申告・記帳・決算

大宮民商News

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》

大宮民主商工会〒330-0856 さいたま市大宮区三橋 3-262
TEL:048-623-6731 FAX:048-622-7162 休み:第２第４土と日祝
営業時間：9 ～ 17 時 WEB http://www.ohmiyaminsyo.jp/index.html

全国商工新聞 第 3450 号 付録

2020 年

（令和 2 年）

12 月 21 日
第 1088 号

今号は年内最終号（12 月 28 日号は休刊）となります。
次号は 1月4・11日合併号（12月第4週～年内に配達予定）です。
さいたま市政を見つめ直す

コロナ禍の地域経済シンポジウム
熱弁を振るう金子勝さん

１2 月 6 日の日曜日、浦和区にある埼玉会館で「さいたま市制を考えるシンポジウム『コロナ禍の地域
経済』」が開催され、コロナ禍で大規模な集客を行なえない中でも 200 人が参加しました。
シンポジウムの前の基調講演では、テレビやラジオでもおなじみの金子勝さん（立教大学教授・慶応大
学名誉教授）が「2021 年日本経済の現状と課題」について講演しました。その中で金子さんは「新型コロ
ナは東アジア人は重症化しにくいので、日本は欧米と比べれば被害は少ないが、韓国やベトナムよりも感
染者数・死亡者数は多い。日本は戦争時から、リーダーがミスをしても責任を取らない。現在の政治や経
済もそれの延長線上にある『無責任体制』であり、新型コロナへの政策も癒着・利権を優先している無責
任なものである。失敗が重なれば批判されるが、政府はそれを許さないように言論統制を進める。メディ

アへの介入・圧力や学術会議問題がまさにそれである。大都市過密社会の限界が
来ている。内需を重視しエネルギーの生産拠点・経済の拠点を地域に分散する『分
閉会のあいさつをする鈴木会長

散革命』が社会を良い方向へ変える」と話しました。
その後のシンポジウムでは、前島英男さん（みんなのさ
いたま市をつくる会代表委員）がコーディネーターとなり、
コーディネーター・パネリストによるシンポジウム

税理士・中小企業家・建設業者の 3 名のパネリストが討論
しました。「新型コロナの影響で利益が落ち、黒字決算が

必要な企業は減価償却費を取らないところが増えている」「さいたま市は大規模開発など大企業向けの事業
が目だち、中小企業支援策や独自の社会保障策をせず庶民に冷たい」などの意見が出ました。
閉会時のあいさつでは、大宮民商の鈴木信太郎会長が登壇し「貴重な話が聴けて、非常に有意義な時間
となりました。さいたま市の政策に常に関心を持ち、学んで意見を伝えてより良い市政にして行きましょう」
とまとめました。

大宮区の飲食店へ時短要請・協力金
県は、さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の酒類の提
供を行なう飲食店とカラオケ店に向け、12 月 18 ～ 27 日
までの 10 日間の営業時間を午前 5 時から午後 10 時までと
する要請を行ない、全ての期間で協力した店舗に協力金 40
万円を支給することを決めました。詳しい条件と申請方法
は今後、市や県のホームページで公表されます。

新型コロナウイルス感染症の流行により

2021 年の新年会は中止です
大宮民商理事会での話し合いにより、2021 年
の大宮民商新年会は中止と決まりました。
また、婦人部役員会の話し合いにより、2021 年
の大宮民商婦人部の新年会も中止と決まりました。

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

令和２年度
国民年金保険料

１６，５４０円／月

2020 年 10 月 1 日から

埼玉県の最低賃金
時間額 928 円
使用者も、
従業員も、
今一度確認を

《予 定 表》
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
1/ 9（土）
埼商連 新春決起集会

☆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。
〈放送〉FMラジオの J-WAVE で毎週木曜日 18:05 ～ 18:10 に民商のラジオ番組『MINSHO SHOW YOUR SHOBAI』を放送中。Podcast で過去の回も聴ける。

（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：〒 330-0845 大宮区仲町 2-26 富士ソフトビル 4F

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。

