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南城市商工会　会報誌3

　南城市商工会は、沖縄県の「県産品奨励月間」
に合わせ、７月５日に南城市（古謝景春市長）
と南城市議会（国吉昌実議長）へ、地元産品お
よび地元企業の優先使用についての要請を行い
ました。
　要請は、市内での地元産品の奨励と地元企業
の優先使用により、地区内企業の育成強化と雇
用拡大を促進し地域経済の活性化に繋げる事を
目的としており、南城市商工会と観光協会によ
る要請団（津波古孝弥会長、他８名）は、「依
然として、新型コロナウイルスによる地域経済へ
の影響が続いていることから、引続き南城市で
使用する物品等については、地元産品を優先使
用して頂き、公共工事には地元企業を優先する
と同時に、市民への地元産品優先使用の意識高
揚を図っていただきたい」と要請しました。

「正副会長と各部会執行部との意見交換会」を開催
　南城市商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種事業の中止や変更、規模縮
小など、組織運営においても様々な影響を受けてきました。同様に、商工会青年部や女性部、商
工会建設業部会においても各種事業の計画変更等を余儀なくされてきたことから、現状と課題の
共有および商工会組織内の連携強化と協力体制について、商工会正副会長と各部会執行部（青年部・
女性部・建設業部会）による意見交換会を開催しました。

地元産品優先使用の要請
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ありがとうございました

（順不同、敬称略）

㈱玉寄設計 
㈲ザマミ建設
㈲海西工業
㈱イーエーシー
㈱吉田組
㈱興洋電子
㈱沖縄県食肉センター
㈾沖縄つやげん
ピーエスコンサルタンツ㈱
㈱東邦
（一社）南城市観光協会 
㈱嶺建設
稲福政泰税理士事務所 
㈲ミナミ建設
㈲仁組
ウェブデザインリーフ
㈱富士建設
㈲尚土木
㈱照正組
㈲三伊土建
㈱沖縄プランニング 
㈲栄開発
㈱スケヨシ
㈲共栄産業
㈲共同工業
大志モータース
㈲樹徳苑 
農業生産法人㈱仲善
㈲伸和開発
沖縄メディカル病院
㈱沖成コンサルタント 
㈱国際事務機
㈱京和土建
秀設備
仲村設計事務所

㈲ホームズ
㈱技建
㈲チャーリーレストラン
㈲燕建設
㈲山一開発
㈲光和エンジニアリング
㈱武村石材建設
㈱東江建設
㈱ぐすく建設
㈲高平建設
瀬底工務店㈱
㈲宜野座商会
光南建設㈱
㈱川平土木
㈲山川建設
㈱小波津組
㈲花道建設
㈲神谷産業
東自動車整備工場
㈲真成建設
㈲石嶺組
㈱トモエ
㈲中央土建
㈲咲尚建設
㈲南城土木
前田建設㈱
㈲マルミネ産業
㈲東信開発
もずくそばの店くんなとぅ
スナックはっぴぃ 
㈱フロンティアウェーブ
㈱濱設計
㈱真開工業
㈱ストリズム
㈱新共電気工業
㈲三大食品

上城技術情報㈱
㈲たましろ建設
㈱沖縄工設
㈱たまぐすく
㈱総合設計玉城
㈱日光建設
㈲大一土建
㈱オオシロリース運輸 
㈲EM玉城牧場牛乳
エコツーライト沖縄㈱ 
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㈲輔建設
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㈾嶺商
㈱アサヒプラント
㈲秀通建
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㈱がんじゅうサポート南城
㈱南伸
㈱シビルエンジニアリング南城営業所
海洋産業㈱
㈲南栄自動車
㈱南都
新垣事務機
司法書士屋冝宣勇事務所 
㈱次郎工業
居酒屋ぐるくん
㈱マルキン家具
㈱ベストコンサルタント
街クリーン㈱
㈲協進技研
㈲秀開發工業
南城市電業会
黄果報
糸数工業

大和食品
福田工芸
㈱米正建設
わらべ
㈱丸浩重機工業
㈲みなもと電技
㈲沖島建設
㈱オーディフ
㈲大南建設工業
南部電工㈱
㈲ケイエイ工設
社会福祉法人南城福祉会 
仲程アルミ工業
㈲みつわ
㈲大地建設
㈱沖栄建設
南城市管工事組合
Ｒ工作所
居酒屋あんこう
㈱コモネット 
㈱南新物産
㈱要建設コンサルタント  
大同火災海上保険(株)
㈱田幸技建コンサルタント
親ヶ原石油販売㈱
㈱東部電気土木
㈲ユアビス測量設計
㈱沖食商事
㈱守礼カントリークラブ
内間運輸
㈲伊世開發
割烹居酒屋かりゆし 
㈱ニチボー
㈲新技術開発
㈲創和テクノ
㈲琉測コンサルタント 

㈱大富建設コンサルタント南城営業所
㈲愛地モータース
高原の駅なんじょう
みなもとや
南城市商工会建設業部会
合同会社南笑事
㈲国際旅行社南部観光センター
タピック沖縄㈱ユインチホテル南城
㈱謝花組
㈱アジア測量設計
㈱ニシダ工業
南城葬祭
平仲電気㈱
嶺井博希 
㈱ホープ設計
㈱沖縄夢登
一杯茶屋ピエロ
知念漁業協同組合
㈱伸和建設
㈱親川鋼業
キングスベンチ
㈱大城生コン工業
㈲パブリックコンサルタンツ南城市営業所
㈲大城ブロック工業 
イオンタウン南城大里
㈱興洋エンジニアリング
㈱ふじ産業
㈱沖縄土木設計コンサルタント南城支社
ＮＰＯ法人久高島振興会
松風苑
㈲宮大産業
㈱エクセル 

　去った7月12日に開催いたしました「南城市商工会地域振興支援ゴルフ大会」におきましては、出
費多端の折りにもかかわらず、多くのご協賛を賜り心より厚く御礼申し上げます。
　おかげをもちまして230名余の参加者のもと盛会裏に終了することができ、所期の目的を達成する
ことができました。この収益金は、地域振興事業並びに地域福祉活動事業等の活動資金として活用
させていただきます。
　以下、ご協賛いただいた皆様を掲載させていただきます。
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代表取締役社長　城間由規さん

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。

支援内容の紹介

Vol.6

　有機肥料・グラウンド用土・庭園用土・培養土・花と野菜の土の
製造・販売を行う「株式会社シロマ」は、県内唯一の土の専門店。
これまで首里城公園をはじめ、県内290カ所の公共事業と民間工
事に貢献してきました。
　長引くコロナ禍において、売上の大幅な減少・市場の低迷を受
け、新たな事業への早急な取り組みが必要不可欠となりました。新
たな市場は民間から草木の廃棄物を取り扱う一般廃棄物処理業。
「ウッドグリーンサイクル事業」と銘打ち事業をスタートしました。
仕入のない廃棄物を収入源とする他、処理後の端材をチップ化し
て既存事業へ再利用することで財務基盤の確立と商品のブラッ
シュアップを同時に行うことが可能となりました。
　「補助事業申請や事業計画書策定について、商工会から的確な
助言や修正案を貰ったり、多くの情報を提供していただいたり、助
かりました」と相談役のよなは雄詩さんは語ります。

　「ウッドグリーンサイクル事業に利用できる家庭や畑から出た草
木の処理は、当社へお任せください」と話すのは、代表取締役社長
の城間由規さん。今後は草木の一般廃棄物処理業務を、産業廃棄
物処理まで拡張することを目指しています。
　また、「弊社の主力商品である赤土流出防止効果のあるオリジナ
ル専用土『ファームソイル』の販路の拡大に取り組み、海上に流れ
込む赤土流出を防ぐことで沖縄の自然環境を守っていきたい」と語
りました。

株式会社シロマ　沖縄の土と肥料の専門店

事業再構築補助金を活用し、
「ウッドグリーンサイクル事業」を開始

業務拡張により海を守る

大里

支援内容
事業再構築補助金

　ポストコロナ・ウィズコロナ時
代の経済社会に対応するため
の新分野展開や事業転換など、
企業の思い切った事業再構築
を支援する制度です。新市場
参入のメリットや、既存事業へ
の相乗効果など、商工会では
事業計画を立てるお手伝いをし
ています。

経営指導員　玉城　暁成
南城市大里字大城4番地
☎  098- 946-8405

株式会社シロマ

　マル経融資を活用し建設車両を購入できたことで、仕
事を素早く効率的に進めることができるようになったと言
う仲西さん。これまでリースに頼っていたダンプ・ショベル
をマル経融資で購入したことで、繁忙期における仕事の
機会損失の防止と経常利益の向上を見込んでいます。
　現在は正規従業員を2名増やし、新規営業開拓を積
極的に行った結果、昨年より取引先が4社増えました。
　「大手企業よりもリーズナブルな価格でサービスを提
供できるのが、私たちの強みです。今後はより多くの案件
を受託し、商工会の施策を活用しながら法人化を目指し
ます」と仲西さんは意気込みます。

取引先の増加で、法人化を目指す

　外構工事・土木・造成・建物解体を手掛ける「西建」は、創業から今年4
年目を迎える建設会社。
　代表の仲西涼さんは、ご両親が昔自営業をやっていた時に商工会から融
資を受けた話を聞き、2年前に商工会に加入しました。商工会の会員になっ
たことで、「マル経融資」を受けることができ、業務に必要なダンプ2台とミ
ニショベル2台を購入しました。
　購入前は毎月、建設車両のリース代を支払っていましたが、経費がかかる
上、希望日に車両が借りられない事がありました。「自社で所有する事によ
り車両返却の手間もなくなったので、融資を受けられて本当に良かったで
す。」と仲西さんは話します。

「マル経融資」を活用し、建設車両を購入

西建外構工事・建物解体・土木工事 玉城 支援内容
マル経融資

　マル経融資（小規模事業者
経営改善資金貸付制度）は、
商工会・商工会議所等で、経
営指導（原則６ヵ月以上）を受
けた方に対し、無担保・無保
証人で、日本政策金融公庫（沖
縄振興開発金融公庫）が融資
を行う国の制度です。
　融資限度額は2,000万円で、
利率、保証人・担保の面で他
の融資に比べ有利な条件で融
資を得ることができます。

経営指導員　與儀亜希子

南城市玉城字船越1343-2
☎   098-959-9728
休  不定休

西建

代表　仲西涼さん

事業再構築補助金で購入した
自走式木材破砕機とユンボ

マル経融資で購入したダンプとショベル

ふるいにかけ、堆肥と混ぜ合わせる
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商工会・商工会議所等で、経
営指導（原則６ヵ月以上）を受
けた方に対し、無担保・無保
証人で、日本政策金融公庫（沖
縄振興開発金融公庫）が融資
を行う国の制度です。
　融資限度額は2,000万円で、
利率、保証人・担保の面で他
の融資に比べ有利な条件で融
資を得ることができます。

経営指導員　與儀亜希子

南城市玉城字船越1343-2
☎   098-959-9728
休  不定休

西建

代表　仲西涼さん

事業再構築補助金で購入した
自走式木材破砕機とユンボ

マル経融資で購入したダンプとショベル

ふるいにかけ、堆肥と混ぜ合わせる

南城市商工会　会報誌5







事業所名 代表者名 業務内容 所在地

勇心土木 井上　勇太 建築業 南城市玉城字仲村渠1453-1
サンハイツ光207

公文式知念小学校前教室 識名恵理子 学習塾 南城市知念字久手堅6

（有）めーばる設計工房 喜納　　正 建築設計、工事管理等 南城市佐敷字手登根44

Ｍｙ　Ｏｆｆｉｃｅ　南城オフィス 寄川　正美 記帳代行業 南城市玉城字糸数460-1
東自動車整備工場内 

まるろう商店 伊藤　滋朗 三線、三線用品販売 南城市大里字平良2494-1-502

農業生産法人　（株）八風畑 赤嶺　和雄 大麦、柑橘類、和牛肥育 南城市大里字大城619 

（株）赤嶺運送 赤嶺　　清 運送業 南城市大里字古堅1240-1

（株）神里設計　南城市出張所 石川　哲基 建築設計、管理 南城市知念字久原397

シキナホーム 識名　秀幸 リフォーム 南城市知念字知名245

（株）明成建設 知念　　章 建築工事業 南城市佐敷字手登根67

ワイワイワールド 城間　則和 カラオケ 南城市大里字稲嶺2013-25

エコツーライト沖縄（株） 仲村　怜奈 自動車用尿素水製造業 南城市玉城字糸数145-2 

うりぼう 瓜田　　一 家具製造業 南城市大里字古堅1049-5

（株）ERAL 新垣　智秀 アパレル、映像 南城市大里字古堅527-1

スナック喫茶古都里 金城　美枝 飲食店 南城市大里字稲嶺98-1

ＲＥＡＬ　ＰＬＡＮＴＳ 川島　陽子 塩、オイル製造、セミナー 南城市玉城仲村渠723

ゆいまーる建機 大城　祥也 油圧ホース制作、販売、修
理

南城市佐敷字兼久106
ラフィーエM.K.C.P403

南城市体育施設・公園施設
南城文化・スポーツパートナーズ 野元　　仁 スポーツ施設運営 南城市玉城字富里222

Mincer　Heart 歌野　朋子 ペット用品販売業 南城市玉城垣花324-1
ハウス虹201

※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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