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本年もよろしく

お願い致します

猶予制度とは
　国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を
損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大１年間、納税が猶予される制
度です（注）。現行法には、①換価の猶予（国税徴収法第151条及び第151条の２）と②納税の猶予（国税通
則法第46条）がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例（特例猶予）が創設
されました。 
（注） 納税の方法は、猶予の種類により、①１年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割
納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

特例猶予の要件と効果
　 令和２年２月１日から令和３年２月１日に納期限が到来する国税については、 
①新型コロナウイルス感染症の影響により、
　令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむ
ね 20％以上減少しており、
②国税を一時に納付することが困難な場合、
　所轄の税務署に申請すれば、納期限から１年間、納税の猶予（特例猶予）が認められます（新型コロ
ナ税特法第３条）。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に
当たり、担保の提供は不要です。

●固定資産税・都市計画税の減免
　中小企業・小規模事業者（個人事業主も含みます）の保有する建物や設備等の来年度（2021年度）の固定資産税・
都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
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検索豊見城市商工会

商工会は、会員皆さまの相互扶助の下、商工会年会費納入のご協力をもちまして、より良いサービスと商売繁盛のお手伝いに取り組んでおります。
※ご連絡いただければ集金にお伺いいたします。

令和3年度　商工会年会費納入のご協力を宜しくお願いします。



年末調整説明会

　11月26日（木）沖縄空手会館にて年末調整説明会を開催しました。
　今年は、新型コロナウイルスの影響により税務署主催の説明会開催が無かったことから例年以上の受講申
込がありました。キャンセル待ちの方が 10 名以上いたため、来年度は２回開催や、Zoom での開催も検討
していきたいです。
　説明会では、給与所得控除に関する改正など昨年と比べて変わった点について説明がありました。
今回創設のあった所得金額調整控除、「給与所得者の基礎控除申告書」等の記載方法についても説明があり、
例題を交えての実践的な説明で受講者からもわかりやすかったとの声をいただき好評でした。

商工会法施行６０周年記念大会に伴う功労者等の表彰

　過日（令和２年 11月18 日）、東京国際フォーラム（東京都）において、商工会法施行 60 周年を記念し、
商工会の組織運営及び実施する経営改善普及事業が特に優良であり他の商工会の模範とするに足ると認めら
れ、今後の商工会組織の強化、経営改善普及事業の推進及び地域振興のより一層の推進を図ることを目的と
し、豊見城市商工会より次の６名の役職員が表彰され、山川市長を訪問し報告しました。
　今回の受賞につきましては、会員各位のご支援ご協力があっての事だと受賞者一同、衷心より感謝並びに
御礼を申し上げます。

【経済産業大臣表彰】 
①役員功労者　　当銘　優 氏
　　　　　　　　（商工会会長：（有）当銘ペイント商会）
【中小企業庁長官表彰】
①役員功労者　　上原　直彦 氏
　　　　　　　　（商工会副会長：（有）上原設備工業）
②役員功労者　　金城　浩三 氏
　　　　　　　　（商工会理事：（株）東洋ハウジング）　　
③役員功労者　　運天　久 氏
　　　　　　　　（商工会監事：（有）近代住宅）
④優良常勤役職員　野國　哲司 氏
　　　　　　　　（商工会事務局長） 
【全国連会長表彰】  
①女性部功労者　宮里　信子 氏
　　　　　　　　（商工会女性部前部長：（有）与根オートサービス）

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様各位におかれましては、令和３年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げますとともに、旧年
中は商工会事業に対しましてご理解とご協力を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大の為、沖縄県経済を牽引しておりました観光業界は急激な
観光入域客の大幅な落ち込みにより経営状況が非常に厳しくなり、休業や廃業も増加傾向となっており、
今後、設備投資計画の延期や中止による各業種への影響も懸念され、未だ終息が見えず先行き不透明感
もあり会員皆様方もテレワークへの取組やネットを活用した新たな事業展開に試行錯誤しているものと存じ
ます。現時点での景気動向につきましては、景気低迷は底を打ち一部に持ち直し感が出ているとの見解も
ございますが、我々中小・小規模企業にとりましては厳しい状況が続くことが予想されております。
　一方、豊見城市を取り巻く環境は、那覇空港第２滑走路使用開始による観光客の増加や豊崎地区の大

型商業施設の開業、与根地区西部開発計画など、ますます交流人口が増えると予想されておりましたが、先に述べた通りコロナ禍
により事業者の皆様は当初予定の経営計画の見直し等を余儀なくされ非常に厳しい状況となっております。
　このような中で、商工会は国県並びに市へ事業者支援のための各種経済対策を要請し、各種施策が実現実行されていることで
非常に大きな事業者支援となっております。又、国県及び市と連携し事業者支援に注力するため本会では中小企業診断士及び社
会保険労務士を配置し、セーフティーネット保証融資斡旋による金融支援、各種給付金及び補助金申請支援をスピード感を持った
対応による事業継続への伴走型支援を行っており、今後も会員支援のため組織を挙げ取り組んで行く所存ですので、商工会事業
に対しまして引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後に、2021 年の干支である「丑」は、先を急がず一歩一歩着実に物事を進めることが大事だと言われ、又「商いは牛の涎」と
いうことわざにありますように、商売が長く続くことを願うと同時に、会員皆様方のご健勝を祈念しまして新年のご挨拶といたします。

令和三年　元旦

　新年あけましておめでとうござい
ます。
　旧年中は、青年部事業に対しま
してご支援ご協力を賜り厚く御礼申
し上げます。
　会員の皆様におかれましては、コ
ロナの影響を受け、大変なご苦労
があるかと思いますが、会社一丸と
なり立ち向かわれ、益 ご々活躍のこ
とと存じます。

　さて、豊見城市商工会青年部では昨年 10 月 23 日（金）
に設立 40 周年記念式典及び祝賀会を開催致しました。コロ
ナ禍での開催となりましたが、当日御臨席賜りました皆様、
協賛広告へご協力頂きました皆様へ改めて感謝申し上げます。
諸先輩方から培ってきた事を次世代に継承しながら次の設立
50周年に向けて青年部一同邁進してまいります。
　我々、青年部は若い経営者として、時代の変化に対応し自
己企業の発展と地域の発展を目指し、日々努力して行く所存
ですので、引き続き皆様には青年部事業所へのご愛顧と青年
部活動に対しましてのご支援ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
　最後に、このような状況の中ではありますが会員の皆様の
ご健勝ご発展を祈念し挨拶とさせていただきます。

令和三年　元旦　

豊見城市商工会
会長　当銘　優

青年部市商工会青年部
部長　知念　啓太

　令和三年の新年を迎え謹んで新年の
ご挨拶を申し上げます。
　旧年中は、商工会女性部に格別なる
ご支援ご協力を賜り深く感謝申し上げ
ます。
　さて、昨年は新型コロナウイルスの影
響により、海外からの観光客の激減に
よりインバウンド消費の減少、さらに製
造業は部品調達の滞りから生産縮小に
追い込まれるなど、新型コロナウイルス
感染症の影響で極めて厳しい状況とな
りました。
　日々変化する経営環境の中、景気回
復、地域活性化などこれまで以上に経

営努力しなければならない状況にあります。そうした中、商工会女
性部は、資質の向上と自己研鑽に努め事業を実施して参りました。
地域貢献活動においては、市内の小学一年生全員に交通安全マスコッ
トを作成し、学校を通して配布し、交通安全の啓発に協力しました。
　例年行っている小学校のクラブ活動では、新型コロナウイルスの
影響により、中止になりましたが次年度以降は子育て支援事業を今
まで以上に行っていく計画であります。環境美化・エコ環境保護活
動では、空き缶作業で活動資金づくりや商工会会館の美化活動に取
り組みました。講習会では、ウージ染め体験を実施しました。
　南部先島支部提案公募型・広域連携事業では、豊見城市商工会
女性部が主体となって、南部先島商工会女性部の資質向上と親睦を
深めるべく、豊見城市の組踊の演目の場所視察や空手会館にて空手
の歴史ついて学びました。
　最後になりましたが、本年も商工会女性部らしさを活かした事業を
行って参ります。「女性部らしい感性と特性」を活かした事業で、部
員一人ひとりが働く喜びを実感し、地域経済の振興発展と社会一般
の福祉の増進に取り組み、豊かなまちづくりの担い手となるよう努め
てまいります。
　皆様のご支援とご協力をお願いするとともに、部員皆さまの更なる
飛躍とご多幸を祈念し年頭の挨拶とさせていただきます。

令和三年　元旦

豊見城市商工会女性部
部長　國吉久美
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部長　知念　啓太

　令和三年の新年を迎え謹んで新年の
ご挨拶を申し上げます。
　旧年中は、商工会女性部に格別なる
ご支援ご協力を賜り深く感謝申し上げ
ます。
　さて、昨年は新型コロナウイルスの影
響により、海外からの観光客の激減に
よりインバウンド消費の減少、さらに製
造業は部品調達の滞りから生産縮小に
追い込まれるなど、新型コロナウイルス
感染症の影響で極めて厳しい状況とな
りました。
　日々変化する経営環境の中、景気回
復、地域活性化などこれまで以上に経

営努力しなければならない状況にあります。そうした中、商工会女
性部は、資質の向上と自己研鑽に努め事業を実施して参りました。
地域貢献活動においては、市内の小学一年生全員に交通安全マスコッ
トを作成し、学校を通して配布し、交通安全の啓発に協力しました。
　例年行っている小学校のクラブ活動では、新型コロナウイルスの
影響により、中止になりましたが次年度以降は子育て支援事業を今
まで以上に行っていく計画であります。環境美化・エコ環境保護活
動では、空き缶作業で活動資金づくりや商工会会館の美化活動に取
り組みました。講習会では、ウージ染め体験を実施しました。
　南部先島支部提案公募型・広域連携事業では、豊見城市商工会
女性部が主体となって、南部先島商工会女性部の資質向上と親睦を
深めるべく、豊見城市の組踊の演目の場所視察や空手会館にて空手
の歴史ついて学びました。
　最後になりましたが、本年も商工会女性部らしさを活かした事業を
行って参ります。「女性部らしい感性と特性」を活かした事業で、部
員一人ひとりが働く喜びを実感し、地域経済の振興発展と社会一般
の福祉の増進に取り組み、豊かなまちづくりの担い手となるよう努め
てまいります。
　皆様のご支援とご協力をお願いするとともに、部員皆さまの更なる
飛躍とご多幸を祈念し年頭の挨拶とさせていただきます。

令和三年　元旦

豊見城市商工会女性部
部長　國吉久美

写真未入稿

令和3年（2021年） 新年号 令和3年（2021年） 新年号豊見城市商工会　会報誌 絆 豊見城市商工会　会報誌 絆
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経営者の為のZOOMを活用したWeb会議導入セミナー 経営分析・事業計画作成セミナー

最低賃金
とみぐすく事業所応援事業について【市独自対策】 ※受付再開します！！！

11月14日（木）からの4日間の日程で経営分析・事業計画作成セミナーを実施しました。
＜セミナー内容＞
〇１日目　11/14（木）　18:30 ～20:30
　・見える資産と見えない資産　・見えない資産の重要性　・見えない資産の把握方法
　・企業概要の把握及び作成方法⇒理念、沿革、成功体験　・作成結果の確認及び評価
　・内部環境（業務の流れ）の把握及び作成方法　・作成結果の確認及び評価
〇２日目　11/21（木）　18:30 ～20:30
　・内部環境（強み・弱み）の把握及び作成方法　・作成結果の確認及び評価
　・外部環境（機械・脅威）の把握及び作成方法　・作成結果の確認及び評価
〇３日目　11/28（木）　18:30 ～20:30
　・今後のビジョンの作成方法　・作成結果の確認及び評価　・付加価値創造のストーリーの作成方法
　・作成結果の確認及び評価
〇４日目　12/5（木）　18:30 ～20:30
　・経営力向上計画の内容　・経営力向上計画を作成するメリット　・経営力向上計画を作成する際の留意点４
　・自社の経営力向上計画の作成

とみぐすく事業所応援クーポン券事業（豊見城市事業所応援消費喚起推進事業）利用店登録について
豊見城市内の事業所等で、市の「豊見城市コロナウイルス感染症拡大防止対策実施済み認定ステッカー」が貼られている事業
所で、かつ、当該事業への登録申請を行っている事業所にて利用できるクーポン券を市内の全世帯へ配付し、域内の消費喚起
を図ります。
クーポン券利用可能事業所の登録申請方法について
当該事業の申請の条件については、「１．豊見城市事業所感染予防対策推進事業」と同じ条件となっております。
１．豊見城市事業所感染予防対策推進事業の申請の際は、利用店登録確認書も併せて提出をお願いいたします。　
申請期間について　令和3年1月29日（金）まで
利用店としての周知について
第１期にて登録いただいた利用店については、12月中に各世帯に配付されるクーポンと一緒に利用店一覧を同封します。
第2期にて登録いただく利用店については、HPで随時更新と言う形になります。
申請方法とお問い合わせ先
【商工業・その他事業所の皆様】
申請方法：とみぐすく事業所応援事務局へ郵送 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から原則郵送またはメール送信のみ
〒901－0225　豊見城市字豊崎3－59（TOYOPLA内）　株式会社コノ街デザイン　とみぐすく事業所応援事務局　あて
問い合わせ先：とみぐすく事業所応援事務局　電話番号０９８－８５１－３５４６　mail：tomigusuku.ouen@toyopla.jp

HACCP 導入セミナー
10月5日、12日、19日、26日（月）4回コースでHACCPセミナーを開催しました。
令和3年6月より、食品衛生法の改正により、全ての食品関連事業者（これまでは政令で34業種等だけ
であったが、今後は食に関わる全ての事業者が営業許可や届出は必須）がHACCPの導入が必要です。

　9月24日（木）理事会にてZOOMを活用したWeb会議導入セミナーを実
施しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークやWeb会議を導入す
る企業が増えている中、この潮流に乗り遅れ、機会損失や企業の存続に影響を
及ぼす恐れもあります。
　本セミナーでは、幾つかあるソフトの中でも「ZOOM」の導入方法から操作
方法まで、実践形式にて行いました。
　この局面をよい機会と捉え、積極的に活用する事で働き方の見直しや、生産
性の向上に繋げる事を期待したいです。

助成金セミナー
　11月19日（木）助成金セミナーを実施しました。　
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為、会場での参加者を20名と限定し、同時にZOOMでの参
加もできるよう実施。このような開催方法は初めての試みであったが、会場参加、ZOOM参加ともに同数程
おり、新たなスタイルのセミナーでした。セミナーの内容については、助成金のしくみやオススメの助成金など
の紹介もあり、参加前と比べアンケート結果からも助成金申請へのハードルが下がったものと思われます。
　引き続き、関心のある事業者に対しては、社会保険労務士の相談窓口への斡旋や、各種助成金の案内を行
い活用できるよう支援していきたいです。

　沖縄県最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者
とその使用者に適用され、常用・臨時・パートタイマー ・アル
バイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用 されます。
（精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等は、最 低賃金に算入さ
れません。） 
　特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。
沖縄県（地域別）最低賃金の改正によってこれを下回る、
・自動車（新車）小売業・各種商品小売業
・糖類製造業・畜産食料品製造業
・清涼飲料、酒類製造業
は、沖縄県（地域別）最低賃金が適用されます。
 《最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業への支援》 

豊見城市
商工会
各種活動

豊見城市商工会　会報誌 絆 豊見城市商工会　会報誌 絆
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経営者の為のZOOMを活用したWeb会議導入セミナー 経営分析・事業計画作成セミナー

最低賃金
とみぐすく事業所応援事業について【市独自対策】 ※受付再開します！！！

11月14日（木）からの4日間の日程で経営分析・事業計画作成セミナーを実施しました。
＜セミナー内容＞
〇１日目　11/14（木）　18:30 ～20:30
　・見える資産と見えない資産　・見えない資産の重要性　・見えない資産の把握方法
　・企業概要の把握及び作成方法⇒理念、沿革、成功体験　・作成結果の確認及び評価
　・内部環境（業務の流れ）の把握及び作成方法　・作成結果の確認及び評価
〇２日目　11/21（木）　18:30 ～20:30
　・内部環境（強み・弱み）の把握及び作成方法　・作成結果の確認及び評価
　・外部環境（機械・脅威）の把握及び作成方法　・作成結果の確認及び評価
〇３日目　11/28（木）　18:30 ～20:30
　・今後のビジョンの作成方法　・作成結果の確認及び評価　・付加価値創造のストーリーの作成方法
　・作成結果の確認及び評価
〇４日目　12/5（木）　18:30 ～20:30
　・経営力向上計画の内容　・経営力向上計画を作成するメリット　・経営力向上計画を作成する際の留意点４
　・自社の経営力向上計画の作成

とみぐすく事業所応援クーポン券事業（豊見城市事業所応援消費喚起推進事業）利用店登録について
豊見城市内の事業所等で、市の「豊見城市コロナウイルス感染症拡大防止対策実施済み認定ステッカー」が貼られている事業
所で、かつ、当該事業への登録申請を行っている事業所にて利用できるクーポン券を市内の全世帯へ配付し、域内の消費喚起
を図ります。
クーポン券利用可能事業所の登録申請方法について
当該事業の申請の条件については、「１．豊見城市事業所感染予防対策推進事業」と同じ条件となっております。
１．豊見城市事業所感染予防対策推進事業の申請の際は、利用店登録確認書も併せて提出をお願いいたします。　
申請期間について　令和3年1月29日（金）まで
利用店としての周知について
第１期にて登録いただいた利用店については、12月中に各世帯に配付されるクーポンと一緒に利用店一覧を同封します。
第2期にて登録いただく利用店については、HPで随時更新と言う形になります。
申請方法とお問い合わせ先
【商工業・その他事業所の皆様】
申請方法：とみぐすく事業所応援事務局へ郵送 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から原則郵送またはメール送信のみ
〒901－0225　豊見城市字豊崎3－59（TOYOPLA内）　株式会社コノ街デザイン　とみぐすく事業所応援事務局　あて
問い合わせ先：とみぐすく事業所応援事務局　電話番号０９８－８５１－３５４６　mail：tomigusuku.ouen@toyopla.jp

HACCP 導入セミナー
10月5日、12日、19日、26日（月）4回コースでHACCPセミナーを開催しました。
令和3年6月より、食品衛生法の改正により、全ての食品関連事業者（これまでは政令で34業種等だけ
であったが、今後は食に関わる全ての事業者が営業許可や届出は必須）がHACCPの導入が必要です。

　9月24日（木）理事会にてZOOMを活用したWeb会議導入セミナーを実
施しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークやWeb会議を導入す
る企業が増えている中、この潮流に乗り遅れ、機会損失や企業の存続に影響を
及ぼす恐れもあります。
　本セミナーでは、幾つかあるソフトの中でも「ZOOM」の導入方法から操作
方法まで、実践形式にて行いました。
　この局面をよい機会と捉え、積極的に活用する事で働き方の見直しや、生産
性の向上に繋げる事を期待したいです。

助成金セミナー
　11月19日（木）助成金セミナーを実施しました。　
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為、会場での参加者を20名と限定し、同時にZOOMでの参
加もできるよう実施。このような開催方法は初めての試みであったが、会場参加、ZOOM参加ともに同数程
おり、新たなスタイルのセミナーでした。セミナーの内容については、助成金のしくみやオススメの助成金など
の紹介もあり、参加前と比べアンケート結果からも助成金申請へのハードルが下がったものと思われます。
　引き続き、関心のある事業者に対しては、社会保険労務士の相談窓口への斡旋や、各種助成金の案内を行
い活用できるよう支援していきたいです。

　沖縄県最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者
とその使用者に適用され、常用・臨時・パートタイマー ・アル
バイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用 されます。
（精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等は、最 低賃金に算入さ
れません。） 
　特定の産業には特定（産業別）最低賃金が定められています。
沖縄県（地域別）最低賃金の改正によってこれを下回る、
・自動車（新車）小売業・各種商品小売業
・糖類製造業・畜産食料品製造業
・清涼飲料、酒類製造業
は、沖縄県（地域別）最低賃金が適用されます。
 《最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業への支援》 

豊見城市
商工会
各種活動
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去る、10 月 23日（金）に青年部設立四十周年記念式典及び祝賀会をサムシングフォー西崎にて開催しまし
た。コロナ禍の中での開催となり、当日は徹底した感染予防対策を行い、参加者のご協力の下開催となりまし
た。記念式典では十年間の経過報告や功労者表彰、卒部者表彰などが行われ、祝賀会では女性部による、かぎ
やで風の演舞や忠孝酒造㈱さんのご協力の下、甕入れの儀などを行い、会場は盛大に盛り上がりました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、延期していましたチャリティボウリング大会は今年度は
時期を変更して開催することとなりました。チケットの購入は豊見城市商工会又はスカイレーンで購入できま
す。皆様のご協力宜しくお願い致します。

設立四十周年記念式典及び祝賀会の開催

地域活性化基金造成＆
チャリティーボウリング大会のお知らせ

青年部だより
10 月 2 日（土）南部先島支部広域連携事業がありました。今年は、豊見城市が主幹のため、豊見城市商
工会女性部が中心になり、下記の内容を行いました。　
1. 沖縄の伝統芸能である組踊の演目の場所を視察（未生の縁・テーラシカマグチ・手水の縁）
2. 空手会館視察
3. 整理収納講話　講師：森門鮎美
参加人数 62 名と大勢の参加があり、南部商工会女性部へ豊見城市の魅力を伝えることができたいい研
修でした。

10月23日（金）青年部設立40周年記念
式典。祝賀会にて、琉球舞踊を踊る部員。
（座安獲移子・大城久子・当銘貞子・
 宮里信子・山里ひろみ）

南部先島支部広域連携事業

青年部40周年式典

女性部だより

　コロナ禍でも前向きに事業へ取り組む青年部、青年部OBを対象に「持続化補助金申請対応セミナー」と題し、
11月11日（水）に豊見城市商工会にて今年度一回目の資質向上講習会を開催しました。
講師には青年部員でもあります、合同会社 TOMUE カンパニーの黒須大樹氏を招き、現役青年部員、青年部
OBの合計10名が参加し、締め切りを間近に控える小規模事業者持続化補助金の申請へ向けて取り組みました。

資質向上講習会の開催

10月23日（金）沖縄県商工会女性部のトップセミナー
がありました。午前中は、包遊　代表　ラッピングコーディ
ネーター　五味栄里氏による「楽しくお買い物をしていた
だくために　ウィズコロナの接客」を受講し、コロナ禍の現
代社会の対策を学びました。午後は、糸満市物流センター、
糸満市漁業協同組合、ファーマーズマーケットを視察しまし
た。沖縄県内の女性経営者と交流できいいセミナーでした。

トップセミナー

実施期間：令和２年１０月１日（木）～令和３年１月３１日（日）

S O C I A L
D I S TA N C E

講師の森門先生と豊見城市商工会女性部 空手会館を案内する中村館長
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去る、10 月 23日（金）に青年部設立四十周年記念式典及び祝賀会をサムシングフォー西崎にて開催しまし
た。コロナ禍の中での開催となり、当日は徹底した感染予防対策を行い、参加者のご協力の下開催となりまし
た。記念式典では十年間の経過報告や功労者表彰、卒部者表彰などが行われ、祝賀会では女性部による、かぎ
やで風の演舞や忠孝酒造㈱さんのご協力の下、甕入れの儀などを行い、会場は盛大に盛り上がりました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、延期していましたチャリティボウリング大会は今年度は
時期を変更して開催することとなりました。チケットの購入は豊見城市商工会又はスカイレーンで購入できま
す。皆様のご協力宜しくお願い致します。

設立四十周年記念式典及び祝賀会の開催

地域活性化基金造成＆
チャリティーボウリング大会のお知らせ

青年部だより
10 月 2 日（土）南部先島支部広域連携事業がありました。今年は、豊見城市が主幹のため、豊見城市商
工会女性部が中心になり、下記の内容を行いました。　
1. 沖縄の伝統芸能である組踊の演目の場所を視察（未生の縁・テーラシカマグチ・手水の縁）
2. 空手会館視察
3. 整理収納講話　講師：森門鮎美
参加人数 62 名と大勢の参加があり、南部商工会女性部へ豊見城市の魅力を伝えることができたいい研
修でした。

10月23日（金）青年部設立40周年記念
式典。祝賀会にて、琉球舞踊を踊る部員。
（座安獲移子・大城久子・当銘貞子・
 宮里信子・山里ひろみ）

南部先島支部広域連携事業

青年部40周年式典

女性部だより

　コロナ禍でも前向きに事業へ取り組む青年部、青年部OBを対象に「持続化補助金申請対応セミナー」と題し、
11月11日（水）に豊見城市商工会にて今年度一回目の資質向上講習会を開催しました。
講師には青年部員でもあります、合同会社 TOMUE カンパニーの黒須大樹氏を招き、現役青年部員、青年部
OBの合計10名が参加し、締め切りを間近に控える小規模事業者持続化補助金の申請へ向けて取り組みました。

資質向上講習会の開催

10月23日（金）沖縄県商工会女性部のトップセミナー
がありました。午前中は、包遊　代表　ラッピングコーディ
ネーター　五味栄里氏による「楽しくお買い物をしていた
だくために　ウィズコロナの接客」を受講し、コロナ禍の現
代社会の対策を学びました。午後は、糸満市物流センター、
糸満市漁業協同組合、ファーマーズマーケットを視察しまし
た。沖縄県内の女性経営者と交流できいいセミナーでした。

トップセミナー

実施期間：令和２年１０月１日（木）～令和３年１月３１日（日）

S O C I A L
D I S TA N C E

講師の森門先生と豊見城市商工会女性部 空手会館を案内する中村館長
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本年もよろしく

お願い致します

猶予制度とは
　国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を
損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大１年間、納税が猶予される制
度です（注）。現行法には、①換価の猶予（国税徴収法第151条及び第151条の２）と②納税の猶予（国税通
則法第46条）がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例（特例猶予）が創設
されました。 
（注） 納税の方法は、猶予の種類により、①１年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割
納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

特例猶予の要件と効果
　 令和２年２月１日から令和３年２月１日に納期限が到来する国税については、 
①新型コロナウイルス感染症の影響により、
　令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむ
ね 20％以上減少しており、
②国税を一時に納付することが困難な場合、
　所轄の税務署に申請すれば、納期限から１年間、納税の猶予（特例猶予）が認められます（新型コロ
ナ税特法第３条）。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に
当たり、担保の提供は不要です。

●固定資産税・都市計画税の減免
　中小企業・小規模事業者（個人事業主も含みます）の保有する建物や設備等の来年度（2021年度）の固定資産税・
都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。
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検索豊見城市商工会

商工会は、会員皆さまの相互扶助の下、商工会年会費納入のご協力をもちまして、より良いサービスと商売繁盛のお手伝いに取り組んでおります。
※ご連絡いただければ集金にお伺いいたします。

令和3年度　商工会年会費納入のご協力を宜しくお願いします。

新規会員事業所の紹介（ご入会ありがとうございます！）
※是非、お取引等でご活用下さいますようよろしくお願いします。

事業所名 住　所 業種（部会）
装苑 与根270 内装工事（建設業部会）
前原伸一 豊崎1-170 美容室（ｻｰﾋﾞｽ業部会）
オートパーツDS 豊見城70 自動車部品販売（商業部会）
オートパーツアシスト 豊見城417 車、バイク修理業等（サービス業部会）
アグネスカフェ 瀬長174-6　ウミカジテラス内47 レストラン（商業部会）
カラオケスナック和ちゃん 嘉数294-1 飲食店（商業部会）
沖縄幼児教室 饒波1035-3 幼児教育（サービス業部会）
がんじゅう院 翁長738-1　メゾンセラヴィ101 マッサージ（サービス業部会）
リボンバード 与根270 内装工事（建設業部会）
合同会社サンセル 与根573-6 レンタカー、経営コンサル（サービス業部会）
合同会社琉球クリーン「特別会員」 浦添市仲西2-1-5　601 情報通信業（サービス業部会）
合同会社TOMUEカンパニー 高安412-8　まぢるビル101 居酒屋（商業部会）
Office369 高安413-1 大漁マンション401 歯のセルフホワイトニング、特産販売（サービス業部会）
LOVELETTERWORKS㈱ 豊崎1-2　ミオビエント豊崎403 情報通信業（サービス業部会）
バスケットボールスクールBUDDING 名嘉地344　307 バスケットボール指導（サービス業部会）
学習塾こども未来　豊見城校 上田545-19　3F 教育（サービス業部会）
合同会社ココクラソ沖縄 豊崎1-944 不動産コンサル業（サービス業部会）
合同会社アグライア 翁長846-21 宿泊事業・リフォーム（サービス業部会）
㈱たなごころ 豊崎1-608 不動産コンサルティング、ウイルス対策（サービス業部会）
㈱雅心（ケアステーション雅） 翁長648 訪問介護（サービス業部会）
びんくらふとギャラリー＆伊佐川洋子染色工房 真玉橋389 紅型制作、販売（工業部会）
SURFBOARDs repair 豊見城702-1　104 小型船具修理業（サービス業部会）
フジ建装 我那覇10-2 内装業（建設業部会）
学研みらいkids 饒波1050-3 学習塾（サービス業部会）
アーユルヴェーダサロンMINAKO 真玉橋129-2　206 セラピスト（エステ）（サービス業部会）
合同会社エムズ 保栄茂1153-126 法事業（法事業（サービス業部会）サービス業部会）
MK工業 高安933-4　302 鉄筋工事一式（建設業部会）
桜樹塗装工業 根差部421-2　202 総合塗装防水業（建設業部会）


