
沖縄特区・地域税制活用事例

沖縄特区・地域税制活用のプロセス(1/2)

H25年

• 5月 事業計画作成時に設備投資計画を知る

• 8月 資金調達のため金融機関３行に事業計画提出

• 9月 土地購入

• 11月 資金借入（１回目）

•沖縄特区・地域税制活用判定

H27年
• 9月 建物着工

H28年

• 9月 完成

• 11月 設備資金借入（２回目）
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沖縄特区・地域税制活用のプロセス(2/2)

H29年

• 1月 「固定資産税課税免除申請書」提出（1年目）

• 4月 「固定資産税の課税免除決定通知書」受理

• 6月 法人税申告（税額控除適用）

• 6月 「不動産取得税課税免除申請書」提出（県税事務所）

• 6月 「法人事業税課税免除申請書」提出（1年目）

• 7月 「不動産取得税賦課額変更通知書」受領

H30年
• 1月 「固定資産税課税免除申請書」提出（2年目）

• 6月 「法人事業税課税免除申請書」提出（2年目）

提出期限

法人税（税額控除又は特別償却）

• 法人税申告書提出期限

法人事業税課税免除申請

• 法人税申告書提出期限（5年間）

不動産取得税課税免除申請

• 法人税申告書提出期限

固定資産税（償却資産税）課税免除申請

• 原則取得日の翌年1月末日（各市町村によって異なるので資
産税課の窓口で確認要）（5年間）
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県課税免除条例規則主な改正点

法人事業税課税免除申請

不動産取得税課税免除申請提出期
限
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対象税目 適用前 適用後 節税額

税額控除　① 2,462,100 2,123,300 338,800

国税（法人税） 1,499,100 1,197,500 301,600

県税 653,100 643,800 9,300

市民税 309,900 282,000 27,900

課税免除申請　② 4,642,500 1,495,500 3,147,000

県法人事業税(初年度） 409,900 113,300 296,600 ＊５年間適用

不動産取得税（初年度） 2,520,700 941,100 1,579,600

固定資産税（初年度） 1,711,900 441,100 1,270,800 ＊５年間適用

節税効果　①＋② 3,485,800

沖縄特区・地域税制適用による節税額(初年度）のイメージ

＊建物　1億２千万円　　機械装置　３千万円の設備投資をした会社の例
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Ⅰ設備投資を行った場合

設置場所 主な事業
一の生産等
設備の種類

一の生産等
設備の取得
価額合計額

沖縄市
（中城湾港
新港地区）

製造業
工場用建物・
建物付属設備

機械装置
１億円

要件項目
経金特区

Q7
物流特区

Q8
情報特区
情報地域

Q9

観光地域

Q12
産業ｲﾉﾍﾞ

地域

Q13

離島地域

Q14

設備投資場所（Q2) ● ● ● ●

対象事業（Q3) ● ● ●

対象資産の金額要件（Q4-Ⅰ) ● ● ● ● ● ●

対象資産の要件（Q4-Ⅱ) ● ● ●

Ⅱ新規に法人を設立した場合

設立法人の
本店所在地

主な事業 設立年月日

要件項目
経金特区

Q7
物流特区

Q8
情報特区

Q9

法人設立地区（Q2)

対象事業（Q3)

事業認定等有り

memo

「Q&A」を参照しながら、該当する
特区に「○」を記入してください。
すべての列に「○」が記入されて
いる特区の税制が活用できる可
能性があります。

※　すべての列に「○」がついた場合、それぞれの特区のQ&A及び税制（所得控除Q20-1)のQ&Aをご参照ください。

沖縄の特区・地域税制活用　簡易判定フォーム

memo

「Q&A」を参照しながら、該当する
特区・地域に「○」を記入してくだ
さい。
すべての列に「○」が記入されて
いる特区・地域の税制が活用でき
る可能性があります。

※　すべての列に「○」がついた場合、それぞれの特区・地域のQ&A及び税制（投資税額控除Q16,　特別償却Q17)のQ&A
     をご参照ください。

沖縄税理士会「沖縄の特区・地域税制活用Ｑ＆Ａ」製作ＰＴ作成
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Ⅰ設備投資を行った場合

設置場所 主な事業
一の生産等
設備の種類

一の生産等
設備の取得
価額合計額

うるま市
(中城湾港
新港地区）

インター
ネット付随
サービス

業

電子計算
機

３００万円

要件項目
経金特区

Q7
物流特区

Q8
情報特区
情報地域

Q9

観光地域

Q12
産業ｲﾉﾍﾞ

地域

Q13

離島地域

Q14

設備投資場所（Q2) ● ● ● ●

対象事業（Q3) ● ●

対象資産の金額要件（Q4-Ⅰ) ● ● ●

対象資産の要件（Q4-Ⅱ) ● ● ● ●

Ⅱ新規に法人を設立した場合

設立法人の
本店所在地

主な事業 設立年月日

要件項目
経金特区

Q7
物流特区

Q8
情報特区

Q9

法人設立地区（Q2)

対象事業（Q3)

事業認定等有り

※　すべての列に「○」がついた場合、それぞれの特区のQ&A及び税制（所得控除Q20-1)のQ&Aをご参照ください。

沖縄の特区・地域税制活用　簡易判定フォーム

※　すべての列に「○」がついた場合、それぞれの特区・地域のQ&A及び税制（投資税額控除Q16,　特別償却Q17)のQ&A
     をご参照ください。

「Q&A」を参照しながら、該当する
特区・地域に「○」を記入してくだ
さい。
すべての列に「○」が記入されて
いる特区・地域の税制が活用でき
る可能性があります。

「Q&A」を参照しながら、該当する
特区に「○」を記入してください。
すべての列に「○」が記入されて
いる特区の税制が活用できる可
能性があります。

memo

memo

沖縄税理士会「沖縄の特区・地域税制活用Ｑ＆Ａ」製作ＰＴ作成
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○物流特区関連法（抜粋）

平成30年8月31日現在

第三条（定義） 第四条の二（国際物流拠点産業） 第２条（用語） 第５条（課税免除の申請） 第２条(用語の意義) 第２条（定義）

(３)　不動産取得税

第四十八条（課税の特例）

第五条（特定国際物流拠点事業）

第９条(課税免除又は不均一課税の申請) 第５条(課税免除の申請）

(１)　個人事業税

　

第２条(課税免除又は不均一課税の申請) 第２条(課税免除の申請)

(４)　固定資産税

(２)　法人事業税

十一　国際物流拠点産業　国際物流拠点
（国際的な貨物流通の拠点として機能する港
湾又は空港をいう。以下同じ。）において積
込み又は取卸しがされる物資の流通に係る
事業、当該事業の用に供される施設の設置
又は運営を行う事業その他の国際物流拠点
を中核とした集積が形成され、かつ、当該集
積の形成が貿易の振興に寄与すると見込ま
れる事業であって政令で定めるものをいう。

十二　特定国際物流拠点事業　国際物流拠
点産業に属する事業のうち、国際物流拠点
を中核とした集積の形成が特に見込まれるも
のとして政令で定めるものをいう。

提出国際物流拠点産業集積計画に定めら
れた国際物流拠点産業集積地域の区域内
において国際物流拠点産業の用に供する設
備を新設し、又は増設した者が、当該新設又
は増設に伴い新たに機械及び装置並びに
建物及びその附属設備を取得し、又は製作
し、若しくは建設した場合には、租税特別措
置法で定めるところにより、課税の特例の適
用があるものとする。
２　第四十四条第一項の認定を受けた法人
の特定国際物流拠点事業に係る所得につい
ては、租税特別措置法で定めるところにより、
課税の特例の適用があるものとする。

第四十九条（地方税の課税免除又は不均一
課税に伴う措置）

第九条の規定は、地方税法第六条の規定に
より、地方公共団体が、提出国際物流拠点
産業集積計画に定められた国際物流拠点産
業集積地域の区域内において国際物流拠
点産業の用に供する設備を新設し、又は増
設した者について、その事業に対する事業
税、その事業に係る建物若しくはその敷地で
ある土地の取得に対する不動産取得税若し
くはその事業に係る機械及び装置若しくはそ
の事業に係る建物若しくはその敷地である土
地に対する固定資産税を課さなかった場合
又はこれらの地方税に係る不均一の課税を
した場合において、これらの措置が総務省令
で定める場合に該当するものと認められると
きに準用する。

法第三条第十一号の政令で定める事業は、
次のとおりとする。

一　道路貨物運送業
二　倉庫業
三　こん包業
四　卸売業
五　無店舗小売業（訪問販売小売業及び自
動販売機による小売業を除き、国際物流拠
点（法第三条第十一号に規定する国際物流
拠点をいう。以下同じ。）において積込み又
は取卸しがされる物資の販売を行うものに限
る。）
六　機械等修理業（国際物流拠点において
積込み又は取卸しがされる物資の修理を行
うものに限る。）
七　不動産賃貸業（その集積の形成が貿易
の振興に寄与するものとして主務省令で定
める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃
貸するものに限る。）
八　製造業
九　航空機整備業

法第三条第十二号の政令で定める事業は、
前条第二号、第三号、第五号、第六号、第
八号及び第九号に掲げる事業とする。

三　固定資産税　提出日から平成三十一年
三月三十一日までの間に、次に掲げるいず
れかの設備を新設し、又は増設した者につ
いて、当該設備（倉庫業の用に供するものを
除く。）である家屋及び償却資産並びに当該
家屋の敷地である土地（提出日以後におい
て取得したものに限り、かつ、土地について
は、その取得の日の翌日から起算して一年
以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建
設の着手があった場合における当該土地に
限る。）に対して課する固定資産税について
課税免除又は不均一課税をすることとしてい
る場合

 イ　特別償却設備
 ロ　機械及び装置で、これらの取得価額の
合計額が百万円を超えるもの

 ア　特定民間観光関連施設等を新設し、又は増設
したことを証する書類及び当該特定民間観光関連
施設等の取得価額を証する書類（条例第10条の規
定による課税免除の申請の場合を除く。）
 イ　従業者名簿及び従業者配置図（条例第10条の
規定による課税免除の申請の場合を除く。）
 ウ　認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別
償却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償
却適用設備又は過疎地域特別償却適用設備の取
得に係る課税免除の申請にあっては、申請者が青
色申告者であることを証する書類及び取得した設備
が認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別償
却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償却
適用設備又は過疎地域特別償却適用設備であるこ
とを証する書類
 エ　離島地域対象設備又は過疎地域特別償却適
用設備（旅館業の用に供するものに限る。）の取得
に係る課税免除の申請にあっては、旅館業許可証
の写し
 オ　条例第10条の規定による課税免除の申請に
あっては、確定申告書の収支内訳書の写し

(３)　固定資産税　大規模償却資産のうち次
に掲げるいずれかの設備（倉庫業の用に供
するものを除く。）であるもの（提出日以後に
おいて取得したものに限る。）に対して、その
取得の日の属する年の翌年（当該日が１月１
日である場合には、当該日の属する年）の４
月１日の属する年度以降５箇年度において
課するもの

 ア　国際物流拠点産業集積地域特別償却
適用設備
 イ　機械及び装置で、これらの取得価額の
合計額が100万円を超えるもの

一部改正〔平成16年条例33号・19年31号・
24年56号・26年44号・29年16号〕

条例第5条の規定により固定資産税の課税
免除を申請する者は、固定資産税課税免除
申請書(様式第1号)を、その課税免除を受け
ようとする年度の初日の属する年の1月31日
までに提出しなければならない。

第3条から前条までの規定により固定資産税
の課税免除又は不均一課税を受けようとする
者は、規則の定めるところにより、市長に対し
課税免除又は不均一課税の申請をしなけれ
ばならない。

第2条の2から前条までの規定により固定資
産税の課税免除を受けようとする者は、規則
の定めるところにより、市長に対し申請をしな
ければならない。

那覇市固定資産税の課税免除及び
不均一課税に関する条例施行規則

(２)　不動産取得税　国際物流拠点産業集
積地域特別償却適用設備である家屋及びそ
の敷地である土地の取得（提出日以後の取
得に限り、かつ、土地の取得については、そ
の取得の日の翌日から起算して１年以内に
当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着
手があった場合における当該土地の取得に
限る。）に対して課するもの

 ア　取得した不動産の登記事項証明書
 イ　不動産の取得価額及び新設し、又は増設した
設備の取得価額を証する書類
 ウ　家屋を取得した場合にあっては、当該家屋の平
面図及び立面図
 エ　土地を取得した場合にあっては、当該土地にお
ける施設又は設備の配置図及び着工年月日を証す
る書類
 オ　法人にあっては、法人の登記事項証明書（特定
民間観光関連施設の取得に係る課税免除の申請の
場合を除く。）
 カ　認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別
償却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償
却適用設備又は過疎地域特別償却適用設備の取
得に係る課税免除の申請にあっては、申請者が青
色申告者であることを証する書類及び取得した設備
が認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別償
却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償却
適用設備又は過疎地域特別償却適用設備であるこ
とを証する書類
 キ　離島地域対象設備又は過疎地域特別償却適
用設備（旅館業の用に供するものに限る。）の取得
に係る課税免除の申請にあっては、旅館業許可証
の写し
 ク　促進区域対象施設の設置に係る課税免除の申
請にあっては、地域経済牽引事業の促進による地
域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年
法律第40号）第24条に規定する承認地域経済牽引
事業（次号において「承認地域経済牽引事業」とい
う。）であることを証する書類

 ア　特定民間観光関連施設等の取得価額を証する
書類
 イ　法人にあっては、法人の登記事項証明書（特定
民間観光関連施設の取得に係る課税免除の申請の
場合を除く。）
 ウ　認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別
償却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償
却適用設備又は過疎地域特別償却適用設備の取
得に係る課税免除の申請にあっては、申請者が青
色申告者であることを証する書類及び取得した設備
が認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別償
却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償却
適用設備又は過疎地域特別償却適用設備であるこ
とを証する書類
 エ　促進区域対象施設の設置に係る課税免除の申
請にあっては、承認地域経済牽引事業であることを
証する書類

(５)　前各号に掲げる書類のほか、課税免除の適用
の可否又は適用範囲を判別するために知事が特に
必要と認める書類

 一部改正〔平成21年規則５号・23年49号・24年40
号・26年42号・29年47号・30年６号〕

二　不動産取得税　特別償却設備設置者に
ついて、当該特別償却設備である家屋及び
その敷地である土地の取得（提出日以後の
取得に限り、かつ、土地の取得については、
その取得の日の翌日から起算して一年以内
に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の
着手があった場合における当該土地の取得
に限る。）に対して課する不動産取得税につ
いて課税免除又は不均一課税をすることとし
ている場合

知事は、国際物流拠点産業集積地域の区域
内において、沖振法第41条第５項の規定に
よる国際物流拠点産業集積計画の提出の日
（以下この条において「提出日」という。）から
平成31年３月31日までの期間に、国際物流
拠点産業の用に供する租税特別措置法第
12条第１項の表の第３号又は第45条第１項
の表の第３号の規定の適用を受ける設備で
あって、取得価額の合計額が1,000万円を超
えるもの（以下「国際物流拠点産業集積地域
特別償却適用設備」という。）又は機械及び
装置で、これらの取得価額の合計額が100万
円を超えるものを新設し、又は増設した青色
申告者に対しては、次の各号に掲げる税目
の区分に従い、それぞれ当該各号に定める
ものについて、課税を免除するものとする。

(１)　事業税　国際物流拠点産業集積地域
特別償却適用設備を事業の用に供した日の
属する年以降５箇年の各年又は当該設備を
事業の用に供した日の属する事業年度の初
日から起算して５年以内に終了する各事業
年度に係る所得金額又は収入金額（事業税
の課税標準額となるものをいう。）のうち当該
国際物流拠点産業集積地域特別償却適用
設備に係るものとして規則で定めるところによ
り計算した額に対して課するもの

県税の課税免除の特例に関する条例施行規則
(各特区・地域共通）

条例第12条の規定により県税の課税免除の申請を
しようとする者は、それぞれ次の各号に掲げる申請
書を、当該各号に定める期限、期間又は日までに県
税事務所等の長に提出しなければならない。

沖縄振興特別措置法第九条等の
地方税の課税免除又は不均一課税
に伴う措置が適用される場合等を

定める省令

県税の課税免除の特例に関する条例

第６条（国際物流拠点産業集積地域におけ
る課税免除）

(４)　国際物流拠点産業集積地域　沖振法第
41条第２項の規定により定められた同項第２
号の国際物流拠点産業集積地域をいう。

一　事業税　法第四十一条第五項の規定に
よる国際物流拠点産業集積計画の提出の日
（以下この条において「提出日」という。）から
平成三十一年三月三十一日までの間に、租
税特別措置法第十二条第一項の表の第三
号又は第四十五条第一項の表の第三号の
規定の適用を受ける設備であって、取得価
額の合計額が千万円を超えるもの（以下この
条において「特別償却設備」という。）を新設
し、又は増設した者（以下この条において
「特別償却設備設置者」という。）について、
沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日
の属する年又は事業年度以後の各年又は
各事業年度の所得金額又は収入金額（沖縄
県において課する事業税の課税標準額とな
るものをいう。）のうち当該設備に係るものとし
て計算した額に対して課する事業税につい
て課税免除又は不均一課税をすることとして
いる場合

浦添市固定資産税の課税免除
に関する条例

(4)　国際物流拠点産業集積地域　沖振法第
41条第2項第2号の規定により定められた地
域をいう。

第４条の２(国際物流拠点産業集積地域にお
ける課税免除)

浦添市固定資産税の課税免除に
関する条例施行規則

沖縄振興特別措置法 沖縄振興特別措置法施行令

第四条（法第四十九条に規定する総務省令
で定める場合）

法第四十九条に規定する総務省令で定める
場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応
じ、当該各号に定める場合とする。

市長は、国際物流拠点産業集積地域の区域
内において、沖振法第41条第5項の規定に
よる国際物流拠点産業集積計画の提出の日
(以下の条において「提出日」という。)から平
成31年3月31日までの間に、次に掲げるいず
れかの設備を新設し、又は増設した者につ
いて、当該設備(倉庫業の用に供するものを
除く。)である家屋及び償却資産並びに当該
家屋の敷地である土地(提出日以後におい
て取得したものに限り、かつ、土地について
は、その取得の日の翌日から起算して1年以
内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設
の着手があった場合における当該土地に限
る。)に対して課する固定資産税は、新たに
課されることとなった年度以後5年度分にお
けるものに限り課税を免除する。

(1)　租税特別措置法第12条第1項の表の第
3号又は第45条第1項の表の第3号の規定の
適用を受ける設備であって、取得価額の合
計額が1,000万円を超えるもの

(2)　機械及び装置で、これらの取得価額の
合計額が100万円を超えるもの
(平26条例19・追加、平29条例14・一部改正)

(１)　個人事業税課税免除申請書（第１号様式）又は
離島の地域又は過疎地域における畜産業、水産業
及び薪炭製造業に係る個人事業税課税免除申請
書（第２号様式）　県税条例第58条第１項に規定す
る申告期限
(２)　法人事業税課税免除申請書（第３号様式）　県
税条例第52条（第１項第４号を除く。）に規定する申
告納付の期間若しくは修正申告書を提出すべき期
限又は第53条の規定により申告納付若しくは修正申
告する日
(３)　不動産取得税課税免除申請書（第４号様式）
法人にあっては県税条例第52条（第１項第４号を除
く。）の規定により特定民間観光関連施設、情報通
信産業振興地域対象設備、認定産業高度化・事業
革新措置実施計画特別償却適用設備、国際物流拠
点産業集積地域特別償却適用設備、経済金融活性
化特別地区対象設備、離島地域対象設備、過疎地
域特別償却適用設備又は促進区域対象施設（以下
「特定民間観光関連施設等」という。）を取得した日
を含む事業年度分に係る法人の事業税の申告納付
の期間、個人にあっては県税条例第58条第１項の
規定により特定民間観光関連施設等を取得した日
を含む年分に係る個人の事業税の申告書を提出す
べき日
(４)　固定資産税課税免除申請書（第５号様式）　法
第383条又は第394条に規定する申告期限

２　前項の申請書には、次の各号に掲げる税目の区
分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければ
ならない。

 ア　法人税申告書（法人税法施行規則（昭和40年
大蔵省令第12号）別表一(一)）の写し
 イ　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第42
条の９第１項、第45条第１項、第52条の３又は第60
条の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税
額の特別控除等に関する明細書又は特別償却の付
表の写し
 ウ　従業者名簿及び従業者配置図
 エ　既存の設備を取り替え、又は更新する法人に
あっては、既存設備及び新規設備の仕様書その他
これに類する書類の写し

 オ　認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別
償却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償
却適用設備又は過疎地域特別償却適用設備の取
得に係る課税免除の申請にあっては、申請者が青
色申告者であることを証する書類及び取得した設備
が認定産業高度化・事業革新措置実施計画特別償
却適用設備、国際物流拠点産業集積地域特別償却
適用設備又は過疎地域特別償却適用設備であるこ
とを証する書類
カ　離島地域対象設備又は過疎地域特別償却適用
設備（旅館業の用に供するものに限る。）の取得に
係る課税免除の申請にあっては、旅館業許可証の
写し

市長は、国際物流拠点産業集積地域の区域
内において、沖振法第41条第5項の規定に
よる国際物流拠点産業集積計画の提出の日
(以下この条において「提出日」という。)から
平成31年3月31日までの間に、次に掲げるい
ずれかの設備を新設し、又は増設した者に
ついて、当該設備(倉庫業の用に供するもの
を除く。)である家屋及び償却資産並びに当
該家屋の敷地である土地(提出日以後にお
いて取得したものに限り、かつ、土地につい
ては、その取得の日の翌日から起算して1年
以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建
設の着手があった場合における当該土地に
限る。)に対して課する固定資産税は、新た
に課されることとなった年度以後5年度分に
ついて、課税を免除する。

(1)　租税特別措置法第12条第1項の表の第
3号又は同法第45条第1項の表の第3号の規
定の適用を受ける設備であって、取得価額
の合計額が1,000万円を超えるもの

(2)　機械及び装置で、これらの取得価額の
合計額が100万円を超えるもの

条例第9条の規定により固定資産税の課税
免除又は不均一課税の申請をしようとする者
は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各
号に定める申請書を課税免除又は不均一課
税を受けようとする年度の初日の属する年の
3月31日までに市長に提出しなければならな
い。
(1)　条例第3条に基づく課税免除　観光地形
成促進地域における固定資産税の課税免
除申請書
(2)　条例第4条に基づく課税免除　情報通信
産業振興地域における固定資産税の課税
免除申請書
(3)　条例第5条に基づく課税免除　産業高度
化・事業革新促進地域における固定資産税
の課税免除申請書
(4)　条例第6条に基づく課税免除　国際物流
拠点産業集積地域における固定資産税の
課税免除申請書
(5)　条例第7条に基づく不均一課税　都市再
開発法(昭和44年法律第38号)による固定資
産税の不均一課税申請書
(6)　条例第8条に基づく不均一課税　中核的
民間施設に係る固定資産税の不均一課税
申請書

第６条(国際物流拠点産業集積地域におけ
る課税免除)

那覇市固定資産税の課税免除
及び不均一課税に関する条例

(4)　国際物流拠点産業集積地域　沖振法第
41条第2項第2号の規定により定められた地
域をいう。
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第２条(用語の意義) 第２条(用語の意義) 第２条(用語の意義) 第２条（定義）

第６条(国際物流拠点産業集積地域における課税免除)

第６条(国際物流拠点産業集積地域における課税免除)

第７条(国際物流拠点産業集積地域における課税免除) 第７条(国際物流拠点産業集積地域における課税免除)

第７条（課税免除の申請）

第８条（課税免除の申請）

豊見城市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

第８条(申請書の提出等)

第２条(課税免除の申請) 第８条(申請書の提出等) 第２条(課税免除の申請)

第３条(優遇措置申請書)

第３条（優遇措置申請書）

別表第2(第3条関係)

(4)　国際物流拠点産業集積地域とは、沖振法第41条第2項第2号の
規定により定められた地域をいう。
(6)　製造業等とは、沖振法第3条第9号に規定する事業及び電気業
のことをいう。
(8)　設備等とは、観光地形成促進地域、情報通信産業及び情報通
信技術利用事業、製造業等及び産業高度化・事業革新促進事業、
国際物流拠点産業集積地域に使用する施設並びにその附帯施設を
いう。
(9)　新設とは、市内に設備等を有しない者が、新たに設備等を設置
し、又は市内に設備等を有する者が、当該設備等の業種と異なる業
種の設備等を設置することをいう。
(10)　増設とは、市内に設備等を有する者が、現有の設備等の事業
規模を拡大するため、設備等を設置(前号に該当する場合を除く。)
し、若しくは設備等を拡張(おおむね30％以上)し、又は設備等を移転
することをいう。

市長は、国際物流拠点産業集積地域の区域内において、沖振法第
41条第5項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日（以
下この条において「提出日」という。）から平成31年3月31日までの間
に、次の各号のいずれかに該当する設備を新設し、又は増設した青
色申告者について、当該設備（倉庫業の用に供するものを除く。）で
ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（提出日
以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得
の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋
の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課
する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分に
ついて、課税を免除する。
(1)　租税特別措置法第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の
表の第3号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額
が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が100万円を超え
るもの

豊見城市固定資産税の課税免除に関する条例

(４)　国際物流拠点産業集積地域　沖振法第41条第２項第２号に規
定する地域をいう。

条例第8条に規定する申請書は、別表第2に掲げる優遇措置の区分
に応じた申請書(様式第1号又は様式第2号)とする。

うるま市固定資産税の課税免除に関する
条例施行規則

沖縄市企業立地促進条例

第3条から前条までの規定により、雇用奨励金の交付及び課税の免
除(以下「優遇措置」という。)を受けようとする者は、規則の定めるとこ
ろにより、市長に対して申請書を提出しなければならない。

沖縄市企業立地促進条例施行規則

条例第8条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者
は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を課税免除を受けようと
する年度の初日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければ
ならない。
2　前項の課税免除申請書には、該当する対象資産によって次に掲
げる書類を添付しなければならない。
(1)　個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項
第40号に規定する青色申告書の写し及び同項第19号に規定する減
価償却資産の減価償却費の額の計算に関する書類
(2)　法人にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に
規定する青色申告書の写し及び同法第74条第3項に規定する貸借
対照表、損益計算書の写し並びに同法第2条第23号に規定する減
価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し
(3)　当該事業内容が確認できる書類(定款等)
(4)　建築確認通知書及び検査証の写し(建物図面を含む。)
(5)　建築請負契約書の写し(建物)
(6)　売買契約書の写し(土地)
(7)　登記簿謄本の写し(土地又は建物(土地及び建物がある場合は
両方))
(8)　条例第3条から第7条までの規定による対象設備に係る平面見取
り図
(9)　課税免除固定資産に係る対象設備の概要を明らかにする書類
(11)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

市長は、国際物流拠点産業集積地域において、沖振法第41条第5
項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条
において「提出日」という。)から平成31年3月31日までの間に、次に掲
げるいずれかの設備を新設し、又は増設した青色申告者について、
当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資
産並びに当該家屋の敷地(直接その事業の用に供する部分に限る。)
である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地に
ついては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を
敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地
に限る。)に対して課する固定資産税は、事業に供した後、新たに課
されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(1)　租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第3
号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける設備であっ
て、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が100万円を超え
るもの

(6)　国際物流拠点産業　沖振法第3条第11号に規定する事業をい
う。
(10)　国際物流拠点産業集積地域　沖振法第41条第2項第2号の規
定により定められた地域をいう。

うるま市固定資産税の課税免除に関する条例

市長は、市の国際物流拠点産業集積地域内において、沖振法第41
条第５項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日（以下
この条において「提出日」という。）から平成31年３月31日までの期間
（当該期間内に国際物流拠点産業集積地域の指定を解除された場
合は、その解除の日までの期間）に租税特別措置法第12条第１項の
表の第３号若しくは第45条第１項の表の第３号の規定の適用を受け
る設備であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの（機械
及び装置並びに器具及び備品については、取得価額の合計額が
100万円を超えるもの。以下この条において「特別償却設備」という。）
を新設し、又は増設した者に対して、当該特別償却設備（倉庫業の
用に供するものを除く。）である家屋及び償却資産並びにその当該家
屋の敷地である土地（提出日以後において取得したものに限り、か
つ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に
当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における
当該土地に限る。）に係る固定資産税につき、最初に課税される年度
以降５年間課税を免除することができる。

第３条から第６条までの規定により、固定資産税の課税免除を受けよ
うとする者は、規則の定めるところにより、市長に対し固定資産税課税
免除申請書を提出しなければならない。
２　市長は、前項の固定資産税課税免除申請書を受理したときは、こ
れを審査し、適当と認める者について課税を免除することができる。

第２条　条例第７条の規定により固定資産税の課税免除の申請をし
ようとする者は、固定資産税課税免除申請書（様式第１号）を納期前
20日までに市長に提出しなければならない。

第3条から前条までのいずれかの規定により固定資産税の課税免除
を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に対し課税免
除の申請をしなければならない。

宜野湾市企業立地促進条例

(1)　製造業等とは、法第3条第9号に規定する事業及び電気業をい
う。
(4)　国際物流拠点産業とは、法第3条第11号に規定する事業をいう。
(5)　設備等とは、製造業等、産業高度化・事業革新促進事業、情報
通信産業、情報通信技術利用事業及び国際物流拠点産業の用に供
する設備若しくはスポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、
休養施設、集会施設のうちいずれかの施設と販売施設が一体的に設
置された施設をいう。
(6)　新設とは、市内に設備等を有しない者が、新たに施設等を設置
し、又は既に設備等を有する者が、当該事業と異なる業種の設備等
を設置することをいう。
(7)　増設とは、市内に設備等を有する者が、現有の設備等の事業規
模を拡大するため設備等を設置(前号に該当する場合を除く。)し、若
しくは設備等を拡張(おおむね30％以上)し、又は設備等を移転する
ことをいう。

市長は、第1条で定める国際物流拠点産業集積地域の区域内にお
いて、法第41条第5項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提
出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成31年3月31日
までの期間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した
青色申告者に対して、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)で
ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以
後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の
日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の
建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資
産税につき、最初の年度以降5年間課税を免除することができる。
(1)　租税特別措置法第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の
表の第3号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額
が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が100万円を超え
るもの
(平26条例16・追加、平29条例19・一部改正)

条例第8条第1項に規定する申請書は、別表第2に掲げる優遇措置
の区分に応じた申請書(様式第1号又は様式第2号)とし、その提出期
限は同表のとおりとする。
[条例第6条] [別表2] [様式第1号] [様式第2号]

前5条により、雇用奨励金の交付及び課税の免除(以下「優遇措置」と
いう。)を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に対して
申請書を提出しなければならない。
2　市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認
めるものについて、優遇措置を適用することができる。
(平26条例16・旧第7条繰下・一部改正)

宜野湾市企業立地促進条例施行規則

優遇措置の名称 申請書
申請書の提

出期限

雇用奨励金の交

付

雇用奨励金

交付申請書

(様式第1号)

操業開始の

日から 2年以

内

固定資産税の課

税免除

固定資産税

課税免除申

請書(新規・

継続)(様式第

2号)

課税年度の

年の1月31日
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第三条（定義） 第一条の二（インターネット付随サービス業） 第２条（用語） 第２条(用語の意義) 第２条（定義） 第２条（用語の意義） 第２条（定義）

第４条(情報通信産業振興地域における課税免除)

第二条（特定情報通信業）

第三十一条（課税の特例）

第９条(課税免除又は不均一課税の申請) 第５条(課税免除の申請） 第８条(課税免除の申請） 第７条(課税免除の申請）

第２条(課税免除又は不均一課税の申請) 第２条(課税免除の申請) 第２条(課税免除の申請) 第２条(課税免除の申請)

第三条（情報通信利用事業）

提出情報通信産業振興計画に定められた情
報通信産業振興地域の区域内において情
報通信産業又は情報通信技術利用事業の
用に供する設備を新設し、又は増設した法
人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械
及び装置、器具及び備品、建物及びその附
属設備並びに構築物を取得し、又は製作
し、若しくは建設した場合には、租税特別措
置法で定めるところにより、課税の特例の適
用があるものとする。

２　前条第一項の認定を受けた法人の特定
情報通信事業に係る所得については、租税
特別措置法で定めるところにより、課税の特
例の適用があるものとする。

第三十二条（地方税の課税免除又は不均一
課税に伴う措置）

第九条の規定は、地方税法第六条の規定に
より、地方公共団体が、提出情報通信産業
振興計画に定められた情報通信産業振興地
域の区域内において情報通信産業又は情
報通信技術利用事業の用に供する設備を新
設し、又は増設した者について、その事業に
対する事業税、その事業に係る建物若しくは
その敷地である土地の取得に対する不動産
取得税若しくはその事業に係る機械及び装
置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷
地である土地に対する固定資産税を課さな
かった場合又はこれらの地方税に係る不均
一の課税をした場合において、これらの措置
が総務省令で定める場合に該当するものと
認められるときに準用する。

(2)　情報通信産業　沖振法第3条第6号に規定する産
業をいう。
(3)　情報通信技術利用事業　沖振法第3条第8号に規
定する事業をいう。
(8)　情報通信産業振興地域　沖振法第28条第2項第2
号の規定により定められた地域をいう。

市長は、情報通信産業振興地域内において、沖振法
第28条第5項の規定による情報通信産業振興計画の提
出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成
31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備
を新設し、又は増設した青色申告者について、当該設
備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該
設備である構築物の敷地(直接その事業の用に供する
部分に限る。)である土地(提出日以後において取得し
たものに限り、かつ、土地については、その取得の日の
翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当
該家屋又は構築物の建設の着手があった場合におけ
る当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、事
業に供した後、新たに課されることとなった年度以後5年
度分について、課税を免除する。
(1)　沖振法第3条第6号に規定する情報通信産業又は
同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に
供する一の設備であって、これを構成する減価償却資
産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号
から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第
97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)
の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取
得価額の合計額が100万円を超えるもの

条例第8条の規定により固定資産税の課税免除を受け
ようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1
号)を課税免除を受けようとする年度の初日の属する年
の1月31日までに市長に提出しなければならない。
2　前項の課税免除申請書には、該当する対象資産に
よって次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)　個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)
第2条第1項第40号に規定する青色申告書の写し及び
同項第19号に規定する減価償却資産の減価償却費の
額の計算に関する書類
(2)　法人にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第
2条第37号に規定する青色申告書の写し及び同法第74
条第3項に規定する貸借対照表、損益計算書の写し並
びに同法第2条第23号に規定する減価償却資産の減
価償却費の額の計算に関する明細書の写し
(3)　当該事業内容が確認できる書類(定款等)
(4)　建築確認通知書及び検査証の写し(建物図面を含
む。)
(5)　建築請負契約書の写し(建物)
(6)　売買契約書の写し(土地)
(7)　登記簿謄本の写し(土地又は建物(土地及び建物
がある場合は両方))
(8)　条例第3条から第7条までの規定による対象設備に
係る平面見取り図
(9)　課税免除固定資産に係る対象設備の概要を明ら
かにする書類
(10)　産業高度化・事業革新促進地域において課税免
除を受けようとする者は、沖縄振興特別措置法第35条
の3第4項に規定する沖縄県知事の認定を受けた者で
あることを証する書類
(11)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める
書類

知事は、情報通信産業振興地域の区域内に
おいて、沖振法第28条第５項の規定による情
報通信産業振興計画の提出の日（以下この条
において「提出日」という。）から平成31年３月
31日までの間に、沖振法第３条第６号に規定
する情報通信産業又は同条第８号に規定する
情報通信技術利用事業の用に供する一の設
備であって、これを構成する減価償却資産（所
得税法施行令（昭和40年政令第96号）第６条
第１号から第７号まで又は法人税法施行令（昭
和40年政令第97号）第13条第１号から第７号
までに掲げるものに限る。）の取得価額の合計
額が1,000万円を超えるもの（以下「情報通信
産業振興地域対象設備」という。）又は機械及
び装置並びに器具及び備品で、これらの取得
価額の合計額が100万円を超えるものを新設
し、又は増設した者に対しては、次の各号に掲
げる税目の区分に従い、それぞれ当該各号に
定めるものについて、課税を免除するものとす
る。

法第三十二条に規定する総務省令で定
める場合は、次の各号に掲げる税目の区
分に応じ、当該各号に定める場合とす
る。

法第三条第六号の政令で定める事業活動は、ポータル
サイト・サーバ運営業（情報通信業に属する事業のうち、
インターネットの利用者が容易に検索することができるよ
うに体系的に構成された情報の提供をインターネットを利
用して行うもの（通信業及び情報サービス業に属するも
のを除く。）をいう。）、アプリケーション・サービス・コンテ
ンツ・プロバイダ（情報通信業に属する事業のうち、コン
テンツ（コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関す
る法律（平成十六年法律第八十一号）第二条第一項に
規定するコンテンツをいう。）の提供又は顧客のために情
報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行
うもの（通信業及び情報サービス業に属するものを除
く。）をいう。）及びインターネット利用サポート業（電子署
名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二
号）第二条第二項に規定する認証業務その他のインター
ネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業を
いう。）に係る事業活動とする。

(１)　事業税　情報通信産業振興地域対象設
備を事業の用に供した日の属する年以降５箇
年の各年又は当該設備を事業の用に供した
日の属する事業年度の初日から起算して５年
以内に終了する各事業年度に係る所得金額
又は収入金額（事業税の課税標準額となるも
のをいう。）のうち当該情報通信産業振興地域
対象設備に係るものとして規則で定めるところ
により計算した額に対して課するもの
　

(２)　不動産取得税　情報通信産業振興地域
対象設備である家屋及びその敷地である土地
の取得（提出日以後の取得に限り、かつ、土地
の取得については、その取得の日の翌日から
起算して１年以内に当該土地を敷地とする当
該家屋の建設の着手があった場合における当
該土地の取得に限る。）に対して課するもの

(３)　固定資産税　大規模償却資産のうち次に
掲げるいずれかの設備であるもの（提出日以
後において取得したものに限る。）に対して、
その取得の日の属する年の翌年（当該日が１
月１日である場合には、当該日の属する年）の
４月１日の属する年度以降５箇年度において
課するもの

 ア　情報通信産業振興地域対象設備
 イ　機械及び装置並びに器具及び備品で、こ
れらの取得価額の合計額が100万円を超える
もの

一部改正〔平成19年条例31号・24年56号・26
年44号・29年16号〕

第４条（情報通信産業振興地域における課税
免除）

条例第7条の規定による課税免除の申請は、当
該年度の初日の属する年の1月31日までに固定
資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長に提
出しなければならない。

第3条から前条までのいずれかの規定により固定資産
税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるとこ
ろにより、市長に対し課税免除の申請をしなければなら
ない。

第7条　第3条から前条までの規定により固定資産
税の課税免除を受けようとする者は、規則で定め
るところにより、市長に対して申請をしなければな
らない。

那覇市固定資産税の課税免除及び
不均一課税に関する条例施行規則

浦添市固定資産税の課税免除に
関する条例施行規則

うるま市固定資産税の課税免除に
関する条例施行規則

(2)　情報通信産業振興地域　沖振法第28条第2項
第2号の規定により定められた地域をいう。

(2)　情報通信産業振興地域　沖振法第28条第2
項第2号の規定により定められた地域をいう。

名護市固定資産税の課税免除に
関する条例施行規則

第3条から前条までの規定により固定資産税の課
税免除又は不均一課税を受けようとする者は、規
則の定めるところにより、市長に対し課税免除又は
不均一課税の申請をしなければならない。

第2条の2から前条までの規定により固定資産税の
課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところ
により、市長に対し申請をしなければならない。

条例第9条の規定により固定資産税の課税免除
又は不均一課税の申請をしようとする者は、次の
各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める申
請書を課税免除又は不均一課税を受けようとする
年度の初日の属する年の3月31日までに市長に
提出しなければならない。
(1)　条例第3条に基づく課税免除　観光地形成促
進地域における固定資産税の課税免除申請書
(2)　条例第4条に基づく課税免除　情報通信産業
振興地域における固定資産税の課税免除申請書
(3)　条例第5条に基づく課税免除　産業高度化・
事業革新促進地域における固定資産税の課税免
除申請書
(4)　条例第6条に基づく課税免除　国際物流拠点
産業集積地域における固定資産税の課税免除申
請書
(5)　条例第7条に基づく不均一課税　都市再開発
法(昭和44年法律第38号)による固定資産税の不
均一課税申請書
(6)　条例第8条に基づく不均一課税　中核的民間
施設に係る固定資産税の不均一課税申請書

条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を
申請する者は、固定資産税課税免除申請書(様式
第1号)を、その課税免除を受けようとする年度の初
日の属する年の1月31日までに提出しなければなら
ない。

市長は、情報通信産業振興地域の区域内におい
て、沖振法第28条第5項の規定による情報通信産
業振興計画の提出の日(以下この条において「提
出日」という。)から平成31年3月31日までの間に、
次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設し
た者について、当該設備である家屋及び償却資
産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の
敷地である土地(提出日以後において取得したも
のに限り、かつ、土地については、その取得の日
の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地と
する当該家屋又は構築物の建設の着手があった
場合における当該土地に限る。)に対して課する
固定資産税は、新たに課されることとなった年度
以後5年度分について、課税を免除する。
(1)　沖振法第3条第6号に規定する情報通信産業
又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事
業の用に供する一の設備であって、これを構成す
る減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令
第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法
施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から
第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合
計が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、これ
らの取得価格の合計額が100万円を超えるもの

市長は、情報通信産業振興地域の区域内におい
て、沖振法第28条第5項の規定による情報通信産
業振興計画の提出の日(以下この条において「提出
日」という。)から平成31年3月31日までの間で、か
つ、当該課税年度の4月1日の属する年の1月1日以
前1年の間に、次に掲げるいずれかの設備を新設
し、又は増設した者について、当該設備である家屋
及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備であ
る構築物の敷地である土地(提出日以後において取
得したものに限り、かつ、土地については、その取
得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を
敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手が
あった場合における当該土地に限る。)に対して課
する固定資産税を新たに課することとなった年度以
後5年度分におけるものに限り課税を免除する。
(1)　沖振法第3条第6号に規定する情報通信産業
又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業
の用に供する一の設備であって、これを構成する減
価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96
号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令
(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号まで
に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1,000
万円を超えるもの
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、これら
の取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(平26条例19・平29条例14・一部改正)

市長は、情報通信産業振興地域の区域内におい
て、沖振法第28条第5項の規定による情報通信
産業振興計画の提出の日(以下この条において
「提出日」という。)から平成31年3月31日までの間
に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増
設した者について、当該設備である家屋及び償
却資産並びに当該家屋又は当該設備である構
築物の敷地である土地(提出日以後において取
得したものに限り、かつ、土地については、その
取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土
地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着
手があった場合における当該土地に限る。)に対
して課する固定資産税は、新たに課されることと
なった年度以後5年度分について、課税を免除
する。
(1)　沖振法第3条第6号に規定する情報通信産
業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用
事業の用に供する一の設備であって、これを構
成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年
政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人
税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号
から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額
の合計額が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、これ
らの取得価額の合計額が100万円を超えるもの

県税の課税免除の特例に関する条例
那覇市固定資産税の課税免除
及び不均一課税に関する条例

浦添市固定資産税の課税免除
に関する条例

第４条（情報通信産業振興地域における課税免
除）

第３条(情報通信産業振興地域における課税免除) 第４条(情報通信産業振興地域における課税免
除)

うるま市固定資産税の課税免除
に関する条例

名護市固定資産税の課税免除
に関する条例

(２)　情報通信産業振興地域　沖振法第28条
第２項の規定により定められた同項第２号の情
報通信産業振興地域をいう。

(2)　情報通信産業振興地域　沖振法第28条第2
項第2号の規定により定められた地域をいう。

二　不動産取得税　対象設備設置者に
ついて、当該対象設備である家屋及びそ
の敷地である土地の取得（提出日以後の
取得に限り、かつ、土地の取得について
は、その取得の日の翌日から起算して一
年以内に当該土地を敷地とする当該家
屋の建設の着手があった場合における当
該土地の取得に限る。）に対して課する
不動産取得税について課税免除又は不
均一課税をすることとしている場合

三　固定資産税　提出日から平成三十一
年三月三十一日までの間に、次に掲げる
いずれかの設備を新設し、又は増設した
者について、当該設備である家屋及び償
却資産並びに当該家屋又は当該設備で
ある構築物の敷地である土地（提出日以
後において取得したものに限り、かつ、土
地については、その取得の日の翌日から
起算して一年以内に当該土地を敷地とす
る当該家屋又は構築物の建設の着手が
あった場合における当該土地に限る。）に
対して課する固定資産税について課税
免除又は不均一課税をすることとしている
場合

 イ　対象設備
 ロ　機械及び装置並びに器具及び備品
で、これらの取得価額の合計額が百万円
を超えるもの

一　事業税　法第二十八条第五項の規
定による情報通信産業振興計画の提出
の日（以下この条において「提出日」とい
う。）から平成三十一年三月三十一日ま
での間に、法第三条第六号に規定する
情報通信産業（以下「情報通信産業」とい
う。）又は同条第八号に規定する情報通
信技術利用事業（以下「情報通信技術利
用事業」という。）の用に供する一の設備
であって、これを構成する減価償却資産
（所得税法施行令第六条第一号から第七
号まで又は法人税法施行令第十三条第
一号から第七号までに掲げるものに限
る。）の取得価額の合計額が千万円を超
えるもの（以下この条において「対象設
備」という。）を新設し、又は増設した者
（以下この条において「対象設備設置者」
という。）について、沖縄県が、当該対象
設備を事業の用に供した日の属する年又
は事業年度以後の各年又は各事業年度
の所得金額又は収入金額（沖縄県にお
いて課する事業税の課税標準額となるも
のをいう。）のうち当該対象設備に係るも
のとして計算した額に対して課する事業
税について課税免除又は不均一課税を
することとしている場合

沖縄振興特別措置法 沖縄振興特別措置法施行令

沖縄振興特別措置法第九条等の
地方税の課税免除又は不均一課税
に伴う措置が適用される場合等を

定める省令

第二条（法第三十二条に規定する総務
省令で定める場合）

法第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとす
る。
一　自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは
一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設に
おいて顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事
業（これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のた
めにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処
理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を
行う事業を含む。）
二　電気通信事業（電気通信事業法（昭和五十九年法
律第八十六号）第二条第四号に規定する電気通信事業
をいう。次号において同じ。）のうち、インターネット接続
サービスを行うもの
三　電気通信事業のうち、電気通信設備（電気通信事業
法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下
同じ。）を介して、前号の事業を行う者の電気通信設備を
相互に接続するもの
四　移動端末設備（電気通信事業法第十二条の二第四
項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。）その他の
電気通信設備に係るプログラム（電子計算機に対する指
令であって、一の結果を得ることができるように組み合わ
されたものをいう。）の開発を行う企業等からの委託を受
けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設
備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定
する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証
を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効
率的な開発を支援する事業
五　自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、
かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計
算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他
の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己
の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客
に提供する事業
六　入場及び出場が主務省令で定める方法により管理さ
れる場所に設置される電子計算機であって、不正アクセ
ス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成
十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不
正アクセス行為をいう。）を防止するために必要な措置そ
の他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措
置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行
う事業

法第三条第八号の政令で定める事業は、次に掲げる業
務に係る事業とする
一　電話その他の情報通信の技術を利用する方法により
行う業務であって次に掲げるもの
イ　商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談
又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で
提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは
締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘
の業務
ロ　新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実
施に必要な基礎資料を得るためにする市場調査その他
の調査の業務
ハ　顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員
の給与の計算及び記録、顧客の会計帳簿の作成その他
のこれらに類する定型的な業務であって、複数の顧客か
らの委託を受けて行うもの
二　前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務
により得られた情報の整理又は分析の業務

六　情報通信産業　情報記録物（新聞、書籍
等の印刷物を除く。）の製造業、電気通信
業、映画、放送番組その他影像又は音声そ
の他の音響により構成される作品であって録
画され、又は録音されるものの制作の事業、
放送業（有線放送業を含む。）、ソフトウェア
業、情報処理・提供サービス業及びインター
ネット付随サービス業（インターネットを利用
した通信又は情報の処理若しくは提供に関
する事業活動であって政令で定めるものを
行う業種をいう。）をいう。
七　特定情報通信事業　情報通信産業に属
する事業のうち、情報の電磁的流通（符号、
音響、影像その他の情報の電磁的方式によ
る発信、伝送又は受信をいう。）の円滑化に
資する事業、情報処理の高度化を支援する
事業その他の企業等の経営の能率及び生
産性の向上を図る事業であって、その事業
を実施する企業の立地を図ることが情報通
信産業の集積を特に促進するものとして政
令で定めるものをいう。
八　情報通信技術利用事業　情報通信産業
以外の業種に属する事業者が情報通信の技
術を利用する方法により商品又は役務に関
する情報の提供を行う事業その他の政令で
定める事業をいう。
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平成30年8月31日現在

第三条（定義） 第四条（産業高度化・事業革新促進事業） 第２条（用語） 第２条(用語の意義) 第２条（定義） 第２条（用語の意義） 第２条（定義）

第９条(課税免除又は不均一課税の申請) 第５条(課税免除の申請） 第８条(課税免除の申請） 第７条(課税免除の申請）

第２条(課税免除又は不均一課税の申請) 第２条(課税免除の申請) 第２条(課税免除の申請) 第２条(課税免除の申請)

第三十六条（課税の特例）

(３)　固定資産税　大規模償却資産のうち次に
掲げるいずれかの設備（倉庫業の用に供する
ものを除く。）であるもの（提出日以後において
取得したものに限る。）に対して、その取得の
日の属する年の翌年（当該日が１月１日である
場合には、当該日の属する年）の４月１日の属
する年度以降５箇年度において課するもの

 ア　第１号アに掲げるもの
 イ　機械及び装置並びに器具及び備品で、こ
れらの取得価額の合計額が100万円を超える
もの

提出産業高度化・事業革新促進計画に定め
られた産業高度化・事業革新促進地域の区
域内において製造業等又は産業高度化・事
業革新促進事業を営む者は、産業高度化・事
業革新措置（製造業等の産業高度化若しくは
事業革新に必要な施設の整備その他の措置
又は産業高度化・事業革新促進事業に必要
な施設の整備その他の措置をいう。以下この
条及び次条において同じ。）の実施に関する
計画（以下この条において「産業高度化・事業
革新措置実施計画」という。）を作成し、当該
産業高度化・事業革新措置実施計画が適当
である旨の沖縄県知事の認定を申請すること
ができる。
２　産業高度化・事業革新措置実施計画に
は、次に掲げる事項を記載しなければならな
い。
一　産業高度化・事業革新措置により達成し
ようとする目標
二　産業高度化・事業革新措置の内容及び
実施期間
三　産業高度化・事業革新措置の実施体制
四　産業高度化・事業革新措置を実施するた
めに必要な資金の額及びその調達方法
３　産業高度化・事業革新措置実施計画に
は、登記事項証明書、貸借対照表その他の
主務省令で定める書類を添付しなければなら
ない。
（４項～７項略）

提出産業高度化・事業革新促進計画に定め
られた産業高度化・事業革新促進地域の区
域内において認定産業高度化・事業革新措
置実施計画に従って製造業等又は産業高度
化・事業革新促進事業の用に供する設備を新
設し、又は増設した認定事業者が、当該新設
又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具
及び備品並びに建物及びその附属設備を取
得し、又は製作し、若しくは建設した場合に
は、租税特別措置法で定めるところにより、課
税の特例の適用があるものとする。

第三十七条（地方税の課税免除又は不均一
課税に伴う措置）

第三十七条　第九条の規定は、地方税法第
六条の規定により、地方公共団体が、提出産
業高度化・事業革新促進計画に定められた産
業高度化・事業革新促進地域の区域内にお
いて認定産業高度化・事業革新措置実施計
画に従って製造業等又は産業高度化・事業
革新促進事業の用に供する設備を新設し、又
は増設した認定事業者について、その事業に
対する事業税、その事業に係る建物若しくは
その敷地である土地の取得に対する不動産
取得税若しくはその事業に係る機械及び装置
若しくはその事業に係る建物若しくはその敷
地である土地に対する固定資産税を課さな
かった場合又はこれらの地方税に係る不均一
の課税をした場合において、これらの措置が
総務省令で定める場合に該当するものと認め
られるときに準用する。

一　事業税　法第三十五条第四項の規定に
よる産業高度化・事業革新促進計画の提出
の日（以下この条において「提出日」という。）
から平成三十一年三月三十一日までの間
に、次に掲げるいずれかの設備（以下この条
において「特別償却設備」という。）を新設し、
又は増設した者（以下この条において「特別
償却設備設置者」という。）について、沖縄県
が、当該設備を事業の用に供した日の属す
る年又は事業年度以後の各年又は各事業
年度の所得金額又は収入金額（沖縄県にお
いて課する事業税の課税標準額となるものを
いう。）のうち当該設備に係るものとして計算
した額に対して課する事業税について課税
免除又は不均一課税をすることとしている場
合
 イ　租税特別措置法（昭和三十二年法律第
二十六号）第十二条第一項の表の第二号若
しくは第四十五条第一項の表の第二号の規
定の適用を受ける設備であって、取得価額
の合計額が千万円を超えるもの
 ロ　機械及び装置並びに器具及び備品で、
これらの取得価額の合計額が五百万円を超
えるもの

二　不動産取得税　特別償却設備設置者に
ついて、当該特別償却設備である家屋及び
その敷地である土地の取得（提出日以後の
取得に限り、かつ、土地の取得については、
その取得の日の翌日から起算して一年以内
に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の
着手があった場合における当該土地の取得
に限る。）に対して課する不動産取得税につ
いて課税免除又は不均一課税をすることとし
ている場合

三　固定資産税　提出日から平成三十一年
三月三十一日までの間に、次に掲げるいず
れかの設備を新設し、又は増設した者につ
いて、当該設備（倉庫業の用に供するものを
除く。）である家屋及び償却資産並びに当該
家屋の敷地である土地（提出日以後におい
て取得したものに限り、かつ、土地について
は、その取得の日の翌日から起算して一年
以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建
設の着手があった場合における当該土地に
限る。）に対して課する固定資産税について
課税免除又は不均一課税をすることとしてい
る場合

 イ　第一号イに掲げるもの
 ロ　機械及び装置並びに器具及び備品で、
これらの取得価額の合計額が百万円を超え
るもの

法第三条第十号に定める業種は、次のとお
りとする。
一　機械修理業
二　デザイン業
三　機械設計業
四　経営コンサルタント業
五　エンジニアリング業
六　非破壊検査業
七　自然科学研究所
八　電気業（沖縄の事業者の製品の開発力
の向上若しくは生産に関する技術の向上又
は沖縄の特産物として相当程度認識されて
いる農林水産物若しくは鉱工業品に由来す
るエネルギー源の利用の促進に寄与するも
のとして主務省令で定める施設又は設備を
法第三十五条第二項第二号に規定する産
業高度化・事業革新促進地域の区域内にお
いて設置して行うものに限る。）
九　商品検査業
十　計量証明業
十一　研究開発支援検査分析業

第三条（法第三十七条に規定する総務省令
で定める場合）

知事は、産業高度化・事業革新促進地域の区
域内において、沖振法第35条第４項の規定に
よる産業高度化・事業革新促進計画の提出の
日（以下この条において「提出日」という。）から
平成31年３月31日までの期間に、沖振法第35
条の３第４項の規定による認定に係る産業高
度化・事業革新措置実施計画に従って、製造
業等又は産業高度化・事業革新促進事業の
用に供する設備のうち、租税特別措置法（昭
和32年法律第26号）第12条第１項の表の第２
号若しくは第45条第１項の表の第２号の規定
の適用を受ける設備であって取得価額の合計
額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装
置並びに器具及び備品で、これらの取得価額
の合計額が500万円（固定資産税について
は、100万円）を超えるものを新設し、又は増設
した青色申告者（沖振法第35条の３第４項の
規定による認定を受けた者に限る。）に対して
は、次の各号に掲げる税目の区分に従い、そ
れぞれ当該各号に定めるものについて、課税
を免除するものとする。

市長は、産業高度化・事業革新促進地域の区域内
において、沖振法第35条第4項の規定による産業高
度化・事業革新促進計画の提出の日(以下この条に
おいて「提出日」という。)から平成31年3月31日まで
の間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は
増設した青色申告者で、沖振法第35条の3第4項の
規定による沖縄県知事の認定を受けた者につい
て、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)で
ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地(直
接その事業の用に供する部分に限る。)である土地
(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土
地については、その取得の日の翌日から起算して1
年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の
着手があった場合における当該土地に限る。)に対
して課する固定資産税は、事業に供した後、新たに
課されることとなった年度以後5年度分について、課
税を免除する
(1)　租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条
第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号
の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の
合計額が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、これら
の取得価額の合計額が100万円を超えるもの

(１)　事業税　次に掲げるいずれかの設備（以
下「認定産業高度化・事業革新措置実施計画
特別償却適用設備」という。）を事業の用に供
した日の属する年以降５箇年の各年又は認定
産業高度化・事業革新措置実施計画特別償
却適用設備を事業の用に供した日の属する事
業年度の初日から起算して５年以内に終了す
る各事業年度に係る所得金額又は収入金額
（事業税の課税標準額となるものをいう。）のう
ち当該認定産業高度化・事業革新措置実施
計画特別償却適用設備に係るものとして規則
で定めるところにより計算した額に対して課す
るもの
　
 ア　租税特別措置法第12条第１項の表の第２
号又は第45条第１項の表の第２号の規定の適
用を受ける設備であって、取得価額の合計額
が1,000万円を超えるもの
 イ　機械及び装置並びに器具及び備品で、こ
れらの取得価額の合計額が500万円を超える
もの

(5)　産業高度化・事業革新促進事業　沖振法第3条
第10号に規定する事業をいう。
(9)　産業高度化・事業革新促進地域　沖振法第35
条第2項第2号の規定により定められたものをいう。

第５条(産業高度化・事業革新促進地域における課
税免除)

第3条から前条までの規定により固定資産税の
課税免除又は不均一課税を受けようとする者
は、規則の定めるところにより、市長に対し課税
免除又は不均一課税の申請をしなければなら
ない。

那覇市固定資産税の課税免除及び
不均一課税に関する条例施行規則

浦添市固定資産税の課税免除に
関する条例施行規則

うるま市固定資産税の課税免除に
関する条例施行規則

(２)　不動産取得税　認定産業高度化・事業革
新措置実施計画特別償却適用設備である家
屋及びその敷地である土地の取得（提出日以
後の取得に限り、かつ、土地の取得について
は、その取得の日の翌日から起算して１年以
内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の
着手があった場合における当該土地の取得に
限る。）に対して課するもの

名護市固定資産税の課税免除に
関する条例施行規則

条例第9条の規定により固定資産税の課税免
除又は不均一課税の申請をしようとする者は、
次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定
める申請書を課税免除又は不均一課税を受け
ようとする年度の初日の属する年の3月31日ま
でに市長に提出しなければならない。
(1)　条例第3条に基づく課税免除　観光地形成
促進地域における固定資産税の課税免除申請
書
(2)　条例第4条に基づく課税免除　情報通信産
業振興地域における固定資産税の課税免除申
請書
(3)　条例第5条に基づく課税免除　産業高度
化・事業革新促進地域における固定資産税の
課税免除申請書
(4)　条例第6条に基づく課税免除　国際物流拠
点産業集積地域における固定資産税の課税免
除申請書
(5)　条例第7条に基づく不均一課税　都市再開
発法(昭和44年法律第38号)による固定資産税
の不均一課税申請書
(6)　条例第8条に基づく不均一課税　中核的民
間施設に係る固定資産税の不均一課税申請書

条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を
申請する者は、固定資産税課税免除申請書(様式
第1号)を、その課税免除を受けようとする年度の
初日の属する年の1月31日までに提出しなければ
ならない。

条例第8条の規定により固定資産税の課税免除を
受けようとする者は、固定資産税課税免除申請書
(様式第1号)を課税免除を受けようとする年度の初
日の属する年の1月31日までに市長に提出しなけれ
ばならない。
2　前項の課税免除申請書には、該当する対象資産
によって次に掲げる書類を添付しなければならな
い。
(1)　個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33
号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書の写
し及び同項第19号に規定する減価償却資産の減価
償却費の額の計算に関する書類
(2)　法人にあっては法人税法(昭和40年法律第34
号)第2条第37号に規定する青色申告書の写し及び
同法第74条第3項に規定する貸借対照表、損益計
算書の写し並びに同法第2条第23号に規定する減
価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細
書の写し
(3)　当該事業内容が確認できる書類(定款等)
(4)　建築確認通知書及び検査証の写し(建物図面
を含む。)
(5)　建築請負契約書の写し(建物)
(6)　売買契約書の写し(土地)
(7)　登記簿謄本の写し(土地又は建物(土地及び建
物がある場合は両方))
(8)　条例第3条から第7条までの規定による対象設
備に係る平面見取り図
(9)　課税免除固定資産に係る対象設備の概要を明
らかにする書類
(10)　産業高度化・事業革新促進地域において課
税免除を受けようとする者は、沖縄振興特別措置法
第35条の3第4項に規定する沖縄県知事の認定を受
けた者であることを証する書類
(11)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認
める書類

条例第7条の規定による課税免除の申請は、当
該年度の初日の属する年の1月31日までに固
定資産税課税免除申請書(様式第1号)を市長
に提出しなければならない。

第2条の2から前条までの規定により固定資産税の
課税免除を受けようとする者は、規則の定めるとこ
ろにより、市長に対し申請をしなければならない。

市長は、産業高度化・事業革新促進地域の区
域内において、沖振法第35条第4項の規定によ
る産業高度化・事業革新促進計画の提出の日
(以下この条において「提出日」という。)から平
成31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれ
かの設備を新設し、又は増設した者で沖振法
第35条の3第4項の規定による沖縄県知事の認
定を受けたものについて、当該設備(倉庫業の
用に供するものを除く。)である家屋及び償却資
産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日
以後において取得したものに限り、かつ、土地
については、その取得の日の翌日から起算して
1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の
建設の着手があった場合における当該土地に
限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課
されることとなった年度以後5年度分について、
課税を免除する。
(1)　租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第
12条第1項の表の第2号又は同法第45条第1項
の表の第2号の規定の適用を受ける設備であっ
て、取得価額の合計額が1,000万円を超えるも
の
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、こ
れらの取得価額の合計額が100万円を超えるも
の

第3条から前条までのいずれかの規定により固定資
産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定め
るところにより、市長に対し課税免除の申請をしなけ
ればならない。

第7条　第3条から前条までの規定により固定資
産税の課税免除を受けようとする者は、規則で
定めるところにより、市長に対して申請をしなけ
ればならない。

(3)　産業高度化・事業革新促進地域　沖振法第
35条第2項第2号の規定により定められたものをい
う。

第４条(産業高度化・事業革新促進地域における
課税免除)

第５条(産業高度化・事業革新促進地域におけ
る課税免除)

第５条(産業高度化・事業革新促進地域におけ
る課税免除)

市長は、産業高度化・事業革新促進地域の区
域内において、沖振法第35条第4項の規定によ
る産業高度化・事業革新促進計画の提出の日
(以下この条において「提出日」という。)から平
成31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれ
かの設備を新設し、又は増設した者で、沖振法
第35条の3第4項の規定による沖縄県知事の認
定を受けた者について、当該設備(倉庫業の用
に供するものを除く。)である家屋及び償却資産
並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以
後において取得したものに限り、かつ、土地に
ついては、その取得の日の翌日から起算して1
年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建
設の着手があった場合における当該土地に限
る。)に対して課する固定資産税は、新たに課さ
れることとなった年度以後5年度分について、課
税を免除する。
(1)　租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第
12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表
の第2号の規定の適用を受ける設備であって、
取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、こ
れらの取得価額の合計額が100万円を超えるも
の

浦添市固定資産税の課税免除
に関する条例

うるま市固定資産税の課税免除
に関する条例

市長は、産業高度化・事業革新促進地域の区域
内において、沖振法第35条第4項の規定による産
業高度化・事業革新促進計画の提出の日(以下こ
の条において「提出日」という。)から平成31年3月
31日までの間で、かつ、当該課税年度の4月1日
の属する年の1月1日以前1年の間に、次に掲げる
いずれかの設備を新設し、又は増設した者で、沖
振法第35条の3第4項の規定による沖縄県知事の
認定を受けた者について、当該設備(倉庫業の用
に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並
びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後にお
いて取得したものに限り、かつ、土地については、
その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該
土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があっ
た場合における当該土地に限る。)に対して課する
固定資産税を新たに課することとなった年度以後
5年度分におけるものに限り課税を免除する。
(1)　租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12
条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2
号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額
の合計額が1,000万円を超えるもの
(2)　機械及び装置並びに器具及び備品で、これ
らの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(平26条例19・平29条例14・一部改正)

名護市固定資産税の課税免除
に関する条例

(3)　産業高度化・事業革新促進地域　沖振法
第35条第2項第2号の規定により定められたもの
をいう。

(3)　産業高度化・事業革新促進地域　沖振法
第35条第2項第2号の規定により定められた地
域をいう。

沖縄振興特別措置法 沖縄振興特別措置法施行令

沖縄振興特別措置法第九条等の
地方税の課税免除又は不均一課税
に伴う措置が適用される場合等を

定める省令

県税の課税免除の特例に関する条例
那覇市固定資産税の課税免除
及び不均一課税に関する条例

第三十五条の三（産業高度化・事業革新措置
実施計画認定等）

十　産業高度化・事業革新促進事業　産業高
度化（事業者の製品若しくは役務の開発力、
生産若しくは役務の提供に関する技術又は経
営の能率が向上することをいう。以下同じ。）
又は事業革新（沖縄の特産物として相当程度
認識されている農林水産物若しくは鉱工業品
又は当該鉱工業品の生産に係る技術の活用
により新たな事業を創出し、又は新たな需要
を相当程度開拓することをいう。以下同じ。）
に特に寄与すると認められる業種として政令
で定めるものに属する事業をいう。

法第三十七条に規定する総務省令で定める
場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応
じ、当該各号に定める場合とする。

(３)　産業高度化・事業革新促進地域　沖振法
第35条第２項の規定により定められた同項第２
号の産業高度化・事業革新促進地域をいう。

第５条（産業高度化・事業革新促進地域にお
ける課税免除）
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＊現在固定資産の価額の
記載が必要な企業は
沖縄電力のみ（講師加筆）


