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　奥武島の海で、もずくを養殖している「（有） マルミネ産業」。 
　代表者の嶺井達也さんが45年前にもずくの養殖を始めて以来、親子
3代にわたってもずくを作り続け、今では年間約80トンもの生産量を誇り
ます。
　奥武島のモズクは太くて歯ごたえがしっかりしているのが特徴。採れ
たもずくは南城市内の小中学校の給食やスーパーに卸している他、自社
が営む食堂「もずくそば くんなとぅ」でも提供しています。「私たちが生産
したもずくを地元の人に食べてもらえるのが嬉しい」と話すのは、達也さ
んの二男で、取締役兼「もずくそば くんなとぅ」店長の嶺井伸也さん。
　しかし、もずくの養殖は体力勝負で、約5メートルも海の中を潜水し収
穫作業を行います。過去には潜水中にエアコンプレッサーが故障し空気
が送られなくなる事故が発生したことも。スタッフが長期入院を余儀なく
されましたが、労働保険に加入していたことで入院費がカバーされ「とて
も助かった」と話します。

　元々沖縄そばが大好きだった嶺井家。お母さんが作ったもずくの天ぷら
や酢の物が好評だったため、商売に繋げられるのでは？という話から採れ
たもずくを提供する食堂「もずくそば くんなとぅ」を平成10年にオープン。
　オープンにあたり、もずくを麺に練り込んだ「もずく麺」を、製粉会社と
何度も話し合い試行錯誤のうえ、3年かけて完成させました。
　ツルっとしたのどごしでスープとの相性が抜群のもずく麺の上に、生も
ずくを添えたそばが「くんなとぅ」スタイル。その他、もずくゼリーやもずく
天ぷら、塩もずくも人気。さらに、生もずくはお代わり自由という嬉しいサー
ビス付きです。

ぐるぐる会員巡り
中小・小規模事業者の新規事業の立ち上げや事業拡大
の際だけでなく、持続的な成長・発展のために、南城
市商工会は様々な支援を行っています。これまで支援
を行った事業所をご紹介いたします。

有限会社 マルミネ産業太くて歯ごたえ抜群のもずくを養殖

3代にわたるもずく作りで地産地消へ繋げる

　昭和63年に創業された（株）みやぎ農園は、有機野菜等の栽培・販売、契約農
家への営農指導、養鶏、農畜産物を活用したマヨネーズやジンジャーシロップなど
の加工品の製造販売などを行っている会社です。
　「有用微生物」を使った方法で、良質な商品生産にこだわっているみやぎ農園。
　養鶏は「健康な鶏から良質な卵がうまれる」という考えのもと、鶏の習性を活か
した「平飼い」にこだわり、鶏が自由に動ける居心地の良い環境で飼育していま
す。餌は5年かけて作り上げた有用微生物を加えた飼料や生の青草などを与えて
います。さらに鶏舎内の床には微生物の力で循環させている堆肥化した鶏フンを
敷き、湿度や温度調整、鶏がついばむことで腸内環境を整えるのに役立てていま
す。その結果、臭みがない自然な黄身の色の健康な卵が日々産まれているのです。
　養鶏だけでなく、野菜栽培にもみやぎ農園独自の有用微生物を導入し、みずみ
ずしく生命力あふれる野菜を生産しています。

有用微生物を活用した健康な卵と生命力あふれる野菜

もずくを楽しめる食堂「もずくそば  くんなとぅ」

　商工会から経営革新計画申請支援を受けたみやぎ農園。
「これによって、ものづくり補助金申請のための資料作成もス
ムーズに進み、また会社の認知度も高まった」と代表取締役社
長の小田哲也さんは話します。経営革新計画により新設備を
導入することで、作業の効率化を図り収益性の高い農業を目
指しています。「農業を、敬意を持たれる産業にしたい。収益を
上げられる産業にすることで農業人口が増え、100年後も持
続する産業になる。そのためには、『食料を作ること』を多くの
人々に伝えていきたい」と今後の目標を小田さんは語ります。

サスティナブルな農業を目指して

（左から）取締役の奥様 嶺井由佳さん、
            代表者の奥様 嶺井政枝さん、
            代表者 嶺井達也さん、
            取締役 嶺井伸也さん

生もずくが乗った「もずくソーキそば」

有用微生物を活用して栽培した野菜

代表取締役社長
小田哲也さん

鶏が自由に動ける環境を整えた「平飼い」

玉城

株式会社 みやぎ農園毎日の暮らしにおいしさと幸せを大里

支援内容の紹介
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支援内容
労働保険

　「労働保険の加入手続き」
や「労働保険料の申告・
納付」、「雇用保険の被保
険者に関する届出」など労
働保険に関する事務を委託
することができます。
労働保険担当　城間達江

南城市玉城字志堅原460-2
☎   098-949-1066
営  ランチ 11:00 ～ 15:00
　 （土日祝は17:00 まで）
休  無休
P  あり

有限会社　マルミネ産業
（もずくそば　くんなとぅ）

Facebook

支援内容
経営革新計画
申請支援

　新商品の開発や新た
なサービスの提供など、
中小企業が立てる経営
計画（3年～5 年）を県
が承認し、様々な支援を
受けやすくする制度です。
経営指導員　玉城暁成

南城市大里字大城2193
☎    098-946-7646
インスタ：miyagi_farm

株式会社　みやぎ農園

HP Facebook
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商工会特産品フェア
「ありんくりん市」って何？

商工会の伴走型支援等により開発さ
れた特産品等を中心に、商工会地域
逸品を沖縄の産業まつりに集め、流
通業者・消費者など多くの県民に、
商工会地場産品の良さをアピールし、
県内外における販路拡大を図ることを
目的としている。

　第24回商工会特産品フェア「ありんくりん市」（沖縄県商工会連合会主催）が、10月
23日(土)と24日(日)の2日間の日程で、那覇市のパレットくもじ前広場で開催されま
した。会場には14市町村のブースが出店され、2日間で延べ7,232人が来場しました。
　1日目に行われた「第24回商工会特産品コンテスト」の受賞商品の表彰式では、優
秀賞の県連会長賞として、南城市商工会会員のcafooca(カフーカ／南城市大里、金
城立磨代表)の県内で駆除されたサメの革を使った「長財布」が受賞しました。
　最優秀賞の県知事賞は、（有）渡具知(名護市)のコーレーグース「NAGO maser・
NAGO miyarabiセット（ナゴマサー・ナゴミヤラビセット）」と、（株）宮平乳業（糸満
市）のハンドクリーム「Chi-Chi（ちーちー）ミルクハンドクリーム」が受賞しました。　
　「ありんくりん市」は、毎年「まちの自慢。むらの誇り。」をテーマに開催されていま
す。例年、奥武山公園で開催されていますが、新型コロナウイルス感染症防止対策の
ため規模を縮小しての開催となりました。

10 月 23 日（土）・24日（日）

「ありんくりん市」開催

cafooca（カフーカ）長財布
特産品コンテスト　優秀賞（県連会長賞）受賞！

cafooca（カフーカ）   代表  金城  立磨

1994年、那覇市首里生まれ。高校卒業後、県内の革製品工房に7年間勤務。2019
年に独立し、ブランド「cafooca(カフーカ)」を立ち上げ、本格的にサメ革の製品作
りを開始。2020年「2020沖縄南城セレクション」（南城市主催）の非食品の部で「長
財布」が認定。2021年「JCI JAPAN TOYP2021」(日本青年会議所主催)で、沖縄県
内初の準グランプリ「農林水産大臣奨励賞＆ＮＨＫ会長賞」受賞。同年、第24 回商
工会特産品コンテスト(沖縄県商工会連合会主催)で、「長財布」が優秀賞の「県連
会長賞」を受賞。

優秀賞を受賞した気持ちは？
　「2020沖縄南城セレク
ション」（南城市主催）では、
「非食品の部」で「長財布」が
認定され、青年版国民栄誉
賞と言われる「JCIJAPAN 
TOYP2021」(日本青年会
議所主催)では、沖縄県内初
の準グランプリ「農林水産

大臣奨励賞＆ＮＨＫ会長賞」も受賞したので、選ばれる自信
はありました。自分自身への賞を頂けるのも嬉しいのですが、
今回は商品である「長財布」に対する賞なのでとても嬉しい
です。

サメ革加工品を作ろうと思った経緯は？
　高校卒業後、県内の革
製品工房に勤めていた時
に、漁師をしている同級
生から「駆除したサメの
皮で財布を作れないか」
と相談がありました。県
内で年間約200匹のサメ
が駆除され廃棄されてい
ることを知り衝撃を受け
ました。調べてみると宮城県の気仙沼市でサメの皮を
使った革製品が製作されていることを知り、「駆除された
サメでモノづくりをしたい」と思うようになりました。

事業に対する想いは？
　長財布の中に使
用しているのは、
実はニホンジカの
革です。ニホンジ
カもサメ同様、人
間の都合によって駆除されています。そのため、
命の大切さを意識し、サメの使える部位を全て
使っています。これまでは漁協の方がサメを解
体して、廃棄処分料を支払って廃棄していまし
たが、現在は私が解体して皮は私が使い、その
他の肉や頭、ヒレなどは別の業者が使用してい
ます。これはSDGsの目標に寄与します。また、
売り上げの一部は、首里城と児童養護施設に
寄付しています。

今後取り組みたいことは？

　現在は、財布や名刺入れ、
キーホルダーなどの小物を
中心とした10アイテムを販
売していますが、今後はバッグなど大きな商
品の製作を手掛けていきたいです。
　また、サメのヒレは、現在海外へ卸している
業者へ渡しているのですが、県内で獲れるサ
メなので、ヒレを使った県産品（お土産）を開
発したいと考えています。

cafooca（カフーカ） 代表 金城 立磨さん

サメを捌いている様子

優秀賞を受賞した「長財布」

cafooca（カフーカ）
南城市大里字平良2239
☎  090-6866-5674
営  10:00 ～ 12:00
　 13:00 ～ 18:00
休  日曜日　
P  有り（数台）

　　https://cafooca.com
　　info@cafooca.com
LINE ID：cafooca
インスタ：ryuma_kinjo

�������

　今回、特産品コンテストで優秀賞を受賞したため、販売促進活動に寄与する場と
して設けられた優先ブースにて出店をすることができました。また、2020年の
「2020沖縄南城セレクション」認定の翌年に今回の「第24回商工会特産品コンテ
スト」で優秀賞を受賞できたことを報告するために、11月10日に南城市長を表敬
訪問しました。

南城市長へ表敬訪問

出店の様子南城市長と金城さん

ありんくりん市開催の様子
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　 （土日祝は17:00 まで）
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支援内容
経営革新計画
申請支援

　新商品の開発や新た
なサービスの提供など、
中小企業が立てる経営
計画（3年～5 年）を県
が承認し、様々な支援を
受けやすくする制度です。
経営指導員　玉城暁成

南城市大里字大城2193
☎    098-946-7646
インスタ：miyagi_farm

株式会社　みやぎ農園

HP Facebook
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確定申告個別相談について
令和３年分（申告時期 令和4年2月以降）の

商工会の相談窓口は2月28日までです。毎年開催しております確定申告個別指導ですが、「令和3年分の
確定申告個別相談」対象者は、以下の方とさせて頂きます。対象から外れる皆様におかれましては、お早
めに対策を講じて下さいますようお願い申しあげます。
※日本税理士会連合会  小規模納税者に対する税務援助事業に関する申し合わせ（平成3年5月）に基づく

※相談内容は、事業所得に関するご相談のみとさせて頂きます
※山林・農業および譲渡（土地・建物）・配当所得などの分離課税所得などについ
ては、税理士または税務署が開催する無料相談会などへご相談下さい

その他注意事項

　 (所得金額+青色申告特別控除+青色専従者給与)
※所得金額（青色申告特典控除前)400万円超の方は、税理士又は、税務署へご相談下さい

ー. 個人事業主の方
一. 顧問税理士がいない方
一. 令和2年分の所得金額(青色申告特別控除前)400万円以下の方

対象者

個人事業主の皆様へ
早めの
対策を

！

新商品の開発、新たなサービスの提供、新分野への進出など、経営革新（新たな取り
組みによる経営の向上）にチャレンジする中小企業の計画を承認し、支援する制度です。

策定した経営革新計画が沖縄県の承認を得ることで、特定の補助金が採択されやすくなる他、政
府系金融機関からの低利融資を受けられるなど様々なメリットがあります。気になる方は是非商
工会へお問い合わせください。

経営革新支援制度とは

▶  全業種にわたって幅広く支援します。
▶  承認の対象となる計画の事業期間は、３年から５年間です。
▶  研究開発を実施する計画の期間については、３年から５年間の事業期間を含む３年から
     ８年間が計画期間となります。
▶  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が対象です。

❶ 新商品の開発又は生産　　　　　　　　　　　　 ❷  新役務の開発又は提供
❸ 商品の新たな生産又は販売方式の導入　　　　　❹ 役務の新たな提供方式の導入
❺ 技術に関する研究開発及びその成果の利用　　　❻ その他の新たな事業活動

（沖縄県 HP より抜粋）「新たな取り組み」とは　

　女性部は地域資源や文化を利用し、外にも発信していけるよう、日ごろの女性部活動と共に部員セミ
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　会員のNaturesoundsの代表である屋比久香奈子氏を
講師に迎えて、生葉のヘナを使ったヘアトリートメント作りを
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タール．．】の代表の佐藤千紗美氏を講師に迎えて、沖縄の
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バームを作りました。ナチュラルバームはお肌を柔らかくし、保湿、消炎症
作用など効果があります。地域の資源を使って製作することで、自分達の
新しい事業へのアイデア作りにも生かしていきたいとの声が出ていました。

女性部

女性部

女性部

1010 55 火 女性部セミナー「生葉ヘナトリートメント作りワークショップ」

　厳しい経営環境に対応する経営力
の向上を図るためには経営革新が有
効な手段であることを他地区の商工会

青年部員の事例等を通して共有することを目的に本
青年部から２名が参加しました。コロナ禍の離島地区
の取組として石垣島や竹富町西表島の事例を学び、
セミナー受講、島内視察などを通じて離島地区の課
題を認識し意見交換を行いました。研修を通して離島
の環境問題を捉え、われわれだけでなく、次世代の
人々の為にも、継続的な運動を推し進めたいと思いま
した。今後も離島や他地区の商工会青年部等との交
流を積極的に図り、永続的共生を担う者として事業を
行っていきます。

　建設業部会では、新型コロナウイルス感染症の地域経
済への影響や活動自粛による家計負担の増加等を鑑み、
地元事業者のみならず、広く市民の皆様が活気づいてい

くことを願い、南城市まつり実行委員会へ100万円の寄付を行いました。南城
市まつりにおいて企画された、動画コンテストや花火など様 な々コンテンツや
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お届けする一助となることを期待しています。

建設業部会

青年部

1010 1919 火 南城市まつり実行委員会へ寄付金贈呈

1111 1010 水 女性部セミナー「やちむんバーム作りワークショップ」

1010 2121 木 1010 2222 金

商工会青年部経営力ＵＰセミナー
＜経営革新塾＞に参加
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各部の活動や事業の様子をお伝えします。各部の活動や事業の様子をお伝えします。

南城市商工会
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事業所名 代表者名 業務内容 所在地

ジャンボ株式会社
沖縄営業所 竹内　康 事務用品・学校教材 南城市佐敷津波古2417A

工房さんご虫 中西　由紀 製造小売 南城市玉城字百名646-3-2-105

工房mahorama 吉田　紀子 製造業
南城市知念字安座真1037
グリーンコート大福401

エステルームK 島袋　恵子 エステサロン 南城市大里字仲間1040-3

合同会社琉煌 岩切　泰一 卸販売（除菌剤） 南城市大里字嶺井512-20　2F

有限会社美ら卵養鶏場 諸見里　元 養鶏業 南城市玉城字前川1205-1

未央庵 名幸　江美 民泊・茶道体験 南城市玉城字志堅原363

イベント運営、企画、
ぶっちゃん 成塚　弘子 イベント企画

南城市玉城船越165-51
レジデンス未来203号　

菜の花（酒処とカラオケ） 酒屋　順子 飲食業 南城市大里字稲嶺98-1

Naturesounds 屋比久　香奈子
生葉ヘナトリートメント作り
ワークショップ

南城市佐敷小谷103

株式会社たましろ 玉城　佳一 電気・管工事・リフォーム工事 南城市佐敷字手登根332

※会報誌掲載希望の事業所のみ掲載しております。
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沖縄県最低賃金が変わりました

労働保険の加入はお済みですか？労働保険の加入はお済みですか？
一人でも従業員を雇っている事業所は必ず加入が必要です。
正社員・パート・アルバイト・日雇いなども対象です。

労災保険

仕事中によるケガや病気から
労働者を守る保険制度。
労働災害によるケガや病気の
治療費と収入を補償するもの。

労働時間が週 20時間以上は
加入が義務付けられている。

育児や介護などによる
休業や失業時の収入を補償するもの。

雇用保険

労働保険
とは？

『労災保険』と
『雇用保険』を
総称した言葉です。 当商工会では労働保険の事務代行も行っております。

詳しくは担当職員までお問合せください。

・雇用調整助成金、その他助成金について相談したい
・36協定って何？（時間外労働）
・就業規則を作成したい
・労災事故・雇用保険に関すること
・有給休暇について
・健康保険・厚生年金に関すること
    その他労働・社会保険に関すること

窓口設置のご案内
社会保険労務士   個別相談会
相談
無料
相談
無料

社会保険労務士相談日
毎月　 第３火曜日　14時～ 16時（祝祭日はお休み）
場所　南城市商工会
TEL　098-947-1283　FAX　098-947-6559

※事前予約を
お願いします。

受付中！
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ご入会ありがとうございます
新規入会事業所紹介

令和3年８月～
令和3年11月

11事業所

「令和4年 南城市年始会」
中止のお知らせ

毎年、年の始めに開催しております南城市年始会は、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止することと
いたしました。
何卒、御理解のほど宜しくお願いします。
地域の皆様、関係機関の皆様のご息災を、心よりお祈り申
し上げます。

商工会会員の
みなさまへ

会費納入のお願い
商工会会費が未納の方はお早めに納入
いただきますようお願い致します。
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