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活用しよう 国保 の 減免 制度
により国民健康保険税（料）の減免が受けられます。
 入が令和元年に比べて 10 分の 3 以上減
要件：収
少する見込みであること（その他細かい要件有）
令和 2 年の収入が結果的に 10 分の 3 以上減少しな
かったとしても、減免の取り消しはありません。

さいたま市の申請期限：2021 年 3 月 1 日まで
※その他の地方自治体の申請期限はお住まいの役所に確
認してください。
※土建国保にも減免制度があります。 埼玉土建の申請期
限は 2020 年 12 月 15 日までです。 詳しくは土建各
支部事務所へお問い合わせください。

11 月 3 日の憲法記念日。菅首相に
よる「学術会議の任命拒否」問題に
抗議し、憲法が生きる政治を実現し
ようとアピールする行動が各地で行
なわれました。
安全保障関連法に反対する学者の
会と全国大学有志の会が主催した抗
議には、大学関係者や市民、宗教者
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確定申告や年末調整に使う、各種の控
除証明書類が発送されています。
生命保険や地震保険、国民年金、小規模企業共済な
どの控除証明書が送られてくる時期です。郵便物を確
認し、大切に保管してください。
国民健康保険税（料）に関しては、確
定申告や年末調整に証明書を添付する
必要はありません。領収書などで年内
に支払った金額を確認しておきましょ
う。金額が不明な場合は、早めに市区
町村に問い合わせて確認しましょう。土建国保の人は、
土建事務所に「支払証明書」の発行を依頼しましょう。

インフルエンザの予防接種
プラカードを掲げ抗議する参加者

国会前行動

11 月 16 日

控除証明書類 が 発送 されています

新型コロナの影響で収入が減少した世帯は、申請

任命拒否に抗議

2020 年

が駆け付けました。「学者の会」呼
びかけ人の佐藤学・学習院大学特任教授は「予算も足りず、手

流行前にワクチンを接種しましょう
埼玉県では、65 歳以上の人であれば 12 月までは
無料で接種できます（1 月以降は自己負担がかかる
場合があります）
。
今年は新型コロナの影響
で、
「待合室ではなく外で待機」
「1 日の接種人数の制限」など
があるようです。寒さが本格
化する前に、可能な限り早め
に予防接種を受けましょう。

当も返上してきた。閣僚の大半を日本会議が占める菅政権こそ
『多様性』がない」と批判しました。
国会正門前には「アベ政治を許さない」
「スガ政治も許さない」
と書かれたポスターを掲げる市民が集まりました。参加者の男
性は「学術会議の問題でも、その先に
は言論弾圧があります。数をとったら
何でもしていいというものではない。
野党には頑張ってもらわないと」と話
国会正門前に集まった参加者

しました。

《 大宮民商 予定表 》
11/16（月）理事会 19:00 ～
11/17（火）婦人部会 13:00 ～
11/20（金）共済会理事会 19:00 ～
11/29（日）共済会総会 10:00 ～（西部文化センター）

秋の大腸がん検診 受付中
検査は簡単！便潜検査は、少量の便から出
血を検出できます。自宅で採便、郵送する
だけ。痛くありません。

検査費用：2, ０００円
実施期間：12 月 18 日必着まで

民商共済会加入者は実質無料！
☆共済加入者で締切日（12 月 18 日必着）までに検体
を発送した方には、2,000 円キャッシュバックと、クオ
カード 500 円分をプレゼントします。

お申し込みは大宮民商へ

TEL:623-6731

FAX:622-7162

☆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。
〈税金〉埼玉県が県内市町村の個人住民税の納税率を表彰。市では桶川市・白岡市が 98.2% で 1 位。鴻巣市が 98.1% で 2 位。町村では東秩父村が 100%。

（国）持続化給付金

個人事業に最大 100 万円
中小法人に最大 200 万円
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給付金を支給

申請期限
申請窓口

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）
完全予約制☎ 0120-279-292 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
●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。

必要
書類

〕〔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
●個人 □身分証明書〔運転免許証（両面）
□ 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

（国）家賃支援給付金

家賃の支払いがある事業者は申請できます
支給対象

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。

①②③を

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。

全て満た
すこと

対象外
給付額
申請期限

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
・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）

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

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
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

申請窓口

※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！

□☆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）
必要書類

□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
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。
主な要件

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
申請期限
申請方法

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））

2021 年 2 月 15 日まで
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。

