令和３年１０月１日時点

松江市事業継続支援給付金
申請要領【ご案内】
●令和３年１０月１日申請分から、給付金の給付対象者となる要件を緩和いたします。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業経営に深刻な影響を受けてい
る松江市内の中小企業者等を対象に、事業の継続を支援することを目的とした
給付金を交付します。
この申請要領を良くお読みになったうえで申請してください。
＜給付金の概要＞
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和３年１月～９月までの
間のうち、連続する３か月の事業収入（売上）の合計額が、前年同期又は
前々年同期の事業収入（売上）と比較して２０％以上減少している事業者
で、法人の方には２０万円、個人事業者の方には１０万円を交付します。
＜申請受付期間＞
給付金の算定対象期間を見直したことに伴い、申請受付期間の締め切りを
令和３年１２月１０日（金）当日消印有効 に延⾧します。
新型コロナウイルス感染症対策のため、原則、郵送にて申請してください。
なお、窓口に来訪される場合は、事前予約制といたします。
＜お問い合わせ先＞
松江市産業経済部商工企画課（給付金担当）
ＴＥＬ：０８５２ ５５ ５０３６
受付時間：９時～１７時（土日・祝日を除く）
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業経営に深刻な影響を受けている松江市内の
中小企業者等を対象に、事業の継続を支援することを目的とした給付金です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和３年１月～９月までの間のうち、連続
する３か月の事業収入（売上）の合計額と、前年同期又は前々年同期の事業収入（売上）
の合計額を比較し、減少割合が２０％以上の方

業種を問わず、１事業者につき１回限り
法 人

の

方 ２０万円

個人事業者の方 １０万円

（対象者の要件は３～６ページを参照）

※同一事業者が複数の店舗や事業所を営んでいる場合でも、事業者を単位とします。
※令和２年度の松江市経営支援給付金の交付を受けられた方も申請が可能です。

申請期間 令和３年７月２６日（月）～令和３年１２月１０日（金）当日消印有効
≪ 郵 送 先 ≫
〒690-8540 松江市末次町８６番地 松江市役所 産業経済部 商工企画課
「松江市事業継続支援給付金 窓口」
新型コロナウイルス感染症対策のため、原則、郵送にて申請してください。
（裏表紙の「宛名シート」をご活用ください。郵送料は、申請者負担となります。
）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、お問い合わせ、申請ともに、窓口へのご来訪は控えて
いただきますよう、ご協力をお願いします。
※また、どうしても来訪される場合は、事前予約制（ＴＥＬ：０８５２

５５

５０３６）とさ

せていただきます。なお、ご希望の日時に沿えない場合があります。

今回の事業継続支援給付金に関して、松江市が以下の手続きをお願
いすることは絶対にありません!!
● 現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること。
● 受給にあたり、手数料の振込を求めること。
● 口座の暗証番号を求めること。

1

申請にあたっては、下記の流れに沿って進めてください。
（１）申請書の入手
松江市ホームページの「事業継続支援給付金」ページから申請書の様式や申請要領（※
当資料）等をダウンロードしてください。
※パソコン等の検索サイトから

松江市事業継続支援給付金

で検索すると「事業継続支援給

付金」ページを開くことができます。
※市役所総合案内や市役所商工企画課、各支所の地域振興課、松江商工会議所、まつえ北商工
会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、ＪＡしまねくにびき地区本部（営農企画課）などの
窓口でも申請書等を備え付けていますので、ご利用ください。
※松江市から、申請書等の郵送は行いません。

（２）交付対象者の要件と給付金額の確認
この申請要領の３～６ページで交付対象者の要件に該当するかを確認してください。
また、申請要領６ページの給付金額をご確認ください。
（３）提出書類の準備
この申請要領の７～１１ページを確認され、
「提出書類確認シート」に沿って提出書類を
準備してください。書類等に不備があった場合、給付金の交付の遅れや審査ができず受付
ができなくなる場合がありますので、ご不明な点は申請する前にお問い合わせください。
（４）申請書の作成
交付対象者の要件に該当する場合は、申請書に記載されている【誓約及び同意事項】を
確認し、この申請要領の１３～１６ページの記載例を参考に、申請書を作成してください。
（５）申請書の提出
申請書を作成し、必要な書類が整いましたら、申請要領の１ページの≪郵送先≫に郵送
してください。
（６）申請書類の審査
郵送いただいた申請書や提出書類を市で審査します。申請書や提出書類に不備があった
場合は電話等で連絡しますので、必ず日中に連絡が取れる電話番号を申請書にご記入くだ
さい。
（７）給付金の交付
審査終了後、給付金の交付・不交付を文書でお知らせします（審査の結果、給付金が交
付されない場合があります）。交付が決定した方には、提出された振込先金融機関口座宛に
給付金を振り込みます。申請から振り込みまでの期間は、不備等がなければ、おおむね３
週間程度を予定しています。なお、申請期限を過ぎても、速やかに審査や振り込みに必要
な不備等の修正が行われない場合は、申請は取り下げられたものとみなします。
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１．基準日※1 及び申請日において、松江市に本社（個人事業者等にあっては住所）又は主た
る事業所※2 を有し事業を営む中小企業者等※3 であること。
（参考）中小企業基本法による中小企業者の定義
製造業、建設業、運輸業

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社 又は

その他の業種

常時使用する従業員※4 の数が３００人以下の会社及び個人

卸売業
サービス業
小売業

資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社 又は
常時使用する従業員※4 の数が１００人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社 又は
常時使用する従業員※4 の数が１００人以下の会社及び個人
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社 又は
常時使用する従業員※4 の数が５０人以下の会社及び個人

２．個人事業者にあっては、全収入のうち主な収入が事業収入である※5 こと。
３．令和２年１２月３１日までに事業を開始して事業収入（売上）を得ており、今後も事業
活動を継続する意思があること。
４．事業継続支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、比較基準期間のうち
連続する３か月の事業収入（売上）が、前年同期又は前々年同期と比べて２０％以上減少
した方を対象としますが、事業を開始した時期によって、比較する期間が異なりますので
注意してください。
※1 「基準日」とは、令和３年１月から令和３年９月までの期間（以下、
「比較基準期間」といい
ます。）のうち連続する３か月間の初日をいいます。
※2 「主たる事業所」とは、本社（登記してある本社又は主たる事務所の所在地）が松江市内に
あるか、松江市内の事業所の売上（市内に複数事業所がある場合はその合計額）がその法人の
最上位である場合をいいます。
※3 「中小企業者等」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（フリーランスを含みます。）及びこれと同等と認められる法人をいいます。な
お、同等と認められる法人とは、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、公益社団法人、一
般財団法人、公益財団法人、農事組合法人、特定非営利活動法人等となります。ただし、法人
税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人、宗教上の組織又は団体、政治
団体は対象外（この申請要領の６ページを参照してください。
）となります。
※4 「常時使用する従業員」とは、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条の規定に基
づく「予め解雇の予告を必要とする者」をいいます。
※5 「全収入のうち主な収入が事業収入である」とは、確定申告書における一時的なもの等を除
く全ての収入のうち、事業収入が占める割合が２分の１を超えるものをいいます。
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① 令和２年７月３１日までに事業を開始し、事業収入（売上）を得ていること。
② 令和３年１月から同年９月までのうち、連続する３か月の事業収入（売上）の合計額
が、前年同期又は前々年同期の合計額と比べて２０％以上減少していること。なお、事
業を開始した月の事業収入（売上）は、この申請要領の２３ページを参照してください。
（１）の令和２年７月３１日以前に事業を開始した方のイメージ図
★事業開始：R2年7月31日まで

2019年(H31年/R1年)

2020年(R2年)

2021年(R3年)

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

前年同期

前々年同期

比較基準期間

R2年1月～9月までのうち連続
する3か月（比較基準期間と同
期）の事業収入(売上)の合計 額

H31年1月～R1.9月までのう
ち連続する3か月（比較基準
期間と同期）の事業収入(売
上)の合計額

前年同期比
20％以上減

R3年1月～9月までのうち連
続する3か月の事業収入(売
上)の合計額

又は前々年同期比20％以上減

〔
（② ①）÷② 〕×１００＝④
①：令和３年１月～９月まで（比較基準期間）のうち連続する３か月間の事業収入（売上）の合計額
②：平成３１年１月～令和元年９月まで 又は 令和２年１月～９月までのうち連続する３か月間の事業収入
（売上）の合計額
④：減少率（小数点以下切捨て）

減 少 率 の 算 定 例
2019年(H31年/R1年)

2020年(R2年)

2021年(R3年)

1月～9月までの事業収入（万円）

1月～9月までの事業収入（万円）

1月～9月までの事業収入（万円）

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

60 40 50 50 60 40 60 70 60

・・・・・
90

140

70 80 20 10 20 20 10 30

・・・・・
50

170

60 30 30 10 20 10 20 20
120

160

40

50
60

190

50

・比較算定期間のうち、２月～４月までを選択した場合（①＝１２０万円、②＝１７０万円、③＝１４０万円）
前年同期と比較した場合：〔（１７０

１２０）÷１７０〕×１００＝２９％

前々年同期と比較した場合：〔（１４０

・・・ 給付金交付対象となります。

１２０）÷１４０〕×１００＝１４％

・・ 給付金交付対象外となります。

・比較算定期間のうち、５月～７月までを選択した場合（①＝４０万円、②＝５０万円、③＝１６０万円）
前年同期と比較した場合：〔（５０

４０）÷５０〕×１００＝２０％

前々年同期と比較した場合：〔（１６０

・・・ 給付金交付対象となります。

４０）÷１６０〕×１００＝７５％

・・・ 給付金交付対象となります。

・比較算定期間のうち、７月～９月までを選択した場合（①＝５０万円、②＝６０万円、③＝１９０万円）
前年同期と比較した場合：〔（６０

５０）÷６０〕×１００＝１６％

前々年同期と比較した場合：〔（１９０

・・・ 給付金交付対象外となります。

５０）÷１９０〕×１００＝７３％
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・・・ 給付金交付対象となります。

① 令和２年８月１日から令和２年１２月３１日までの間に事業を開始し、事業収入（売
上）を得ていること。
② 令和３年１月から同年９月までのうち、連続する３か月の事業収入（売上）の合計額
が、令和２年８月から同年１２月までの事業収入（売上）の月平均額を３倍した額と比
べて２０％以上減少していること。なお、事業を開始した月の事業収入（売上）は、こ
の申請要領の２３ページを参照してください。
（２）の令和２年８月１日～同年１２月３１日までの間に事業を開始した方のイメージ図
★事業開始：R2年8月1日～R2年12月31日まで

2020年(R2年)
12月

1月

2月

3月

4月

5月

2021年(R3年)
6月

7月

★

★

★

★

★

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月

比較基準期間のうち連続する3か月の合

令和2年8月～12月の事
業収入（売上）の月平
均額の3倍の額

計額がR2年8月～12月の月平均額の3倍
の額の20％以上減
比較基準期間
R3年1月～9月までのうち連続する3 か月の 事
業収入(売上)の合計額

〔
（③ ①）÷③〕×１００＝④
①：令和３年１月～９月まで（比較基準期間）のうち連続する３か月間の事業収入（売上）の合計額
③：令和２年８月～１２月までの事業収入（売上）の平均額に３を乗じて得た額
④：減少率（小数点以下切捨て）

減 少 率 の 算 定 例
2020年(R2年) 9月に開業した場合

2021年(R3年)

9月～12月までの事業収入（万円）
1月

2月

3月

4月 ５月 6月

7月

8月

1月～9月までの事業収入（万円）

9月

10月 11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

40

40

10

20

40

20

10

20

40

20

10

10

30

120

70

※月平均額の３倍：90

80

（120÷4×3＝90）

40

・比較算定期間のうち、２月～４月までを選択した場合（①＝７０万円、②＝９０万円）
〔（９０

７０）÷９０〕×１００＝２２％

・・・

給付金交付対象となります。

・比較算定期間のうち、５月～７月までを選択した場合（①＝８０万円、②＝９０万円）
〔（９０

８０）÷９０〕×１００＝１１％

・・・

給付金交付対象外となります。

・比較算定期間のうち、７月～９月までを選択した場合（①＝４０万円、②＝９０万円）
〔（９０

４０）÷９０〕×１００＝５５％

・・・
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給付金交付対象となります。

10月 11月

１．国及び法人税法別表第１に規定する公共法人
２．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２
条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる同条第１３項に規定する接
客業務受託営業を行う事業者
３．政治団体
４．宗教上の組織又は団体
５．松江市暴力団排除条例（平成２５年松江市条例第１４号）第２条第１号に規定する暴力
団又は同条第２号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している事業者
６．事業収入（売上）があり、所得税又は市県民税の申告を行っていない個人事業者（フリ
ーランスを含む。）
７．その他、給付金の趣旨から交付対象者とすることが適切でないと市⾧が認める事業者
以下の方は【対象外】となりますので、ご注意ください。
１）本社が市外に所在する法人であって、松江市内に事業所があるが、松江市内の事業所の
売上（松江市内に複数の事業所がある場合はその合計額）がその法人の最上位（市町村単
位の事業所による比較とします。）ではない法人（※主たる事業所が松江市内ではないと判
断します。
）
２）市外に住所（住民票）を有している個人事業者であって、松江市内に事業所（店舗等）
があるが、松江市内の事業所の売上（松江市内に複数の事業所がある場合はその合計額）
がその事業者の最上位ではない個人事業者（※主たる事業所が松江市内ではないと判断し
ます。
）
３）不動産収入のみの個人事業者
※松江市事業継続支援給付金交付要綱における「事業収入（売上）
」とは、所得税及び復興
特別所得税の確定申告書Ｂ（第一表）の「収入金額等」の「事業」欄の金額となります。

４）会社に雇用されている方（サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働
等の方を含みます。
）

法人の方

２０万円

個人事業者の方

１０万円

業種を問わず、１事業者につき１回限りの交付になります。
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この申請要領の１９ページにあります ７ 要件確認シートの作成方法 もあわせてお読み
いただき、下記１～７まで及び『提出書類確認シート』に沿って必要な書類をご用意・提出
してください。
➪記入例は１３～１６ページを参照してください。

・確定申告書等により判定しますが、事業所所在地、業種、屋号等が不明の場合は、追加の
資料を求めます。
・法人の方の場合は、「事業継続支援給付金交付申請書兼請求書」に記載の法人番号により、
国税庁法人番号公表サイトを活用して法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在
地を確認します。
・個人事業者の方の場合は、所得税青色申告決算書又は収支内訳書に記載の事業所所在地、
業種名、屋号をもって主たる事務所の所在地を確認します。
・法人の方、個人事業者の方、開業した時期によって必要な書類が異なりますので、次に記
載の内容又は『提出書類確認シート』に沿ってご用意ください。なお、個人事業者の方で、
「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）
」又は「市民税・県民税申告
書」を提出される場合は、個人番号が特定されないように個人番号を消して（塗りつぶし
て）ください。

【法人の方】
1)

確定申告書類のうち「法人税申告書別表一」の控えの写し。ただし、税務署の収受印
があるものとします。なお、電子申告による場合は、受信通知の添付をもって収受印に
代えるものとします。

2)

確定申告書類のうち「法人事業概況説明書」の１ページ目及び２ページ目（月別の売
上高等の状況の記載のあるページ）の控えの写し。

3)

平成３１年１月～令和３年９月までのうち、法人税の確定申告が済んでいない期間の
月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売上台帳や帳簿等）の写し。
この場合、売上がない月（０円の月）がある場合は、売上がないことが分かる資料（売
上台帳や帳簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告の基礎となる資料の写しに
は、法人名、代表者の職名及び氏名の記載、代表者印の押印をしてください。

※平成３１年１月～令和３年９月の期間のうち、法人税の確定申告を済ませた事業期間の
月別売上額については、
「法人事業概況説明書」の２ページ目の月別売上（収入）金額を
用いて要件を判定します。申請要領の３～６ページと２３～２４ページをご確認のうえ、
該当する期間の確定申告済みの事業年度分を総て提出してください。なお、法人税の確
定申告が済んでいない期間にあっては売上台帳の金額を用います。
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1)

確定申告書類のうち「法人税申告書別表一」の控えの写し。ただし、税務署の収受印
があるものとします。ただし、電子申告による場合は、受信通知の添付をもって収受印
に代えるものとします。

2)

確定申告書類のうち「法人事業概況説明書」の１ページ目及び２ページ目（月別の売
上高等の状況の記載のあるページ）の控えの写し。

3)

令和２年８月～令和３年９月までのうち、法人税の確定申告が済んでいない期間の月
別売上高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売上台帳や帳簿等）の写し。こ
の場合、売上がない月（０円の月）がある場合は、売上がないことが分かる資料（売上
台帳や帳簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告の基礎となる資料の写しには、
法人名、代表者の職名及び氏名の記載、代表者印の押印をしてください。

※令和２年８月～令和３年９月の期間のうち、法人税の確定申告を済ませた事業期間の月
別売上額については、
「法人事業概況説明書」の２ページ目の月別売上（収入）金額を用
いて要件を判定します。申請要領の３～６ページと２３～２４ページをご確認のうえ、
該当する期間の確定申告済みの事業年度分を総て提出してください。なお、法人税の確
定申告が済んでいない期間にあっては売上台帳の金額を用います。

1) 令和２年１月～１２月末までの間に開業した方は、
「法人設立届出書（税務署受付印の
あるもの）
」や「登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
」
、
「営業許可証」など、開業日
のわかる書類の写し。
2) 本社は市外であるが、主たる事業所が松江市にある方は、
「法人設立届出書（税務署受
付印のあるもの）
」や「営業許可証」など、松江市内で事業を営んでいることがわかる書
類の写し及び松江市内の事業所の売上が、その法人の最上位であることを証明する書類
の写し。
3)

法人の所在地や代表者が税申告の時点から変更となっている方や資本金の額が確定申
告に記載のない方は、「登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
」の写し。

【個人事業者の方】

1)

令和元年分と令和２年分の２年間分の「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第
一表、第二表）
」及び「所得税青色申告決算書」の１枚目及び２枚目の控えの写し。ただ
し、税務署の収受印があるものとします。なお、電子申告による場合は、受信通知の添
付をもって収受印に代えるものとします。

2)

令和３年１月～令和３年９月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎とな
る資料（売上台帳や帳簿等）の写し。この場合、売上がない月（０円の月）がある場合
は、売上がないことが分かる資料（売上台帳や帳簿等）の写しの提出が必要です。なお、
確定申告の基礎となる資料の写しには、申請者氏名の記載、押印をしてください。

※平成３１年１月～令和元年９月まで又は令和２年１月～令和２年９月までの期間の月別
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売上額については、「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）
」及び
「所得税青色申告決算書」の２枚目の月別売上（収入）金額を用いて要件を判定します。
1)

令和元年分と令和２年分の２年間分の「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第
一表、第二表）
」及び「所得税青色申告決算書」の１枚目及び２枚目の控えの写し。ただ
し、税務署の収受印があるものとします。なお、電子申告による場合は、受信通知の添
付をもって収受印に代えるものとします。

2)

平成３１年１月～令和元年９月まで、令和２年１月～令和２年９月までの月別売上高
のわかるもので、確定申告の基礎とした資料（売上台帳や帳簿等）の写し及び令和３年
１月～令和３年９月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売
上台帳や帳簿等）の写し。この場合、売上がない月（０円の月）がある場合は、売上が
ないことが分かる資料（売上台帳や帳簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告
の基礎とした資料等の写しには、申請者氏名の記載、押印をしてください。

1)

令和元年分と令和２年分の２年間分の「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第
一表、第二表）
」及び「収支内訳書」の１枚目及び２枚目の控えの写し。ただし、税務署
の収受印があるものとします。なお、電子申告による場合は、受信通知の添付をもって
収受印に代えるものとします。

2)

平成３１年１月～令和元年９月まで、令和２年１月～令和２年９月までの月別売上高
のわかるもので、確定申告の基礎とした資料（売上台帳や帳簿等）の写し及び令和３年
１月～令和３年９月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売
上台帳や帳簿等）の写し。この場合、売上がない月（０円の月）がある場合は、売上が
ないことが分かる資料（売上台帳や帳簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告
の基礎とした資料等の写しには、申請者氏名の記載、押印をしてください。

1) 「令和２年度市民税・県民税申告書（令和元年中の事業収入）
」と「令和３年度市民税・
県民税申告書（令和２年中の事業収入）
」の２年間分の控えの写し。ただし、市民税課の
収受印があるものとします。
2)

平成３１年１月～令和元年９月まで、令和２年１月～令和２年９月までの月別売上高
のわかるもので、確定申告の基礎とした資料（売上台帳や帳簿等）の写し及び令和３年
１月～令和３年９月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売
上台帳や帳簿等）の写し。この場合、売上がない月（０円の月）がある場合は、売上が
ないことが分かる資料（売上台帳や帳簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告
の基礎とした資料等の写しには、申請者氏名の記載、押印をしてください。

1) 令和２年分の「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）
」及び「所
得税青色申告決算書」の１枚目及び２枚目の控えの写し。ただし、税務署の収受印があ
るものとします。なお、電子申告による場合は、受信通知の添付をもって収受印に代え
るものとします。
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2)

令和３年１月～令和３年９月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎とな
る資料（売上台帳や帳簿等）の写し。この場合、売上がない月（０円の月）がある場合
は、売上がないことが分かる資料（売上台帳や帳簿等）の写しの提出が必要です。なお、
確定申告の基礎となる資料の写しには、申請者氏名の記載、押印をしてください。

※令和２年８月～令和２年１２月までの期間の月別売上額については、
「所得税及び復興特
別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）
」及び「所得税青色申告決算書」の２枚目の月
別売上（収入）金額を用いて要件を判定します。
1) 令和２年分の「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）
」及び「所
得税青色申告決算書」の１枚目及び２枚目の控えの写し。ただし、税務署の収受印があ
るものとします。なお、電子申告による場合は、受信通知の添付をもって収受印に代え
るものとします。
2)

令和２年８月～令和２年１２月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎と
した資料（売上台帳や帳簿等）の写し及び令和３年１月～令和３年９月までの月別売上
高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売上台帳や帳簿等）の写し。この場合、
売上がない月（０円の月）がある場合は、売上がないことが分かる資料（売上台帳や帳
簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告の基礎とした資料等の写しには、申請
者氏名の記載、押印をしてください。

1) 令和２年分の「所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）
」及び「収
支内訳書」の１枚目及び２枚目の控えの写し。ただし、税務署の収受印があるものとし
ます。なお、電子申告による場合は、受信通知の添付をもって収受印に代えるものとし
ます。
2)

令和２年８月～令和２年１２月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎と
した資料（売上台帳や帳簿等）の写し及び令和３年１月～令和３年９月までの月別売上
高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売上台帳や帳簿等）の写し。この場合、
売上がない月（０円の月）がある場合は、売上がないことが分かる資料（売上台帳や帳
簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告の基礎とした資料等の写しには、申請
者氏名の記載、押印をしてください。

1) 「令和３年度市民税・県民税申告書（令和２年中の事業収入）
」の控えの写し。ただし、
市民税課の収受印があるものとします。
2)

令和２年８月～令和２年１２月までの月別売上高のわかるもので、確定申告の基礎と
した資料（売上台帳や帳簿等）の写し及び令和３年１月～令和３年９月までの月別売上
高のわかるもので、確定申告の基礎となる資料（売上台帳や帳簿等）の写し。この場合、
売上がない月（０円の月）がある場合は、売上がないことが分かる資料（売上台帳や帳
簿等）の写しの提出が必要です。なお、確定申告の基礎とした資料等の写しには、申請
者氏名の記載、押印をしてください。

1) 令和２年１月～１２月末までの間に開業した方は、
「個人事業の開業・廃止等届出書（税
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務署受付印のあるもの）
」や「営業許可証」など、開業日のわかる書類の写し。
2) 住所は市外であるが、主たる事業所が松江市にある方は、
「個人事業の開業・廃止等届
出書（税務署受付印のあるもの）
」や「営業許可証」など、松江市内で事業を営んでいる
ことがわかる書類の写し。なお、松江市外に事業所がある場合は、松江市内の事業所の
売上が、その個人事業者の最上位であることを証明する書類の写し。
3) 「所得税青色申告決算書」はあるが、
「事業所所在地」欄が未記載の方や白色申告の方、
市民税・県民税申告を行っている方は、
「個人事業の開業・廃止等届出書（税務署受付印
のあるもの）
」や「営業許可証」など、松江市内で事業を営んでいることがわかる書類の
写し。
・
『提出書類確認シート』に沿ってご用意いただいた書類をもとに、
『要件確認シート』を作
成してください。 ➪『要件確認シート』の作成方法は１９～２５ページを参照してください。
・
「提出書類確認シート」の番号にしたがって、提出書類の確認を行い、ご用意された必要書
類のチェック欄に○を付けてください。なお、
「提出書類確認シート」は、法人の方、個人
事業者の方によって様式が異なります。
・住所、氏名、生年月日が確認できる書類（マイナンバーカードの表面、運転免許証、健康
保険証、住民基本台帳カードの表面、住民票のいずれか一つ以上の写し）を提出してくだ
さい。なお、住所変更等があった場合は、変更部分を含む形で提出してください。
・通帳のオモテ面と金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人（カナ）等の確
認ができるページの写し等
・振込先金融機関口座は、申請書に記載した申請者と同じ名義の口座である必要があります。
（法人であれば法人名義の口座、個人事業者であれば申請者本人名義の口座になります。
）

≪提出書類についてのお願い≫
・ボールペン等、消すことのできない筆記用具でご記入してください。
（鉛筆や消せるボールペン（フリクションボール）での記入はしないでください。
）
・修正液や修正テープでの訂正は行わないでください。誤って記入した部分があれ
ば、誤った部分に二重線を引いて訂正印（申請者印と同じ印）を押印し対応してく
ださい。
・提出いただいた書類は、原則、返却できません。
・申請書類等に不備があると、交付決定までに時間がかかるだけでなく、交付決定が
できなくなる場合がありますので、申請前に再度提出書類の確認をお願いします。
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（１）申請の取り下げ（要綱第８条）
提出された申請書又は申請書に添付する書類に不備があり、市が確認等に努めたにもか
かわらず、書類の補正が行われない等により審査ができない場合や、交付決定後の振込が
できない場合には、この申請は取り下げられたものとみなします。
（２）交付決定の取消し（要綱第９条）
申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、必要に応じて調査等を行います。
その結果、不正等の事実が認められた場合は、交付決定を取り消します。また、既に給付
金が交付されている場合には、期限を定めて給付金の返還を命じます。
（３）誓約及び同意事項（申請書内）
事業継続支援給付金を申請するにあたり、下記の事項に誓約及び同意していただきます。
【誓約及び同意事項】左欄の□に☑ をつけてください。
□ 松江市事業継続支援給付金交付要綱第３条の規定に該当することを誓約します。
□ 申請書類等の内容が虚偽でないことを誓約します。
□ 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたことが判明した場合は、異議なく給
付金を返還します。
□ 市から申請書類等の内容に関して調査、報告、関係書類の提出等の求めがあった場合は、
これに応じます。
□ 給付金の受領に係る審査のため、市が暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係
を有している者ではないことを関係機関（島根県警察本部等）へ照会することに同意しま
す。

（４）お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対策のため、お問い合わせ、申請ともに、窓口への来訪は控
えていただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、どうしても来訪される場合は、事前予約制とさせていただきます。ただし、ご希
望の日時に沿えない場合があります。
＜お問い合わせ先＞
松江市産業経済部商工企画課（給付金担当）
TEL：０８５２ ５５ ５０３６
受付時間：９時～１７時（土日・祝日を除く）
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申請する日を記入してください。
（要件緩和により申請される方は、令和２年１０月１日
以降の日付により申請してください。
）
【法人の方】本店の郵便番号及び住所を記入してください。
【個人事業者の方】事業主（代表者）の居住地の郵便番号及び住所を記入してください。
【法人の方】法人名及び代表者職名、代表者名を記入し、法人の代表者印を押印してくだ
さい。また、法人名及び代表者職名、代表者名には必ずふりがなを記入して
ください。
【個人事業者の方】事業主（代表者）氏名を記入し、事業主（代表者）の個人印を押印し
てください。（屋号等は記入しないでください。）また、事業主（代表者）氏
名には必ずふりがなを記入してください。
代表者又は事業主の生年月日を記入してください。
５項目を確認のうえ、□にチェック（✓）をつけてください。
法人名（会社名）、屋号・雅号等を記入してください。（個人事業者の方で、屋号・雅号
等のない方は記入不要です。）
法人の方は、
「法人税確定申告書別表一」に記載してある１３桁の法人番号を記入してく
だ さ い 。 ま た 、 法 人 番号 は 、 国 税 庁 法 人 番 号 公 表 サ イ ト （ https://www.houjin-ban
gou.nta.go.jp）から検索することもできます。
（個人事業者の方は記入不要です。
）
【法人の方】松江市に本社がある場合は、本社の住所を記入してください。また、松江市
に本社はないが、主たる事業所が松江市内にある場合は、その主たる事業所
の住所を記入してください。
（松江市に主たる事業所があることをもって申請
する場合は、松江市内の事業所の売上がその法人の最上位であることを証明
する書類の提出が必要です。
）
【個人事業者の方】主たる事業所の住所（確定申告書Ｂに添付する「所得税青色申告決算
書」や「収支内訳書」又は「個人事業の開業・廃業等届出書」等に記載の事
業所所在地）を記入してください。
この申請要領の１７ページにある「別表（業種分類表）
」を参照し、該当する大分類記号
（Ａ～Ｔ）及び中分類番号（０１～９９）を記入してください。なお、大分類のうち、
「Ｔ
分類不能の産業」への分類は極力控えてください。
また、複数の経済活動を行っている場合は、主要な活動（例えば、売上高などが最も大
きい業種）によって決定します。
※業種名の記入にあたっては、申請要領１８ページにある「日本標準産業分類一覧表（中
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分類）」や総務省統計局の日本標準産業分類に関するホームページ（https://www.estat.go.jp/classifications/terms/10）を参考にしてください。
従業員数（中小企業基本法上の『常時使用する従業員』
（労働基準法第２０条の規定に基
づく「予め解雇の予告を必要とする者」の人数）を記入してください。
※会社役員や個人事業主は従業員数に入りません。
法人の方は、資本金の額又は出資の総額を記入してください。
（個人事業者の方は記入不
要です。）
設立（開業）年月日を記入してください。
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申請に関する担当者名、電話番号、メールアドレスを記入してください。
（メールアドレ
スをお持ちでない場合は、メールアドレスの欄は記入不要です。
）
※申請内容について問い合わせする場合がありますので、日中に連絡が可能な電話番号を
記入してください。また、後日、事業継続に関してアンケートをお願いする場合があり
ます。
①の額、②又は③の額、④減少率の欄については、
『要件確認シート』により算出した①
及び②又は③の額並びに④の減少率を転記してください。
交付申請（請求）額の欄は、法人の方は「２０万円」を、個人事業者の方は「１０万円」
を記入してください。
５項目について、申請書に添付する書類を確認のうえ、該当する項目の□にチェック（✓）
をつけてください。
この欄は、担当課（松江市産業経済部商工企画課）が使用する欄ですので、記入しない
でください。

申請書提出前に、申請書裏面の下部にある「最後にご確認ください。
」の内容について確
認し、各内容の□にチェック（✓）をつけてください。
最後にご確認ください。
□表面の【誓約及び同意事項】の全てを確認し、□欄に✔をつけていますか。
□記載漏れや押印漏れはありませんか。
□修正液・修正テープ・消せるボールペンを使用していませんか。
□誤って記載した部分があれば、誤った部分に線を引いて訂正印を押印（申請者の印と
同じもの）し、余白に正しく記載してありますか。

この「事業継続支援給付金申請要領」をよく読み、不正受給の無いよう
十分に注意して、申請手続きを行ってください。
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大
記号

名

分

類

中
称

番号
０１
０２
０３

分

類

名

称

農業
林業
漁業（水産養殖業を除く）
水産養殖業
鉱業、採石業、砂利採取業
総合工事業

０４

職別工事業（設備工事業を除く）
設備工事業
食料品製造業
飲料・たばこ・飼料製造業
繊維工業
木材・木製品製造業（家具を除く）
家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業
印刷・同関連業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業
プラスチック製品製造業（別掲を除く）
ゴム製品製造業

０５

なめし革・同製品・毛皮製造業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
その他の製造業
電気業

０６

ガス業
熱供給業
水道業
通信業
放送業

０７

情報サービス業
インターネット附随サービス業
映像・音声・文字情報制作業
鉄道業
道路旅客運送業
道路貨物運送業

０８

水運業
航空運輸業
倉庫業
運輸に付帯するサービス業

０９

郵便業（信書便事業を含む）

※日本標準産業分類の詳細については、総務省統計局の日本標準産業分類に関するホームページ
（https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10）をご確認ください。
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大 分
記号

名

類

中
称

番号

分 類

名

称

各種商品卸売業
繊維・衣服等卸売業

１０

飲食料品卸売業
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
機械器具卸売業
その他の卸売業
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業

１１

飲食料品小売業
機械器具小売業
その他の小売業
無店舗小売業
銀行業
協同組合金融業

１２

貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
金融商品取引業、商品先物取引業
補助的金融業等

１３
１４
１５
１６

保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む）
不動産取引業
不動産賃貸業・管理業
物品賃貸業
学術・開発研究機関
専門サービス業（他に分類されないもの）

１７

広告業
技術サービス業（他に分類されないもの）

１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
９９

宿泊業
飲食業
持ち帰り・配達飲食サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業
娯楽業
学校教育
その他の教育、学習支援業
医療業
保健衛生
社会保険・社会福祉・介護事業
郵便局
協同組合（他に分類されないもの）
廃棄物処理業
自動車整備業
機械等修理業（別掲を除く）
職業紹介・労働者派遣業
その他の事業サービス業
政治・経済・文化団体
宗教
その他のサービス業
外国公務
国家公務
地方公務
分類不能の産業
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事業継続支援給付金は、開業した時期によって要件等が異なります。
要件等の判定のため、以下の手順で『要件確認シート』を作成し、申請書に添付してくだ
さい。また、申請書には『要件確認シート』で算出された金額や減少率を記入してください。
① 「提出書類確認シート」にある必要な書類（法人の方は、平成３１年１月～令和３年９
月までの期間のうち法人税の確定申告を済ませた事業期間の法人税確定申告書及び法人事
業概況説明書、売上台帳等を、個人事業者の方は、令和元年分と令和２年分の２年間分の
所得税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）及び所得税青色申告決算書、
売上台帳等）をお手元にご用意ください。
●法人の方
・法人税確定申告書の写し

・法人事業概況説明書の写し
（１ページ目、２ページ目）

・売上台帳等の写し（確定申告が済んでい
ない期間の月別売上高のわかる資料）
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●個人事業者の方
・所得税確定申告書第一表、第二表の写し

・青色申告決算書の写し
（１ページ目、２ページ目）
※青色申告決算書で月別売上額を申告し
ていない方（農業所得等）は、収支内訳
書の写しを提出してください。

（収支内訳書の写し）

・売上台帳等の写し（確定申告が済んでい
ない期間の月別売上高のわかる資料）

※収支内訳書の写しを提出する際も、
１ページ目と２ページ目を提出し
てください。

※「提出書類確認シート」は、法人の方、個人事業者の方によって様式が違います。
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② ①で用意した書類を見ながら、
『要件確認シート』の各欄に、月別の売上（収入）金額を
転記してください。
●法人の方
・確定申告が済んでいない期間について
は、売上台帳等（月別売上高のわかる資
料）から数値を転記してください。

※売り上げがない月（０円の月）があ
る場合、売り上げがないことを示す
資料（売上台帳や帳簿）の写しを添
付してください。

・法人事業概況説明書の写しの２ページ目の左下に
ある、月別の売上高等の状況欄に記載の売上（収
入）金額のうち、１月～９月の金額を「要件確認
シート」の比較基準期間又は比較対象期間の月別
金額記載欄に記入してください。
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●個人事業者の方
・令和３年１月～９月までの期間につ
いては、売上台帳等（月別売上高のわ
かる資料）から数値を転記してくだ
さい。

※売り上げがない月（０円の月）があ
る場合、売り上げがないことを示す
資料（売上台帳や帳簿）の写しを添
付してください。

・青色申告決算書の写しの２ページ目の左上に
ある、月別売上（収入）金額及び仕入金額の
に記載の売上（収入）金額のうち、１月～９
月の金額を「要件確認シート」の比較対象期
間の月別金額記載欄に記入してください。

※青色申告決算書で月別売上額を申告
していない方（農業所得等）及び白色
申告の方、確定申告の義務のない方
は、当該期間について、売上台帳等
（の月別売上高のわかる資料）から
数値を転記してください。

注

注）雑収入については、その売上（収入）があった月に含めて
月別売上（収入）金額を算出してください。

※「要件確認シート」に転記する事業収入（売上）は、税込み、税抜きのどちらでも構い
ませんが、どちらかに統一したうえで転記してください。
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③ ②で転記した金額を基に、各年の連続する３か月の合計額を算出してください。
※令和２年８月１日～令和２年１２月３１日までの間に事業を開始した方は、令和２
年８月～１２月までの金額の平均額（円未満切り捨て）を３倍した額の算出が必要
です。
④ ③で算出した額を基に、減少率（小数点未満切り捨て）を算出してください。
⑤ 『要件確認シート』の作成が終わりましたら、申請書の「事業収入（売上）の比較及び
交付申請（請求）額」欄に、③で算出した額及び④で算出した減少率を転記してください。
⑥ 「提出書類確認シート」裏面の「確認をお願いしたいこと」及び申請書裏面の「最後に
ご確認ください」の項目を確認、チェックした後、申請書類一式を郵送してください。

（１）開業月の営業開始日が月の初日でない場合の事業収入
開業月の事業収入（売上）を、開業日以降の開業月の日数で除した額に、開業月の日数
を乗じて算出してください。
この場合、開業日以降で１日しか営業していない場合であっても、定休日などの休業日
を日数に含めて算出します。
（例えば、１月２０日に開業し、１月中には１日しか営業しな
かった場合であっても開業日以降の日数（１２日間）をもって算出するものとします。
）ま
た、開業月の算定上の売上は、円未満を切り捨てとしてください。
【例】
① １月１２日に開業し、１月の売上が２０万円であった場合
２０万円÷２０日（１月１２日～１月３１日）×３１日（１月の日数）
＝３１万円（円未満切り捨て）
② ３月２０日に開業し、３月の売上が１００，０００円であった場合
１００，０００円÷１２日（３月２０日～３月３１日）×３１日（３月の日数）
＝２５８，３３３円（円未満切り捨て）

（２）法人の方
『要件確認シート』に記入が必要な月別売上額のうち、法人税の確定申告を済ませた事
業期間の月別売上額については、
「法人事業概況説明書」２ページ目の月別売上（収入）金
額を転記してください。
確定申告の時期を迎えていない等、法人税の確定申告が済んでいない期間の月別売上額
については、今後行う予定の確定申告の基礎となる資料（売上台帳や帳簿等）に基づき転
記してください。
なお、売上台帳や帳簿等を提出する際は、余白に法人名、代表者の職名及び氏名を記入
し、法人の代表者印を押印してください。
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【例】
令和２年７月３１日以前に事業を開始した法人の方で、
① 事業年度が１月１日～１２月３１日の場合は、
・法人税確定申告書及び法人事業概況説明書（以下「法人税確定申告書等」といいます。
）
（令和２年１月１日～令和２年１２月３１日分）と令和３年１月～９月のうち比較基
準とした連続する３か月間の売上台帳等
又は
・法人税確定申告書等（平成３１年１月１日～令和元年１２月３１日分）と令和３年
１月～９月のうち比較基準とした連続する３か月間の売上台帳等
が必要です。
② 事業年度が７月１日～６月３０日の場合は、
・法人税確定申告書等（令和元年７月１日～令和２年６月３０日分）と法人税確定申告
書等（令和２年７月１日～令和３年６月３０日分）
又は
・法人税確定申告書等（平成３０年７月１日～令和元年６月３０日分）と法人税確定申
告書等（令和２年７月１日～令和３年６月３０日分）
が必要です。なお、令和３年１月～９月までのうち比較基準とした連続する３か月間に係
る法人税の確定申告が済んでいない場合は、該当する期間の売上台帳等が必要です。
※その他の期間についても、同様な考えにより資料の提出をお願いします。
2019年(H31年/R1年)

2020年(R2年)

2021年(R3年)

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

前年同期

前々年同期

前年同期比
20％以上減

比較基準期間

又は前々年同期比20％以上減
事業年度：1/1～12/31の場合

法人税確定申告書(H31.1～R1.12)

法人税確定申告書(R2.1～R2.12)

売上台帳

事業年度：4/1～3/31の場合

法人税申告書

法人税確定申告書(H31.4～R2.3)

法人税確定申告書(R2.4～R3.3)

売上台帳

事業年度：7/1～6/30の場合

法人税確定申告書

法人税確定申告書(R1.7～R2.6)

法人税確定申告書(R2.7～R3.6)

売上台帳

事業年度：10/1～9/30の場合

法人税確定申告書(H30.10～R1.9)

法人税確定申告書(R1.10～R2.9)

法人税確定申告書(R2.10～R3.9)

令和２年８月１日以降に事業を開始した法人の方で、
① 事業年度が８月１日～７月３１日の場合は、法人税確定申告書等（令和２年８月１日～
令和３年７月３１日分）と令和３年８月及び９月の売上台帳等が必要です。
② 事業年度が１０月１日～９月３０日の場合は、令和２年１０月～１２月の売上台帳等と
令和３年１月～９月のうち比較基準とした連続する３か月間の売上台帳等が必要です。
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（３）確定申告書類に月別売上高のない個人事業者の方
①白色申告の方
②青色申告だが青色申告決算書に月別売上（収入）金額の記載がない方（農業所得、現
金主義等）
③確定申告の義務のない方で、市民税・県民税の申告をした方
上記①～③の方については、次の書類が必要となります。
・令和３年１月～９月までのうち、比較基準とした連続する３か月間の月別の売上額
が分かる売上台帳や帳簿等
・比較基準とした３か月間と比較する令和２年１月～９月又は平成３１年１月～令

和元年９月までの月別の売上額が分かる売上台帳や帳簿等（ただし、令和２年８
月１日以降に開業した方については、令和２年８月～１２月までの月別の売上額
が分かる売上台帳や帳簿等）
また、白色申告の方については、
「収支内訳書」の１枚目及び２枚目の控えの写しも提出
してください。
なお、売上台帳や帳簿等を提出する際は、余白に事業主（代表者）氏名を記入し、押印
（申請書で使用した印）してください。
（４）その他
『要件確認シート』の比較基準期間及び比較対象期間の事業収入（売上）の状況に記入
する月別売上額については、税込み、税抜きのどちらでも構いませんが、確定申告書に記
載の売上（収入）金額が税込みであれば税込みで、確定申告書に記載の売上（収入）金額
が税抜きであれば税抜きで記入してください。
税込み、税抜きのどちらかに統一したうえで記入してください。
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（１）制度について
1-1 事業継続支援給付金の概要は？
（回答）
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出の自粛や観光客の減少などにより経営に深刻
な影響を受けている中小企業者等を対象に、事業の継続を支援するため、松江市が独自で給付
金を支給するものです。

1-2 給付額は１事業者いくらになりますか？
（回答）
給付対象の要件に該当する事業者に対して、法人の場合は１事業者につき一律２０万円、個
人事業者の場合は１事業者につき一律１０万円になります。
なお、複数の事業・事業所・店舗等を運営している場合であっても、法人の場合は一律２０
万円、個人事業者の場合は一律１０万円になります。
また、１事業者につき１回限りの給付となりますので、一度受給された方は再度申請するこ
とはできません。（１０月１日からの要件緩和前の要件にて申請し、給付金を受給された方は、
再度申請することはできません。）

1-3 給付金の給付対象となる事業者は誰ですか？
（回答）
基準日及び申請日において、松江市に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等の方で、
令和２年１２月３１日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思がある方です。
その上で、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年１月から９月までのうち、連
続する３か月の事業収入（売上）の合計額が前年又は前々年の同じ期間に比べて２０％以上減
少している必要があります。

※開業が令和２年８月１日以降で「前年同期間」を測れない場合、令和２年８月から
１２月の月平均額を３倍した額と比較します。
なお、その他の要件などについては、松江市事業継続支援給付金交付要綱、この申請要領の
３～６ページをご確認ください。

1-4 中小企業者等とはどのような事業者になりますか？
（回答）
「中小企業者等」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やフリーランス
を含む個人事業者及びこれと同等と認められる法人となります。
なお、中小企業基本法第２条第１項により、中小企業者の業種分類によって要件が変わりま
すので、この申請要領の３ページにある「（参考）中小企業基本法による中小企業者の定義」を
参照してください。
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1-5 中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他」
、
「卸売業」
、
「サービス業」
、
「小売業」のうちどの業種に分類されるのかを判断する方法はありますか？
（回答）
始めに、総務省が所管する日本標準産業分類（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu
/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html）をご覧いただき、分類項目名、説明及
び内容例示からどの分類に当てはまるのかご確認ください。
次に、中小企業庁の「中小企業・小規模企業者の定義」に関するホームページ掲載してある
「日本標準産業分類第１３回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて」の対応表（https://
www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf）からどの業種に該当するかご確認ください。
【参考】
「日本標準産業分類第１３回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて」の対応表
（https:/ /www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf）
中小企業基本
法上の類型

日本標準産業分類上の分類

卸売業

大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち
中分類５０（各種商品卸売業）、
中分類５１（繊維・衣服等卸売業）
、
中分類５１（飲食料品卸売業）、
中分類５３（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業）
、
中分類５４（機械器具卸売業）、
中分類５５（その他の卸売業）

小売業

大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち
中分類５６（各種商品小売業）、
中分類５７（織物・衣服・身の回り小売業）
、
中分類５８（飲食料品小売業）、
中分類５９（機械器具小売業）、
中分類６０（その他の小売業）、
中分類６１（無店舗小売業）
大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）のうち
中分類７６（飲食店）
、
中分類７７（持ち帰り・配達飲食サービス業）

サービス業

大分類 G（情報通信業）のうち
中分類３８（放送業）
中分類３９（情報サービス業）、
中分類４１（映像・音声・文字情報制作業）のうち
小分類４１１（映像情報制作・配給業）
、
小分類４１２（音声情報制作業）
、
小分類４１５（広告制作業）
、
小分類４１６（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業）
大分類 K（不動産業、物品賃貸業）のうち
中分類６９（不動産賃貸業・管理業）のうち
小分類６９３（駐車場業）
、
中分類７０（物品賃貸業）
大分類 L（学術研究、専門・技術サービス業）
大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）のうち
中分類７５（宿泊店）
、
大分類 N（生活関連サービス業、娯楽業）
※ただし、小分類７９１（旅行業）を除く
大分類 O（教育、学習支援業）
大分類 P（医療、福祉）
大分類 Q（複合サービス事業）
大分類 R（サービス業＜他に分類されないもの＞）

製造業その他

上記以外の全て
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1-6

中小企業基本法に規定する中小企業者と同等と認められる法人とはどのような法

人をいいますか？
（回答）
中小企業基本法に規定する中小企業者と同等と認められる法人とは、社会福祉法人や医療法
人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、公益財団法人、農事組合法人、特定非営利
活動法人等、法律に基づき設立される法人となります。
なお、業種によって中小企業基本法の定義に該当することが必要となります。例えば、農事
組合法人であれば、資本金の額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が３００人以
下の法人となります。
ただし、松江市事業継続支援給付金交付要綱第３条第３項に該当する方は対象外となります。

1-7 常時使用する従業員とはどのような者をいいますか？ また、パート、アルバイト、
派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者並びに会社役員及び個人事業主は「常時使用
する従業員」に該当しますか？
（回答）
「常時使用する従業員」とは、労働基準法第２０条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要
とする者」とします。
なお、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該
条文をもとに個別に判断することとします。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告
を必要とする者に該当しないため、
「常時使用する従業員」には該当しません。

1-8 昨年度に実施された「松江市経営支援給付金」との重複受給はできますか？
（回答）
可能です。令和２年度に実施した「松江市経営支援給付金」の交付を受けた方も、申請いた
だけます。
また、国の「一時支援金」や「月次支援金」
、島根県の「島根県飲食店等事業継続特別給付金」
の交付を受けられた方も、申請いただけます。

1-9 「松江市事業継続支援給付金」の申請は何度もできますか？
（回答）
１事業者につき１回限りの給付となります。
「松江市事業継続支援給付金」を一度受給された
方は、再度申請することはできません。

1-10 １か月の事業収入（売上）ではなく、令和３年１月から９月のうちの連続する３か
月間の合計としたのはなぜですか？
（回答）
要件を１か月とした場合には、偶発的な理由から事業収入（売上）が減少した事業者も対象
となる可能性があります。新型コロナウイルス感染症の拡大により、金額的な影響だけでなく、
まとまった期間を通じて影響を受けた事業者の方を支援するべきと考え、令和３年１月から９
月のうち連続する３か月間の事業収入（売上）の合計といたしました。
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1-11 減少率の２０％といった数字は根拠があるのですか？
（回答）
国の新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援の基準を参考に２０％と設定したもので
す。松江市独自の給付金であり、減少率２０％の判断基準も含めて、法的な根拠はございませ
ん。

1-12 事業収入（売上）が２０％以上減少した事業者に２０万円や１０万円の給付金を交
付して、事業が継続できると考えているのですか？
（回答）
市といたしましても、今回の給付額をもって苦しい経営状況がすべて改善するとは考えてお
りません。このたびの給付金は、コロナ禍にあって、非常に苦しい思いをしている事業者の皆
様に少しでもご支援をさせていただくもので、事業継続のお役に立てていただきたいと考えて
おります。

（２）対象者について
2-1 複数の事業を行っている場合の申請は、どのようになりますか？
（回答）
複数の事業を行っているのが同一の事業者であれば、法人の場合は１法人格あたり１回の申
請、個人の場合も１個人事業者あたり１回の申請となります。それぞれの事業所（店舗）や異
なる部門等が各々に申請することはできません。

2-2 会社を経営し、建築部門と飲食店部門を事業として行っています。建築部門では売
上の減少が１０％でしたが、飲食店部門では３０％でした。また、会社としては１５％の
売上減少となりましたが、飲食店部門のみで申請はできますか？
（回答）
申し訳ありませんが、申請できません。１事業者で複数の事業（部門）を行っている場合で
も、事業者を対象としていますので、事業（部門）単位に申請することはできません。
お尋ねの場合は、飲食店部門の売上が３０％の減少であっても、会社としては１５％である
ため申請することはできません。

2-3 市内で複数店舗を経営している場合の申請は、どのようになりますか？
（回答）
１事業者で複数の店舗を経営している場合でも１事業者あたり１回の申請となります。また、
全体の売上での比較となります。

2-4

会社を経営していますが、個人でも事業を行っています。２つの申請は可能です

か？
（回答）
法人の場合は１法人格あたり１回の申請、個人の場合も１個人事業者あたり１回の申請とな
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ります。会社とは別の個人事業であれば別の事業主となりますので、２つの申請ができます。

2-5 松江市外に本社があり、松江市内にも事業所がありますが、対象となりますか？
（回答）
本社が松江市外にある場合であっても、松江市内の事業所の売上（松江市内に複数の事業所
がある場合はその合計額）がその法人の最上位（市町村単位の事業所による比較）であれば対
象となります。この場合、直近の確定申告の売上高の内訳（事業所ごとの売上高等）により判
断しますので、必要な書類の提出をお願いします。なお、事業所ごとの売上高を示す書類の提
出ができない場合は対象外とさせていただきます。

2-6 個人事業者で松江市外に住んでおり、松江市内に店舗がありますが、対象となりま
すか？
（回答）
住所（住民票）が松江市外にある場合であっても、松江市内で主たる事業を行っている場合
は対象となります。
なお、松江市外と松江市内で事業を行っている場合、松江市内の事業所の売上（松江市内に
複数の事業所がある場合はその合計額）が個人事業者としての売上の最上位であれば対象とな
ります。この場合、直近の確定申告の売上高の内訳により判断しますので、必要な書類の提出
をお願いします。なお、事業所ごとの売上高を示す書類の提出ができない場合は対象外とさせ
ていただきます。

2-7 個人事業者で松江市内に住んでおり、松江市外で小売業を営んでいますが、対象と
なりますか？
（回答）
松江市内に事業所を有していなくても、松江市内に住所（住民票）を有している個人事業者
の方は対象としております。
（参考）フリーランスを含む個人事業者にあっては、松江市内に住所（住民票）又は主たる事
業者を有していること。
住所（住民票）

事業所

対象

市内

市内

○

市内

市外

○

市外

市内

△

市外

市外

×

備

考

松江市内に主たる事業所があれば対象

2-8 令和３年２月に開業したばかりの企業ですが、対象となりますか？
（回答）
申し訳ありませんが、対象となりません。令和２年１２月３１日までに開業した事業者を対
象としております。

30

2-9 令和３年４月に市外から出店してきた企業は対象となりますか？
（回答）
この申請要領の３～６ページにある ３

交付対象者の要件と給付金額 に示す基準日及び申

請日において、市内に本社又は主たる事業所を有する中小法人等は対象となります。また、基
準日とは、令和３年１月から令和３年９月までの期間のうち、連続する３か月間の初日をいい
ます。お尋ねの、令和３年４月に入ってから出店してきた場合は、基準日の要件には合致しま
すが、本社が市外に所在する場合で松江市内の事業所の売上がその企業の最上位でない場合は
対象外となります。

2-10 フリーランスも対象となりますか？
（回答）
フリーランスの方についても、事業収入（売上）が交付対象者の要件を満たす場合は、給付
対象として考えています。
なお、業務委託契約等の収入を主たる収入として「雑所得（業務に係る雑所得）
」又は「給与
所得」で確定申告している場合は、被雇用者又は被扶養者でないことが要件となります。
また、フリーランス等で主たる収入を業務委託契約に基づく事業活動から得ている方が、そ
の主たる収入を確定申告に「雑所得（業務に係る雑所得）
」や「給与所得」として計上している
場合は、事業の実態の有無を確認できないことから、別途、次に示す書類が必要となります。
① 業務委託契約等に基づく場合は、業務委託契約書（全ページ）の写しと支払調書等又は
通帳（当該契約に基づく収入であることがわかる部分）の写し）
② 業務委託契約等に基づかない場合は、支払調書等と通帳（当該調書に関する収入である
ことがわかる部分）の写し
業務委託契約書等の写しを提出する際は、申請者がその雇用者ではない者との間で締結する
業務委託等の契約書で、契約を締結した当事者の署名又は記名押印があるものとします。ただ
し、申請者に支払われる業務委託契約等に係るものとし、業務委託契約等の契約内容が分から
ないものは認められない場合があります。

2-11 副業の場合も対象となりますか？
（回答）
全収入のうち、主な収入が事業収入（収入のうち一時的なもの等を除く全ての収入のうち、
事業収入が占める割合が２分の１を超えるもの）であれば対象となります。この場合、全収入
とは、確定申告書における一時的なもの等を除く全ての売上等とします。

2-12 個人事業者ですが、不動産収入（貸室・駐車場経営など）が減少した場合は対象と
なりますか？
（回答）
申し訳ありませんが、対象となりません。松江市事業継続支援給付金交付要綱にける「事業
収入（売上）」とは、所得税及び復興特別所得税の確定申告書Ｂ（第一表）の「収入金額等」の
「事業」欄の金額となります。
「不動産」欄の収入は、対象となりません。
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2-13 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、すでに廃業しましたが、給付金を受
給できますか？
（回答）
今後も事業活動を継続する意思があることが支給要件であるため、すでに廃業した事業者に
ついては対象となりません。

2-14 要件を判定する際の事業収入（売上）には、持続化給付金や雇用調整助成金、松江
市経営支援給付金などの現金給付を含めて計算するのですか？
（回答）
事業収入（売上）に国や地方団体からの現金給付（国の持続化給付金や雇用調整助成金、一
時支援金、松江市経営支援給付金等）が含まれる場合は、これらの給付金を除いて算定するも
のとします。なお、確定申告書類等と申請書類の差額が当該現金給付であるかを確認させてい
ただく場合がありますのでご了承ください。

2-15

昨年１０月に個人事業者から法人化しましたが、申請はどのようにしたらよいで

すか？
（回答）
比較基準期間と比較する前年同期との間又は比較基準期間と比較する前々年同期との間に個
人事業者から法人化した場合、比較する資料は個人事業者としての資料提出をお願いします。
また、法人の確定申告書類の控えの写しと個人事業者の確定申告書類の控えの写しの提出をお
願いします。併せて、「法人設立届出書」と「履歴事項全部証明書」、又は「個人事業の開業・
廃業届出書」と「履歴事項全部証明書」の提出（法人の設立年月日を確認します。
）をお願いし
ます。

（３）申請方法等
3-1 給付金を受けるには、どうすればいいですか？／申請書はいつ頃届きますか？／申
請書はどこで入手できますか？
（回答）
申請書等は、松江市役所から発送しません。松江市のホームページから申請書等をダウンロ
ードし、必要事項を記入のうえ、申請書類を添えて「松江市事業継続支援給付金窓口」
（〒6908540 松江市末次町８６番地

松江市産業経済部 商工企画課）まで郵送してください。

また、申請書等は、松江市役所総合案内や市役所商工企画課、各支所の地域振興課、松江商
工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、ＪＡしまねくにびき地区本部
（営農企画課）などにも備え付けてあります。
申請方法は、原則、郵送でお願いします。新型コロナウイルス感染症対策のため、窓口への
ご来訪はお控えください。なお、どうしても来訪を希望される場合は、事前予約をお願いしま
す。また、事前予約がない場合は、受け取りのみとさせていただき、書類の確認は行いません。

3-2 電子申請による申請はできないのですか？
（回答）
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申し訳ありませんが、電子申請は行っておりません。上記 3-1 の方法により申請書等を入手
のうえ郵送にて提出してください。
（郵送料は、申請者負担となります。）

3-3 申請期限はいつですか？
（回答）
令和３年１２月１０日（金）です。なお、郵送申請分は１２月１０日当日の消印を有効とし
ます。
また、持参による提出もお受けしますが、その際は、１２月１０日（１７時まで）必着とな
りますのでご注意ください。

（４）提出書類について
4-1

給付金の申請の際に添付した資料を申請書提出後に返却してもらうことは可能で

すか？
（回答）
資料の返却はできません。提出の際は、必ず原本ではなく写し（原本のコピー）でお願いし
ます。

4-2 事業収入（売上）の減少は、どのような方法で確認するのですか？
（回答）
事業収入（売上）の減少に係る要件については、原則として、法人の方の場合は、法人事業
概況説明書（２ページ目の月別の売上高等の状況）をもとに、個人事業者の方の場合は、所得
税及び復興特別所得税確定申告書Ｂ（第一表、第二表）及び青色申告決算書（２ページ目の月
別売上（収入）金額）をもとに判定します。ただし、白色申告の方は、青色申告決算書の代わ
りに収支内訳書並びに月別の売上台帳や帳簿の写しなどが必要となります。
詳しくは、『提出書類確認シート』と、この申請要領の１９～２５ページをご参照ください。
なお、消費税の確定申告書では審査ができませんので、ご注意ください。

4-3 確定申告書類に月別売上金額の記載がありませんが、
「年間事業収入÷１２」をした
金額を「月別売上額」とみなして申請することはできますか？
（回答）
申し訳ありませんが、できません。
この給付金は、今年の１月～９月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事
業者を支援することを趣旨として交付対象要件を定めています。
従いまして、青色申告だが月別売上額を申告していない方（農業所得、現金主義）や白色申
告の方、確定申告の義務のない方で市県民税申告をした方については、その事業収入となる月
別の売上額を証明する資料の提出ができない場合は申請ができません。

4-4 ｅ－Ｔａｘで申告している場合、どのように書類を提出すればよいですか？
（回答）
確定申告書類の控え及びｅ

Ｔａｘの「受信通知」の写しをご提出ください。
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なお、「受信通知」は、ｅ

Ｔａｘのホームページから確認することができます。

個人事業者等で、税務署（申告会場を含む。
）においてｅ

Ｔａｘにより申告した場合は、確

定申告書類に受付日時が印字されていることで、収受印とみなします。

4-5 確定申告書第一表の控えに税務署の収受日付印が押印されていない場合、どのよう
にすればよいですか？
（回答）
原則として、確定申告書類の写しを提出する場合には、確定申告書類に税務署の収受日付印
が押印されていること（電子申告による場合には、確定申告書類に「電子申告完了済（電子申
告日時及び受付番号）
」の印字があるもの。又は、税務署の受信通知の写しの添付）を必須とし
ているところです。
しかしながら、特例として確定申告書類に税務署の収受日付印が押印されていない場合には、
提出する確定申告書類の年度の「納税証明書（その２所得金額用）」
（事業所得金額の記載のあ
るもの）を提出することで代替えすることとします。なお、
「納税証明書（その２所得金額用）」
は税務署で取得することができます。

4-6 「要件確認シート」に記入する収入（売上）金額は、税込みですか、税抜きですか？
（回答）
「要件確認シート」に記入する収入（売上）金額は、税込み、税抜きのどちらでも構いませ
んが、税込みであれば税込みに統一して、税抜きであれば税抜きに統一して記入してください。
例えば、法人の方であれば、
「法人事業概況説明書」の「月別の売上高等の状況の売上（収入）
金額」欄が税込みで記載してあれば、その金額を「要件確認シート」の比較対象期間の欄に転
記し、比較基準期間の欄には「売上台帳」等をから税込みの金額を転記するようにしてくださ
い。

4-7 今年になって、売り上げがない月（０円の月）がありますが、このような月につい
ては何も提出しなくてよいですか？
（回答）
申し訳ありませんが、収入（売上）がなかった月（０円であった月）につきましても、収入
（売上）がなかったということが分かる書類（売上台帳）などの写しの提出をお願いします。
また、この場合も、他の売上台帳等と同様に、法人の方であれば法人名、代表者の職名及び
氏名の記載と代表者印の押印を、個人事業者の方であれば、申請者氏名の記載と押印をお願い
します。

（５）給付・振込について
5-1 申請から給付金が支払われるまでの期間はどのくらいですか？
（回答）
申請から振込までの期間は、不備等がなければおおむね３週間程度を予定しております。

5-2 給付金振り込み口座に、申請者と異なる名義の口座を指定することはできますか？
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（回答）
申請者と異なる名義の口座を指定することはできません。同一名義の口座を指定してくださ
い。

5-3 給付金が振り込まれた場合、通帳にはどのように表示されますか？
（回答）
給付金を通帳に振り込んだ際には、通帳に「マツエシヨウコウキカクカ」と表示されます。

5-4 申請書に不備があった場合はどうなりますか？
（回答）
申請内容等に不備があった場合、不備内容をご連絡しますので、記載事項の訂正や再提出を
お願いいたします。
特に、対象者の要件を確認する書類や振込先口座を確認する書類などが不足している場合、
申請内容を審査することができないため、振込が遅れますので、
『提出書類確認シート』をよく
確認したうえで、申請してください。
なお、申請書類や資料等の記載事項の訂正や再提出、追加提出に応じていただけない場合は、
事業継続支援給付金の支給ができない場合があります。
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■中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号） 第２条第１項
（中小企業者の範囲及び用語の定義）
第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号
に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的
に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百
人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四
号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人
以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百
人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五
十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 第２０条及び第２１条
（解雇の予告）
第二十条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその

予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金
を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続
が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、
この限りでない。
２ 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短
縮することができる。
３ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、
第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは
第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に
該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでな
い。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
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■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 第２条
第５項及び同条第１３項
（用語の意義）
第二条
５ この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風
俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性
紹介営業をいう。
１３ この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委
託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと（当該業務の一部
に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。）
を内容とする営業をいう。
一 接待飲食等営業
二 店舗型性風俗特殊営業
三 特定遊興飲食店営業
四 飲食店営業（設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法（昭和二十二年法律第
二百三十三号）第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業
に該当するものを除く。以下同じ。）のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営
む営業（営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以
下「酒類提供飲食店営業」という。）で、午前六時から午後十時までの時間においての
み営むもの以外のもの
■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号

及び同条第６号
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は
常習的に暴力的不法行為等を行うことを助⾧するおそれがある団体をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
■松江市暴力団排除条例（平成２５松江市条例第１４号） 第２条第１号及び同条第２号
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1)

暴力団

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
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■法人税法（昭和４０年法律第３４号） 別表第１
別表第一 公共法人の表(第二条関係)
名

称

根

拠 法

沖縄振興開発金融公庫

沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）

株式会社国際協力銀行

会社法及び株式会社国際協力銀行法（平成二十三年法律第三十九号）

株式会社日本政策金融公庫

会社法及び株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）

港務局

港湾法

国立大学法人

国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）

社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法（昭和二十三年法律第百二十九号）

水害予防組合
水害予防組合連合

水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）

大学共同利用機関法人

国立大学法人法

地方公共団体

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

地方公共団体金融機構

地方公共団体金融機構法（平成十九年法律第六十四号）

地方公共団体情報システム機構

地方公共団体情報システム機構法（平成二十五年法律第二十九号）

地方住宅供給公社

地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）

地方税共同機構

地方税法

地方道路公社

地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号）

地方独立行政法人

地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）

独立行政法人（その資本金の額若
しくは出資の金額の全部が国若
しくは地方公共団体の所有に属

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）及び同法第一条第一項

しているもの又はこれに類する

（目的等）に規定する個別法

ものとして、財務大臣が指定をし
たものに限る。）
土地開発公社
土地改良区
土地改良区連合

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）
土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）

土地区画整理組合

土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）

日本下水道事業団

日本下水道事業団法（昭和四十七年法律第四十一号）

日本司法支援センター

総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）

日本中央競馬会

日本中央競馬会法（昭和二十九年法律第二百五号）

日本年金機構

日本年金機構法（平成十九年法律第百九号）

日本放送協会

放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）)
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⾧形 3 号封筒：A4 用紙 4 枚まで 84 円切手 10 枚まで 94 円切手
角型 2 号封筒：A4 用紙 7 枚まで 120 円切手 20 枚まで 140 円切手
※封筒・切手代は申請者でご負担ください。
＜宛名シート＞
申請書類を郵送する際に切り取ってご活用ください。
✂切り取り線

〒６９０－８５４０
松江市末次町８６番地
松江市 産業経済部 商工企画課
松江市事業継続支援給付金窓口 行
松江市事業継続支援給付金 申請書類 在中

※ 封筒に申請者の住所、氏名を必ずご記入ください。

