県外展開やオンラインを活用した販売促進に意欲的に取り組む事業所を支援します！

八重瀬町商工会 会報誌 令和４年度 夏号
八重瀬町字具志頭１番地

TEL：998-4334

法定会員数 539 人 組織率 72.3％

FAX：998-6743

URL：http://www.yaese-shoko.net

商工業者数 745 人

（令和４年６月１３日現在）
令和 4 年 7 月 11 日発行

令和４年度 通常総会を開催
令和４年度第 16 回通常総会が 5 月 19 日に町中央公民館具志頭分館にて 280 名（うち委任状出席 208 名）が
出席し、第 1 号議案から第 4 号議案まで全会一致により原案通り承認されました。

「販路開拓・拡大支援助成金 10 万円（上限）
今年度国内で開催される展示会、商談会、物産展等に出店する事業者の経費のうち、出展料、
旅費、運搬費を、また、EC サイト構築やオンラインによる営業活動等に活用する営業ツール
（PR 動画やオンラインパンフレット等）の導入費を助成します。詳細はお問合せ下さい。
＜今年度予定する商談会等＞
グルメ＆ダイニングショFood EXPO kyusyu
ニッポン全国物産展

令和 4 年 9/7～9
令和 4 年 10/4～5
令和４年 11 月

が 500 名を超え、今後の新しい経済活動に即した安定的な意思決定行うためですので会員のみなさまのご理
解をよろしくお願い申し上げます。
＜令和４年度の商工会事業について＞
予てより本会が要望してきた「八重瀬町中小企業・小規模企業振興基本条例」が本年 4 月に施行されました。こ
の条例は小規模企業（従業員 20 名以下、商業・サービス業は 5 名以下）を含む中小企業の振興を町や商工会、
金融機関、事業者の責務を明記してそれぞれの役割が十分に発揮できるよう定めています。本会では関係機関
や各支援機関と連携し全力を挙げて事業者支援をして参ります。

おきなわ事業者復活支援金
の受給対象者ではありませんか？

ネット de 記帳
ご利用中の方へお知らせ

本総会にて令和５年度より総代会制へ移行することを決議し定款の一部改正を行いました。これは本会員数

東京ビッグサイト
福岡国際センター
池袋サンシャインシティ

沖縄県では新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事

現在ご利用のネット de 記帳が令和５年１
月を最後にデータの更新ができなくなりま
す。確定申告に間に合わない可能性があ
りますので、来年度から MA1 のご利用を
検討されている方はお早めに MA1 へ移行
お願い致します。
詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。

業所へ支援金を給付中です。
〇法人事業者最大 50 万円
〇個人事業者最大 10 万円
対象者は国が実施した「事業者復活支援金」を上限額受
給した事業者が対象です。

特に本年度は「会員事業者の DX 化」をキーワードにデータとデジタル技術を活用した業務効率化や集客、売上

なお、沖縄県の第 10 期協力金（うちなーちゅ応援プロジ

向上を目的とした取組支援、各種セミナーの開催、県外等へ意欲的に販路開拓・拡大を目指す事業者の商談会

ェクト）を受給した方は対象外です。

や物産展等経費の助成制度の創設、創業経費の一部を補助する独自の補助制度を創設しました。ポストコロナ

申請は電子申請のみとなっているため、本会ではただい

を見据え地域課題を解決しながら町及び会員事業者の成長発展と持続化に取り組んで参りますのでよろしくお願

ま申請サポートをしています。申請期間は 8/31（水）ま

い申し上げます。

でとなっていますのでお早めに。

〇重点事業
１、事業持続化並びに事業発展の支援
・感染症の影響を受けた事業所に対する事業の継続を支援します
・コロナ収束を見据えた新たなビジネスモデルや事業再構築等を支援します
・事業所の事業継続力強化に関する取組を支援します
2、域内循環型経済による地域活性化の促進
・地域内及び会員間取引の機会を創出し、域内循環型の経済を促進します
3、組織の強化及び安定化と自主財源の確保
・会員加入促進運動を継続し 500 会員の維持と総代会制への移行を目指します
・会員のための各種共済を推進し、結果手数料収入の自主財源増を図ります

EC 活用による県産品等販売促進支援事業の募集について
県内事業者等の県外消費者向けＥＣでの

田前義徳氏（写真右端）がこのほど県商工会連合会会長
表彰（役員功労者）を受賞しました。
氏は平成 30 年度より本会会長を 1 期 3 年務め小規模企

ー、福祉タクシー、

県産品等販売にかかる送料支援を行い

運転代行業

市場規模の大きな県外への新たな商流

のみなさまへ

構築による販売促進と県産品の売上げ
向上による県内生産者や製造メーカー
等が抱える余剰在庫の解消を図る目的で

田前前会長県連会長表彰

町内の個人・法人タクシ

実施されます。

八重瀬町では１台あたり

支援金４万円を給付して
います。

補助金交付を受ける継続及び新規事業者：上限額 50 万円～100 万円

１回の取引における送料支援上限額：2,000 円（税別）

窓口は町農林水産課
（電話 998-4624）で申請

業振興条例の制定に向け町当局や議会に働きかけ機運
醸成に尽力、退任後も筆頭理事として本会運営を支えてお
られます。5 月 27 日にノボテル沖縄那覇にて受賞者合同

募集期間／2022 年 6 月 27 日（月）～7 月 18 日（月）

祝賀会が開催され氏の功績をたたえました。

詳しくは QR コードまたは事務局 098-861-3673 まで

実施期間／2022 年 8 月 1 日（月）～2023 年 1 月 31 日（火）

期間は 9/30（金）までとな

っていますのでお早めに
ご申請下さい。

＼＼ 支援事例の紹介 ／／

小規模事業者持続化補助金（一般型）について
本補助事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた

担当者：経営指導員

経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組（例：新たな市場への

伊波幸則

事業所名：ソーエイドー株式会社
代表：大城宗貞

参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の

後継者候補の大城さん

改良・開発等）や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取

写真左から 2 番目

住所：八重瀬町字玻名城 1123 番地 1-103

組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

と若手スタッフ

業種：食料品製造業

課題：既存・新規の取引先から引き合いを受けているが、
商品製造の中で手作業での工程がありホテル側が求める納品数や
日程に対応できておらず、売上を取りこぼしている状況が課題で
あった。
支援内容：コロナ禍に伴い売上激減の経営状況であったが、代表はアフターコロナを見据えたビジネ
スモデルの見直しを考えていた為、補助金申請の約 2 か月前から面談を行い現状の課題を整理しなが
ら、無料専門家派遣制度も活用し補助事業計画書作成、見事採択された。
将来の展望：今後は雇用を守りつつ、新たな設備導入に伴う内製化を実現し、コスト削減や製造量ア
ップに取組みコロナを乗り越えていきたいと考えている。
代表者の声：コロナ禍だからこそ、社員を守るために売上を上げる準備が必要だと感じていた。商工
会と話していく中で自社の課題がどこにあるのか、ゆっくり考える時間が出来て、計画書作成もスム
ーズに進めることが出来た。ものづくり補助金をキッカケに様々な支援を今もなお継続して受けてお
り、着々とビジネスモデルの見直しを進めることが出来ている。
経営指導員の視点：コロナを乗り越える為に代表の頭の中には様々な計画があった為、まずは現状の
経営状況の把握を行いながら、課題解決に向けてどのように補助金を活用していくのか考えたので、
計画書作成はスムーズにいった。補助金の審査加点になる「事業継続力強化計画」も提案し補助金申
請前に国から認定を受けたことも採択理由の 1 つと考える。現在も販路開拓や他の認定制度など継続
支援を行い、一緒に考える「伴走型支援」を行っている。

☆女性部活動☆

☆青年部活動☆

今年度から定例会を毎月第 3 金曜の 15 時から再開

6/18（土）県青連南部支部が主催の若い経営者

しています。比屋根監事の店舗「みーや小」が 7 月
閉店ということで定例会を 18 時から行い、女性部か
ら労いの言葉と花束を贈りました。
約 22 年と長年に渡りお疲れ様でした！！
また今月より新入部員で岩渕裕子さん、三沢陽子さ
んが加入し 17 名体制となります。

の主張発表大会とソフトボール大会を八重瀬
町で実施しました。
本会青年部代表とし
て金城玄徳副部長が
主張発表を行い優秀
賞を受賞しました。

女性部員募集‼
本会会員で事業主又

青年部では随時、部員を募集しています！！

は会社役員、その配

現在 24 名の部員で活動中です。
45 歳未満の男女で経営者、後継者、社員等で構成
されており、地域イベントや献血協力、他の南部
地域の青年部と一緒になって事業を行っていま
す。ぜひ一緒になって地域を盛り上げていきまし
ょう！まずは事務局の商工会までご連絡下さい

偶者や親族の従業員
であれば加入できま
す。詳しくは商工会
までご連絡下さい。

補助上限：通常枠 50 万円
補助率：2/3

４回発行しています。
会員事業者の宣伝や PR、
お知らせなどのリーフレ
ット（A4 サイズ以内 1 枚）
を無料で同封し送付する
サービスを始めましたの
でぜひご利用下さい。
発送予定月：
令和４年 10 月、令和５年
１月、４月、７月

受付締切日：2022 年 9 月 20 日（火）
＊本会への提出締切は 9/12（月）17 時

多数の場合は希望月に送付
本会にて一緒に計画書を作成致します。

できない場合がありますの

詳しくは本会までお問合せ下さい。

でご了承下さい。

☆新規加入会員☆
事 業 所 名
一般社団法人

業種・事業内容

住

福祉の相談事業

字具志頭 165

Knot

新城 晴大

自動車の板金塗装
ボディーの修理

字屋宜原 254

エムケイプランニング

神谷 満

GRAIN

小橋川

Planning

Riveroot

代表者名
根川 弘樹

にじいろ

字志多伯 135
字宜次 703-1-2F

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

公文 具志頭教室

與儀 育子

学習塾・ｲﾍﾞﾝﾄ企画 字具志頭 87-5

ナチュラルファーム Halever

及川 晴香

飲食店

字具志頭 659 南の駅やえせ

小料理

泰川 貴子

飲食店

字富盛 338

にしむら設備

西村 光一

水道設備

字富盛 158

平原興業

平原 知明

足場・組立・解体

字東風平 1422-2

希工業

宮里 信介

上下水道工事

字東風平 1261-5

久保田

土木建築

字友寄 98

株式会社

salon

強

内装工事・厨房設
備・空調工事
木製品の製造販売
家具・木のｱｸｾｻﾘｰ

所

田島 恵美

きゅうと

博開発

玉城鉄工
未来創造

八 重 瀬 町 商 工 会

商工会では会報誌を年間

幸博

玉城 康志
株式会社

松永 浩司

鉄工関係
プラント設備工事
ふるさと納税業務
の運営、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
支援

字東風平 1160-59

字友寄 56-5
字東風平 398-1F

ｻﾝﾗｲｽﾞ富士 302

