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申告・記帳・決算
新規開業・法人設立
労働保険・一人親方
税金相談・法律相談

《相談は大宮民商へ》

全国商工新聞 第 3427 号 付録

☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願いします。☆相談・来所時は事前に電話予約してください。
〈世相〉9 月 14 日の自民党総裁選で、菅義偉（すがよしひで）氏が新総裁に選出。菅氏は安倍政治を引き継ぐ旨を表明。

《 大宮民商 予定表 》
10/ 9（金）大宮支部総会 18:30 ～（みな家）
10/13（火）婦人部総会 12:00 ～（大宮民商 2 階）
10/25（日）大宮民商 本部総会（西部文化センター）

大宮民商 婦人部総会
日時 ： １０月１３日（火） １２: ０0開会

会場 ：大宮民商2階

　総会後は食事懇親会です。お弁当を用意します。
参加申込は 10/9 までに民商の平山まで連絡ください。

収支内訳書が無くても申請できるようになった !　さいたま市 緊急経済支援金 10 万円
内容

市内に本社がある小規模法人と、市内で事業を行い住民登録のある個人事業主に支給。※市税の滞納が無いこと。
※令和2年4月7日以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。

申請方法 9 月 30 日まで に簡易書留で郵送（書類は市役所と大宮・浦和・中央・岩槻区役所で配布。市ホームページからダウンロード可）

必要書類

法人□�令和元年分の法人税 確定申告書 別表一の控え（税務署の受付印があるもの）□法人事業概況書（両面）の控え
　　□��登記簿謄本（発行 3カ月以内）または法人設立届の控え

個人□�身分証明書（運転免許証、健康保険証など）　□�確定申告書�第一表の控え（令和元年分。税務署の受付印があるもの）
　　□�税務署に提出した開業届の控え もしくは�青色決算書 

　※ 白色申告で開業届を税務署に提出していない人は、下記 3 点を用意すれば OK ！
　　　□「個人事業主としての確認書（開業届未提出者用）」
　　　□令和元年分の確定申告書 第二表の控え　□収支内訳書の両面（事業所得、不動産所得）の控え
　　　　収支内訳書も出せない場合は、事業実態を確認するための書類を用意すれば OK ！
　　　　〔例〕☆帳簿、売上台帳などの写し（年間でなく、一部期間で可）　　☆店舗、事業所等の写真
　　　　　　☆受発注伝票、支払調書、依頼票（一部でも可）　　　☆業種別組合の組合員証の写し（〇〇業組合 等）

共通�□振込先口座の通帳の１・２ページ目　□許認可証等の写し（事業活動に必要な業種のみ）

さいたま市の事業者向け支援金の申請期限日は�9月30日です！�忘れずに！

今こそ消費税減税の世論を大きく
　昨年 10月の消費税 10％への増税によって、中小業

者はケタ違いの悪影響を受けました。

　コロナ禍がこれに追い打ちをかける中、民商・全商

連は「自粛と一体の補償」「消費税減税」を求めて運動

してきました。

　地方議会や与党内でも消費税減税を求める声が広が

るとともに、「中小業者に対する支援策」として、世界
各国では付加価値税（日本の消費税に相当）の引き下
げに踏み出しました。　憲法理念に基づいた「税の取
り方と使い方」の実現へ、消費税減税を求める運動の

一層の強化が求められる情勢です。日本でも「消費税

は下げるべき」の声を上げていきましょう。

たばこ税 増税 で値上げ
　10 月 1 日からたばこ税が増税され、それにともない
多くのたばこが値上げされます。1 箱当たり主として 40
～ 50 円の値上げが行なわれます。値上げ前にまとめ買
いをする人が増えています。

【主な銘柄と値上げ額】
・セブンスター、ピース：510 円→ 560 円
・メビウス、ピアニッシモ：490 円→ 540 円
・マールボロ：520 円→ 570 円
・ラーク：460 円→ 500 円
・キャメル：400 円→ 450 円
・ラークスマート：390 円→ 430 円
・ホープ（10 本）：260 円→ 280 円

　セブンスターは 1969 年に定価 100 円で発売され、そ
の後は物価上昇に合わせて値上がりし、1986 年に 220
円に。これ以後の値上げは税の影響によるもので、1997
年に消費税 5％を受けて 230 円、1998 年 250 円、2003
年 280 円、2006 年 300 円、2010 年 440 円、2014 年に消
費税 8% を受けて 460 円、2018 年 500 円、2019 年に消
費税 10% を受けて 510 円の価格になっていました。
　たばこ税は、2021 年 10 月 1 日にもう一度増税される
予定です。



家賃支払いがある事業者を支援～ （国）家賃支援給付金　
支給対象
①②③を
全て満た
すこと

①  2019 年 12 月 31 日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続を望む中小企業及び個人事業者。
②  5月～12月の売上高について、1ヵ月で前年同月比▲ 50％以上または連続する 3ヵ月の合計で前年同期比▲ 30% 以上。
③事業のために占有する土地・建物の賃料支払いがある。

駐車場や倉庫、個人事業主の住居兼事務所で事業用として税務申告している部分も支給対象です

対象外
・�転貸を目的とした取引　・貸し主と借り主が夫婦または一親等以内の取引
・貸し主と借り主が実質的に同じ取引（社長が自分の会社に貸している、など）

給付額 支払賃料× 2/3 の 6 倍（法人最大 600 万円　個人最大 300 万円）※細かな算定法は経産省 HP を参照

申請期限 2021 年 1 月 15 日まで　支給が決定されると、大家さん（貸し主）にも通知が届きます

申請窓口
完全予約制 ℡ 0120-150-413 埼玉会場：大宮区仲町 2-26 富士ソフトビル TKP 大宮ビジネスセンター
　※ 事前に「申請補助シート」をホームページから印刷して記入し、会場へ持参します。印刷が困難な場合は会場に

印刷した用紙があるので事前に取りにいきましょう。※WEB申請も有りパソコンが得意な人はチャレンジ！

必要書類

□☆誓約書　□身分証明書（個人の場合）　□対象月の売上台帳等　□通帳の表紙と 1、2 ページ目
□ 2019 年分の申告書控え（法人は事業概況書も）（個人の青色申告者は青色決算書も）
□ 直前 3 カ月間の賃料支払いを証明する書類（通帳の写し、振込明細書、☆支払実績証明書など）
□ 賃貸借契約書（無い場合は「☆賃貸借契約等証明書）

（☆印の書類はホームページからダウンロードします）

（埼玉県）中小企業・個人事業主等家賃支援金
主な要件

①埼玉県内にある建物、土地等を事業目的で賃借している。
②国の家賃支援給付金に申請し、給付通知を受け取っている。
③ 2019 年の月平均売上が 15 万円以上ある。

給付額 月額支払家賃の 1/15 の 6 か月分（上限額 20 万円（契約が複数の場合は 30 万円））

申請期限 2021 年 2 月 15 日まで

申請方法
電子申請…「埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金（賃借人）」で検索
郵送申請…書類をホームページからダウンロードするか、県庁・市役所等で入手

　埼玉県は、売上が減少した店舗に家賃を減免した�賃貸人（大家・オーナー等）に対する支援金の制
度も行なっています。詳細は申請要領・県のホームページなどをご覧ください。

個人事業に最大 100 万円
中小法人に最大 200 万円 （国）持続化給付金

内容 　2020 年 1～ 12月のいずれかの月で売上が前年同月比 50％以上減少している事業者に支給。

申請期限  2021 年 1 月 15 日まで にWeb申請（https://jizokuka-kyufu.jp）もしくは 窓口申請（完全予約制）

申請窓口 完全予約制☎ 0570-077-866さいたま会場：浦和区高砂 3-17-15 さいたま商工会議所会館 1F

必要
書類

●法人 □直近の確定申告書 第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　　 □ 直近の法人事業概況書の控え（2 枚（両面））※無い人は民商へご相談ください。

●個人 □身分証明書〔運転免許証（両面）〕〔マイナンバーカード〕〔住民票＆健康保険証のセット〕…のいずれか
　　　 □ 2019 年分の確定申告書 第一表の控え（税務署の受付印があるもの）
　　　 □  2019 年分の青色決算書の控え（2 枚）（表紙と月別売上が記載のページ）※青色申告の場合のみ

●共通�□対象月の月間事業収入が分かるもの（「2020 年〇月の売上」と明確に記載されているもの）
　　　 □ 口座通帳の写し（表紙と表紙を開いた 1・2 ページ目の両方）※申請者本人もしくは法人名義のもの


