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税 務 ・ 年 末 調 整

当商工会では、労使相互の信頼と協力により事業所と地域商工業の発展に
寄与することを目的に、毎年会員事業所従業員の表彰式を行っています。
年末調整は、給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給料や賞与
本年度も下記のとおり実施しますので、ぜひお申し込みください。
などの支払いの際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納
めなければならない税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きで、給
開催日時 令和３年２月１７日（水）午後４時～
与支払者は源泉徴収義務者となり納税の義務があります。

場
所 矢板市商工会館
負 担 金 受賞者１名につき１，０００円
表彰区分 矢板市商工会長表彰
・・・・ ５年以上で勤務成績が優秀な者

１０ 日 (納期特例の承認を受けていない場合)
翌年の １ 月 ２０ 日 (納期特例の承認を受けている場合)

○納期限・・・翌月

栃木県商工会連合会長表彰 ・・・・１０年以上で勤務成績が優秀な者
矢板市長表彰
・・・・２０年以上で勤務成績が優秀な者
全国商工会連合会長表彰
・・・・３０年以上で勤務成績が優秀な者

○年末調整に必要な書類
1.住所、氏名、生年月日(マイナンバー)
2.源泉徴収簿(賃金台帳)
※お申し込みは、推薦書を添えて 12 月 21 日(月)までに商工会窓口へ
3.源泉税納付書控(1 ～ 6 月)
※コロナ禍の状況を鑑み、表彰式のみの実施となります。(式終了後の「記念
4.扶養控除申告書(扶養者の氏名、生年月日、マイナンバー)
講演会」はありません。)
5.生命保険料・介護保険料の課税控除証明書
6.地震保険等の課税控除証明書
7.社会保険料(国民年金保険)控除証明書
8.国民健康保険の納付書
飲食クーポン(第４弾)のご案内
9.住宅取得控除証明書
10.住宅貯蓄控除証明書
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経営状況の悪化が懸念される
11.昨年の年末調整控、納付書控、確定申告書控、決算書控
飲食業への経済的支援および店舗内での密を避けることによる感染予防
12.その他本人に関する事項など
につなげることを目的に、５月から矢板市と商工会が協働で実施してい
る事業の第４弾を１２月から実施します。
※ 事業主は確定申告に向けて、１２月３１日現在での「たな卸」、「売掛金」、
２００円の割クーポンが１０枚ついたチラシが、市広報１２月号と共に
「買掛金」、「未収金」、「未払金」などを調べておきましょう。
全戸配布されます。有効期限は令和３年１月１５日まで。テイクアウトに
も店内飲食にも利用可能です。

2020税制改正

2020 年 1 月から税金に関する制度が変更されています。
年末調整･確定申告時には注意しましょう。

新春賀詞交歓会中止のご案内
○基礎控除

昨今のコロナ禍の状況を鑑み、令和３年の

労
確認しましょう！

務

最低賃金

栃木県最低賃金が 時間額 ８５４ 円に！
－ 改正発効は 令和２年１０月１日から －

○寡婦控除

栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とその
使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。 ○青色申告控除
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（０２８－６３４－９１０９）
又は 最寄りの労働基準監督署 にお問い合わせください。

改 正 後

３８万円

４８万円
(所得 2,400 万円以下)
５５万円
収入金額× 40%-10 万円
収入金額× 40%-10 万円
収入金額× 40%-10 万円
収入金額× 40%-10 万円

162.5 万円以下 ６５万円
162.5 超～ 180 万円以下
180 超～ 360 万円以下
360 超～ 660 万円以下
660 超～ 850 万円以下
850 超～ 1,000 万円以下
１９５万円
1,000 万円超
○各種所得控除を 同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配
受けるための合計 偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計
所得金額要件
所得金額要件がそれぞれ１０万円引き上げられました
○給与所得控除

新春賀詞交歓会は中止とさせていただきます。

改 正 前

○公的年金控除

寡婦
２７万円
寡婦
２７万円
特別の寡婦 ３５万円
ひとり親 ３５万円
寡夫
２７万円
１０万円
１０万円
６５万円
５５万円
(複式簿記、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)
６５万円
(電子申告又は電子帳簿保存)
６５歳未満
７０万円
６０万円
６５歳以上 １２０万円
１１０万円
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新型コロナウイルス感染症に関連した主な支援策
各種給付金・補助金･助成金のお手続きはもうお済みですか？
国 持続化給付金

法人 最大２００万円

売上が減少した

個人事業者 最大１００万円

前年同月比５０％以上売上減少した事業者

市 事業継続支援金

令和３年１月１５日(金)まで

法人・個人 一律１０万円
前年同月比２０%～５０%未満売上減少した事業者

国 家賃支援給付金 法人 月額給付額上限(100 万円)の６倍 最大６００万円

家賃の支払ができない

個人事業者 月額給付額上限(50 万円)の６倍 最大３００万円

市 店舗賃料支援金

令和３年１月１５日(金)まで

日本政策金融公庫

一定要件を満たす事業者の賃貸借契約に基づく建物の賃料
最大３０万円
①新型コロナウイルス感染症特別貸付
②新型コロナウイルス対策マル経融資
③新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金
④利子･保証料全額補助(新型コロナウイルス対策緊急支援資金)

栃木県
矢板市

融資を受けたい

前年同月比 20%以上の売上減少
据置期間 6 か月以内、貸付期間 1 年以内
限度額３００万円
⑤セーフティーネット保証
【4 号】100 ％保証(前年同月比 20%以上売上減)
【5 号】 80 ％保証(前年同月比 5%以上売上減)
⑥危機関連保証
100 ％保証(前年同月比 15%以上売上減)

販路開拓に取り組みたい

小規模事業者
持続化補助金

①一般型 令和 3 年 2 月 5 日締切当日消印有効
②ｺﾛﾅ特別対応型 令和 2 年 12 月 10 日郵送必着

①一 般 型

補助上限５０万円 補助率２/３

②コロナ特別対応型

類型Ａ 補助上限１００万円 補助率２/３
類型Ｂ又はＣ 補助上限１００万円 補助率３/４
①②それぞれに事業再開枠（補助上限 50 万円、定額 10/10 があります）

雇用調整助成金

雇用を維持するため、従業員に休業手当等を支払う場合に助成されま

雇用を継続したい

す。１人１日１５，０００円を上限として最大 10/10 が助成されます。
この特例措置は、令和２年４月１日から令和３年２月２８日までの期間
内の休業が対象です。

新型コロナウイルス感染症にかかったと思ったら

新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染予防に関すること、発熱などの症状が出た時

栃木県の相談窓口 ＴＥＬ ０５７０－０５２－０９２(２４時間対応、土日、祝日を含む)
上記番号にて相談受付後、必要に応じて、
「帰国者･接触者相談センター」が案内されます。

障害のある方の心をこめた“サービス”をぜひご利用ください。
障害者就労支援事業所では、さまざまな作業を受注しています。
ご相談もお受けしますのでお気軽にお問い合わせください。
ご相談・お問い合わせはこちら

↓
とちぎセルプセンター (障害者就労支援事業所共同受注窓口)

封入・発送、袋詰め・
梱包、リサイクル、除
草、下請け作業等

〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内

TEL：028-622-0433、FAX：028-622-5788
とちぎセルﾌﾟセンター

検索
◆１年を振り返って

社会人一年目を振り返り、この九ケ

月とても早く感じました。最初は不安

と緊張の毎日でしたが、環境にも慣れ

まだまだ矢板のことも仕事のことも

少しずつ前に進めている気がします。

勉強中なので先輩方、会員さんとコミ

ュニケーションをとりながら成長でき

今年は、新型コロナウイルス感染症

たら良いなと思います。

の影響で様々なイベントが中止となり

ましたが、二年目からは初年度以上に

働き矢板市の力になれたらと考えてい

ます。

これからもよろしくお願いします。

青
(柳 )

◆今年のプロ野球日本シリーズは、福

岡ソフトバンクホークスが４勝０敗と

巨人を圧倒して幕を閉じました。投手

力、打撃力共にソフトバンクが１枚上

手だったと思います。これには巨人フ

ァンならずともソフトバンクに「あっ

ぱれ」といったところでしょうか。

ところで、日本シリーズが最短で終

わってしまったために、ソフトバンク

の地元福岡では悲鳴が上がっていると

か。

今年の日本シリーズは、第２戦目ま

では両チームの本拠地ではない大阪、

３戦目からは福岡での試合となりまし

たが、これには地元でも相当の経済波

及効果を期待していたはず。

福岡では、当初第７戦目まで戦って

日本一になった場合の経済波及効果を

３３９億円と試算。ところが、福岡で

の試合が２戦で終わってしまったため

に、経済波及効果を２７４億円と下方

修正いたしました。この差が何と６５

億円。日本シリーズ、それは野球だけ

の戦いではなく、経済界でもこのコロ

ナ禍において、生き残りを掛けた厳し

い戦いがあったと改めて。痛感しまし

た。

巨人も頑張ったと思いますが、結果

的に負か正なさが目立った日本シリー

ズだったと思います。どうか来年は、

森
(田 )

もっと手に汗握るような熱い試合が展

開されますように。

《 編集後記 》
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