第６回理事会（報告）

1．経営支援に関する担当職員

八重瀬町商工会 会報誌 令和４年度 春号
八重瀬町字具志頭１番地

TEL：998-4334

法定会員数 518 人 組織率 80.1％

FAX：998-6743

URL：http://www.yaese-shoko.net

商工業者数 645 人

●北部地区（富盛、世名城、高良除く旧東風平地区）
➡伊波・川端

令和 4 年 4 月 28 日発行

デイゴの花が咲き始めうりずんの気持ちの良い季節となりました。国内では新型コロナウイルス
の新規感染者の高止まりが、そして国外ではロシアのウクライナ侵攻が続き世界は混沌としてい
ます。あらゆる生産コストは上昇し中小・小規模事業者にとっては今後も難しい舵取りを求めら
れることが予測されます。本会では会員事業所の事業継続や雇用継続支援をはじめ、様々な変化
に対応しながらコロナ収束を見据えた新たなビジネスモデルや事業を再構築させていくため、関
わる施策の情報提供や、専門家の派遣、また経営計画の策定など行政や金融機関、関係機関等と
連携し伴走しながら対応して参りますのでお気兼ねなくご相談下さい。なお、混雑緩和のため事

令和４年 3 月 14 日（月）正午

場 所

具志頭分館

大会議室

●南部地区（富盛、世名城、高良と旧具志頭地区）
出席者数

➡宇根・儀武

（令和４年４月１日現在）

日 時

17 人

（欠席 3 人）

２．労働保険事務担当職員➡儀武

議

３．部会担当職員

第 1 号議案 総代会制への移行について

●青年部、商業サービス部会➡宇根

題

第２号議案

新規加入会員の承認について

●女性部、建設工業部会➡伊波
４．各種共済制度等➡新里千夏ほか
窓口相談だけでなく、巡回訪問による経営支援も行
っていますのでお気軽にお電話下さい！

前の電話予約を推奨しておりますのでご理解とご協力くださいますようお願い致します。

令和４年度事務局体制について
3 月 31 日付で嘉数幸絵（記帳専任職員）が人事異動により宜野湾市商工会へ異動し、4 月 1 日付で新たに川端
茜（臨時）を採用しました。今年度の事務局体制は下記のとおりですのでよろしくお願い致します。
新里

司（事務局長）

字新城出身、勤続 26 年。

新里

千夏（補助員）

出身：豊見城市。八重瀬町

「齢だけ重ね人材」と言わ

商工会は 6 年目になりま

れぬよう日々自己研鑽に

す！商工会の経理を担当

努めますので叱咤激励お

しています。笑顔で楽しく

願致します。趣味はジョギ

♪をモットーに頑張りま

ング。今年は泡盛マイスタ

すので、よろしくお願いし

ーに挑戦中です。

ます。

地域ブランドを目指し活動するカラベジ推進委員会（與座永彦委員長：㈲みどり食品）は、3 月 13 日（日）にブ
ランド拡張のための生活者との接点（ファン）づくりと、カラベジ（野菜）の直接購買へ繋ぐことを目的に、野
菜の収穫体験と畑の土壌流出防止の取組、野菜ソムリエによる食育講座を、琉球大学との共催で開催しました。
コロナの影響で約３年ぶりに開催したイベントには町内外より親子 45 名が参加し、お昼はカラベジキッチンカ
ーの提供する「カラベジチキンキーマ」など２種類のカレーも楽しみました。
推進委員会では、四季の野菜の旬に合わせたイベントを計画しており、次回は「カラベジ夏の旬菜まつり」を開
催する予定ですのでぜひご参加下さい！

班長・伊波幸則（経営指導員） 出身：浦添市。八重瀬町赴

儀武千華恵（記帳専任職員） 出身：豊見城市。八重瀬町

任 4 年目。R4 年度から東

商工会は、今年で 5 年目に

風平地区の会員、女性部、

なります。帳簿付け、申告

建設工業部会を担当しま

等のお手伝い、労働保険関

す。妻の実家が宮古島でラ

係を主に担当しています。

ーメン店を 25 年以上営ん

商工業発展のために、頑張

でいるので、来島した際は

りますので宜しくお願い

「カラベジ」とはカラベジ推進委員会が認証した「カラベジファーマー」が生産する野菜のことをいいます。

ご来店下さい。

します。

カラベジファーマーは現在 11 戸の農家が認証されていますが長年の課題が販路拡大でした。この課題を解決

出身：大宜味村 (ﾔﾝﾊﾞﾙ)

するために事業協同組合を設立し、販売体制と販路開拓を強化していくことにしました。

工会は３年目です。

家族：子３人、犬２匹、夫

令和３年度は話し合いを重ね、令和 4 年 4 月に設立した組合の理事長に上地聡氏（㈱菜縁おきなわ代表）が

現在、体重は自己更新中で

趣味：フラダンス

就任しました。近年、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保

す。
（笑）

一言：日々勉強させてもら

するための仕組みである農業生産工程管理（GAP）への取り組みが広がり

経営に関するお困りごと

いながら、会員の皆さんと

始めています。今後はカラベジファーマーの理念である持続的な農業環境

がありましたらご連絡下

楽しくお仕事できたらと

の保全に努めながら、消費者への安全安心な農産物・農産加工物の提供を

さい。

思っております。

図っていきます。

宇根

良友（経営指導員） 出身：那覇市。八重瀬町商

川端

茜（記帳指導員）

◆◇ カラベジファーマー事業協同組合が設立されました

● 組合事務局

八重瀬町字仲座 273-1

合同会社 denen おきなわ（三沢陽子代表）

◇◆

事業復活支援金の
申請期限が 5/31(火)まで！
販路開拓を目指す小規模事業者
が対象！「持続化補助金」の詳
細は本会までご連絡下さい！

【給付額】
中小法人等→上限最大 250 万円
個人事業主等→上限最大 50 万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、対象月と基
準月の売上を比較して 50％以上又は 30％以上 50％
未満減少した事業者が対象です。詳細についてはＱＲ
コードからご確認ください。本会での事前確認は会員
限定で 5/26（火）までとさせて頂きます

経営者とその家族、従業員を守る補償「福祉共済制度」を知っていますか？
商工会の会員だけが加入出来る制度で全国
14 万人が加入しています。「けが」「病気」
「がん」
「生命」の補償があり、新型コロナ
ウイルス感染症を含めた日常生活の事故ト
ラブルにも対応可能です。経営の安定や改
善を目的とし少ない掛金で大きな補償が可
能です。昨年度本会では 30 件の加入があり
ました。常時相談可能ですので本会までご
連絡下さい。

☆新規加入会員☆
事 業 所 名

代表者名

業種・事業内容

住

所

沖縄興産株式会社

宮城 秀礼

飲食店

字長毛 290-5

株式会社 宮昌工業

宮城 哲人

鉄骨建築業

字新城 1767

株式会社 KDC 経理代行センター

上原 美登子

経理代行業務

字伊覇 114

居酒屋 縁

大里 健二

居酒屋

字富盛 338

喫茶 とまと

嶺井 百合子

食事 酒

字玻名城 708

株式会社 松嶺自動車商会

松田 竜馬

自動車解体 整備

字仲座 488

石の湯 伊の前

喜屋武 哲雄

岩盤浴 カフェ

字仲座 270

株式会社 でいごフーズ

新里 政史

島らっきょう塩漬
け

字大頓 1420 ﾏﾝｼｮﾝ本部 101

ウエサトモトシ

上里 基

☆商業・サービス部会☆

藤装飾

藤本 裕一

今年度はコロナ禍でも販路開拓に繋がる事業として数年前から

イースト クリーン

☆青年部活動☆

コロナ第６波による急な分散登校や休校な
どの影響を受ける町内の「食事に困っている
家庭」に対して八重瀬町社会福祉協議会及び
本会会員である株式会社 hull house さんと
連携し1/18～24の平日5日間で100名分の弁
当提供をおこないました。引き続き地域の為
に取り組んで参ります。

ｼﾃｨﾊｲﾑ和 102

内装業

字東風平 832

CASLATIDA105

久保田 早苗

出張洗車

字友寄 8-2

株式会社 スターティ

上地 紀和

テレビ受信設備の
設置 テレビ電波
障害の調査
改装工事

字屋宜原 23-19

英型枠

金城 英也

型枠大工

字屋宜原 78-2 ﾌｧﾐｰﾙﾏﾝｼｮﾝ 1-B

あさがみ

朝山 むつみ

かまぼこ調理販売

字宜次 562

内外から 124 名が受講し成功といえる結果になりました。参加
事業者からは「お店が知ってもらえるキッカケとなった」とい

音

字東風平 158

計画していた第 1 回目となる「日本最南端やえせまちゼミ」を
R4 年 2 月の一か月間開催しました。参加 9 事業者 11 講座へ町

イベント請負
楽 デザイン

う感想が多く、また受講者からは「普段見れない体験ができた」
などの意見もあり今後の新規客に繋がる事業になりました。

八 重 瀬 町 商 工 会
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