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　○企業組合キンモク(金武町 金城忍代表)　廃材の活用による土木･建築資材の開発 

　○サキコーポレーション(北谷町 饒波実代表)　不動産業向け動画作成による物件売買活性化 

　○ベストビジネスコミュニケーション(宜野湾市 與儀政作代表)ＩＴ活用による認知症介護サービスの提供 

　○ワールドアカデミー沖縄(那覇市　上原嵩取締役)　小学生低学年対象の知育塾運営 

　○コミチャン(浦添市　島袋直子代表)　沖縄マンガを活用したコンテンツ制作･販売 

  金城 忍 代表　インタビュー 
  質問：経営革新に取組んでの感想 

　普段はどうして

も、製材やその他

の業務に掛かりっ

きりになることか

ら、今回、経営革

新に取組んで、自

社の経営を事業計

画書の形に出来た

のが一番の成果。自社の方向性、具体的な取組

み事項、収支予測を文書化することで、頭の中を

整理することができ、経営課題にも気づくことが

出来ました。 

　これまで商工会には税務や労働保険、融資等で

サポートしていただきましたが、今回の経営革新

計画書の作成も、宇茂佐経営指導員にアドバイス

を受けながら何度も修正を行い作成する事が出来

ました。 

　今回の経営革新の承認を新たなステップとして、

経営計画を実行

し、実績をあげて

行くよう従業員と

共に頑張って行き

ます！  

 

　2月14日、沖縄県商工労働部より、金武

町内企業の企業組合キンモク（代表理事　

金城忍）が、他の県内企業４社と共に、新

商品開発、新サービスの提供など経営革新

に取組む企業として、県知事より経営革新

計画の承認を受けました。 

 ※以下承認企業・革新テーマ（写真右より） 

○経営革新支援制度とは 
　中小企業新事業活動促進法に基づき、事業者の経営革新計画を県が承認を行

うことにより、低利融資制度や、税制上の優遇など、企業支援策の利用資格を

得ることが出来ます。 

　①政府系金融機関による低利融資制度　②信用保証の特例 

　③特許関係料金減免制度　④販路開拓コーディネート事業　等 

　　※計画の承認後、別途、希望支援策の申請審査が必要となります。 

○経営革新とは 
　事業者が新事業活動を行う事により、その経営の相当程度の向上を図ること。 

新事業活動（新たな取り組みによって企業の事業活動の向上に大きく資するもの） 

　①新商品の開発又は生産　②新役務の開発又は提供 

　③商品の新たな生産又は販売方式の導入　 

　④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 

経営の相当程度の向上（営業利益向上、新規雇用、新設備投資、経常利益向上） 

　①｢付加価値額｣又は｢一人当たりの付加価値額｣の伸び率（３％以上　年率） 

　②｢経常利益｣の伸び率（１％以上　年率） 
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金武町商工会 受賞 商工会法施行五十周年特別枠部門　会員増強運動 

沖縄県商工会連合会主催 

金武町商工会 

受賞 審査員特別賞 受賞 審査員特別賞 崎山酒造廠 ／ ネイチャーみらい館 崎山酒造廠 ／ ネイチャーみらい館 

～頑張る企業を応援します！～ 

祝 祝 

受賞 商工会法施行五十周年特別枠部門　会員増強運動 

　沖縄県商工会連合会主催によりインターネットを活用したビジネスの促進とＩＴ経営の向上を目指してコ

ンテストが開催され、町内企業より「崎山酒造廠（代表　崎山和章）」、「ネイチャーみらい館（理事長　

外間慎仁） 」が審査員特別賞を受賞されました！おめでとうございます！ 

　事業所部門で38件、商工会部門35件の計73件の応募の中、専門家らによる審査会で、ＨＰの設置目的や活

用状況、デザイン、操作性など８項目で審査され、一般によるウェブ投票も行われました。 

商工会連合会では、来年度以降も継続しコンテストを開催致します。 

　昨年11月24日、東京都にて開催された、第51回 

商工会全国大会にて金武町商工会が「商工会法施行

五十周年特別枠部門　会員増強運動」の特別賞を受

賞し、１月４日に儀武町長へ報告致しました。 

　会員増強運動の表彰は、商工会の会員増強運動へ

の独自性・効果・積極性・継続性により評価され、

全国1,719商工会の中から33商工会が選ばれました。 

写真右より　奥間尚登 副会長　國場盛光 商工会長 

儀武剛 町長　伊藝達博 副町長　池原均 産業振興課長 

崎山酒造廠　受賞の声　崎山淳子 専務 

「受賞できて素直に嬉しいです。崎山酒造廠にお越しにな

れない方々の為にも、常に新しい情報を発信し、ＨＰを通

して弊社の商品や想いが分りやすく伝わるように心がけて

おります。また、弊社の歴史も感じて頂ける内容となって

おりますので、多くの方にご覧になって頂きたいです。」 

ネイチャーみらい館　受賞の声　松田健人 事務局長 

「嬉しいです！とにかく閲覧者の方に、やさしく伝わるよ

うに意識して取り組んだ結果だと思います。施設の情報や

自然体験の情報はもちろん、楽しいスタッフブログもあり

ますので、皆さんぜひネイチャーみらい館HPをご覧になっ

て下さい！」 

●崎山酒造廠 ●ネイチャーみらい館 

HP http://sakiyamashuzo.jp/ HP http://www.nature-kin.com/

��� ����	
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祝 祝 
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新規事業所紹介 

(合)ケアサポートスマイル (合)ケアサポートスマイル (合)ケアサポートスマイル 

■代表者／三宅　豊　 

■所在地／金武町字金武7906　 

■連絡先／電話：098-968-6464 

　　　　　FAX：098-968-6464 

■営業時間／9：00～18：00　 

■定休日／土日祝 

　町民の皆様、去る2月1日に居宅看護支援事業所を開所致しま

した三宅と申します。(金武出身)私自身、ケアマネ―ジャーと

して地域の皆様のお役に立てるよう専門的サービスの提供と、

きめ細やかなケアを行います。 

　５月から本格的に訪問看護事業を開始する予定ですので、ど

うぞお気軽にご相談いただきますよう、お待ちしております。 

ベスト電器 オール電化 金武ショールーム ベスト電器 オール電化 金武ショールーム ベスト電器 オール電化 金武ショールーム 

■代表者／平川　俊光　 

■所在地／金武町字金武67　 

■連絡先／電話：098-968-3458 

　　　　　FAX：098-968-2883 

■営業時間／11：00～17：00　 

■定休日／土日祝 

　町民の皆様！ベスト電器 オール電化 金武ショールーム店（フ
ァミリーマート金武大通り店隣）代表の平川と申します。（金
武区在住）長年ベスト電器石川店を営んでおりますが、1月13
日に念願の地元、金武ショールーム店OPENの運びとなりました。
　太陽光発電システム及びオール電化生活を安心、快適に過ご
して頂けるよう提案致します。しかも、専門店として、長期低
金利も魅力です。どうぞ気軽にお立寄りください。2階フロア
は貸しスペースとして随時受付しています。 

花 ヴァンカム 花 ヴァンカム 花 ヴァンカム 

■代表者／赤岡　淳子　 

■所在地／金武町字金武4561-1　 

■連絡先／電話：098-968-4331 

　　　　　FAX：098-968-4339 

■営業時間／9：00～20：00　 

■定休日／不定休 

オーナーコメント 
　お花が好きで、地元の金武町でお花屋さん
を開くのが夢でした。皆さんに、お花を通し
て生活の中に少しでも｢癒し｣や｢ゆとり｣を感
じて頂ければと思います。四季折々のお花や
鉢物、雑貨も取り揃えております。お散歩の
途中やご帰宅の途中にでもぜひご来店下さい！ 

マックスバリュー 

浜田バス停 

金武 
葬儀社 

（合）ケアサポート 
　　スマイル 

←至うるま市 至宜野座村→ 国道329号線 

←至うるま市 至宜野座村→ 国道329号線 

キャンプ 
ハンセン 
第一ゲート 

りゅうせきSS 
給油所 

居酒屋 
金海 

至金
武町
役場
→ 

花 
Vancam 
ヴァンカム 

ベスト電器 
金武ショールーム 

←至うるま市 至宜野座村→ 

ファミリーマート 

アイソ 
トーブス 

きん 
すぽ 

国際 
旅行 

金武 
文化堂 

小学校 

国道329号線 
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新規事業所紹介 

会員情報 

■代表者／座間味　悟　 

■所在地／金武町字金武10526－2(中川区)　 

■連絡先／電話：090-5721-6717 

■営業時間／11：30～20：00（月～土） 

　　　　　11：30～17：00（日）　 

■定休日／不定休 

　金武町民の皆様、はじめまして！ 
　この度、中川区バス停近くに「ざまみしょくどう～」をOPEN！
地域の皆様に「愛される店」を目指して、家族と共に金武町へ
移住する事になりました。フレンチ、イタリアン、琉球料理と
ホテル等での経験を生かし、腕を振るいます。お客様の人気メ
ニューのベスト３は、「チキン南蛮セット」、「豚肉しょうが
焼き」、「キーマカレー」その他メニュー満載です！是非、御
来店お待ちしております！ 

■お問合せ　 
　琉球銀行　金武支店 
　電話　098-968-2125

■お問合せ　沖縄銀行 金武支店 
　　　　　　電話 098-968-2410

おかげさまで 55周年 

［おきぎんフォト通帳］ お好きな写真をプリントいたします。 新登場！ 

自分の目標を達成する。家族が助けあう（ユイマール）など、結びつきを
表現したあなただけのオリジナル通帳をお作りします。愛するものをプリ
ントした“オンリーワン通帳”それが「おきぎんフォト通帳」です。 
普通預金からの自動振替で毎月コツコツ貯めることや、臨時収入、お祝い
金など、その都度お預入が可能です。 
また、おきぎん窓口以外にATMでもお預入が可能です。 

幸せを貯める大切な預金（通帳）にお気に入りのフォト（写真）をプラス
したあなただけのオリジナル通帳をお作りします。愛するものをプリント
したオンリーワン通帳”それが「おきぎんフォト通帳」です。 
ひとつの通帳に最大で42件の定期預金を作成出来ます。 
これまで貯めた預金や臨時収入、お祝い金など、その都度お預入が可能です。 
また、おきぎん窓口以外にATMでもお預入が可能です。 

ざまみ 
しょくどう～ 

←至うるま市 

↑
至
恩
納
村 

至宜野座村→ 

国道329号線 

国道104号線 

金武大橋 

仲田 
自動車 

まるかつ 
スーパー 

［キャンペーン期間］ 平成24年3月1日（木）～5月31日（木） 
キャンペーン期間中、当行への給与振込●②～⑤のうちいずれ
か１つを新たにご契約するといろいろな特典がついてきます。 
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プロ野球球団 東北楽天ゴールデンイーグルス 第2次キャンプ in 金武町 

　昨年12月に落成した金武ベースボールスタジアムで、プロ野球球団『東北楽天ゴールデンイー
グルス』の２次キャンプが２月16日～２月25日の期間で行われました。 
　楽天には、日本代表監督も務めた星野仙一氏が今年監督に就任し、昨シーズン沢村賞を受賞し
たマー君こと、田中将大投手や、元メジャーリーガーの松井稼頭央選手等が所属し、人気、実力
共に高い球団でメディアからも注目されております。 
　２月22日に開催された歓迎会では、選手達は口をそろえて｢日本一になって、また来年金武町
に帰って来たい｣と話しており、楽天のキャンプ実施や球団の人気の高まりにより、金武町への
新たな観光客の誘客効果や、町内少年野球チームを対象とした野球教室の開催等により町内野球
関係のレベル向上等が期待されます。 
　今年のペナントレースは金武町民みんなで楽天を応援しましょう！ 

協賛：金武町建設業者会・金武町電業会・金武町給水工事指定店組合・金武町緑化会 

寄附・寄贈 
金武町建設業者会・(有)金武酒造・崎山酒造廠 
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寄贈 

社交飲食業組合　新職員紹介 

金武町有料指定ごみ袋販売店 29店舗 

(有)オキコール 
ネイチャーみらい館へ寄贈 
(有)オキコール（代表取締役　仲村實）より、ネイチャー
みらい館へ『カート』が寄贈されました。 
 
(有)オキコール　仲村代表 
「ネイチャーみらい館には町民はもちろん、多くの県
外からのお客さんも来るため、弊社で購入したカート
を是非活用してほしい。」 

金武金物店　ネイチャーみらい館へ寄贈 
金武金物店　仲田弘さんからネイチャーみらい館へ『脱
穀機』が寄贈されました。 
 
仲田 弘さん 
「長年、倉庫に眠っていた脱穀機だが、今では珍しいも
のだと思う。ネイチャーみらい館での体験学習で、子供
たちに脱穀機を使っての昔ながらの精米方法を知っても
らえたら嬉しい。」 

コメ 

 ント 
コメ 

 ント 

コメ 

 ント 
コメ 

 ント 

左　ネイチャーみらい館 
　　外間慎仁 理事長 
 

左　ネイチャーみらい館 
　　松田健人　事務局長 

右　金武金物 
　　仲田 弘さん 

右　(有)オキコール 
　　仲村實 代表取締役 

新職員 金城美佐枝さんの挨拶 
｢前任の盛山福子さんから今年の１月より事務局職員を引き継ぎ致しま
した。金武町社交業の発展と組合員皆様のお役に立てるように努めて
行きますので、今後よろしくお願い致します。飲食店開業手続や食品
衛生等に関するお問合せがございましたら社交業組合までご連絡下さい。｣ 
 
金武町社交飲食業組合 事務局 
場所：新開地　アクティブパーク管理棟内　電話：098-968-3578

新職員　金城美佐枝 さん 

事業所名 区 連絡先 

ムラタストアー 

金武マート 

金武金物店 

かねひで 金武店 

伊芸商店 

ココストア金武渡慶頭店 

仲間ストアー 

ファミリーマート 金武大通り店 

マックスバリュ金武店 

沖縄県農業協同組合 金武支所 

大城金物店 

与那城ストアー 

並里ストアー 

仲田商店 

大金知花 

沖縄県農業協同組合 並里出張所 

ネイチャーみらい館 

968-2152 

968-3039 

968-4023 

968-4451 

968-2807 

968-2721 

968-4002 

968-6098 

968-5709 

968-2121 

968-3315 

968-4053 

968-3482 

968-2215 

968-3158 

968-2423 

968-6117

金
武
区 

並
里
区 

事業所名 区 連絡先 

仲間商店 

スーパーまるかつ 

儀間商店 

伊芸ストアー 

沖縄県農業協同組合 伊芸出張所 

玉城商店 

宮城商店 

マイマート　マエダ 

大川ストアー 

ファミリーマート金武屋嘉店 

金城商店 

川根マート 

968-6026 

968-2925 

968-3446 

968-4074 

968-2447 

090-2965-8605 

964-2796 

968-3800 

964-3238 

964-2206 

964-2950 

964-3739

中
川
区 

伊
芸
区 

屋
嘉
区 

※ごみ処理に関するお問い合せ 

　金武町役場　住民生活課　環境係 
　TEL：098-968-2460　有線：8-2460
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３県青年部合同　懇親ソフトボール大会 
佐賀県・熊本県・沖縄県商工会青年部 

入部条件：40歳以下の商工業に従事する男女。 
商工会青年部は、企業の発展、地域の発展を目指した活動を行っています。 商工会青年部員募集！！ 

女性部員の資格■ 

沖縄初!! 経営を学ぶ学校　日本人事（株） 
當山達男先生講演会 

『人間力を高め　感性経営を目指そう!!』 

　１月28日キャンプハンセン内野球場にて、佐賀県・熊本

県・沖縄県商工会青年部の親睦ソフトボール親睦大会を開

催致しました。白熱した大会結果は、優勝 熊本県、準優勝 

佐賀県。大会後はネイチャーみらい館、新開地にて懇親会

が行われ、3県青年部の活気溢れる１日となりました。参

加された佐賀県・熊本県の青年部員からは、｢沖縄、金武町

を訪れる事ができ、非常に良い経験が出来た。今後も金武

町や沖縄の商工会青年部と連携して行きたい。｣との感想が

聞かれました。 

 

サンタさんのお手伝い ♪ 

　昨年12月22日、金武町の子供達にプレゼントを届けに

来たサンタさんのお手伝いをしてきました！金武幼稚園、

中川幼稚園、嘉芸幼稚園にサンタさんを案内し、子供達

にクリスマスプレゼントを届けてきました。子供達から

のお礼の歌や、サンタさんのダンスもあり楽しいお手伝

いとなりました。子供たちの笑顔に癒されます＾＾ 

　２月22日、オキナワマリオットリゾート＆スパ（名護市喜瀬）において、金

武町・恩納村商工会女性部主催で講演会を開催しました。 

　これからの時代は感じる力、感性が大事。理性で考えると「正しいか間違い

か」「損か得か」で判断してしまいます。理性的な判断基準ばかりでは、かた

よりができます。理性ではなく、肉体と感性を

使うこと。「好きか嫌いか」「いい感じか悪い

感じか」「楽しいか楽しくないか」の感性の持

つ判断基準・能力を使うことも大切です。 

　２時間という限られた時間でしたが、参加者

からの反響も大きく、人間力を高める事で、経

営力ＵＰを図る学びの多い勉強会でした。 

▲懇親会 ▲ソフトボール試合 

▲子供達の笑顔 ▲プレゼントをもらって喜ぶ子供達 

▲サンタさんのダンス ▲サンタさんからのプレゼント 

▲集合写真 

▲参加者35名 

▲當山先生と金武町商工会女性部の集合写真 

▲當山達男氏 



経営コラム 

　ここ数年「運気ＵＰお掃除○○」「片づけ魔法の○○」「掃除
と風水○○」などなど、掃除がブームになった？と錯覚するほど
「捨てる戦術本」がベストセラー化しておりますが、いったい何
故この手の本が売れているのでしょうか？ 
　私も何冊か拝読しましたが、読者の心理として、自分のオフ
ィスが、工場が、お部屋が、あっという間にきれいになる魔法の
術が伝授されるのでは？という期待感（心理）が働いているの
かも知れませんね！ 
　さて、職場でも家庭でも「年末大掃除」とか「クリーンキャン
ペーン」なるものが恒例行事としてありますが、「ためてから整
理する」「汚れてから掃除する」と実は数十倍も時間がかかる
だけではなく、「次の掃除日まではやらない」決め事が暗黙の
内に成立してしまっているようです。 
　会社や職場では、仕事として「整理整頓」がなされていても、
自宅ではなかなかという方も多いことでしょう。 
　想えば、小学校の教室の壁には「せいり・せいとん」と大きく
張り出されていたことは記憶にあると思いますが、実は、大企
業から中小零細企業を問わず、事務所や工場の壁にも「整理・

整頓」などと貼紙が掲示されいるものです。 
　実は幼少のころから、「整理整頓」の文字は記憶しているの
ですが、大人になってもなかなか実行できないという現実！ 
　人は、目的やその意味を理解（納得）しないとなかなか実行
（行動）できないようになっているようなんです！ 
　そこで、今回はそのことばの「意味」について調べてみました。 
　古くは、大企業（トヨタ他）で経営の合理化（経費省略化）や
業務改善を目的に取り入れられたのが「５Ｓ」（整理・整頓・清掃・
清潔・躾）でした。ムダ・ムラ・ムリを発見し、コスト（モノ・時間）
削減へと成果が表れたようです。 
　さらにそれらを進化（システム化・構築）させたもの（または、
5Sが 基本）が「ＩＳＯ」です。 
　何故なら、ISOの「品質」「環境」「食品安全」「情報セキュリテ
ィー」「労働安全」・・・のマネジメントシステムに共通する基礎
が5Sなのです。 
　今更ながら「整理・整頓」で始まる５Ｓの意味をまとめてみま
した。↓下図をご参照下さい。 
　実行手順も同様です。 

次に、断舎利（だんしゃり）についてお話します。 
　断捨離の本には、身の回りをキレイにすることで「心もストレ
スから解放されてスッキリする」更に「必要ないもの。使わない
ものを手放すことで、本当に必要なもの、価値あるものがさら
に浮かび上がってくるようです。 
　それから、片づける（整理整頓）ことで、そこには「新たな空間
（スペース）」が生まれることになる。当然、空間（ゆとりスペース）
があるところには新しいモノ・情報」が集まるということです！  
最後に「デトックス」（「解毒」「浄化」）について 
　体内の整理と申しますか、ある専門家によると、究極のダイ
エットは、「減量」より「排泄」が重要であるとはなしておられま
した。 
　体内に余計なモノを溜め込まないことで、快食・快便のリズ
ムをつくり、適度な運動を加えることで「健康で美しいからだ」

ができるという事らしい！が、これがなかなか難しい！美味しい食
事にお酒とついつい過食が続くという生活を1年続けたら年末
の大掃除位では済みそうも無い！そこで、○○サプリやカロリー
○○なる商品が飛ぶようにうれるという訳です。 
　冒頭の整理整頓も然りで業務用から家庭用まで「収納ケー
ス」「事務用品」と片づけるための便利な収納グッズが飛ぶよ
うに売れています。 
　近年ダス○ンなどお掃除を専門とする新事業（サービス業）
が注目されているようですが、「整理」は本人しかできない！何
故なら捨てるかどうかの見極めがあるのですから。まずは身の
回りの小さな空間づくりから始めてみませんか！ 
整理整頓で快適な時間を過ごしましょう。 
　整理整頓+時間管理＝自己管理です！ 
　今日から貴方もスイッチＯＮ 

５Ｓ ５Ｓでの解説 

整理 

整頓 

清掃 

清潔 

躾 

不要なものは捨てる 
（モノ・データ・情報） 
 

●いる文書いらない文書記録類を整理し誤って使用しないようにする 
・受け入れ検査、現場などでの材料の識別管理検査・未検査・不良品の管理など 

●文書を必要な人に配布する   ●現場が管理された状態であること 

●資源の運用・職場の環境整備・設備などがいつでも提供できるよう維持管理する 

●会社の方針に基づいて構築されたマネジメントシステムが内部監査マネジメントレビューなどを通して有効に運用されているか 
  定期的にチェックし、常に継続的に改善されるよう維持管理する 

●教育訓練を通して作業手順を学び決められた通り正しく作業が実行できる仕事のルールが正しく守れるように 
  教育する 

使いやすいように並べる、 
区別する（表示して保管・保存） 

きれいにする 

整理・整頓・清掃を徹底し、維持する 

上記４Ｓを習慣づけ維持し、 
決められたことを徹底する 

ＩＳＯでの 解 説  

人間において生きるとは、ただ単に生き永らえる事ではない。 
　人間において生きるとは、何のためにこの命（時間）を使うか 
　この命（時間）をどう生かすかということである 
命を生かすとは 
　何かに命（時間）をかけるということである。 
　だから生きるとは命（時間）をかけるという事だ。 
命の最高のよろこびは、 
　命（時間）をかけても惜しくない程の対象と出会うことにある。 
その時こそ命は最も充実した生の喜びを味わい、激しくも美しく燃え上がるのである。 
　君は何に命（時間）をかけるか。君は何のためになら死ぬことができるか。 
　この問いに答えることが、生きるということであり、この問いに答えることが、人生である。 

感性論哲学の創始者　芳村　思風　氏 

資料提供　日本人事(株)人間力向上セミナーより 「いきるとは」 「いきるとは」 

 

※次号のテーマは「終活」（エンディングノート）です！ 
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あなたも家族もまるごと守る！ 頼れる補償の 

全国商工会会員福祉共済 

商工会の融資制度 
○マル経融資制度（沖縄振興開発金融公庫） 
　担保保証：無担保 無保証 

　融資対象：常勤従業員数が商業･サービス業５人以下、製造業･その他20人以下の企業 

　融資額：1,500万円以内　／　返済期間：運転７年　設備10年 

　融資利率：年1. 65％（平成24年３月現在） 

 

○小規模企業対策資金 
　（沖縄県制度融資　琉球銀行・沖縄銀行・海邦銀行・コザ信用金庫・商工中金取扱） 
　担保保証：原則無担保 必要に応じて保証人設定 

　融資対象：従業員20名以下の企業（商業･サービス業は５人以下） 

　融資額：1,250万円以内　／　返済期間：運転５年　設備７年 

　融資利率：2. 25％～2. 45％　保証料率：1. 45％　以内 

 

　※その他詳細な条件がありますので、商工会までお問い合わせ下さい。 
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空店舗対策事業 助成認定式 空店舗対策事業 助成認定式 空店舗対策事業 助成認定式 
　３月30日、町内国道沿の商業振興の目的で実施されている空店舗対策事業の助成認定式が行わ

れ、伊藝副町長立会のもと國場商工会長より助成認定企業５社へ認定証書が授与されました。 

　同事業は、町内国道329号線沿いの空店舗を活用し新規創業や事業多角化を行う事業者を対象に、

一定の要件のもと、店舗改装費や町内雇用人件費に対する助成金を交付する制度です。平成23年

度の助成金上限額は30万円。平成21年度より累計10社認定 

 
・きんメインテナンス(株)　代表取締役　大城崇（浄化槽・空調設備管理　その他施設管理） 

・クリアローズ　代表　安富祖悦子（フェイスケア・ボディケア・光脱毛他） 

・(有)シフト　きんドラッグ　代表取締役　比嘉直紀（薬局・薬店） 

・アイソトープス(株)　代表取締役　宜野座ちあき（家電販売、映像・音響製作他） 

・(有)シビルサービス　代表取締役　新里文男（事務機・事務用品販売他） 

きんメインテナンス(株) クリアローズ 

(有)シフト きんドラッグ アイソトープス(株)　アトム電器店 

(有)シビルサービス 

～企業と地域を育むパートナー 
金武町商工会では会員を募集しております。 

商工会の中小企業支援内容 

・新規開業、独立開業　・経営改善、経営革新 

・経理、税務申告　・労働保険・社会保険事務 

・融資斡旋　・経営支援専門家派遣　等 

 
　　　  お問合せは　金武町商工会 
TEL 098-968-2491／FAX 098-968-4725
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負担者 
① 

労働者負担 

② 

事業主負担 

 

① ＋ ② 

雇用保険料率 
事業種類 

一般の事業 6/1000→5/1000 

7/1000→6/1000 

7/1000→6/1000

9.5/1000→  8.5/1000 

10.5/1000→  9.5/1000 

11.5/1000→10.5/1000

15.5/1000→13.5/1000 

17.5/1000→15.5/1000 

18.5/1000→16.5/1000

農林水産 

清酒製造の事業 

建設の事業 

●平成24年度の雇用保険料率前年度より引き下げました。 
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの雇用保険料は、次のとおりです。 

○平成24年度　雇用保険料率表 

ジャンボタコライスのギネス認定から一年、更なる金武町の観光振興を目的に、４月６日(金)「タコライ

ス世界一の町宣言」を行い、キャンプハンセンゲート横、公共駐車場にギネス認定されたジャンボタコラ

イス実物大看板（長さ12ｍ、幅1.8ｍ）の設置式を開催します！（４月設置予定　完成イメージ図） 

金武町商工会にて新開地を中心とした新しい観光案内パンフレットを作成しました。 

町内の観光関連施設、飲食店等に備え付け致しますので、要チェック！ 

タコライスの町の観光パンフレット「タコまちあるき」が出来ました！ タコライスの町の観光パンフレット「タコまちあるき」が出来ました！ 
表紙 

中面 


