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今回のコロナ騒ぎは、１年を過ぎてなお収束を

見せません。いつかは収束、と楽観視していた。 

 しかし、今思うと人類に刃をつきつけられてい

るかのような変異を繰り返し、猛威が止まりませ

ん。 

人類の歴史はウイルスの歴史とも言われ、人類

はウイルスの進化とともにあり、人類の原型はウ

イルスにあるとも聞きます。 

 

 さて、このウイルス禍は人間の生き方に「この

ままでいいのですか」と問われているようです。

この先、需要・供給のバランスで“つくり手過多”

になる趨勢は明らかです。 

 鉄鋼生産で廃炉が続き、百貨店の閉店、密の排

除など効率化、合理性を追求してやまない資本主

義の見直しの段階にのぼってきました。それもそ

のはず合理性の中心にある集中を分散に換えると

いうのですから。逆の発想になります。 

  

私は思います。本当に大切なこと、それをコロナ禍

は教えてくれているようです。 

例えばホンモノ、本質に迫るモノ、形式とか見栄え

よくより実質どうか、ということでしょう。そして消

費者購買者の目はより厳しく査定評価を繰り返すで

しょう。税・社会保障費の国民負担の上昇を考えると、

可処分所得はむしろ横ばいで推移するでしょう。 

 

そこで「使い方」ですが、コロナ前に戻るではなく、

コロナ後は別の形になってゆく。別のシステムが、別

のスタイルが生まれると思うのです。 

 

はっきりしていることは大量消費から実質消費、文化

芸術の分野も尊重されるでしょう。その潮流にあるの

は地球環境、持続可能性つまり循環思想です。 

この循環サイクル、再生産がすべからく社会の基盤を

造っている、これからこれが顕著になると思うので

す。 
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                    これからは三方よしの経営こそ根本に 

据えてと言われます。相手良し、自分良し、そして社会良し、の三方のことで独り勝ちは永続 

しないとする経営哲学です。まずは一緒に学び合いましょう。７月より始めます（月１回）。 

お問合せは 宇久田進治まで（0466－36－0627） 
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●一時支援金の対象者 

2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により、

2021 年対象月（1 月・2 月・3 月のいずれか）の売上が、前年又は前々年同月比で 50％以上減少した中小

法人・個人事業者（都や県の感染拡大防止協力金（時短営業協力金）の支給を受けた事業者は対象外です） 

（具体例） 

（１）時短営業協力金の支給対象飲食店と取引のある、 

①食品加工業者、酒造業者、店舗備品等販売・サービス事業者 

②食品卸売り等の流通関連事業者 

③農業・漁業等の飲食品生産者、厨房機器製造事業者、等 

（２）主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行なう事業者（BtoC） 

 ①旅行関連事業者（ホテル、旅館、旅行代理店、土産物店、旅客運送宿泊事業者、旅行事業者、旅客運

送事業者、昼間営業飲食店、等 

 ②文化・娯楽サービス事業者、小売業者、対人サービス事業者、等 

（３）上記(1)(2)の事業者への商品・サービス提供を行なう事業者 

 

●一時支援金給付額 

＝ 2019 年または 2020 年の対象期間（1～3 月）の合計売上 ― 2021 年の対象月の売上×3 か月 

（法人は最大で 60 万円、個人事業者は 30 万円） 

 

●申請必要書類 

①2019 年 1 月～3 月及び 2020 年 1 月～3 月を含む確定申告書 

②2021 年 1 月 or2 月 or3 月売上減少対象月の売上台帳 

③宣誓同意書（事務局 WEB サイトにフォーマットがあります） 

④履歴事項全部証明書（個人事業者は本人確認書類） 

⑤通帳 

⑥取引先情報一覧（事務局 WEB サイトにフォーマットがあります） 

 

●申請手続き 

必要書類を揃えたうえで一時支援金事務局の WEB サイトから申請を行ないます。 

申請にあたっては、申請希望者が①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか、につ

いて「登録確認機関」による事前確認を受ける必要があります（宇久田会計も「登録確認機関」になって

います）。ただし、「登録確認機関」が支給されるかどうかの判断を行なうわけではありません。事前確認

を受けたうえで申請希望者が申請を行ない、事務局により支給の決定がなされます。 

WEB での申請に不慣れな場合には、申請サポート会場も用意されています（神奈川県内では現在のとこ

ろ、横浜、相模原、横須賀の 3 ヶ所。申請サポート会場予約電話 0120-211-240）。 

 

 

★ 一時支援金の対象にならない場合でも、一時支援金に準ずる給付がある自治体もあります ★ 

①  藤沢市中小企業事業継続支援金 

売上 20％減で、最大で法人は 40万、個人事業者は 20万円、6月 30日締切 

② 寒川町中小企業事業継続緊急支援給付金 

売上 20％減で、最大で中小法人 30万、小規模法人 20万、個人事業者は 10万円、6月 18日締切 

上記はいずれも国の一時支援金、都や県の時短営業協力金を受けた事業者は対象外です。    

事業所所在地の自治体の発信する情報をチェックしてみてください。 

      

一時支援金の申請期限は５月３１日までです！      
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今回は、藤沢市大庭にありますスペシャルティコーヒー専門店、

株式会社WIN様のご紹介です。 昨年創業１０周年を迎えられ、

ご実家のお隣の店舗にて、コーヒー豆の店頭販売も行っています。 

また、新たに食品営業許可証を取得され、テイクアウトメニュー

の販売も始められました。 

スペシャルティコーヒーとは？ 

コーヒーの歴史と文化の変遷により、コーヒーを高品質で持続可能（サステナビリティ）

なものにする為、品質管理や生産体制の新しい在り方を目指し生まれました。 

大量消費時代を経て、コーヒー生産者の雇用、賃金を守り、かつ高品質なコーヒー豆を消

費者へ供給する為にはどうすればいいか？それには、「とにかく安いものを大量に」ではなく、

「高品質なものを適正価格で」という方向にシフトしていった結果、生まれたものがこのス

ペシャルティコーヒーです。 

世界中のコーヒー豆の中で、わずか１０％しか出回らない貴重な豆であり、味や香りは言

うまでもなく、農園や栽培方法、生産者までも明確で、徹底的に管理された豆のことです。 

 

～コーヒーにまつわる Q&A～ 
Q1．世界的にコーヒー豆の高騰が続いていますが、影響はありますか。 

A：10 年前と比べて全体的に３割は高騰しています。ただしスペシャルティコーヒーに限っては元々原価が高い

こともあり、幸いなことに当社に大きな影響はありません。 

Q2．コロナの影響で世界的に流通が止まり、コーヒー豆の産地にもダメージがありましたが、それを助けようと

日本の卸会社が立ち上がってクラウドファンディングで支援したと聞きました。顛末をお聞かせください。 

A：中南米ホンジュラスのとある農園で、コロナの影響で注文がなくなってしまい現地の方に 

給料が払えなくなってしまいました。それを救済しようと辻堂にあるカサイ珈琲さん主導のも 

とクラウドファンディングを立ち上げ、最終的には 800 万円集まりまして、無事現地に送金 

できました。ホンジュラスだけでなくコーヒー豆の産地には小さい農園も多くあるので、これ 

からも支援を続けていきたいと思います。 

Q３．コーヒー豆を選ぶ際のポイントがあれば教えてください。 

A：回転のいい豆を選んでいただくと良いと思います。いつ焙煎したのか分からない豆はオススメできません。ま

た、保存方法としては冷蔵か冷凍で、冷蔵した豆は３カ月を目途に、また粉の状態なら１カ月を目途に使い切って

ください。冷凍した豆は常温に戻してから挽いてください。 

ホンジュラスから

届いた生豆１５㎏ 

トライ＆グロウを見たと一言いただけたら、一杯につ

き 100 円割引させていただきます！ 

COFFEE ROASTERS SHONAN 

株式会社WIN 
 
〒251-0861  
藤沢市大庭 5431-9 
TEL：0466-89-6790 閑静な住宅街の中にのぼりが立っています。 

現在は土日のみ営業中 

メニューにはありませんが

試作品をいただきました！ 

お客様紹介 

 
～MENU～ 

スペシャルティーホットコーヒー200 円 

ウィンナーコーヒー 250 円 

ウィンナーココア  300 円 

アイスアメリカーノ 200 円 

ウィンナーアイスコーヒー 300 円 

ウィンナーアイスココア  350 円 
（すべて税込み） 
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「お弁当の日」が学校を変えた  

ある小学校４，５年生。お弁当の日、子供たちが自分で弁当を作り登校。 

食事時間、教室はワイワイガヤガヤ。お弁当を見せ合う子供たち。 

「お前親に手伝ってもらっただろう」と言われた子どもは、以降すべて自作で、 

台所で親に聞き聞きお弁当は出来上がる。 

 家庭の会話は格段に増えた。作ってもらって当たり前から自分で作る発見。 

『教育は家庭から』 納得がいった。 

 

＝さわやか土曜塾＝ 

さわやか土曜塾は、新型コロナウイルスの蔓延による影響を鑑み、しばらくお休みとさせて 

いただいております。再開は、令和 3年 7月を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付開始から 1 年半の間（令和 5 年 3 月末まで）に申請書を提出す

れば、インボイス制度開始の令和 5 年 10 月から登録が受けられま

す。 

登録事業者は課税事業者でないとなれません。 

登録事業者は、売上金額に消費税を足した金額を請求をできます。 

また、仕入れ先が登録番号を記載した請求書でなければ、仕入税額

控除ができなくなります。 

原則課税の場合で仕入れ先が登録事業者でないときは、仕入れ時の支払い金額に消費税は含まれ

なくなります。                                       詳しくは担当まで 
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発行・編集 宇久田進治税理士事務所/㈱経営センターグロウ 

〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町 1-1-2  クロスポイント湘南 6F 

TEL 0466（36）0627   FAX 0466（33）4892   URL：https://www.ukuta.net/ 

** 編集部では皆様に喜んでいただける紙面にしたいと思っております ** 

お読みになったご感想、お読みになりたい記事等のご意見をお聞かせくだされば幸いです。 

(e-mail : k-shimura@ukuta.net又は上記 FAXにて) 

 

 

 

 

       毎週日曜日 18時～１８時 30分 FM83.1 

宇久田事務所はレディオ湘南のレジェンドＤＪ

ざいつきげんさんの音楽鍋に番組提供をさせて

いただいております。ざいつさんチョイスの鍋具

材に見立てた音楽を日曜日の日暮れ時、是非お楽

しみください！ 

令和 5 年（2023 年）10 月から適格請求書等

保存方式（インボイス制度）が導入されます。 

 

サービスや商品の値段に、消費税 10％を足し

て請求するには、請求書に「登録番号」を記載し

なければなりませんが、その番号の申請受付が

始まります。 

https://www.ukuta.net/
mailto:k-shimura@ukuta.net又は上記FAX

