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《相談は大宮民商へ》
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☆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〉自転車レース「さいたまクリテリウム」について、浦和税務署はさいたま市に税務調査に入った。市議会文教委員会で報告されたが、調査内容は明らかになっていない。

雇用調整助成金のコロナ特例は

2021年2月末まで延長されました

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＆クオ
カード 500 円分プレゼント。お申し込みは大宮民商へ。

大宮民商News
大宮民主商工会〒330-0856 さいたま市大宮区三橋 3-262
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給与支払事業所 は　年末調整の準備をしましょう　年末調整とは？
　事業者の方は、従業員への毎月の給与や賞与から所得税を源泉徴収していますが、その税額と、実際に従業員の方が納
めなければならない税額は通常一致しません。そこで、１年間の給与総額が確定する年末にその年に収めるべき税額を正
確に計算し、すでに収めた税額との過不足を精算するための手続きが「年末調整」です。

従業員へ早めの告知を ～ 控除証明書類を提出してもらう　税務署から届いた封筒の中から、従業員に

・給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書　　～を渡して記入押印してもらいます。
　また、生命保険や地震保険の控除を証明するハガキ、住宅借入金等特別控除申告書と年末残高証明
書、配偶者控除等に必要な配偶者の収入証明（源泉徴収票など）も一緒に提出してもらいます。

国民年金の人は　「（国民年金保険料）控除証明書」が必要です（毎年 11 月頃に届きます）。

国保の人は　納めた時の領収書等で合計額を算出しておけば OK です。「健康保険料の納付確認書」でも確認できますが、
書類の発送が１月下旬（発送自体が無い場合も）なので、役所に申請して発行してもらいます。土建国保の人は土建に問
い合わせましょう。

いつから年調計算できる？　従業員からの各種書類がそろい、その年中に支払われる給与総額（賞与含む）が確定
すれば計算できます。例えば、賞与なし・毎月の給料が 25 日締めの翌月 10 日払いであれば、12 月 10 日に支払われる
給与がその年中に支払われる最終給与となり、この例では最短で 11 月 25 日にその年中の給与総額が確定します。

確定申告が必要な人　１か所からしか給与の支払いを受けていない人は、年末調整をすれば確定申告は必要無くなり
ますが、２カ所以上から給与の支払いを受けている人、医療費控除を受けようとする人、住宅ローン控除を初めて受けよ
うとする人などは、個人で確定申告する必要がありますので、その旨を従業員に告知しましょう。

《 予　定　表 》
12/15（火） 婦人部会 13:00 ～
12/28（月） 大宮民商事務所 仕事納め
  1/ 5（火） 大宮民商 事務所開き

「中小業者減らせ」に激しく反対 商工会議所
　毎年 11 月ころに行なわれるさいたま市

省庁交渉。 11 月 25 日、 大宮ソニック

シティビルでのさいたま商工会議所との懇

談は例年よりも人数を減らしての開催となりましたが、 大宮民商か

らは 2名が参加し、 有意義な懇談となりました。

　やはり話題はコロナ関連が中心に。「『 コロナの影響は終わった』

という業者もいるが、 もちろんそうじゃない業者も多く、 その差が激

しい。 飲食 ・ サービス業は大打撃を受けているが、 生活雑貨 ・一

戸建て ・楽器などは売り上げを増やしている」。

　菅内閣の成長戦略会議の議員に起用されたデービット ・ アトキン

ソンが「 日本は中小企業が多すぎる。 力のない中小企業は淘汰さ

れるべき」 と意見したことに対し、 商工会議所の会頭は激しく反対

している、 という話も。

　「 国内の大企業と中小企業が共に成長していける共同体を作る目

的の『 パートナー構築宣言』 に登録すると、 補助金申請時の審査

に加点されるなどのメリットがある」 という説明もありました。



家賃の支払いがある事業者は申請できます （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：〒 330-0845 大宮区仲町 2-26 富士ソフトビル 4F
　※�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給付金を支給

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☎ 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

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


