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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 3431 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〉世界幸福度ランキングで日本は過去最低の 62 位。内訳で見ると（報道・言論等の）自由度（64 位）、寛容さ（92 位）の低さが影響か。

「自助・共助・公助」が好きな菅さん
　自民党総裁選で、菅さんは「私が目指す社会保障は自助、

共助、公助、そして絆だ。そして地域や家族がお互い助け

合う。そのうえで政府がセーフティーネットで守る」と述

べました。他の候補者が「新自由主義は近年批判を浴びて

きた」「格差が広がっている」などと一応の反省を述べたの

と比べても、菅さんの無反省ぶりは突出しています。

　「自助、共助、公助」という言葉が多用されるようになっ

たのは 2000 年代に入ってからです。「聖域なき構造改革」

と銘打ち社会保障改悪を進めた小泉政権のもとで、自己責

任を強調するフレーズとして使われました。小泉「構造改革」

は、医療や介護の現場を疲弊させ、日本各地で「医療難民」「介

護難民」と呼ばれる事態を引き起こしました。菅さんは「自

助・共助の促進」と、「公助の縮小」を狙っているのでしょう。

《 大宮民商 予定表 》
10/18（日）見沼支部総会（片柳コミセン）14:00 ～
10/19（月）オール埼玉総行動（埼玉会館大ホール）
10/20（火）西支部総会（大宮民商 2 階）11:00 ～
10/25（日）大宮民商 本部総会（西部文化センター）

知事らの給与削減案否決 自民が反対
　埼玉県議会の総務県民生活委員会は 10 月 8 日、知事ら特
別職の給与と議員報酬を減額し、新型コロナ等の感染症対策
推進基金に積み立てるという条例案を否決しました。最大会
派の自民党県議団の反対多数によるもので、自民党県議団の
委員六人が反対し、自民を除く会派の委員五人は賛成でした。
　反対した自民委員は「特別職の給与減額は県人事委員会勧
告を参考に慎重に行なうべきだ」「減額分の基金への積み立
ては、公職選挙法で禁じる寄付行為と見られかねない。パ
フォーマンス的な政治行為には違和感を覚える」と主張。
　大野元裕知事は否決を受け、「適切な対応だと思って出し

たので残念だ。本会議
で賛成に回ってもらえ
ると信じて、丁寧に説
明したい」と述べまし
た。しかし現状では 14
日の本会議でも否決さ
れる見通しです。
　県人事課によると、
32 道府県が新型コロナ
を理由に知事の給与を
減額しているとのこと
です。

埼玉県議会　会派別議員数
総務県民

生活委員会
議会
全体

自民 7 50
無所属県民会議（県民） 1 14

民主フォーラム 2 10
公明 1 9

共産党 1 6
無所属改革の会（改革） - 1

無所属 - 1
合　計 12 91

youtube でライブ配信を予定
 立憲主義を取り戻す！
 　戦争させない！ 
 　　９条こわすな！

10・19 オール埼玉総行動
10月19日（月）18 時開場 /18 時半開会

埼玉会館大ホール（浦和駅西口徒歩 6 分）

youtube アドレス
https://www.youtube.com/
watch?v=REo6ZORlZhk

　埼玉も開始　Go To Eat キャンペーン
　　飲食店経営者は要チェック !!
　感染予防対策に取り組みながら営業する飲食店を応援する「Go To 

イート」キャンペーン。埼玉県でも『Go To Eat キャンペーン埼玉県プレミアム付
き食事券』の販売が 10 月 23 日から始まります（事前予約はすでに開始）。
　購入は、Web で申し込みファミリーマートの端末機を操作して行います。
10,000 円で 12,500 円分の食事券を購入できます。使用できる店舗はホームページ
に掲載されています。（ 「GO TO EAT　埼玉」で検索）
　キャンペーンに参加したい飲食店は、同ホームページから
Web で、もしくは申請書をダウンロードして FAX で登録申請が
できます。登録飲食店向けに分かりやすく解説された案内動画
もあるので、登録を検討中のお店はぜひ見てみてください。

キャンペーンHP

大宮民商 本部総会
日時：10 月 25 日（日）9:30 ～ 11:00
会場：西部文化センター
　　　（さいたま市西区三橋 6-642-4）

　各支部の代議員はご出席をお願いします。感染症対
策のため規模縮小・時間短縮で行ないます。お弁当を
ご用意します。



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


