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新 規 会 員 の ご 紹 介

１．【支援金の対象法人及び支援金の額等】

・今帰仁村内に主たる営業所（本社・本店）を有する法人

・今帰仁村で平成31年4月1日から令和2年3月31日までに法人村民税の確定申告を行っている法人

または平成31年3月から令和2年10月末までに設置等に関する申告書を提出している法人

・１法人あたり5万円

２．【支援金の申請】

・交付申請書及び誓約書（様式第1号）に必要事項を記入・押印し、法人村民税確定申告書の写し

又は設置等に関する申告書の写し及び法人名義の振込口座通帳の写しを添付してご提出下さい。

※振込口座通帳に関しては、店番・口座番号・名義（カナ）が確認できる部分の写しを添付。

３．【支援金の申請期限及び受付時間】

・申請期限は、令和3年1月29日（金曜日）まで。

・申請の受け付けは、平日8：30～12時、13時～17時です。

※平日の12時～13時及び土日祝日は受け付けできませんのでご了承ください。

４．【支援金の支払い方法】

・申請時に指定された金融機関口座への振り込み。

※振込については、今帰仁村の指定金融機関である沖縄県農協以外の金融機関の場合は

日数を要しますので、沖縄県農協を推奨しています。

５．【問い合わせ先】

今帰仁村役場 経済課 商工観光係 →→→０９８０－５６－２２５６

今帰仁村商工会では、申請書の作成指導および

書類の確認など、毎日相談を受け付け中！

まずはお電話から！→５６－４４７４ まで

１．中小事業者が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

（１）対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間の

事業収入の合計に比べて、30％以上減少している「中小事業者等（※１）」に該当すること。

（※１）「中小事業者等」とは、

・会社及び資本又は出資を有する法人の場合：資本金の額又は出資金の額が1億円以下

・資本又は出資を有しない法人や個人の場合：常時使用する従業員の数が1,000人以下

（ただし大企業の子会社は対象外となる場合がございます。）

また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊

営業を営む者は対象者から除かれます。

（２）特例の対象となる範囲、期間、軽減率

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および

事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1又はゼロとします。

（注）令和2年度分の固定資産税については、軽減の制度はございませんが、納税の猶予が

受けられる場合があります。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、

前年の同期間の事業収入の合計と比べて、

30%以上50%未満減少している者→→→2分の1を軽減

50%以上減少している者 →→→→→→全額を軽減

（３）申請方法

ア．下記の提出書類A～Cの書類を揃えて、認定経営革新等支援機関等（商工会、税理士等）に

提出し、本特例措置の適用条件を満たしていることの確認を受け、申告書裏面の「認定

経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらいます。提出した書類一式は返却されます。

＜提出書類＞

Ａ．申告書（村ＨＰまたは商工会にて取得できます）

Ｂ．収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算帳簿の写し等）

Ｃ．申告対象に家屋が含まれる場合、家屋の事業専用割合がわかる資料

（収支内訳書、青色申告決算書等）

イ．認定経営革新等支援機関等へ提出したA～Cの書類一式（Aの申告書については必ず

「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印のある原本、B,Cについては写し）及び、

申告対象に償却資産が含まれる場合は、令和3年度の償却資産申告書一式を添付して

申告期間内に今帰仁村役場へ提出して下さい。（郵送可）

（４）今帰仁村役場への申告期間

令和3年1月4日から令和3年1月31日（土日祝日を除く。）※郵送の場合は必着です。

【問い合わせ先】

今帰仁村役場 住民課 固定資産税係 →→→０９８０－５６－２１０２

ここがポイント！

商工会では、適用条件の確認を随時行っています！

持続化給付金・家賃支援給付金 締切せまる！



ＳＯＹＳＯＹ 具志堅玲乃 天底 製造業 080-2085-0976

カラオケスナック 夢酒場 長嶺美佐子 天底 飲食業 090-9783-8016

Tamaru Camping ((株)グローバルDHT) 金明淑 今泊 宿泊業 56-1251

Find＆Fix合同会社 玉城修 諸志 サービス業 070-4486-3894

ダチョウらんど沖縄 松原広朋 平敷 サービス業 56-3550

56-1772

56-5211

山岳びら 大城悦子 天底 飲食業 56-4970

佐藤達也 佐藤達也 仲宗根 サービス業 080-9689-4796

株式会社ダイショウ 石川清勝 今泊 建設業 43-0696

56-2208飲食業諸志與那嶺稔諸志共同売店

56-3559

今帰仁そば 高瀬達朗 諸志 飲食業 56-5782

Casa Cielo 座間味永愛 勢理客 宿泊業 56-1239

山泰重機 山城泰 諸志 建設業 56-1571

仲宗根 宿泊業 56-5602

090-6566-4936

前吉鉄工所 前田吉仙 玉城 製造業 56-3057

宿 海亀 大城京子 天底 宿泊業 56-4724

恋の島テラス 玉城秀明 古宇利 宿泊業

定款 特別 合計

22 13 56 67 44 63 24 10 1 335

ｻｰﾋﾞｽ その他

農業生産法人(株)琉球エコプロジェクト 安里和夫 天底 農業・製造業

サービス業

090-1513-5932

昭和居酒屋 北山食堂 今帰仁店 東江大地 今泊 飲食業 56-1555

アクアプロ美南海 新城卓也 仲宗根 サービス業 43-7130

古宇利島喜納三味線体験教室 喜納清憲 古宇利 サービス業 56-3128

090-3790-5972

今帰仁村民泊宿 日乃出 與那嶺勝

湧川 サービス業

渡海原駐車場 古宇利ウッチ屋 玉城康幸 古宇利 飲食・宿泊業

Airando Restaurant&Café クマール真美 古宇利 飲食業

電話番号

サービス業 56-5288

今帰仁の料理教室 サンダンカ 根路銘弘美 070-3803-2902

南西基礎ボーリング 田港朝治 天底 建設業 098-867-6339

事業所名 代表者 地区 主な業種

平敷 サービス業

ぴんぽんまむ 仲村さやか 仲宗根

56-5100

新城工務店 新城順也 今泊

会員数 35

区　分 建設 製造 卸売 小売 飲食 宿泊

建設業 080-6493-1477

エムズサポート 運天政幸 運天

合同会社しゅう 我喜屋竜一 仲宗根 サービス業

Areca エステサロン 仲宗根美貴
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就任のご挨拶（ 島袋 良子 今帰仁村商工業者応援 プレミアム付商品券 販売事業担当）

目指そう ３５０会員！私たちはできる！
●令和２年１１月２５日現在

今帰仁村商工会員数

会員の皆様こんにちは、いつもお世話になっております。

１０月１日よりプレミアム付商品券販売事業の担当として着任致しました、

島袋涼子と申します。

令和３年３月までの雇用期間ではありますが、会員皆様のご指導ご助言を

頂きながら、精一杯努めてまいりますので宜しくお願い致します。

ふるさと納税通信～ふるさとチョイス大感謝祭オンライン参加ご報告～

商工会では、適用条件の確認を随時行っています！

持続化給付金・家賃支援給付金 締切せまる！
◎持続化給付金＜法人は最大２００万円、個人は最大１００万円＞
【給付対象】ひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少している事業者

～お問い合わせ～持続化給付金コールセンター

（８月以前に申し込み）0120-115-570

（９月以降に申し込み）0120-279-292

◎家賃支援給付金＜法人は最大６００万円、個人は最大３００万円＞
【給付対象】５月～１２月の売上高が１ヵ月で前年同月比で５０％以上減少または、連続する

３ヵ月の合計で前年同月比３０％以上減少しており、賃料支払いをしている事業所

～お問い合わせ～持続化給付金コールセンター 0120-653-930

申請期限：令和３年１月１５日

11月7日、ふるさとチョイス大感謝祭オンラインに参加しました。コロナ禍により初となる、

インターネットの中継イベントは不安でしたが、当日は166名の方が今帰仁村を視聴されました。

村長の挨拶に始まり、寄附金の使い道やお礼品の紹介、クイズ、沖縄料理の実演、カチャーシーの

ミニミニレッスンなど盛りだくさんの30分でした。

参加前は「見てくれる人が本当にいるのかな？」と半信半疑でしたが、次々と寄せられる視聴者の

言葉にとても励まされました。「海はまだ泳げますか？」「マンゴーの切り方を教えて欲しい！」

「どんなところで電子感謝券が使えますか？」「青パパイヤはどうやって食べるの？」と、質問も

たくさん寄せられました。画面越しの会話は新鮮で、とても思い出深いものとなりました。

今後とも感謝の気持ちとともに、南国の風を寄付者にお届けできたら幸いです。

★★ 令和２年度 お礼品人気ランキング（１２月１８日現在） ★★

第１位：今帰仁マンゴー（8,765件）今帰仁村マンゴー産地協議会

お礼品には３色のマンゴーを登録しています。赤いアップルマンゴーはおなじみですが、

黄色の金蜜、緑色のキーツマンゴーも希少価値が高く好評を得ております。おかげで、

毎年リピーターは増え続け今年は何と４人に１人がリピーターでした。

第２位：すいか（1,262件）今帰仁すいか、北山グループ、JAおきなわ

「種が少ない食べやスイカ」「小ぶりなスイカ」「ぬちぐすいーと」など、村内の

3事業所がそれぞれ自慢のすいかを栽培・出荷しています。今年５月に yahoo！の

ニュースで今帰仁産すいかのことが話題に上がると、すぐさま全国から申し込みが殺到

しました。

第３位：皮ごとまるごとシークァーサー（501件）北琉興産

健康番組で紹介され、認知症に効果があると話題になったノビレチンは、柑橘類の皮に

多く含まれています。この商品はその名の通り皮ごと絞っており番組放送後はもちろん、

現在も人気のお礼品です。

生中継の様子 今帰仁王妃やスタッフ全員で記念撮影


