産・市産品のアンテナショップ開設を予

定（企画提案適正承認済み）しており、浦添市の特産・土産品はもとより、様々な地場産品

を幅広く展示・販売して市民、県民、観光客へ市産品のＰＲと市内事業者の販売機会の創出

を図る。アンテナショップ内では、販売員による来店者アンケートを実施して、その結果を

出店事業者へフィードバックし、新たな特産品開発や売上の増加及び利益の確保に繋げる。

 

（２）広域の需要開拓 

 取扱商品が、市外、県外、海外への需要が見込める小規模事業者に対しては、業種・業態

に応じて沖縄県の主催する「県産品海外販路拡大事業」への展示販売会や商談会並びに沖縄

県産業振興公社の主催する「販路開拓等・取引マッチング等支援事業」や「沖縄国際物流ハ

ブ活用推進事業」に係る見本市・商談会、更にはジェトロ沖縄の海外市場に向けた出店会・

商談会の情報を提供して参加を促す。出店する小規模事業者に対しては、事前に経営指導員

が準備物や当日のレイアウト、配布物、効果的な宣伝方法や立ち回りなどについてアドバイ

スを行い、可能な限り当日も現地フォローを行うことで、商談件数や成約件数を高められる

よう支援を行う。また、浦添市や各機関の補助金情報も収集提供し、小規模事業者の展示会・

商談会参加の費用負担の軽減を図る。参加後は、関係機関からのアドバイスや専門家を活用

して今後の販売促進プロモーション及び商品改善等の支援を行い販路拡大に繋げる。 

 

（３）ＩＴを活用した需要開拓 

 インターネットが普及し、ホームページをもつ事業所も増えているが、上手く活用して販

路開拓に結びつけている事業所は決して多くはなく、ホームページの開設やＩＴの利活用を

検討しているが、ノウハウが分からず躊躇している小規模事業者も多いと思われる。一方、

消費者においてはスマートフォンなどを利用したネット通販や商品、サービス、店舗検索が

増えている中、ＩＴの有効活用は事業者の情報を発信し、地域内の顧客の掘り起こしや広域

の販路開拓には重要な手法である。そこで、ホームページやＳＮＳの活用講習会を開催し、

ＩＴ利活用希望者や効果が期待できる小規模事業者をピックアップしてホームページのリニ

ューアルや新規にＩＴを活用した販路拡大支援について、支援機関及びミラサポを通じた専

門家の協力を仰ぎつつ、伴走型の個別支援を行う。 
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 ＜数値目標＞ 

  29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

地域イベント 

物販コーナー出店数 
8 8 8 8 8 

物販ｺｰﾅｰ出店事業者 

対前年比売上増加率(％) 
3 3 3 3 3 

地域イベント 

出張まちゼミ出店数 
4 4 6 6 6 

まちゼミ出店事業者 

対前年比売上増加率(％) 
5 5 5 5 5 

アンテナショップ 

出展企業数 
― ― 30 30 30 

アンテナショップ 

出展アイテム数 
― ― 200 200 200 

アンテナショップ 

年間売上額（千円） 
― ― 6,000 9,000 9,000 

広域展示会・商談会出店数 3 3 3 3 3 

広域展示会・商談会 

商談件数 
24 24 24 24 24 

広域展示会・商談会 

成約件数 
3 3 3 3 3 

IT 活用セミナー開催数 2 2 2 2 2 

IT 活用セミナー参加者数 40 40 40 40 40 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

＜目標＞ 

 商工会議所は、地域内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福

祉の増進に資することを目標とする地域総合経済団体であり、個々の小規模事業者を支援す

る事業はもとより、小規模事業者の経営活動は地域の経済環境と密接な関連を有しているこ

とから、地域経済の活性化を図るための事業を幅広く展開することが求められている。 

 浦添市では、一昨年度より「浦添市商工業振興審議会（当会議所より審議委員派遣）」のも

と、「浦添市中小企業・小規模企業振興条例」策定に向け取り組んでおり、今年度中に市議会

で承認され、次年度より施行される予定である。同条例は、市や市内企業及び市民等関係者

がそれぞれの役割、責務を明確にし、相互理解を深めることによって地域産業の安定化・活

性化を推進することを目的とするもので、目的達成に向けた組織として「振興会議」の設置

が条文化されている。振興会議のメンバーは、企業関係者、中小企業団体、学識経験者、金

融機関等が予定されており、今後は同会議を活用して本市経済の方向性を関係者間で共有し、

小規模事業者の持続的発展に繋がる地域の活性化に向けた以下の事業を実施する。各自事業
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の具多的実施内容については、それぞれの委員会や協議会等にて取り組む。 

＜取組内容＞ 

（１）浦添市産業まつり（仮称）の開催 

 浦添市は、人口は 114,165 を有しており、県内 4番目の都市である。市内には、沖縄電力

やオリオンビールなどの県内有数の企業や自動車ディーラの各本社（トヨタ、日産、ホンダ、

スバル、ダイハツ、スズキ）並びに県内の流通業界の中核を担う沖縄県卸商業団地（組合企

業 53 社）や青果業者 14 社、花卉業者 5社の集積する沖縄県中央卸売市場が立地するなど、

産業が集積する市である。しかし、市独自の産業まつりは開催されておらず、市内の事業者

や各団体からも市の産業まつり開催の要望が当商工会議所へ寄せられている。  

 当商工会議所では、市の担当部局に対し、産業まつり開催の要望を行っており、浦添市で

は現在、市内企業・団体に対し開催についてのアンケートを実施している状況である。開催

に向けては、産業まつり企画検討委員会を発足して開催に向けた準備を行い、開催について

は浦添市が主催となり、市内各団体で構成する実行委員会による運営を想定しているが、地

域総合経済団体である商工会議所としては、各団体に対する参加呼びかけや企画・運営にお

いて中心的役割を担い、市民、市内企業の開催に対する機運を盛り上げると共に、市外に対

して浦添市全体の産業をＰＲする機会を創出して地域経済の活性化に取り組む。 

 今後のスケジュールとしては、平成 30 年度に実行委員会を立ち上げ、企画検討会議を重ね、

本計画内である平成 31 年度の開催を目標に取り組む。 

 ＜数値目標＞ 

会 議 名 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

企画検討委員会開催数 4 回 4 回 2 回 2 回 2 回 

実行委員会開催数 ― 2 回 2 回 2 回 2 回 

 

（実行委員会予定構成団体） 

  ●浦添市 ●浦添商工会議所 ●市自治会長会 ●浦添市商店会連絡協議会 

  ●県卸商業団地協同組合 ●県自動車販売協会 ●県中央卸売市場 ●浦添金融協会 

  ●ＪＡおきなわ浦添支店、●浦添・宜野湾漁業協同組合 など  

    

（２）まちゼミ（売り手よし！買い手よし！世間よし！三方よし）事業の実施 

 まちゼミは、商店街や市内商工業者と連携し、店主が講師となって、店のノウハウ、技術

を無料で客に知ってもらう講座を街全体で開催する事業である。個店や商店街を広くアピー

ルし、集客の増加を図り、店のファンを増加させ売上向上につなげることを目的としている。

 当商工会議所管内には 4つの通り会が存在し、その中の 1つの通り会が昨年まちゼミ事業

の導入を図ったが、思うように啓蒙普及が進まず、実施店舗がわずかな状況にある。今後は、

当商工会議所が事務局を担う「浦添市商店会連絡協議会」が中心となって 4つの通り会の連

携のもと、まちゼミ事業を実施することにより個店の繁栄、通り会の活性化、ひいては地域

の活性化に繋げる。事業実施については、㈱全国商店街支援センターのまちゼミ研修事業を

活用していきたい。 
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 ＜数値目標＞ 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

まちゼミ参加店舗数 20 20 30 30 30 

まちゼミ年間開催数 1 1 2 2 2 

 

（３）創業支援 

 地域の雇用、コミュニティー維持の重要な役割を担っている小規模事業者数の維持は、地

域経済の活性化には欠かせず、既存事業所の支援はもとより、創業者を支援し、開業率を高

め、廃業率を減少させることが重要である。沖縄県は開業率、廃業率ともにほぼ全国を上回

って推移しており、平成 26 年調査においても、開業率は年平均で 4.0%（2,542 事業所、全国

1位）、廃業率は 6.6%（同 4,139 事業所、同 3位）といずれも全国平均を上回っている（「平

成 26 年経済センサス基礎調査」）ことから、創業意欲は高いものの、創業前の心構えや事業

計画や見通しが不十分であるのが要因と考えられる。 

 当商工会議所では、昨年より浦添市が国から認定を受けた創業支援事業計画に基づき、連

携支援機関として中心的役割を担い創業支援を実施しているが、今年度より独自にインキュ

ベーションマネージャーを配置した。今後は、更なる支援強化をめざし、創業時における支

援や創業後の課題解決に向けた支援などステージ別の様々な段階やニーズ、成長に合わせた

きめ細かな伴走型支援を実施することで、地域経済を支える企業の育成、雇用の創出による

地域経済の活性化を図る。 
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＜数値目標＞ 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

年間創業相談件数 100 100 100 100 100 

年間創業者数 10 10 10 10 10 

  

（４）プロ野球ヤクルト協力会の運営 

 浦添市においては、平成 12 年よりプロ野球の春季キャンプ（東京ヤクルトスワローズ）を

誘致しており、約 1か月間のキャンプ期間における毎年の平均来場者は約 2万人で、内約 4

割は観光客である。キャンプ期間中の運営については行政の担当部局が協力会を担っていた

が、平成 29 年春季キャンプより当商工会議所に事務局が移管されることになった。今後は、

協力会の役員構成や実行委員会組織の見直しを図りつつ地域総合経済団体である商工会議所

としての組織力を十分に活用し、キャンプ場周辺にて浦添オリジナル商品の展示・即売会や

市内情報を発信するなどの各種イベントを開催し、来場者やキャンプ取材に訪れるマスコミ

等に対して浦添市をＰＲするとともに市内小規模事業者のビジネス機会を創出する。 

 

 

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 

  

 経営発達支援計画を円滑に実施するために他の支援機関、専門家等との間で、支援ノウハ

ウ・メニュー等の情報交換を行うことは、当商工会議所の支援能力を図る上でも必要不可欠

であると考える。しかし、連携が想定される各支援機関との情報交換会をそれぞれ定期的に

実施していくには時間的制約もあり、継続性において困難が予想される。そこで、想定連携

支援機関から、それぞれのリーダーや小規模事業支援担当者を委員委嘱して、「経営発達支援

機関合同連絡協議会（仮称）」を開催し、合理的かつ効果的な情報交換会を実施する。 

 同協議会においては、当商工会議所の支援計画の内容や実施状況の報告、課題、要望等を

挙げ、それに対応する各支援機関からの支援メニューやノウハウ等の情報を得ることにより、

支援メニューの整理やノウハウの共有化、連携が図られ、小規模事業に対する支援の充実化

や支援能力の向上に繋げる。同協議会は、半期ごとの年 2回開催するものとし、支援機関が

一堂に会した情報・意見交換を実施することで、面的な支援及び効果的な連携が期待できる。

 ＜経営発達支援機関合同連絡協議会 予定構成機関＞ 

 ①沖縄県よろず支援拠点 ②沖縄県産業振興公社 ③中小企業基盤整備機構沖縄事務所 

 ④ジェトロ沖縄 ⑤内閣府沖縄総合事務局中小企業課  

 ⑥沖縄県商工労働部中小企業支援課 ⑦浦添市経済産業局産業振興 

 また、経営分析、事業計画の策定にあたり、よろず支援拠点をはじめ、ミラサポやエキス

パートバンク制度などの専門家派遣を結局的に活用し、派遣の際は必ず職員が随行すること

により、高度な専門的支援ノウハウを吸収し、小規模事業者の伴走型支援に活かしていく。
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学習 

報告書 

学習 

報告書 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 従来は、経営指導員が中小企業大学校や日本商工会議所、沖縄県商工会議所連合会主催に

よる経営指導員研修を受講していたものの、それらで得た知識を支援現場で十分に活かされ

ていなかった。また担当者別に経営支援を行っていたため経営状況等を共有する仕組みが存

在せず、支援ノウハウも共有されていなかった。さらに経営支援は経営指導員が担当すれば

よいとの組織文化があり、一般職員は経営支援に関心をもっていない状況であった。 

 本計画により以下の取組みを実践することで、経営指導員の支援能力向上や支援ノウハウ

等共有と合わせ、若手経営指導員や一般職員の意識改革を含めた人材育成を図り、もって組

織的支援能力の向上を図る。 

 

＜支援能力向上の考え方＞ 

 外部研修のみならず自所の主催するセミナー担当、専門家を交えた経営相談、専門家派遣

事業の帯同、あるいはＴＶや雑誌・インターネット等で得られた情報について考察すること

など、これらすべてを資質向上のための学習機会としてとらえる。これら学習機会を放置す

ることなく後述する「学習報告書」に表出化することで、得られた知識の定着を図る。この

「学習報告書」を共有する場を設け、知識の連結化を促し、次の学習機会に内面化・共有化

する知識創造サイクルを機能させる。 

               ＜ ＞  

 

      

 

 

 

               ＜ ＞   

 

   

   

       

 

 

 

 

＜具体的取り組み＞ 

（１）経営指導員は日本商工会議所や中小企業大学校が実施する、問題発見・課題抽出法や

マーケティング論等の理論研修や事例報告会等に年一回以上受講し、小規模事業者の売上げ

や利益確保を重視した学習を行う。受講後は習得した内容を整理した「学習報告書」を作成

する。また自所主催セミナーを担当した際には、受付等の事務局業務だけではなく出席者と

経営支援学習会 

（経営支援ノウハウ学習の場・人材育成＆支援ノウハウの共有化） 

外部研修 

自所主催セミナー 

専門家派遣帯同等

TV／雑誌／ネット

等による情報考察



- 20 - 
 

一緒に聴講し、その内容を整理した「学習報告書」を作成する。さらに専門家による経営相

談への同席および専門家派遣業務への帯同を積極的に推進し、実施後には同様に「学習報告

書」を作成する。 

（２）一般職員はＴＶ / 雑誌 / インターネット等から得られた小規模事業者の経営に資す

ることが期待できる興味深い情報を考察し「学習報告書」を作成する。また自所主催セミナ

ーを担当した場合も、経営指導員同様に「学習報告書」を作成する。 

（３）「学習報告書」はＡ4一枚に、実施内容（受講内容や考察内容）概略、得られた知見や

気付き、該当する理論、所感を定型様式に記入したものとする。得られた知見や気付きには、

専門家から得られたヒアリングや説得力ある提示法などのコミュニケーション・スキル等に

関するものも含める。 

（４）個々に得られた知識を共有する場として「経営支援学習会」を隔週 2時間開催する。

経営指導員は毎回、一般職員は輪番制により交代で出席するものとする。「経営支援学習会」

においては、それぞれ作成した「学習報告書」および経営状況の分析結果等の共有を図るが、

説明することで「説得力ある提示」能力を養うこともあわせて図る。 

＜目標＞ 

 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

外部研修年間受講回数 

（経営指導員等一人当たり） 
2 2 2 2 2

学習報告書作成数 

（経営指導員等一人当たり） 
6 6 6 6 6

学習報告書作成数 

（一般職員一人当たり） 
4 4 4 4 4

経営支援学習会年間開催回数 24 24 24 24 24

 

 

 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 

 

 本事業の実施にあたり、適正かつ継続して事業遂行が図れるよう、毎年度末に以下のとお

り事業の評価、検証、見直しをするためのＰＤＣＡサイクルの構築を図る。 

 

（１）外部有識者（学識経験者、中小企業診断士）、沖縄県、浦添市、市内金融機関、当商工

  会議所で構成する「経営発達支援計画事業評価委員会」を設置し、事業の実施状況、成

  果、検証を行う。 

 ＜事業評価委員会 委員（案）＞ 

 ●外部有識者 ・学識経験者：小規模企業支援に精通した大学教授等 

        ・中小企業診断士：沖縄県中小企業診断士協会より、当商工会議所会員外

         から推薦依頼する 
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 ●沖 縄 県  沖縄県商工労働部中小企業支援課長 

 ●浦 添 市  浦添市経済産業局長 

 ●金 融 機 関  浦添市金融協会より推薦依頼する 

 ●商工会議所  専務理事、中小企業部長 

 

（２）事業の実施状況、成果、検証結果及びそれに基づく見直し(案）については、当商工会

  議所の中小企業振興を担当する常設委員会である「中小企業対策委員会」への報告を経

  て、正副会頭会議の承認を受けた上で次年度の事業遂行に反映・実行する。 

 

（３）見直し案により、更なる事業の効果、成果を達成すべく計画を実行する。 

 

（４）事業の成果、検証、見直しの結果は、当商工会議所のホームページにて公表し、小規

  模事業者他関係者が常に閲覧できるようにする。 

                     （ＵＲＬ：http://www.urasoe-cci.or.jp/）。

 

 

＜ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ（計画） 

事務局にて計画案を作成し、

正副会頭会議にて承認。 

Ｄｏ（実行） 

 経営発達支援事業の実施。

 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

正副会頭会議にて、事業の 

見直し案を承認、決定する。

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

事業評価委員会にて、事業の

検証、改善点を抽出し、見直

し案を作成する。 
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（別表２） 

経営発達新事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（１）組織体制 

 当商工会議所は、総務部と中小企業部の 2部体制となっている。経営発達支援事業におい

て、個社支援については中小企業部（経営指導員 5名、補助員 2名、記帳専任 1名）が中心

となって実施するが、地域経済の活性化などの面的支援については総務部（7名）の職員も

一体となって取り組む。 

 事業実施にあたっては、全体統括を中小企業部長が担い、経営支援課長が事業推進のリー

ダーとなり、各事業の責任者を役割分担して実施する。尚、事業の進捗、成果等について、

四半期ごとに開催する事務局会議にて報告を行い、全職員での共有化を図ると共に年度末に

開催する「経営発達支援計画事業評価委員会」にて報告し、事業のブラッシュアップを図る。

  

  ＜実施体制図＞           中小企業部長 

                      ★事業全体の統括 

中小企業部経営支援課長 

                      ★各事業の推進及び進捗状況確認 

各事業責任者 6名 

                      ★下記事業の中心的役割を担い、実行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   名 称：浦添商工会議所 中小企業部 

   所在地：沖縄県浦添市勢理客４丁目３番１号 

   電 話：０９８－８７７－４６０６ 

   ＦＡＸ：０９８－８７７－４６７７ 

   ＵＲＬ：http://www.urasoe-cci.or.jp/   

＜個社支援＞ 

(１)経営状況分析、需要動向調査事業 

(２)経営計画策定、策定後の支援事業 

(３)新たな需要開拓に寄与する事業 

＜面的支援＞ 

(４)地域経済動向分析事業 

(５)地域経済活性化事業 

(６)広報（ホームページ等）事業 

※各事業責任者を配置するが、実施にあたって

は、全職員連携の下、総力をもって実施する。 
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（別表３） 

経営発達新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 平成 32 年度 平成 33 年度

必要な資金の額 58,129 58,129 58,529 58,529 58,529

 

中小企業部特別会計 

経済、需要動向 

 調査・分析事業費 

各種セミナー開催費 

需要開拓事業費 

諸会議運営費 

57,379

200

250

200

100

57,379

200

250

200

100

57,379

300

250

500

100

57,379 

 

300 

250 

500 

100 

57,379

300

250

500

100

（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 

 

●会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、各種事業収入、受託事業収入 

 

  尚、経営発達支援計画に基づき、新たに実施する経済、需要動向調査・分析及び各種セ

 ミナー開催や需要開拓事業費については、国からの「経営発達支援事業に対する補助金」

 等を積極的に活用する計画である。 

  中小企業部特別会計とは、経営改善普及事業費と一般事業費・予備費から構成されてお

 り、講習会・相談会などの開催費や商店街活性化事業費のほか、経営指導員等の人件費を

 含めて予算計上している。 

 

（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経営状況分析事業【指針①】 

   内容／経営分析を行い、分析結果に基づく課題の抽出や強み・弱みを把握する。 

 ②経営計画策定支援事業【指針②】 

   内容／個社の状況に見合った実現性の高い事業計画の策定支援を行う。 

 ③経営計画策定後の支援事業【指針②】 

   内容／経営計画策定後の計画の進捗管理、修正・見直し、計画遂行に必要なフォロー

      アップ支援を行う 

 ④需要動向調査事業【指針③】 

   内容／個社に対する域内・域外需要の動向調査を行い、その結果を整理・分析する。

 ⑤新たな需要開拓事業【指針④】 

   内容／地域のイベントや県外、国外おける展示会・商談会への参加機会を創出して、

      小規模事業者の売上や利益の増加、新たな需要の確保に繋げる。 

 ⑥経営指導員等の資質向上等に関する取り組み 

   内容／中小企業大学校への研修派遣により、職員の人材育成を図り、もって組織的支

      援能力の向上に繋げる。 

 

連携者及びその役割 

 

連携者氏名・名称・住所 事業番号 連携者の役割・効果 

「沖縄県よろず支援拠点」 

 ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：上地 哲 

 沖縄県那覇市字小禄 1831-１(4F) 

①、②、③

●専門的・高度な対応が必要な経営分析や結果に

基づく課題の抽出、経営計画の策定手法や策定後

の修正・見直しにおいて、専門家からの知見によ

り支援の精度が高まる。 

「ミラサポ」事務局 ㈱パソナ  

 代表取締役：南部靖之 

 東京都千代田区大手町 2-6-4 

①、②、③、

⑤ 

①、②、③については、上述に同じ。 

●海外展開支援施策に関する情報提供及び専門

家からのアドバイスを受ける。 

「沖縄県産業振興公社」 

 理事長：末吉康敏 

 沖縄県那覇市字小禄 1831-1（4F） 

①、②、③、

⑤ 

①、②、③については、上述に同じ。 

●経営計画策定後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援において計画

遂行に必要な助成金補助金の情報提供を受ける。

●県内、県外、海外など商品の販路開拓を支援情

報やアドバイスを受ける。 

「中小機構・沖縄事務所」 

 所長：橋本大哉 

 沖縄県那覇市字小禄 1831-1(3F) 
⑤、⑥ 

●広域（県外、海外）の需要開拓が必要な小規模

事業者に対し、「海外展示会出展サポート」事業

を活用し、効果的な出店方法のアドバイスを受

け、商談成約に繋げる。 

●中小企業支援担当者向け研修受講により、職員

の資質向上を図る。 
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連携者氏名・名称・住所 事業番号 連携者の役割・効果 

「ジェトロ沖縄」 

 所長：石田達也 

 沖縄県那覇市字小禄 1831-1(6F) 

⑤ 

●ジェトロのネットワークを活用した海外新規

進出・輸出支援、セミナー等の情報、アドバイス

を受け、広域（県外、海外）の需要開拓が必要な

小規模事業者の新たな需要開拓に繋げる。 

「内閣府・沖縄総合事務局 

   経済産業部中小企業課」 

 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 

③ 

●経営計画策定後の、計画遂行に必要なフォロー

アップ支援において、国の小規模事業者支援メニ

ューの有効活用について指導・助言を受け、効果

的な支援事業に繋げる。 

「沖縄県・商工労働部 

      中小企業支援課」 

 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

③ 

●経営計画策定後の、計画遂行に必要なフォロー

アップ支援において、沖縄県の小規模事業者支援

メニューの有効活用について指導・助言を受け、

効果的な支援事業に繋げる。 

「浦添市・ 

  経済産業局産業振興課」  

 沖縄県浦添市安波茶 1-1-1 
⑤ 

●地域の需要開拓が必要な小規模事業者に対す

る販売機会の創出、存在 PR を図る市内各種イベ

ントの開催運営には、浦添市の協力は必要不可欠

である。浦添市と連携の下、小規模事業者の売上

増加、利益確保が図れる需要開拓事業に繋げる。

「沖縄振興開発金融公庫」 

 理事長： 川上好久 

 沖縄県那覇市おもろまち 1-2-26 

③ 

●経営計画策定後の、計画遂行に必要なフォロー

アップ支援において、沖縄公庫の小規模事業者向

け融資制度の有効活用について指導・助言を受

け、小規模事業者に有利な制度の活用を図る。 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小機構 

沖縄総合 

事務局 

沖縄公庫 浦添市 

沖縄県 

ジェトロ

産業振興 

公社 
よろず 

支援拠点 

浦添商工会議所 

「経営発達支援事業」

 

 環境変化対応力 ＵＰ！ 

持続的発展 

・県の小規模事業

者向け支援施策

活用の指導、助言

・国の小規模事業

者向け支援施策活

用の助言、指導 

・小規模事業者に

有利な融資制度の

活用指導、助言

・地域需要開拓に

向けた各種ｲﾍﾞﾝﾄ

開催の協力、連携

・専門家による高

度な経営分析、計

画策定等支援 

・展示、出展会情

報、商談成約に向

けたｱﾄﾞﾊﾞｲｽ等 

・海外新規進出、

輸出支援、セミナ

ー開催等の情報 

・県外、海外への 

 販路開拓支援 

・補助金等情報 

支
援

小規模事業者

ミラサポ

・専門家による高

度な経営分析、計

画策定等支援及び

海外展開支援 
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