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三島市中小企業者等応援補助金の概要

目的

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う消費の落ち込み等の影響により、売上げが一
定程度減少しつつも、国の持続化給付金の対象とならない市内の中小企業者等に対し
て補助金を交付し、事業継続を応援します。

補助対象

１事業者につき10万円（１事業者１回まで）

補助額

市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者及び個人事業主
（専業農家や第一種兼業農家など、農業を主たる事業として営む事業者（以下、
「農業者」という。）を含む）

※『中小企業者』とは、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に
規定する中小企業者をいう。

お問い合わせ

令和2（2020）年7月1日（水）～令和2（2020）年9月30日（水）

申請期間

三島市商工観光課 中小企業者等応援補助金担当
電話 ０５５-９８３‐２０５５
（平日 午前９時００分～午後５時００分）
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申請について①

ステップ１ 申請書類の入手

次の方法又は場所にて、申請に必要な書類を入手することができます。
（１）三島市ホームページからダウンロード
（２）三島市役所（本館及び大社町別館）

ステップ２ 申請書類の作成

以下の申請書類の作成をお願いします。

（１）三島市中小企業者等応援補助金交付申請書（様式第１号）

（２）誓約書（様式第２号）

（３）請求書（様式第３号）

（４）令和２年1月から6月の間の任意の一月とその前年同月の月間の売上高（※）
が確認できる書類（①及び②）※農業者の場合、前年の年間事業収入が確認できる書類を含む

【法人の場合】
①前年・・・法人事業概況説明書、青色申告書決算書など
②今年・・・法人事業概況説明書等の作成に使用する予定の帳票類

（該当する月の売上台帳、売上帳簿、試算表などのいずれかの写し）

【個人の場合】
①前年・・・所得税青色申告書決算書など
②今年・・・確定申告書の作成に使用する予定の帳票類

（該当する月の売上台帳、売上帳簿、試算表などのいずれかの写し）

（５）三島市内に主たる事務所又は事業所があることがわかる書類
【法人の場合】登記事項証明書、会社概要、定款などのいずれかの写し
【個人の場合】確定申告書（第一表）、所得税青色申告書決算書、開業届、

営業許可証などのいずれかの写し

（６）主たる業種及び営業実態が確認できる書類
【共通】直近年の確定申告書（第一表）などの写し

（７）振込先口座がわかる通帳等の写し
【共通】通帳のオモテ面及び通帳を開いた1、2ページ目の写し

※振込口座は、申請者本人の口座に限ります。（法人の場合は、当該法人の口座）
※銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人（フリガナ）が確認できるもの
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申請について②

ステップ４ 申請内容の審査 ※三島市が実施

＜留意事項＞
（１）審査の際、申請書類が不明確な場合は、別途資料の提出をお願いする場合

があります。なお、期限までに提出を求めた書類の提出が無い場合や、
不明確な部分が改善されない場合は、交付されない場合があります。

（２）申請者が虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けた場合には、
補助金の全額返還を求めるものとします。

（３）申請書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

ステップ５ 補助金の交付 ※三島市が実施

審査終了後、概ね2週間程度で補助金を指定された口座に振込みます。

ステップ３ 申請書類の提出

＜申請方法＞

申請書類を郵送で提出
※未然にトラブル等を防止するため、なるべく郵便物の追跡記録を確認できる特定記録郵便等
をご利用ください。

※感染症拡大防止のため、持参による提出はできませんので、あらかじめご了承ください。

＜受付期間＞
令和２年７月1日（水）から令和２年9月30日（水）まで
（令和２年9月30日（水）消印有効）

＜郵送先＞
〒411-0853 三島市大社町1-10
三島市役所 商工観光課 中小企業者等応援補助金担当 宛て
※切手を貼付の上、差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。
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補助対象か確認する

三島市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者等
（農業者を含む）である。

三島市から休業要請に基づく休業協力金の支給を受けて
いない。

令和2年1月から6月の間に月間の売上高が前年同月と比べて
30％以上減少した月がある。（※）

三島市が新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として
実施する他の支援事業の対象事業者ではない。
【対象となる事業者】
・宿泊業者
・公共交通事業者
・障がい福祉事業所
・介護サービス事業者

本補助金の対象ではありません。本補助金の対象となる可能性が
あります。
満たすべき要件は、次ページを
ご確認ください。

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

対象者フローチャート

４

いいえ
令和2年1月から6月の間に月間の売上高が前年同月と比べて
50％以上減少した月はない。（※）

はい

いいえ

50％以上減少した月がある場合は、国の
持続化給付金の対象です。

※農業者の場合、対象月の前年同月の売上高を
前年の平均月収とすることもできます。



補助要件①

補助要件について

次の要件をすべて満たす必要があります。

（１）令和２年１月から６月までの売上高について、国の持続化給付金の支給対
象となっていないこと。

（２）三島市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金実施要項（令和２年５月
１日施行）」に基づく、協力金の交付を受けていないこと。

（３）三島市が新型コロナウイルス感染症拡大防止を推奨することを目的として
実施する個別の支援事業の対象事業者ではないこと。（次ページ参照）

（４）三島市内で１年以上継続して事業を営んでおり、かつ、今後１年以上事業
を営む予定であること。

（５）令和２年１月から６月までの任意の一月（以下、「対象月」という。）の
売上高が、前年同月比で30％以上50％未満減少していること。
（農業者の場合、対象月の前年同月の売上高を前年の年間事業収入を12で
割った額（以下、「平均月収」という。）とすることもできる）

（６）対象月の前年同月の売上高が30万円以上であること。
（農業者の場合、対象月の前年同月の売上高を前年の平均月収とすること
もできる。）

（７）市町村税を滞納していない者であること。

（８）三島市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係
を有する者ではないこと。

（９）次のいずれにも該当しないこと。

ア みなし大企業
発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している
中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有
している中小企業者、または大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の
２分の１以上を占めている中小企業者。

イ 全国チェーンの直営店舗
県外に本社を有する企業が、同店舗名・屋号にて県内支店・事業所を直営で展開
しているもの。
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補助要件②

三島市が新型コロナウイルス感染症拡大防止を推奨することを目的として実施する

以下の支援事業の対象となる事業者は、本補助金の対象外となります。

市が実施する他の支援事業について

主たる事務所・事業所について

支援事業の名称 対象事業者

三島市新型コロナウイルス対策事業継続支援金
商工観光課 TEL：055-983-2656

宿泊業者

三島市新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者緊急支援金
地域協働・安全課 TEL：055-983-2701

公共交通事業者

三島市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る障害福祉サービス事業者支援金

障がい福祉課 TEL：055-983-2691
障がい福祉事業所

三島市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る介護サービス事業者支援金

介護保険課 TEL：055-983-2607
介護サービス事業者

【市が実施する新型コロナウイルス感染症拡大防止支援事業】

※詳細な内容については、各担当部署へお問い合わせください。

市内に主たる事務所または主たる事業所（事業を営む拠点）を有する中小企業者等
が対象となります。

【法人の場合】
ケース①：本社等の所在地が市内にあり、事業所または店舗等を市外に有する場合

→本補助金の対象になります。
ケース②：事業所または店舗等は市内にあるが、本社等の所在地が市外の場合

→本補助金の対象になりません。

【個人事業主の場合】
ケース③：市外に住所があるが、市内に事業所または店舗等を有する場合

→本補助金の対象になります。
ケース④：市内に住所があるが、市外に事業所または店舗等を有する場合

→本補助金の対象になりません。
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業種分類について

分類 名称

A 農業、林業

B 漁業

C 鉱業、採石業、砂利採取業

D 建設業

E 製造業

F 電気、ガス、熱供給、水道業

G 情報通信業

H 運輸業、郵便業

I 卸売業、小売業

J 金融業、保険業

K 不動産業、物品賃貸業

L 学術研究、専門・技術サービス業

M 宿泊業、飲食サービス業

N 生活関連サービス業、娯楽業

O 教育、学習支援業

P 医療、福祉業

Q 複合サービス業

R サービス業（他に分類されないもの）

主たる業種について、日本標準産業分類に属する業種からひとつ選び、申請書の
該当する業種を〇で囲んでください。

日本標準産業分類（大分類）

【産業分類表】

【総務省 日本標準産業分類（平成25年10月改訂）（平成26年4月1日施行）
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売上の減少率を算定する

年 2019年 2020年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

万円 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 65 70

任意の1月を選択

選択した月の前年同月の売上高と比較

【減少率の算定方法】
｛１-（Ａ／Ｂ）｝×100
｛１-（60／100）｝×100
＝40／100×100
＝40.0％ ※小数第2位を切り上げ

①売上が減少した月を選択する

令和2年1月から6月の間で売上高が前年同月と比較して、減少している月の中から、
任意の一月を選択します。

②前年同月の売上高と比較する

年 2019年 2020年

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

万円 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 70 60 65 70

任意で選択した月の前年同月の売上高と比較して、減少率が30％以上50％未満で
あることを確認してください。（農業者については、昨年税務申告した年間事業収
入を12で割った額（平均月収）と比較しても構いません。）

A

B

注１）比較する前年同月の売上高（B）は、30万円以上が要件となります。
（農業者の場合、対象月の前年同月の売上高を前年の平均月収とすることもできます。）

注２）減少率が50％以上の月がある場合は、本補助金の対象外となります。
（国の持続化給付金制度を活用できる可能性があります。）
【経済産業省持続化給付金 https://www.jizokuka-kyufu.jp】

８

（例）

（例）



申請書（記入例）

９



誓約書（記入例）

10



請求書（記入例）

11



添付書類①

12

売上高が確認できる書類（例）

＜法人の場合＞ ＜個人事業主の場合＞
①前年分 ①前年分
・法人事業概況説明書（両面） ・所得税青色申告書決算書（2枚）
・青色申告書決算書（2枚） （白色申告の場合は、申告時の売上帳簿
などのいずれかの写し 写しなど）

＋ ＋
②今年分 ②今年分
・該当月の売上台帳、売上帳簿、試算表 ・該当月の売上台帳、売上帳簿、試算表
などのいずれかの写し などのいずれかの写し

【所得税青色申告書決算書】【法人事業概況説明書】

月別売上高



添付書類②

13

市内に主たる事務所又は事業所があることがわかる書類（例）

【所得税青色申告書決算書】【確定申告書（第一表】

＜法人の場合＞ ＜個人事業主の場合＞
・登記事項証明書 ・確定申告書（第一表）
・会社概要 ・所得税青色申告書決算書（2枚）
・定款 ・開業届
などのいずれかの写し ・営業許可証などの許認可等の証明書類

などのいずれかの写し

主たる事務所又は事業所の所在地を記載している箇所が、
三島市内であることを確認してください。

注）確定申告書（第一表）の写しには、収受日付印が押されていること。



添付書類③

14

確定申告書（個人事業主の場合）※農業・林業向け

【確定申告書（第一表】

主たる事業の収入より
㋒不動産 ㋓利子
㋔配当 ㋕給与
が多い場合は対象外です。

複数の種類の収入がある方は、必ず以下の点を確認してください。

（1）対象となる収入は、事業収入です。（不動産、利子、配当、給与、雑（公的年金等、その
他）収入等は要件の売上に含めることはできません。

（2）事業収入より不動産、利子、配当、給与の収入の方が多い場合、本補助金の対象となりません。
ただし、公的年金等が事業収入より多い場合は補助金の対象となります。

注）確定申告書（第一表）の写しには、収受日付印が押されていること。



必要書類を提出する

□（１）三島市中小企業者等応援補助金交付申請書（様式第１号）
□ 代表者印（個人事業主の場合は個人印）は押印されていますか。
□ 売上高の減少率は、30％以上50％未満となっていますか。

□（２）誓約書（様式第２号）
□ 申請書の申請者欄に記載した住所及び氏名と一致していますか。

□（３）請求書（様式第３号）
□ 申請書の申請者欄に記載した住所及び氏名と一致していますか。
□ 口座名義人は、申請者と一致していますか。

（口座名義が申請者氏名と異なる場合は、委任状等の提出が必要となります。）

□（４）対象月及びその前年同月の月間の売上高（※）が確認できる書類
（①及び②）※農業者の場合、前年の年間事業収入が確認できる書類を含む

【法人の場合】
①前年・・・法人事業概況説明書、青色申告書決算書など
②今年・・・法人事業概況説明書等の作成に使用する予定の帳票類

（該当する月の売上台帳、売上帳簿、試算表などの写し）
【個人の場合】
①前年・・・所得税青色申告書決算書など
②今年・・・確定申告書の作成に使用する予定の帳票類

（該当する月の売上台帳、売上帳簿、試算表などの写し）
□ 当該書類に事業者名、該当月、売上高等が記載されていますか。

□（５）市内に主たる事務所又は事業所があることがわかる書類
【法人の場合】登記事項証明書、会社概要、定款などのいずれかの写し
【個人の場合】確定申告書（第一表）、所得税青色申告書決算書、開業届、

営業許可証などのいずれかの写し
□ 主たる事務所又は事業所は三島市内ですか。

□（６）主たる業種及び営業実態が確認できる書類
【共通】直近年の確定申告書（第一表）などの写し

□ 確定申告書は直近年に申告したものですか。

□（７）振込先口座がわかる通帳等の写し
【共通】通帳のオモテ面及び通帳を開いた1、2ページ目の写し

※振込口座は、申請者ご本人の口座に限ります。（法人の場合は、当該法人の口座）
※銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義人（フリガナ）が確認できるもの

□ 口座名義人は、申請者と一致していますか。
（口座名義が申請者氏名と異なる場合は、委任状等の提出が必要となります。）

必要書類一覧、チェックリスト

本補助金を申請するにあたり、次の書類を一式ご用意ください。
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参考資料

〒411―0853

三島市大社町1―10

三島市役所
産業文化部商工観光課
中小企業者等応援補助金担当 宛

✁封筒の宛名用に切り取ってご使用ください。

中小企業法の定める中小企業者

業種

中小企業者
（下記のいずれかを満たすこと） 小規模企業者

資本金の額又は
出資総額

常時使用する
従業員の数

常時使用する
従業員の数

①製造業、建設業、運輸業
その他の業種（②～④を除く）

3億円以下 300人以下 20人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

本補助金における「中小企業者」とは、以下の表の太枠に該当する会社を指します。
（個人事業主も該当します。）

【中小企業者の定義】

【中小企業庁HP：中小企業・小規模事業者の定義】

郵便用宛名

申請者住所
〒 ―

申請者氏名


