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 松戸市新型コロナウイルス対策売上回復支援補助金 

         【申請要領】 

 

 

    

 

 

 

問合先    ： 松戸市 経済振興部 商工振興課 

住 所     ： 〒271－8588 松戸市根本 387－5（書類郵送先） 

※コロナウイルス感染防止のため、書類の提出は郵送にてお願いいたします。 

 

申請をご検討の場合は、事前相談書をメールまたは FAXにてお送りください。 

電 話    ： 047－711－6377  ＦＡＸ ： 047－366－1550 

メール    ： mccnbiz@city.matsudo.chiba.jp 

申請受付期間 ： 令和 2年 5月 1日（金）～9月 30日（水） 

        ※交付決定額の合計が予算額に到達した時点で、交付申請の 

受付は終了します。 

経費は、令和 2年 4月 1日以降で交付決定前に着手した経費も 

契約・支払いの確認（契約書や発注書、領収書等）ができれば

対象とすることができます。 

 

申請書は下記 URLよりダウンロードが可能です。 

   https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/chushoncov/shinbijinesu.html 

 

 

 

mailto:mccnbiz@city.matsudo.chiba.jp
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１．補助金の目的  

新型コロナウイルスの影響により、売り上げが減少している中小企業者等が実施する、外出自粛

に対応した売上回復に資する新たな取り組みに対する経費の一部に対して、予算の範囲内において、

補助金を交付します。 

 

２．補助対象事業  

 補助対象となる事業は、次の(1)(2)(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとしま 

す。 

(1) 新型コロナウイルス感染症対策や外出自粛に対応し、令和 2年 3月 1日以降に売上回復のため

に、新たに取り組む事業であること。 

(2) 国、他の地方自治体及び本市から当補助金以外の補助金等の交付を受けていない事業であるこ

と。 

(3) 事業実施にあたり必要な許認可を取得し、また関係法令を遵守していること。 

 
      
    ・クラウドファンディングを活用し、新規事業等を始める 

    ・新たにテイクアウトを始める 

    ・配送業者又はデリバリー代行事業者等を利用して、宅配を始める 

    ・インターネット通販等インターネットサービスを活用してビジネスを展開する 

・コロナウイルス感染症対策や外出自粛に対応して、新規事業・新製品開発、新サービス 

開発に取り組む 

・新たにオンラインで講座等を実施する  

・新たな事業に取り組む市内事業者を支援するためのサイト構築、フリーペーパー発行等 

※消耗品や備品の購入だけを目的とした事業、店舗の改修だけを目的とした事業、WEB 制作 

だけを目的とした事業、社内や特定の事業者だけを対象とした事業、令和 2 年 2 月 29 日 

より前から実施している事業等については、それぞれ対象外となります 

 

３．補助対象者  

 補助金の交付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす方になります。 

(1) 市内で事業を営む中小企業者（※1）又はこれに準ずるものとして市長が認めるものであるこ 

と。 

（※1）中小企業者とは、中小企業基本法第 2条第 1項に規定する中小企業者をいいます。 

業  種 
下記のいずれかを満たすこと 

資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数 

１． 製造業・建設業・運輸業・その他

下記 2～4以外の事業 

3 億円以下 300人以下 

２．卸売業 1 億円以下 100人以下 

３．サービス業 5,000 万円以下 100人以下 

４．小売業（飲食業を含む） 5,000 万円以下 50 人以下 

   

新たなビジネス・取り組みの例 
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(2) 令和 2年 2月 29日以前より市内に事業所を有し、市税の納税義務者になっていること（法人 

  の場合は、松戸市に法人設立等届出書を提出していること。個人の場合は、青色申告決算書又 

  は収支内訳書の事業所所在地が松戸市となっていること等）。また、業歴が浅く、納税義務者 

  とならない場合には、納税義務者になることが見込まれる書類を提出することによって、納税 

  義務者とみなします。 

(3) 新型コロナウイルスの影響により、売上の状況が次のいずれかに該当すること。 

ア 直近 1か月の売上高が、前年同月と比較して 20％以上減少していること。 

    イ 業歴が浅く決算未到来の場合等は、直近１か月の売上高が、令和元年 11月～令和 2年 3月 

の間の任意の連続する 2か月の平均月商と比較して 20％以上減少していること。 

    なお、直近月は令和 2年 4月～7月までの任意の月とします。 

(4) 同一年度内に当補助金の交付を受けていないこと。 

(5) 市税を滞納していないこと。 

(6) 会社法第 475条若しくは第 644条の規定による精算の開始又は破産法第 18条第 1項若しくは 

  第 19条第 1項の規定による破産手続き開始の申立てがなされていないこと。 

(7) 会社更生法第 17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法第 21条の規定による 

再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

(8) 次の①から⑤に掲げる事業のいずれにも関与していないこと。 

  ①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2条第 2号に規定する暴力団又は 

条第 6号に規定する暴力団若しくは同条第 6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除

要請のある者が運営に関与していると認められる事業。 

  ②「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」第 5条第 1項に規定する観察処分 

を受けている団体又は当該団体に属する者が運営に関与していると認められる事業。 

   ③遊興娯楽業のうち、風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、市長が不適当と認める事業。 

  ④宗教活動又は政治活動を目的とする事業。 

  ⑤公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業。 

 

４．補助対象経費  

 補助対象経費は、下表に該当する経費で、かつ次に掲げる全ての要件を満たすものをいいます。

（1）令和 2年 3月 1日以降新たに開始した事業に係る経費であること。 

（2）補助対象期間中に発生した経費であること（補助対象期間の考え方は「６．補助対象期間」 

   をご参照ください）。 

（3）使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できること。 

（4）証拠書類等によって金額が確認できること。 

（5）物品等の購入経費にあっては、購入した物品等が市内の事業所等で設置・使用するものであ 

ること。 

（6）対外的に主要業務とする業者（許認可が必要な場合は、許認可を取得している業者）へ直接 

委託・契約・調達するものであること。 

（7）市内事業所の売上と比較して、適正な数量と認められること。 

（8）社会通念上相応の価格と認められること。 
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補助対象項目 経費別計上限度額 

広告宣伝費 20万円 

印刷製本費 30万円 

委託料 40万円 

消耗品費 15万円 

備品購入費 20万円 

工事請負費 20万円 

賃借料 20万円 

クラウドファンディング仲介事業者

及びインターネット通販事業者等へ

の手数料 

40万円 

宅配代行サービス初期費用及び手数

料 

40万円 

上記のほか、市長が特に必要と認め

る経費 

20万円 

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とします。 

 事業に係る経費が、上記限度額を超えた場合は、限度額を補助対象経費として 

みなします。 

 

＜補助対象経費の例＞ 

・クラウドファンディング代行事業者等へ支払う初期費用、補助対象期間内に発生する 

手数料、WEB 制作費用、PR費用等 

     ・テイクアウト・デリバリーをはじめるために必要な容器、箸、袋等購入費及び付随して 

必要となる初期費用、PR費用 

     ・宅配代行サービス、インターネット通販等インターネットを活用した事業を実施する 

場合に、事業者に支払う初期費用及び補助対象期間内に発生する費用 

     ・インターネット通販やテイクアウトをスタートさせるための WEB 制作委託費 

     ・新たな事業を始めるために必要な広告宣伝費 

（インターネット広告費用、チラシ作成費用、利用促進のためのクーポン券作成費等） 

     ・映像配信設備（PC、タブレット端末、スマートフォン等汎用的に利用できるものは除 

く）の購入費 

     ・事業実施に必要となる PC、タブレット端末、スマートフォン、プリンター等のリース 

料（補助対象期間相当額に限る） 

     ・オンラインシステム導入の初期費用及び運用費 

     ・デリバリーサービスや移動販売等で事業実施に必要となるバイク等車両のリース料（補 

助対象期間相当額に限る） 

     ・移動販売等を実施する場合の車両改造費 
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     ＜補助対象とならない経費の例＞ 

     ・令和 2年 3月 31日以前に支出した経費 

     ・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え、領収書等証拠書類がないもの 

     ・役員報酬、人件費、店舗・事務所等賃借料、店舗維持費用、事務用品等消耗品代、保険 

料、租税公課、保証金、飲食費、交際費、光熱給水費、申請書作成費用、材料費、協賛 

金、振込手数料、不動産購入費 

     ・他の国、県、市の補助金の対象となっているもの 

・PC・タブレット端末・スマートフォン・プリンター等汎用性があり、目的外使用になり 

得るものの購入費（事業に必要と認められるものであって、リースの場合は補助対象 

とする） 

・自動車等車両の購入費・修理費・車検費用（事業に必要と認められるものであって、リ 

ースの場合は補助対象とする） 

・中古品市場において、原則、価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

・商品券等の金券、クーポン・ポイントで支払った経費 

・親会社、子会社、グループ企業等関連会社、又は社員を兼任している会社、代表者の三 

親等内の親族が経営する会社等との取引経費 

     ・対外的に主要業務としない業者(許認可が必要な場合は、許認可を取得していない業者) 

へ直接委託・契約・調達する経費（知人または知人が経営する事業者等から、本業と関 

係のない備品・消耗品を調達する経費や委託・請負等を実施する経費等） 

     ・再委託（補助対象事業者が委託した業者からさらに別の業者に業務を委託されている 

こと）が行われている経費 

     ・フランチャイズ契約に伴う加盟料、広告料等 FC本部に支払う経費 

     ・申請者が対外的に自社の通常業務としている業務を外部委託したときの経費 

     ・一般価格や市場価格等と比べて著しく高額な費用 

     ・委託先や契約・実施・支払等が不適切と認められる経費 

・公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

５．補助金の額  

   補助対象経費 × 4/5（千円未満切捨、上限額：100万円） 

   ※補助対象項目別にそれぞれ上限額が設定されていますのでご注意ください（「４．補助対 

象経費」をご参照ください。）。 

 

６．補助対象期間  

    事業開始（予定）日以降の連続した 3か月間を補助対象期間とし、当該期間内に発注及び支

払を行った経費について補助します。 

  ※事業開始（予定）日は、実際に顧客に向けてサービスを開始した（する）日、又は導入準備

を開始した（する）日とします。 

  ※補助対象期間として設定できるのは令和 2年 4月から令和 2年 9月までです。3月から事業

を行っている場合は、補助対象期間の始期は 4月となり、事業開始（予定）日が 8月以降の

場合であっても、補助対象期間の終期は令和 2年 9月となります。 
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事業開始（予定）日 補助対象期間 

令和 2年 3月～4月中 令和 2年 4月～令和 2年 6月 

令和 2年 5月中 令和 2年 5月～令和 2年 7月 

令和 2年 6月中 令和 2年 6月～令和 2年 8月 

令和 2年 7月中 令和 2年 7月～令和 2年 9月 

令和 2年 8月中 令和 2年 8月～令和 2年 9月 

令和 2年 9月中 令和 2年 9月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜例＞事業開始日と補助対象期間の考え方 

 

例 1）小売店がインターネット通販サービスを 5 月からスタートさせるため、4 月 8 日に業者に HP 制作委託

を依頼し、Web 広告の掲載依頼を 4 月 20 日に行った。納品・支払はいずれも 6 月末までに行う予定

である。 

⇒ 事業開始日は 4 月 8 日、補助対象期間は 4 月～6 月となり、HP 作成委託費と 
広告掲載料が補助対象経費となる。 

 
例 2）飲食店が 3 月 1 日からデリバリーサービスをスタートした。3 月 10 日に容器等の消耗品を購入してい

る。さらに売上が思わしくないため、3 月 25 日からチラシのデザインを自社で行い（経費なし）、4 月 1

日に印刷を業者に依頼し、4 月 10 日に納品・支払を行った。その後 4 月 15 日に容器等を追加購入。 

   ⇒ 事業開始日は 3 月 1 日、補助対象期間は 4 月中（最長 6 月までだが、経費の発生が 4 月の

みのため期間を短く設定）となり、4 月中に費用が発生したチラシ印刷代と 4 月 15 日分

の容器購入代が補助対象となる。3 月 10 日の容器代は補助対象外。 
 
例 3）学習塾で、オンライン授業実施のためのシステム導入及びカメラ機材の購入を予定している。システ

ム・機材とも 4 月 20 日に発注し、機材は 5 月末に納品・支払となる予定だが、システムの納期は 7 月

になる見込みである。 

   ⇒ 事業開始日は 4 月 20 日、補助対象期間は 4 月～6 月となり、期間内に納品・支払を行う

機材については補助対象となるが、システム導入は期間内に終わらないため補助対象外と

なる。 
 
※いずれのケースにおいても、補助対象期間内に発注から支払までを完了する必要があり

ます。 
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６．手続きの流れ  

（1）事前相談書の提出 

              

 

 （2）申請可否の連絡     ※本補助金の対象となるかどうかを市から申請者にメール又は

電話にて連絡します。 

 （3）補助金交付の申請    ※申請可の連絡を受けた後、1週間以内に補助金交付申請を行っ 

てください。 

補助金の受付は、原則相談書の提出があった順に行います 

が、交付申請の提出に遅れがあった場合は、書類の審査順序 

を変更させていただきます。 

                   申請書類は「７.(2)交付申請時の提出書類」をご参照くださ 

い。 

                 コロナウイルス感染防止の観点から、極力郵送での提出をお 

願いいたします。 

 （4）交付決定通知の送付   ※申請を受けてから概ね 1週間で市から申請者へ交付決定通知 

書を送付します。 

 （5）補助対象物品・サービス ※補助対象期間内に発注・支払をしてください。 

等の発注・支払     （補助対象期間内に補助対象物品等を購入しなかった場合は、             

                 補助の対象ではなくなりますのでご注意ください。） 

                ※20万円以上の支払いは、原則振込等にて行ってください。 

 契約・支払確認に必要な領収書等の書類の宛名は補助対象事 

業者であることが必要です。また、日付、金額、発行者名、 

所在地のないものは無効となりますので、ご注意ください。 

 （6）実績の報告       ※補助対象期間終了後すみやかに、実績報告書を松戸市商工振 

興課までご提出ください。 

                ※報告書類は「７.(3)実績報告時の提出書類」をご参照くださ 

い。 

                 コロナウイルス感染防止の観点から、極力郵送での提出をお 

願いいたします。 

                ※交付請求書は実績報告書と一緒にご提出ください。 

                ※必要に応じて、導入した設備等の状況等について実地検査を 

行う場合があります。 

 

（7）補助金額の確定      ※市から申請者（交付決定者）へ確定通知書を送付します。 

 

（8）補助金の振込       ※実績報告の確認完了後、2～3週間で指定口座に補助金を 

振り込みます。 

書類審査 

書類審査 

○「事前相談書」を市ホームページからダウンロードして記入し、 
メール又は FAXにて松戸市商工振興課にお送りください。 
（メールアドレス等は当要領の最終ページに記載があります） 

○申請できるのは、１事業者当たり 1回のみとなります。 
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７．提出書類   ◎⇒松戸市ホームページからダウンロードできます。 

（1）事前相談時の提出書類（メール又は FAX で提出） 

 ◎①事前相談書  

 

（2）交付申請時の提出書類（郵送で提出） 

 ◎①交付申請書（第１号様式）  

 ◎②事業計画書（市所定様式 第１号様式添付書類） 

   ※今回実施する事業の概要及びその効果などについてご記入ください。 

 ◎③誓約書（市所定様式 第１号様式添付書類） 

④商業登記簿謄本（法人の場合に限ります。写し可。） 

   ※３か月以内に法務局から発行された履歴事項全部証明書をご提出ください。 

  ⑤税務署の受付印のある確定申告書または開業届（個人の場合に限ります。）の写し 

◎⑥同意書又は市税を滞納していないことを証明する書類 

   ※同意書は、市税の滞納の有無について、市で確認をすることを認める書類です。 

   ※同意書の提出がない場合は、別途市税を滞納していないことを証明する書類（松戸市収納課にて有 

料で交付）をご提出いただきます。 

  ⑦許認可等を要する業種においては、許可証等の写し 

   ※飲食業や食料品販売業の営業許可証、酒類販売業の免許等が該当します。 

  ⑧会社・事業の概要がわかるパンフレット・チラシ等 

  ⑨購入・契約予定の物品・サービス等（補助対象経費）の見積書、金額が分かる HP等の写し 

   （令和 2年 4月 1日以降で交付決定前に着手した経費については、契約・支払いの確認（契 

    できる契約書や発注書、領収書等の写し） 

  ⑩購入・契約予定の物品・サービス等（補助対象経費）の概要が確認できる資料等 

    ⑪インターネットを活用したサービスを開始する場合は、令和 2年 3月 1日以降に事業を開始 

   したことが分かる書類（日付が入った初期費用の領収書、支払明細書等）の写し 

  ⑫直近 1か月の前年同月の売上が確認できる書類（決算書、試算表、売上台帳等） 

   ※個人事業主の場合は、「青色申告決算書」または「収支内訳書」等の写しを提出してください。 

   ※決算未到来の事業者は、売上台帳等、比較対象月（令和元年 11月～令和 2年 3月の間の任意の連 

続する 2 か月）の売上実績がわかる書類の写しを提出してください。 

⑬直近１か月の売上実績が分かる書類（試算表、売上台帳等）の写し 

  ⑭補助金振込口座の通帳の写し（金融機関、支店、口座名義、口座番号がわかる部分） 

 ◎⑮債権者登録申出書 

 ◎⑯返送用宛名ラベル 

 

（3）実績報告時の提出書類（郵送で提出） 

 ◎①実績報告書（第５号様式） 

 ◎②収支決算書（市所定様式 第５号様式添付書類） 

  ③事業完了後の補助対象事業等の写真、成果物（印刷物、WEB ページの画面コピー等） 

  ④②の収支決算書において計上した経費に係る領収証の写し 

   ※やむを得ない事情により領収証が発行されない場合には、「請求書」及び「通帳等で代金の決済が 

    確認できるもの」の写しを提出してください。 
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◎⑤交付請求書（第７号様式） 

   ※交付請求書は、日付と本文中の空欄（「  年  月  日付け   第   号  で～」の部 

分）を記入しないままご提出ください。 

 ◎⑥返送用宛名ラベル 

 

１０．その他の注意点  

・購入した物品等を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付けし、担保に供し、 

又はその他の処分をしたときは、補助金を返還していただきます。 

 ・交付決定額の合計が予算額に到達した時点で、交付申請の受付は終了します。 

 ・補助金を交付した後においても、事業の売上・効果などについて、報告を求めるとともに実地 

調査をする場合があります。 

 ・合併、事業譲渡、分割、相続等の理由により補助事業者の事業の承継がある場合には、事前に 

  松戸市商工振興課にご相談ください。 

 ・補助金の交付決定後に、補助対象事業の変更・中止・廃止等がある場合には、事前に松戸市 

  商工振興課にご相談ください。 

   


