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高台にある園内からはつつじの花と共にキラキラ光り輝く太平洋側の青い海の眺望が素晴らしく、写真愛好家にも人気スポットとなっています。

春の訪れを告げる日本一早いつつじ祭り
「花と水とパインの村」として知られる東村。山原（ヤンバル）と呼ばれる

本島北部の東海岸に面した「村民の森つつじ園」では、毎年３月上旬から中

旬にかけて約５万本のつつじが色鮮やかに咲き揃い、春を彩るイベントと
して「日本一早いつつじ祭り」が開催されます。

期間中は各種イベントや「東村つつじマラソン」が開催され、夜間にはラ

イトアップされた｢光と音と夜つつじ｣を楽しむイベントも人気があり、毎年
多くの観光客で賑わいます。

この「村民の森つつじ園」の創設はパイン産業を導入したことでも知られ

る東村出身の宮里松次（まつじ）氏によるもので、1962 年から 1984 年ま
での村長在任４期を務めた期間中に、約５年の歳月をかけて村民と共に荒
れた丘を整備して創設されました。見るべきものはなかったであろう荒れた

丘に、リーダー力と情熱でつつじの花のやすらぎの園をもたらした偉人とし
ての功績を讃え、園内の中心に宮里松次（まつじ）氏の胸像が太平洋を望む
東村の集落を見守るように設置されています。

つつじ園の創設に尽力した宮里松次（まつじ）
の胸像。
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平成30年度

那覇商工会議所

常議員会・通常議員総会
2019年度 事業計画・収支予算

承認

平成 30 年度那覇商工会議所常議員会・通常議員総会

を、3 月 28 日（木）ダブルツリーＢｙヒルトン那覇首里城で
開催した。

那覇商工会議所
役員・議員改選のお知らせ
（一号議員選挙、二号・三号議員選任について）

冒頭、石嶺伝一郎会頭より、
「県経済は観光を中心に今後

も拡大が期待される一方、景気循環は世の常であり山もあ

れば谷もある。観光は国内外の情勢にも左右されやすい。
そのような中、県経済の振興発展のためには、先々を見据

１．
平成31年度は、那覇商工会議所の代表を選ぶ大切な議員選挙
（一号議員選挙、二号・三号議員選任）の年です。

えた持続的な成長基盤を作り上げることが大変重要です。
沖縄振興の要である那覇空港では、来年３月末に第二滑

走路が供用開始されます。更なる利用客の増加のためにも
那覇空港の機能拡張は極めて重要であり、経済界を中心に

策定した那覇空港中長期構想の実現に向け引き続き取り
組んでまいります。

また、2022 年には新たな沖縄振興計画が始まります。

経済界としても国、県等と連携し、しっかりと提言してまい
りたく思います。

昨年は経済界から様々な要請を行いました。沖縄振興税

議員総会で挨拶する石嶺会頭

がら準備を進めてまいります。

中小・小規模企業の支援としては、ＡＩ・ＩｏＴ等を活用

した生産性の向上、働き方改革に係る各施策の推進、全国

ワーストである事業承継問題、今年１０月の消費税率引き
上げへの対応など、しっかりと取り組んでまいります。

那覇商工会議所はこれからも「未来を拓く商工会議所」

制の延長、航空貨物ハブの拡充、那覇港第２クルーズバース

として、県経済の振興発展と、それを支える中小企業の更

後押しとなりました。来年も航空機燃料税軽減、揮発油税

すので、引き続き皆様のご支援ご協力をお願いします。」と

の早期整備、沖縄自動車道の割引継続など、実現に向けた
軽減など５つの沖縄振興税制が期限を迎えます。軽減額の

大きい重要な制度につき、経済界として要請活動を展開し

なる成長を図るため、新年度も積極的に活動してまいりま

議員総会では 2019 年度事業計画・収支予算が審議

され、全会一致で承認された後、役員・議員改選のお知ら

大会が開催されます。その成功に向け、県、市とも連携しな

参入が報告された。

せと、会員向けビジネス総合保険への地元保険会社新規

Ⅰ．地域経済産業の振興

Ⅲ．
政策提言、
要望活動の展開

Ⅱ．
中小・小規模企業の支援

Ⅳ．
会員サービスの充実と商工会議所の機能強化

重点的に取り組む事項

は新規事項

１. 沖縄 21 世紀ビジョン基本計画等の推進、沖縄振興税制の

６．消費税率引き上げに伴う価格転嫁・
軽減税率対策への支援

２．那覇空港中長期構想の実現に向けた取り組み

７．2020 年度全国商工会議所観光振興大会
那覇大会開催に向けた取り組み

３．事業承継の推進
４．生産性向上・働き方改革の推進に向けた取り組み
５．中小企業の企業再生・経営改善の促進
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２．
選挙権・被選挙権を行使するためには下記の手続が必要となります。
（１）新規に会員加入をご希望の方は、2019年5月31日までにお申し込み下さい。
（６月１日以降の入会会員には今回の選挙権・被選挙権はありません。）

基本方針

利活用の促進及び制度延長に向けた活動の展開

（２）二号議員、三号議員選任は９月中旬を予定しております。
（二号議員は、各業種で構成される部会において、三号議員は、
現一号・二号議員協議会でそれぞれ選任されます。）

挨拶した。

ていきたいと考えております。

さらに、来年１１月には那覇で全国商工会議所観光振興

（１）一号議員選挙の投票日は10月初旬を予定しています。
（一号議員は、会員の中から選挙で選ばれます。)

（２）会費の納入並びに増口をご希望の方は、2019年7月31日までに会費納入と
増口手続きを併せてお願いします。

上記（１）、
（２）の期限を過ぎると今回の選挙権・被選挙権がありません。
会員の皆様には、各議員の選挙・選任の手続等について後日ご案内させて
いただきます。
お手元に届きましたら、必ず内容をご確認下さい。

８．那覇商工会議所新会館建設に向けた取り組み
９．大規模災害への対応能力の強化

10．会員サービスの充実と商工会議所の機能強化
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平成30年度

那覇商工会議所

事業項目

常議員会・通常議員総会

★は重点的に取り組む事項

Ⅱ．
中小・小規模企業の支援

Ⅳ．会員サービスの充実と商工会議所の機能強化
★ １ 会員サービス事業の充実

3 新春講演会の開催

（１）各種共済制度や保険制度の普及促進

１ 経営改善普及事業の推進

4 経済・産業視察研修の実施

（２）会員向け各種講演会、セミナーの開催

★ 5

（３）パソコン教室の開催
（４）永年勤続優良従業員の表彰

（１）経営発達支援計画の実施
（２）融資制度の利用促進（マル経資金・沖経等）

組織の強化と財政基盤の強化

（１）
会員増強運動の展開並びに退会防止策の実施（会員訪問活動）

（５）健康診断・成人病検診の実施

（２）会員特典の周知並びに会員サービスの徹底

（６）貸しホール等会館施設の提供

（３）既存収益事業の拡充並びに新規収益事業の創出

（７）電子証明書の会員クーポン発行及びＧＳ１事業者コード
（ＪＡＮコード）の登録

（４）各種研修会・講習会への職員参加、各種資格等習得の促進

6 部会・委員会の活性化

2 広報活動・調査活動の充実
（１）商工業に関する情報の収集と提供／ホームページ・メール
マガジンの内容充実
（３）賃金実態調査報告書の発刊
（４）商工会議所早期景気観測調査（ＬＯＢＯ調査）の実施と景気
動向の情報提供
（５）新規事業の調査研究
（６）記者会見の開催等によるマスコミへの情報提供

（４）講習会・セミナーの開催

★（３）全国商工会議所観光振興大会那覇大会開催に向けた取り組み

（５）経営・技術強化支援事業（エキスパート・バンク）
（６）経営安定特別相談事業
（７）経営指導員等研修会の実施
（８）補助金・助成金の利用促進

8 役員・議員改選の実施

★ 2 事業承継の推進
（１）沖縄県事業引継ぎ支援センター事業
（２）プッシュ型事業承継支援高度化事業

那覇商工会議所新会館建設に向けた取り組み

（１）事務採択に向けた取り組みや自己資金造成の推進
（２）当面、現会館使用のため、高圧ケーブル等の電気設備やエレ
ベーターの修理・改修の実施

（３）小規模事業者等持続化支援事業（事業承継支援、創業後支援）
（４）事業承継経営安定支援事業
★ 3 消費税率引き上げに伴う価格転嫁及び

軽減税率対策への支援

（１）消費税軽減税率対策窓口相談等事業
（２）キャッシュレス決済導入の促進

那覇商工会議所
会 計

区

2019年度収支予算総括表

分

1. 一 般 会 計

本年度予算額
427,220

2. 特 別 会 計
1.中小企業相談部会計

前年度予算額
403,240

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

比較増減（△）
23,980

535,340

497,210

38,130

138,300

136,310

1,990

2.ビル管理特別会計

38,240

31,160

7,080

3.共済事業特別会計

51,360

51,260

100

107,030

106,560

470

5.退職給与積立金特別会計

63,620

43,630

19,990

6.特別事業積立金特別会計

76,040

75,650

390

7.労働保険事務組合事業特別会計

50,740

52,640

△ 1,900

8.新会館建設準備積立金特別会計

10,010

0

10,010

962,560

900,450

62,110

4.特定退職金共済事業特別会計

合

計

2 産業・社会基盤の整備促進
★（１）那覇空港中長期構想の実現に向けた取り組み
（２）国際物流拠点の形成に向けた取り組み
（３）観光リゾート地の形成に向けた取り組み
①急増する大型クルーズ船への対応

（11）その他の経営基盤強化事業

（２）青年部▶わった～那覇めしグランプリ決定戦の開催等

★ 9

★（１）沖縄 21 世紀ビジョン基本計画等の推進

★（２）沖縄振興税制の利活用の促進及び制度延長に向けた
活動の展開

（10）労働保険事務組合事業の推進

（１）女性会▶2020 年度九州総会・役員会（沖縄開催）の準備等

（２）会報誌「NAHA CCI NEWS」の全頁カラー対応と内容の充実

１ 沖縄の自立型経済の構築に向けた産業の振興

（３）専門指導事業

（９）小規模企業共済、中小企業倒産防止共済への加入促進

7 女性会・青年部の活動支援

Ⅰ．
地域経済産業の振興

（単位：千円）

備

考

観光振興大会対応費､議員選
挙対応費､ビル管理特別会計
繰出金､新会館建設準備積立
金特別会計繰出金（増）

4 販路開拓の促進
（１）見本市、展示会等への出店協力・各種催物等の支援
・「カフェ＆スイーツフェア」
・「商工フェア in 美ら島エアーフェスタ」
・九州商工会議所熊本震災復興事業「九州・火の国元気まつり」
（２）那覇の物産展及び那覇市長賞の支援
（３）貿易証明の発給等
（那覇空港貨物ターミナル内に手続き窓口設置）

エレベーター､高圧ケーブル等
電気設備修繕費（増）

★ 5

中小企業の企業再生・経営改善の促進

（１）中小企業再生支援協議会事業
（２）経営改善支援センター事業

②大型ＭＩＣＥ施設整備への対応
③急増するインバウンドへの対応
（４）沖縄鉄軌道計画の促進

3 産学連携による事業の促進
（１）沖縄科学技術大学院大学に係る産学連携の促進
★ 4

生産性向上・働き方改革の推進に向けた取り組み

（１）生産性向上への取り組み
（２）生産性向上のためのＡＩ、ＩｏＴ等の活用促進
（３）働き方改革の推進
（４）健康経営の推進
（５）外国人材受け入れスキームの周知

5 大規模災害への対応能力の強化
（１）当会議所における BCP（事業継続計画）の策定
（２）会員企業における BCP 策定促進、ビジネス総合保険の紹介等

6 地域・中心商店街の振興
（１）中心商店街各通りの活性化並びに個別店舗の経営改善支援
（２）
「読売巨人軍那覇協力会」の活動支援
（３）沖縄間税会連合会・那覇間税会の活動支援
（４）沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会事業の推進

7 即戦力となる人材育成
（１）商工技術、実務教育の推進

Ⅲ．
政策提言、
要望活動の展開
要望活動の積極的展開
１ 政策提言、
2 関係機関、
関係団体との連携強化
3 事業検討、
推進のための諸会議の開催

（２）中小企業における人材確保と新規学卒者の就職内定率改
善の取り組み
（３）学生のインターンシップ事業の推進

8 国際交流の推進

（１）中琉協会の活動の充実
（２）沖縄日本香港協会の活動の充実

9 資源循環型社会への取り組み支援

（１）容器包装リサイクル法に基づく委託業務の推進
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那覇商工会議所 ＆

私たちがお伺い致します！

那覇商工会議所

福祉制度キャンペーン
期間

平成 31 年 4 月 15 日（月）～ 6 月 28 日（金）

ベストウィズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を４月１５日（月）～６月２

８日（金）まで実施致します。このキャンペーンは「商工会議所福祉制度」を会員
の皆様にご理解頂き、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを目的として
おります。

「商工会議所福祉制度」は、経営者・役員の皆様の補償や退職金準備のほか、入院・

介護・老後に備えた様々なニーズにお応えするものです。

商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当職員が、お伺いした際には、是非
ご協力頂きますようお願い申し上げます。

「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共催制度・福祉制度の普及、推進を目的とし、

全国各地の商工会議所及びアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

お問い合せ：那覇商工会議所

企画業務部

☎098-868-3758

FAX098-866-9834

引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

☎098-862-5084

アクサ生命保険株式会社 沖縄支社
〒900-0015 那覇市久茂地2-8-1JEI那覇ビル5F

TEL 098-862-5084

那覇営業所

FAX098-862-5089
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スローガン ENJOY YEG! ボーボーMAX～YEGの熱をその先へ～

3月定例会、褒章表彰式・納会、卒業式

3 月 20 日（水）ダブルツリー by ヒルトン那覇首里城にて 3
月定例会、褒章表彰式、納会、卒業式、卒業懇親パーティーが行
われました。
冒頭の下地会長の挨拶では、1 年間の会員の活動に感謝と次
年度の活躍に向けて激励の言葉が述べられました。
褒章の部では、会員や委員会の活躍に対して表彰が行われ
ました。新人賞や功労賞がそれぞれ発表され、最優秀委員会賞
には YEG ブランド委員会が選ばれました。受賞した会員や委
員会の皆様、この 1 年間本当にお疲れ様でした。
そして卒業式では、友好単会である三重県の津商工会議所
青年部や浦添商工会議所青年部の方々も駆けつけていただ
き、笑いあり涙ありで大いに盛り上がりました。卒業生の皆 タキシードの卒業生
様、本当にお疲れ様でした、これからのさらなるご活躍をご祈
念いたします。

新人賞を受賞したメンバー
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「九州の観光と食の夕べ」に
参加しました
3 月 19 日（火）、ラグビーＷ杯※観戦等で訪日する外国人の
九州・沖縄への誘客を目的に、九州商工会議所連合会観光委
員会主催による「九州の観光と食の夕べ」を東京プリンスホテル
にて開催し、那覇商工会議所から石嶺伝一郎会頭、白石武博観
光サービス部会副部会長が参加しました。
イベントには、出場国・地域の大使や在日商工会議所を始め、
航空会社、旅行代理店、マスコミ、また国内関係者として西村康
稔 内閣官房副長官、鶴保庸介 自民党観光立国調査会事務局
長（元沖縄担当大臣）、田端浩 観光庁長官など 150 名以上が
参加し、大盛況となりました。
第 1 部の観光セミナーでは、九州各県のＰＲに白石副部会長
も登壇。沖縄の魅力あふれる観光地等を美しい写真とともに紹
介しました。第 2 部のレセプションでは石嶺会頭、白石副部会
長が琉球泡盛と沖縄料理を振舞いながら各国大使等へ沖縄観
光をＰＲしました。
※ラグビーＷ杯（ワールドカップ）：今年 9 月から 44 日間にわたり全国 12 会
場で開催される。沖縄での試合開催予定はないが、米国チームの公認キャンプ
地として読谷村が決定している。

最優秀委員会を受賞したYEGブランド委員会

平成30年度

九州・沖縄８県によるラグビーＷ杯
観光プロモーションイベント

最後は皆んなで「ＥＮＪＯＹ YEG！ボーボーMAX！」

大使、政府関係者、九州商工会議所正副会長（左下が石嶺伝一郎 那覇商工会議所 会頭）

沖縄の豊かな自然や観光名所等を紹介する白石武博 観光サービス部会副部会長

九州・沖縄の銘酒・美食が振舞われるレセプションパーティー

春節・香港ビジネスセミナー
2019 in 沖縄 開催
平成３１年３月８日
（金）午後４時３０分よりＡＮＡクラウンプ
ラザ沖縄ハーバービュー 白鳳の間において沖縄日本香港協
会と香港貿易発展局の共催による「春節・香港ビジネスセミ
ナー2019in沖縄」が貿易アドバイザーで、
ＪＥＴＲＯ輸出有望
案件発掘支援専門家の山本雄彦氏をお招きし開催した。
山本氏は商社マンとして長年にわたり海外との貿易実務に携
わった経験を基に、貿易に関する様々な事業を立ち上げられ
た。今回のセミナーでは「まだまだチャンスが広がる海外イン
ターネットビジネス 香港から始める商品の探し方・売り方のす
すめ」
と題して、
ご講演頂いた。
山本氏は、
「阪南大学の調査によれば、海外サイトを使った買
い物の有無について質問したところ、
中国69％、
ドイツ66.５％、
アメリカ52％に比べ日本は２６.5％とまだまだこれから伸びる
可能性がある」
とＥＣビジネスの可能性を強調されました。
アマゾン等の大手インターネット通販サイトのビジネスモデ
ルを例に挙げ、
「 事業の立ち上げのコストが低いことや、多くの
種類の商品を揃えることが魅力である」
と話した。
香港でＥＣビジネスを成功させる点として①自らの強みを知
る
（ジャンルの決定）②商品を探す
（リサーチの実施）③プラット
フォーム選定（モール・決済方法等）④テストマーケティング
（実践の開始）⑤現地交渉の実施（提携契約などの締結）
を挙
げ「これらの事項を一つ一つやっていけば、
インターネットを利
用したビジネスは難しくない」
と話した。
「沖縄から飛行機で４時間以内の地域にソウル、
北京、
台北、

春節セミナー

山本雄彦氏

春節パーティー参加者の集合写真

香港、
マニラ、ホーチミン等アジアの主要都市が数多く存在
し、沖縄は20億人のマーケットの中心にあり、有利な点も多
い。是非インターネットを活用してビジネスに取り組んで頂き
たい」
と話した。
その後の懇親会では、香港貿易発展局 大阪事務所長の
サミュエル・チェン氏が乾杯を兼ねて挨拶され、沖縄日本香港
協会と香港貿易発展局との協力・連携強化を強調された。
その後、参加者は名刺交換や懇親を深めると共に、香港に
関するビジネスの情報交換を行った。
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HA ISA I

第8回

城間市長、石嶺会頭とのテープカット

グランプリ受賞メンバー

式典会場にて沖縄県連メンバーで

日本商工会議所青年部

フラチキ賞

「究極の・・・塩パンで
トリプルチーズハムサンド」
くいもの市場むとう

グランプリ

「牛肉の新たな美味しさの体験！
バルコラボ特製牛カツ」

日本のひなた みやざき大会

準グランプリ

「あーさ玉子とろとろ焼肉めし」

バルコラボグループ

美食房 夕月

3 月 8 日～ 10 日、那覇 YEG 会員 50 名ほどで「日本商工会議所青年部
第 38 回全国大会

みやざき大会」に参加してきました。

や全国の懐かしい YEG メンバー、また新しく出会った他単会の会員とも交

しグランプリ決定戦」
をボーボー MAX に開催致しました！

流を深めることができました。大懇親会後は恒例の津 YEG との懇親会。

2 日間とも天候に恵まれ、公式発表で 7 万人を越す多くの皆様にお越し頂きま

みやざき大会会長にもお顔を出していただき大いに盛り上がりました。

した。本当にありがとうございました。 注目のグランプリは初出場バルコラボグ

２日目は式典に参加。参加登録が約 6,000 名を超える大規模な全国大会の

ループの「牛肉の新たな美味しさの体験！バルコラボ特製牛カツ」が獲得致しまし

雰囲気に初めて参加した新入会員は圧倒された様子でした。併設された物産

た。バルコラボグループの皆さま、
グランプリ獲得、
誠におめでとうございます。

展では宮崎の美味しいものもたくさん堪能しました。記念事業では全国の卒

会場では出店業者による選りすぐりの料理が提供され、またステージや特設

業生を祝う卒業式が盛大に行われ、全国の会員と共に卒業生の門出をお祝い

ブースなどでも多くの方々に、このわったー那覇めしグランプリ決定戦を盛り上げ
また来年も万全を期して開催したいと思いますので、どうぞご期待下さい！！

日本のひなた

初日は鹿児島へ飛び、視察をしながら宮崎へ。夜の大懇親会では県連の会員

3 月 16 日
（土）
17 日
（日）
、奥武山公園補助競技場にて「第 8 回わったー那覇め

て頂きました。
誠に感謝いたします。

第38回全国大会

式典に参加の卒業メンバー

しました。
会場内の様子

最終日には桜島を視察、鹿児島を堪能し、会員のメンバーと同じ時間を共有
し、絆を深めることの出来たボーボー MAX な全国大会となりました。

大懇親会会場にて

最後は皆んなでボーボーMAX！！
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津YEGメンバーとの合同写真
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Member announcement

体
企業・団
の皆様へ

FC加盟店募集！

骨髄ドナー休暇制度の
導入について御協力を！

沖縄県では、骨髄ドナー登録者数を増やすとともに、ドナーが骨髄提供しやすい環境
作りを進めており、企業・団体の皆様へ骨髄ドナー休暇制度の導入をお願いしています。

骨髄ドナー休暇制度とは
骨髄バンクを介して骨髄・末梢血幹細胞を提供する場合、7 日
間程度通院・入院する必要があり、休暇等を取得しなければなら
ないことが考えられています。
骨髄ドナー休暇制度とは、骨髄・末梢血幹細胞提供に要する時間、
通常の年次有給休暇とは別の特別休暇として取り扱うことで、社
員がドナーになった際の就業上の負担を軽減する制度のことです。
一部の企業・団体及び官公庁においては、特別休暇（ドナー休
暇制度）をもうけています。ドナー休暇制度導入企業・団体につ
いては公益財団法人日本骨髄バンクのホームページをご覧下さい。

http://www.jmdp.or.jp/
沖縄県保健医療部地域保健課疾病対策班

電話：098-866-2215

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/chiikihoken/shippei/kotuzuidona-.html
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那覇市「頑張る職場の健康チャレンジ」
職場内での健康づくりに対して、
最大10万円の助成＆実践方法について、
相談・アドバイスのお手伝いをします

職場で健康づくりって？取り組むと、
どうなる？

質
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