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お気をつけください!!
年末調整の改正ポイント

いる
ま

入間市商工会 会報

本年も年末調整の時期になりました。令和3年分年末調整の主な改正点、
及び昨年より変更となっている重要な点について記載いたします。

●令和3年分における改正点●
①税務関係書類における押印義務が見直されました。

②給与等の支払いを受ける者が給与等の支払者に対し、源
泉徴収関係書類の電磁的提供に係る税務署長の承認が不
要となりました。

③e-Taxによる申請等において、書面に記載すべき事項
を入力して送信することが出来ないものについて、書面
による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等に
より作成した電磁的記録を送信することにより行うこと
ができることとされました。

●令和2年分よりの改正点●
①給与所得控除額が10万円引き下げられています。
②基礎控除額が10万円引き上げられています。

③一定の要件に該当する場合、所得金額調整控除が適用さ
れます。

④各種控除の対象となる扶養親族、配偶者及び勤労学生の

合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられてい
ます。

⑤ひとり親控除又は寡婦（寡夫）控除の改正については、
令和2年分以降の所得税について適用されています。

（木）までとなります。尚、入間市商工会では年末調整の個別
※令和3年分年末調整は 令和4年1月20日
相談に随時対応しております。ご不明点等がございましたら、まずは商工会までご相談ください。
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令和3年9月1日〜令和3年10月31日までの入会者

入間市商工会 会報

1日 日本政策金融公庫一日公庫
２日 女性部日帰り研修
6日〜 19日 歳末大売り出し
8日 新旧合同役員会
16日 定例税務相談会

5日 日本政策金融公庫定例相談会
11日 新春賀詞交換会
令和３年11月15日現在
20日 定例税務相談会

令和3年
（2021年）
12月号

はずれ無しでみんながスマイル！

歳末スマイル大セール開催！

毎年恒例の「歳末大売り出し」を12月6日（月）から12月19日（日）まで開催いたします。
今回は、
「歳末スマイル大セール」と銘打ち、参加者の全ての方が笑顔になれるよう「はずれ無し」の

抽選で実施いたします。
今年度も密を避けるため、大会場での抽選会は開催せず、その場でスクラッチくじを引いていただき、
電動アシスト付き自転車、テレビ、加湿空気清浄機などの豪華賞品の当選が、
その場で確認できる方法で実施いたします。特に今回は、加盟店や会員企業
様からご協賛いただいた、お店の商品セット、お食事券など、盛りだくさ
んの賞品を数多く取り揃えております。また、
「はずれ無し」のくじなので、
原則1,000円で一回のくじを行い、末等の4等でも100円の加盟店共通
お買物券が当選します。是非とも皆様のご参加をお願いし、加盟店の皆
様におかれましては、売上の増加、新規顧客獲得につなげていただき
たいと思います。詳しくは別紙のチラシをご覧ください。

商工会事業予定
令和3年

主たる業種

東京通り 黒須・高倉

支部 事業所名
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入間市商工会賀詞交歓会開催のご案内

会員の皆様が、新春に元気に集い情報交換、交流の場づ
くりを目的に開催いたします。昨年度は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、やむなく中止させていただきました。
1部では昨年予定をしていたテレビ埼玉の元ニュースキャ
スター宮内里江子氏を講師に迎え講演会を、2部では懇親
会を開催する予定です。是非会員の皆様のご参加をお待ち
しております。詳細は別紙をご覧ください。
街バル
事業

開催日時 令和4年1月11日（火）
午後6時より
場
所 丸広百貨店入間店
さくら草ホール
負担金
2,000円
（変更になる場合があります）
※新型コロナウイルス感染状況により開催を中止する場合があります。

いるまお得にEatチケット大好評開催中!!

いるまお得にEatチケットが令和3年11月1日から令和4年1月31日まで開催中です。

チケットは、10月6日の先行販売にて当初予定していた販売数3,000セットがあっとい
う間に全て完売いたしました。状況を鑑みて、急遽2,000セットの追加販売を行いまし

たが、こちらも好評に付き全て完売となりました。予想を上回る反響をいただき、誠に

年末年始休業のお知らせ
令和3年12月29日（水）から令和4年1月3日（月）まで
入間市商工会は休業となります。
令和4年1月4日（火）より、平常通り業務を行います。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

令和3年12月1日号

がんバルお店応援!!

ありがとうございました。

新型コロナウイルスの影響が長引いておりますが、このイベントがお客様の来店増に

寄与し、会員飲食店の活性化に繋がればと思います。

入間市商工会
2,500部

発行人 会長 関根栄一
発行日 令和3年12月1日

〒358-0001 入間市向陽台1-1-7 TEL 04（2964）1212 FAX 04（2964）1214
URL https://www.irumashi-sci.org/ Eメール irm@irumashi-sci.org
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テイクアウトやデリバリーでも
ご使用できます！

商工会カレンダーについて
本号に2022年版商工会カレンダーを同封させていただきます。是非ご活用ください。

尚、黒須・高倉支部の会員様には年末のご挨拶を兼ね、商工会職員が配布に伺いますので、本号にカレンダーは同封

されていません。予めご了承ください。
発行所
発行数
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消費税インボイス制度説明会を開催しました
10月27日に、所沢税務署より担当者をお招きし、消費税インボイス制度の説明会を開催いたしました。インボイス
とは何か、制度開始までの準備、登録事業者申請、留意点などについてわかりやすく説明いただきました。

<インボイス制度について>

ればなりません。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者か
ら交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのもので、発行事業者の登録番号や適用税率、
税率ごとに区分した消費税額等が記載されている必要があります。
制度導入と登録申請
令和5年10月1日より制度が導入され、発行事業者（登録事業者）への申請期間は令和3年10月1日〜令和5年3
月31日となります。また、登録事業者となれるのは消費税の課税事業者でなければなりません。

新型コロナウイルス感染症関連最新情報
月次支援金（10月分）
概

要 「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響
とした支援金です。

申請期間

2022年1月7日まで

申請方法

オンライン申請

埼玉県感染防止対策協力金（15期）
概

労働安全衛生・労働福祉標語の入選標語が決定

令和３年度最優秀作品

「安」
心を
「全」
員で作る 強い意志 みんなで声掛け つなげるゼロ災

申請期間

2021年12月24日まで

申請方法

オンライン申請又は郵送

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金（10月分）
要

智哉

無料

「子供や従業員に後を継いでもらいたいが、どんな方法で、どんなタイミングで事業を引き継いだら良いかわからない」
「親
族にも従業員にも後を継いでもらえる候補者がいない」「会社やお店を他の企業に譲渡したいが、相手探しや契約などの方
法がわからない」など、多くの中小零細企業にとって、このような事業承継問題が大きな課題となっております。
当会ではこのようなお悩みに対し、公的機関である「埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター」と連携した「事業承継個
別相談会」を開催し、ご相談に応じてまいります。

こんなお悩みは
ございませんか？

方
会
料
申

時 毎月第２水曜日 ※予約が無かった場合、その回の開催はありません。
13：00〜14：30、14：30〜16：00（1日2事業所まで）
法 1事業所ごとの個別面談になります。
場 商工会会議室
金 無料
込 3営業日前までにお電話にてお申込みください。（完全予約制）

「まだまだ元気だから!」などと先送りせず、
ぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

詳しくは
入間市商工会事務局まで
お問い合わせください。

飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者で、国の月次支援金を受給している事業者

申請期間

2022年2月15日まで

申請方法

オンライン申請又は郵送

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金（7・8・9月分）
概

要

酒類の提供自粛等を伴う飲食店等の休業・時間短縮の影響を受けた酒類販売事業者で、国の月次支援金
を受給している事業者を対象とした支援金です。

申請期間
申請方法

事業承継個別相談会のご案内

埼玉県による営業時間短縮等の要請（令和3年10月1日から令和3年10月24日まで）に協力した飲

を対象とした支援金です。

令和3年度の労働安全衛生・労働福祉標語の入選標語が決定しました。
所沢地区労働基準協会入間支部では、市内事業所の労働安全衛生意識の高揚を目的に、労働安全衛生・労働福祉標語
の募集事業を実施しています。従業員ひとり一人が標語を考える過程で、自社の安全に対し意識を向けることができます。各
事業所から積極的なご応募をいただき、今年度の応募総数は292作品、その中から21作品が入選されました。

青木電器工業（株） 中村

要

食店（カラオケ店、バー等を含む。
）を運営する事業者の方を対象とした協力金です。

概

事業承継

未来 3

を受け、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している方を対象

インボイス制度とは
売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなけ

日
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7月分：2021年12月15日まで

8月分：2021年12月24日まで

9月分：2022年 1月28日まで

10月分：2022年 2月15日まで

オンライン申請又は郵送

※給付要件、給付額等の詳細につきましては当会までお問い合わせいただくか、商工会ホームページをご覧ください。
!!
ください
ご注意

税額が大幅に増加する可能性があります

協力金や支援金等については「雑収入」になり、
「所得税」だけではなく、
「住民税」
「国民健康保険料」等の税額が、
ご自身の想定以上に大きくなる可能性があります。事前の節税対策、納税資金の準備等を強くおすすめいたします。

行政書士相談会開催中！
入間市商工会では毎週月・木の13時〜16時の間、行政書士相談会を開催し、

国の月次支援金や、県の協力支援金の申請をお手伝いしています。既に多くの
方にご利用いただいております。是非ご活用ください。尚、空き状況をご確認
の上必ずご予約ください。

月次支援金
10月分申請期限

2022年
1月7日

国の月次支援金10月分の申請期限は2022年1月7日です。申請期限間際は予約が大変

込み合います。早めのお手続きをお願いします。詳細は別紙をご覧ください。

