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女性部だより

令和３年度商工会女性部
トップセミナーを開催

も ４ に も な る こ と で あ る ︒自 社 の

また︑
大江貴志氏
︵慶応義塾大学大学

ニューコンビネーションを創造するこ

院メディアデザイン研究科研究員︶よ

沖縄県商工会女性部連合会
︵会長仲

る女性リーダーとして資質向上を図る

り︑﹁3 国頭村における産学官連携を通

間綾子︶
は︑
商工業に携わる女性として

ことと併せて商工会女性部の健全なる

じた地域産業６次化による商品開発等

とが今後の成長戦略である︒
﹂
と講話が

育成並びにその活動強化に資すること

について学び︑
②恩納村役場桐野氏
︵恩

あった︒

を目的に去った１２月８日
︵水︶
にリザ

経営の環境変化に積極的に対応するた

ンシーパークホテル谷茶ベイで女性部

納村赤土等流出防止対策地域協議会︶

めの知識を習得し︑
地域経済を牽引す

名が参加したトップセミナーを

る行政・村民・事業者が一体となった地

員

域活性化の取組み︑③おんなの駅の指

開催した︒

今回は︑
①講師に慶應義塾大学大学

を受けることができました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岸博幸氏・大江貴志氏

の状況から何か新しいモノやアイデア

し、専門家を交えたチーム支援を行った結果、事業再構築補助金の採択

を創造することではなく︑既に世にあ

みを活かしたアウトドア施設運営事業への事業転換を行う」方針を決定

るモノ︑存在しているモノの新しい組

分析結果を踏まえ、
「事業再構築補助金を活用し、
現事業及び代表者の強

み合わせニューコンビネーション﹂で

を行っていきたいという意向があること」
が分かりました。

ある︒今ある１＋１は２ではなく３に

収穫体験

畑を所有していること」、
「将来的には地元である勝山地区を拠点に事業

より︑恩納村が﹁サンゴの村﹂宣言によ

こと」
また関連して
「アウトドア技能が高く、
県内のキャンプファン層のコ

将来の展望

院メディアデザイン研究科教授岸博幸

ある勝山地区で山登りガイドやシークヮーサーの収穫体験を行っている

アウトドア施設運営への事業転換が軌道に乗った後の展望としては、当

80

挨拶

者には過去にボーイスカウト経験があり、現在もバー経営の傍ら地元で

ミュニティーに強い人脈があること」
「
、勝山地区に土地とシークヮーサー

定管理をして運営している㈱ＯＮＮＡ

仲間会長

與儀代表より︑コロナ禍の中でのおん

キャンプ写真

氏をお招きして︑
アフターコロナにお

けての代表者の意向の聞き取りを徹底的に行いました。その結果、
「代表

ける官民一体となった地域活性化につ

なっていました。そこで、事業所のSWOT分析、財務分析、そして今後に向

なの駅の特産品販売機能を活かした地

り売り上げが激減、既存のビジネスモデルでは事業継続が難しい状況と

域活性化の取組みについて講話を頂

た多彩な音楽イベントを強みに営業を行っていましたが、
新型コロナによ

いて
﹁アフターコロナの中小企業の戦

取組内容

き︑コロナ禍における地域活性化の取

代表者は名護市にてバー「BASECAMP」を経営。代表者の人脈を活かし

略として必要なのは︑
イノベーション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

の取組みである︒
イノベーションは最

【所在地】
名護市勝山10番地
【代表者】
山川 敬
【電 話】
090-1948-1522

BASECAMP

組みについて学ぶ研修を実施した︒

事業所名

先端の技術を使って︑
今までにない０

事業再構築補助金支援事例

施設が沖縄県内では珍しい「海への距離が近い山間部のキャンプ場」で
あることを活かし、沖縄の海と山の自然を同時に楽しめるサービスを開
発し顧客満足度の向上を図っていきます。
また、
新型コロナ終息後には周
辺にホテルが多い立地環境や名護市中心市街地からのアクセスの良さを

代表の山川敬さん
（右）
、
與儀指導員

活かし、
国内観光客・インバウンド客の獲得にも積極的に取り組んで行きたいと考えています。
それらの取り組みを通して、将来的には本事業を産まれ育った勝山地域の魅力を引き出し、発信し、連携
を生み出していける事業に成長させていくことを目標にしています。

経営革新物語

事業 所 名：株 式 会 社BuilPani

トレーニングジムに加え、健康食を主とする飲食部門（カフェ）を展開
経営革新計画の概要

事 業 再 構 築補助金

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模
の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

既存事業のトレーニングジムに加え、
バランスの取れた健康食を主とする飲食
部門（カフェ）を展開。健康運動実践指導者の資格を有する代表が栄養士・調
理師とメニューを考案。マイナスイメージのある健康食品を、美味しく品数の

①2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前と比較して10％以
上減少しており、2020年10月以降の継続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前
の同3か月の合計売上高と比較して5％以上減少していること
②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、
一体となって事業再構築に取り組むこと

〇対象要件

補 助 上 限 額・補 助 率

申請類型
最低賃金枠

100万円〜1,500万円（※1）

緊急事態宣言特別枠
通常枠

100万円〜8,000万円（※1）

大規模賃金引上枠

１億円

卒業枠・グローバルＶ字回復枠

１億円
（※1）従業員規模により異なる

3

補助率

補助上限額

中小2/3・中堅1/2（※2）

（※2）6,000万円超は1/2
（中小）
、
4,000万円超は1/3
（中堅）

第5回公募期間は1月20日〜3月24日

〇事業再構築補助金事務局

ＵＲＬ：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

代表者の声
石垣島の医療費削減を最大の目標とし、運動と食の両面から実現させるべく
日々活動を行っています。
「１日でも長く自立した生活を送ることができる人」
を1人でも多く増やし、
利用者の方が介護を必要としない生活を送ることで健
康面のみならず経済的にも心身ともに豊かな生活を築いていけるよう尽くし

中小3/4・中堅2/3

中小2/3・中堅1/2（※2）

〇開始時期

多い食事
「健康バランスごはん」
を提供する。

て参ります。

経営指導員より

代表の新里翼さん、
新屋指導員

以前から経営革新計画に強い関心を持っており、新規事業を始めたと伺った
ので申請を勧めました。新里代表が相談当初から将来のイメージを強く持っ
ていたことや、奥様が計数管理のノウハウをお持ちでしたのでスムーズに進
めることができました。
今後は計画達成に向けた伴走型支援を行います。
経営指導員 新屋尚樹

事業所名：株式会社BuilPani
所 在 地：石垣市登野城1272-5
代 表 者：新里 翼
話：0980-87-9022
電
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Market development example

持 続 化 補 助 金 を 活 用 した 商 品 開 発 事 例
経営課題と持続化補助金の概要

事 業 承 継 円滑な親族承継に向けた取組について
北中城村商工会

経営指導員

古謝スマ江

◆課題

久米島産の生産物を使った加工品を製造販売して島内の小売店や空港などに卸してい

北中城村で30年余り、一般家庭や企業のゴミ収集業を営んでいます。重労働

ましたが、
新型コロナの影響により、
土産品販売の売上が大幅に減少し、
従業員の雇用もま

な仕事であるため健康面を考慮し、これまで築いてきた顧客・人脈・固定資産

まならない状態であった。
そうした中、
地元客向けの“店頭販売”の強化が課題でした。

等の資産の円滑な承継が課題でした。

専門家から店舗に集客できる商品開発を行うよう提案を受け、
以前から取り組みたいと

◆取組内容

考えていた自社製造の久米島みそを使った
「久米島みそソフトクリーム」
の開発に着手し、
持続化補助金を活用して、
ソフトクリームの機械導入とロゴパッケージの制作、
店頭看板の

担当している青年部の会議で事業承継の掘り起こしを行っていたところ、ど

設置などに取り組みました。

のように承継を進めたらよいかとの相談を受けました。支援の流れとして
は、以下のとおりです。

補助事業の成果

・事業棚卸のための簡易承継計画書の作成（事業引継支援センター、連合会
新代表の和則さん、
父 和美さん

ＳＶ連携）

みそクッキーとみそキャラメルソースをトッピングした「久米島みそソフトクリーム」

・経理・税務面の知識習得のための税理士相談
（よろず支援拠点連携）

を開発。店頭看板を設置して、昨年10月から店舗にて販売を開始。すぐに口コミで話

事業所名：和掃業
代 表 者：辺土名 和則
業
種：一般廃棄物収集運搬業
設
立：令和４年１月

・事業用資産の贈与のための税理士相談（連合会ＳＶ税理士連携）

題になり、地元客が増加しているのを実感している。観光客が戻ってくるまでに知名度

・ビジョン達成のための行動計画の策定（連合会持続化チーム連携）

アップを図っていきたい。

着手から３年が経過し、今年1月に代表者変更に至りました。

経 営 指 導 員 より

取締役のいずみさん、
知念指導員

以前より検討していた新商品の開発を行い直売に繋げること
で利益率の向上を図ることができるかもしれないと経営者の心
に火が付いたこともあり、持続化補助金の申請を支援しました。
引き続き、
伴奏型支援のサポートをしていきたいと思います。
（久米島商工会 知念寿樹 経営指導員）

事業所名：農業生産法人
有限会社アグリット久米島
所 在 地：久米島町字大田505
代 表 者：山里 昌祥
（娘で取締役のいずみさんが経営責任者）
電
話：098 -985 -3660

◆事業所の声
商工会青年部活動でもサポート頂いている商工会事務局の皆さんが常に傍で橋渡し役として一緒に取組んで頂けたので安心
して事業承継を行うことができ感謝しています。
事業承継の事務手続きは多岐に渡るため、
承継の可能性があれば検討を早めに商工会と連携し準備を始めた方が良いと思
います。
先代が30年以上に渡って築いた
「北中城清掃」
を新たに
「和掃業」
として承継し、
経営理念や思想をこれからの時代の流れに
合わせて発展を目指します。
「よりよい環境を未来へ」
をテーマに持続可能性を高める取組を進めていきたいと思います。

小規模事業者持続化補助金
〇補助対象

賃上げや規模拡大に取り組む事業者に特別枠を創設し、補助率や
上限額を引き上げ後継ぎ候補者が実施する新たな取組や免税事
業者からインボイス発行事業者へ転換する事業者に特別枠を創設
し、上限額を引き上げ

事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で2021年11月〜2022年3月のいずれかの月（対象月）
の売上高が、
2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50％以上ま
たは30％以上50％未満減少した事業者
（中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業主）

〇対象者

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓経費

（基準期間※1 の売上高）
−（対象月※2 の売上高）
×５

〇給付額

〇補助上限額・補助率

申請類型

通常枠

※1 基準期間とは、
「2018年11月〜2019年3月」
「
、2019年11月〜2020年3月」
「
、2020年11月〜2021年
3月」
のいずれかの期間のうち、
対象月を判断するため、
売上高の比較に用いた月
（基準月）
を含む期間
※2 対象月とは、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が
50％以上または30％以上50％未満減少した月で、
申請に用いる月

補助率

50万円
200万円

新陳代謝枠
（創業や後継ぎ候補者の新たな取組）

200万円

100万円

2/3
（成長・分配強化枠
の一部の類型におい
て赤字事業者は
3/4）

補助上限額

成長・分配強化枠
（賃上げや事業規模の拡大）

インボイス枠
（インボイス発行事業者への転換）

5

補助上限額

2022年3月までの事業の見通しを立てられるようコロナ禍で大きな影響を受ける
事業者に地域・業種問わず、固定費負担の支援額を一括給付。

法

人

売上高減少率

個 人
事業者

年間売上高1億円以下※

年間売上高1億円超
〜５億円※

年間売上高5億円※

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30％以上50％未満

30万円

60万円

90万円

150万円

※基準月
（2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）
を含む事業年度の年間売上高

〇開始時期

１月31日から申請受付開始

〇事業再構築補助金事務局

ＵＲＬ：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
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Market development example

持 続 化 補 助 金 を 活 用 した 商 品 開 発 事 例
経営課題と持続化補助金の概要

事 業 承 継 円滑な親族承継に向けた取組について
北中城村商工会

経営指導員

古謝スマ江

◆課題

久米島産の生産物を使った加工品を製造販売して島内の小売店や空港などに卸してい

北中城村で30年余り、一般家庭や企業のゴミ収集業を営んでいます。重労働

ましたが、
新型コロナの影響により、
土産品販売の売上が大幅に減少し、
従業員の雇用もま

な仕事であるため健康面を考慮し、これまで築いてきた顧客・人脈・固定資産

まならない状態であった。
そうした中、
地元客向けの“店頭販売”の強化が課題でした。

等の資産の円滑な承継が課題でした。

専門家から店舗に集客できる商品開発を行うよう提案を受け、
以前から取り組みたいと

◆取組内容

考えていた自社製造の久米島みそを使った
「久米島みそソフトクリーム」
の開発に着手し、
持続化補助金を活用して、
ソフトクリームの機械導入とロゴパッケージの制作、
店頭看板の

担当している青年部の会議で事業承継の掘り起こしを行っていたところ、ど

設置などに取り組みました。

のように承継を進めたらよいかとの相談を受けました。支援の流れとして
は、以下のとおりです。

補助事業の成果

・事業棚卸のための簡易承継計画書の作成（事業引継支援センター、連合会
新代表の和則さん、
父 和美さん

ＳＶ連携）

みそクッキーとみそキャラメルソースをトッピングした「久米島みそソフトクリーム」

・経理・税務面の知識習得のための税理士相談
（よろず支援拠点連携）

を開発。店頭看板を設置して、昨年10月から店舗にて販売を開始。すぐに口コミで話

事業所名：和掃業
代 表 者：辺土名 和則
業
種：一般廃棄物収集運搬業
設
立：令和４年１月

・事業用資産の贈与のための税理士相談（連合会ＳＶ税理士連携）

題になり、地元客が増加しているのを実感している。観光客が戻ってくるまでに知名度

・ビジョン達成のための行動計画の策定（連合会持続化チーム連携）

アップを図っていきたい。

着手から３年が経過し、今年1月に代表者変更に至りました。

経 営 指 導 員 より

取締役のいずみさん、
知念指導員

以前より検討していた新商品の開発を行い直売に繋げること
で利益率の向上を図ることができるかもしれないと経営者の心
に火が付いたこともあり、持続化補助金の申請を支援しました。
引き続き、
伴奏型支援のサポートをしていきたいと思います。
（久米島商工会 知念寿樹 経営指導員）

事業所名：農業生産法人
有限会社アグリット久米島
所 在 地：久米島町字大田505
代 表 者：山里 昌祥
（娘で取締役のいずみさんが経営責任者）
電
話：098 -985 -3660

◆事業所の声
商工会青年部活動でもサポート頂いている商工会事務局の皆さんが常に傍で橋渡し役として一緒に取組んで頂けたので安心
して事業承継を行うことができ感謝しています。
事業承継の事務手続きは多岐に渡るため、
承継の可能性があれば検討を早めに商工会と連携し準備を始めた方が良いと思
います。
先代が30年以上に渡って築いた
「北中城清掃」
を新たに
「和掃業」
として承継し、
経営理念や思想をこれからの時代の流れに
合わせて発展を目指します。
「よりよい環境を未来へ」
をテーマに持続可能性を高める取組を進めていきたいと思います。

小規模事業者持続化補助金
〇補助対象

賃上げや規模拡大に取り組む事業者に特別枠を創設し、補助率や
上限額を引き上げ後継ぎ候補者が実施する新たな取組や免税事
業者からインボイス発行事業者へ転換する事業者に特別枠を創設
し、上限額を引き上げ

事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で2021年11月〜2022年3月のいずれかの月（対象月）
の売上高が、
2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50％以上ま
たは30％以上50％未満減少した事業者
（中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業主）

〇対象者

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓経費

（基準期間※1 の売上高）
−（対象月※2 の売上高）
×５

〇給付額

〇補助上限額・補助率

申請類型

通常枠

※1 基準期間とは、
「2018年11月〜2019年3月」
「
、2019年11月〜2020年3月」
「
、2020年11月〜2021年
3月」
のいずれかの期間のうち、
対象月を判断するため、
売上高の比較に用いた月
（基準月）
を含む期間
※2 対象月とは、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が
50％以上または30％以上50％未満減少した月で、
申請に用いる月

補助率

50万円
200万円

新陳代謝枠
（創業や後継ぎ候補者の新たな取組）

200万円

100万円

2/3
（成長・分配強化枠
の一部の類型におい
て赤字事業者は
3/4）

補助上限額

成長・分配強化枠
（賃上げや事業規模の拡大）

インボイス枠
（インボイス発行事業者への転換）

5

補助上限額

2022年3月までの事業の見通しを立てられるようコロナ禍で大きな影響を受ける
事業者に地域・業種問わず、固定費負担の支援額を一括給付。

法

人

売上高減少率

個 人
事業者

年間売上高1億円以下※

年間売上高1億円超
〜５億円※

年間売上高5億円※

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30％以上50％未満

30万円

60万円

90万円

150万円

※基準月
（2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）
を含む事業年度の年間売上高

〇開始時期

１月31日から申請受付開始

〇事業再構築補助金事務局

ＵＲＬ：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
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あなたの力になります

商工貯蓄共済制度のご案内

貯蓄・保障・融資
不慮の事故に備えた
ワイドな保障です

MA1 商工会エディションは商工会の新しい記帳システムです。
誰でも簡単に「クラウド会計」をご利用いただけます。従来
のパッケージソフトと同じ操作性に加え、クラウド会計なら
ではの新しい機能も多数追加されており、より便利にご利用
ソリマチ
いただけます。
イメージキャラクター

自動設定／科目自動設定

業種にあった科目を自動設定

簿記

会計や簿記に
詳しくなくてもかんたん

AI自動仕訳

AI 技術を使ったかんたん仕訳

元帳などをミス無く集計し、
すばやく確認できます
税率自動設定

複雑な軽減税率にもラクラク対応

蓄

保

障

融

松岡 修造

誰でも迷わずに
かんたん操作でスタート

貯

令和4年4月より5年満期へ制度が変わります

月々の掛金から積立ができます。
（掛金は年１回保険料と経費が差し引かれ、積立金となります）
万が一の場合には保障がついています。
死亡保険金⇒不慮の事故及び病気等により死亡したとき
高度障害給付金⇒高度障害者になったとき
35歳〜70歳

30万円

25万円

一定の条件のもとに低利な事業資金の斡旋が受けられます。

資

【融資限度額】

加入経過時間

製品Q＆A や法令改正情報を
タイムリーにお届け
製品 Q&A

6歳〜34歳

一口につき

貯蓄積立金範囲内

分からないことがあってもあんしん

初 期 設 定・勘定科目の 設 定

MoneyLink に口座を登録するだけで自動

取引日付で消費税率は自動設定されます。軽減税

操作方法や法令改正のお知らせなどお客様に

がかんたんに行えます。業種

で金融機関からの取引データを取得し、ま

率の取引については事 前に辞書登録をしておく

必要な情報を提供いたします。また、操作に関す

にあった科目が最初から用意

とめて MA1 に仕訳として取り込めます。ま

と、
スムーズに仕訳入力が行えます。

る Q&A も充実しています。

されています。面倒な初期設

た、ビッグデータを活用して仕訳を予測する

定に時間がかかりません。

自動仕訳機能も搭載されています。

最高融資限度額

種別

120万円
以内

６ヵ月以上

信用貸付

不動産担保

2,000万円

2,000万円

信用保証協会
生活資金

自動集計・決算
日々の仕訳が自動で転記・集計され、元帳から決
自動集計

積立額

2,000万円

200万円

算書までスムーズに作成できます。
学習能力機能付き

MoneyLink

法令改正があってもあんしん

Q&Aはいつでも確認できます

MA1

確定申告が簡単

電子帳簿保存法に対応

起動時にお知らせ

電子申告も対応

電子帳簿ソフト法的要件認証
自動アップデート

常に最新の法令に対応

電子帳簿保存法の要件クリア

所得税確定申告システム

Web 確定申告でかんたん

e-Tax 連携対応

e-Tax 連携オプションをご提供

消費税の税率変更やその他

第三者機関である「公益社

確 定申告書と同じフォーマットの画面に必 要な

「e-Tax 連携オプション」は、国税庁の電子申告・

法令改 正に伴うアップデ ー

団法人日本文書情報マネジ

データを入力すると、納付税額をリアルタイムに自

納税システム e-Tax と連携し、電子申告をより

トを自動で行います。機能面

メント協会（JIIMA）」の認証

動計算してくれます。データは MA1 商工会エディ

行いやすくするためのオプションです。MA1 商

のアップデ ートも自動で行

を受けています。税法で要求

ションから抽出し印刷にも対応。国税庁が提供す

工会エディションで入力された情報から消費税

われるので面倒なバージョ

される要件をきちんとクリ

る e-Tax へ取り込むことができます。個人の確定

申告に必要なデータを抽出し、国税庁が提供す

ンアップ処 理も必 要ありま

アしており、複雑な申請書類

申告の際にお役立てください。

る e-Tax へ取り込むことができます。

せん。

も簡略化することができる
ので、電子帳簿保存を簡単
に行うことができます。

消費税の

新共済制度のご案内

令和4年度より沖縄県共済協同組合と連携し、会員企業が抱えるリスクの救済措置
として、あらたに自動車事故費用共済と休業対応応援共済をスタートします！

休業対応応援共済

自動車保険にもう一つ安心をプラス

自動車事故費用共済

〜中小企業・小規模事業者の被災時に
事業継続を支援する共済〜

事故相手側に対する道義的責任（誠意）をサポートします。

共済金のお支払いとなる例

・共済金は共済契約者であるあなたにお支払いします。
・賠償金ではありませんから加害事故だけでなく、被害事故、自損事故でもお支払
いします。
・香典供花料、葬儀費用、相手へのお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。

令和３年 10月 1日

インボイス制度

登 録 申 請 受 付 開 始！
！

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。

インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です！
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中小企業
経営者の
みなさまへ

刑事上の責任

民事上の責任

刑事裁判による
刑 罰

損害に対する
賠 償

行政上の責任

加害者の
4つの
責 任

公安委員会による
免許の取消・停止

自賠責保険・
任意保険で補償

道義的責任
（誠意）
香典・供花料
葬儀費・お見舞

自動車事故費用
共済で補償

補 償 内 容

すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。

契約者側の場合
死 亡 共 済 金
後遺障害共済金

300

12〜300

（１人あたり）

入通院共済金

負傷者が

万円

万円

4,500 円
通院日額 2,250 円
入院日額

災害によって建物が損害を受けた結果、
事業再開するまでの休業日数に対し、
約定日数を限度に
「約定日額×休業日数」
を共済金としてお支払いします。

相手側の場合

合計

300

隣家からの類焼や漏電による火災で建物が全焼。1ヶ月後に空店舗
に移転し、事業を再開。
ゲリラ豪雨により河川が氾濫し、店内が床上浸水。仮設店舗で事業を
行い、14日後事業を再開。
大雪による積雪の重みで屋根の一部が壊れ、復旧に15日間を要し、
事業を再開。
地震で建物の一部が壊れ、復旧に20日間を要し、事業を再開。

共済金のお支払い対象となる主な災害
万円

12〜300

地
震

噴
火

火
災

水
災
・
風
災

万円

左記の日額により、

計
合計

300

津
波

万円

雪
災
・
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あなたの力になります

商工貯蓄共済制度のご案内
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誰でも簡単に「クラウド会計」をご利用いただけます。従来
のパッケージソフトと同じ操作性に加え、クラウド会計なら
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トを自動で行います。機能面

メント協会（JIIMA）」の認証
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申告に必要なデータを抽出し、国税庁が提供す

ンアップ処 理も必 要ありま
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申告の際にお役立てください。

る e-Tax へ取り込むことができます。
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として、あらたに自動車事故費用共済と休業対応応援共済をスタートします！

休業対応応援共済

自動車保険にもう一つ安心をプラス

自動車事故費用共済

〜中小企業・小規模事業者の被災時に
事業継続を支援する共済〜

事故相手側に対する道義的責任（誠意）をサポートします。

共済金のお支払いとなる例

・共済金は共済契約者であるあなたにお支払いします。
・賠償金ではありませんから加害事故だけでなく、被害事故、自損事故でもお支払
いします。
・香典供花料、葬儀費用、相手へのお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。

令和３年 10月 1日

インボイス制度

登 録 申 請 受 付 開 始！
！

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。

インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です！
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隣家からの類焼や漏電による火災で建物が全焼。1ヶ月後に空店舗
に移転し、事業を再開。
ゲリラ豪雨により河川が氾濫し、店内が床上浸水。仮設店舗で事業を
行い、14日後事業を再開。
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「まじゅん」とは、
沖縄の言葉で「一緒」の意味。
会員の皆様とともに歩むという
想いがこめられています。

2P

●女性部だより
●経営革新物語
●事業再構築補助金支援事例

4P

●事業承継
●事業復活支援金

5P

●持続化補助金を活用した商品開発事例

6P

●商工貯蓄共済制度のご案内
●新共済制度のご案内

7P

●クラウド会計ソフトMA1

8P

●小規模企業共済制度・経営セーフティ共済

No.303

発行／沖縄県商工会連合会 〒901-0152 那覇市小禄1831-1
（沖縄産業支援センター6階） TEL.098-859-6150 FAX.098-859-6149 URL. http://www.oki-shokoren.or.jp 編集・印刷／有限会社サン印刷

3P

月号

2022 ／ 3 月号 No.303



3

MAR
2022

沖縄県商工会連合会 会報誌

沖縄県商工会連合会 会報誌

