
えひめ版県・市町連携事業
応援金の概要

【問合せ先】

松前町産業建設部産業課商工水産観光係

〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地

TEL：089-985-4120 FAX：089-985-4148

E-mail：212syoko@town.masaki.ehime.jp

令和３年６月22日

申請書類等は、町のホームペー
ジよりダウンロードできますの
で、左記２次元バーコードより
ご確認下さい。



１ 応援金の概要

1-1 目的

コロナ禍の中、事業に係る収入が減少しながらも継続して事業を行う事業者に対し、町が予算の範囲内において松前
町えひめ版県・市町連携事業応援金を給付します。

1-2 応援金の申請期間

【申請期間】

令和３年６月22日（火）～令和３年９月30日（木）

1-3 応援金の額

法人：20万円 個人：10万円

※１事業者ごとに申請は１回限りです。

1-4 対象要件

✓ 令和２年12月31日以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

✓ 比較月（令和元年（平成31年）又は令和２年の１月～５月のいずれかの月）を含む年間事業収入が、法人240万
円以上、個人120万円以上であること
（令和２年１月１日～同年５月１日までの間に開業（設立）した者は、その日を含む月から令和２年12月までの月数に20万円（個人の場合は10
万円）を乗じて得た額以上であること。令和２年５月２日から同年12月31日までの間に開業（設立）した者は、本要件は要しない。）

✓ 令和３年１～５月のいずれかの月の事業収入が令和元年（平成31年）同月又は令和２年同月の事業収入と比

較して30％以上減少していること（比較が困難な対象者については、別途算定。「３ 事業収入減少率の比較方法の特例」を参照のこと。）

✓ 給与収入がある個人は、比較月を含む年間事業収入が同じ年の年間給与収入よりも多いこと
（令和２年５月２日から同年12月31日までの間に開業（設立）した者は、本要件は要しない。）



２ 給付対象者❶

2-1 給付対象者となる事業者の範囲

次のいずれかに該当の事業者が対象です。

✓ 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和52年法律第74号）第
２条第１項に規定する中小企業者

※上表に該当の場合にあっても、みなし大企業は対象外です。

✓ 次の①又は②のいずれかの要件を満たす会社以外の法人（医療法人、農業法人、NPO法人など幅広く対象）
①出資等の総額が３億円以下であること
（基本金を有する法人にあっては基本金の額、一般財団法人にあっては当該法人に拠出されている財産の額）

②常時使用する従業員の数が300人以下であること

業種

中小企業者
※資本金、従業員数の一方が下記の場合

資本金の額又
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、
その他の業種(②～④を除く)

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 5,000万円以下 50人以下

参考：中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に定める中小企業者の定義

【補助対象者となり得る例】

株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社（原則全業種）、個人事業主（原則全業種。報酬を受ける外交員なども含みま

す。）、医療法人・農業法人・NPO法人・社団法人・財団法人、協同組合、農業者、林業者、漁業者 など



２ 給付対象者❷

2-2 給付対象事項

給付対象者については、「2-1給付対象者となる事業者の範囲」に該当する事業者であって、以下の対象事項を満た
し、対象外の事項に該当しないことが必要です。

対象

【法人（会社）】

✓ 令和３年５月１日に町内に本店（登記上の所在地）を置いていること
【法人（会社以外）】

✓ 令和３年５月１日に町内に主たる事務所を置いていること
【個人】

✓ 令和３年５月１日に町内に住所（住民基本台帳上の住所）を置いていること

対象外

✓ 国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を受けた者

✓ 国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金（４月・５月が対象月のもの）
を受けた者

✓ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第24条第９項又は第31条の６第１項の規
定に基づく愛媛県からの営業時間短縮等の協力要請を受けた事業者

✓ 町税等を滞納している者

✓ 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号に規定する暴力団
又は同条第６号に規定する暴力団員関係者

✓ 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１項に規定する営
業（同項第１号に規定する営業のうち料理店において行う営業及び同項第５号に規定する営業を除く。）、
同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を
行う事業者

✓ 法人税法（昭和40年法律第34号）第２条第５号に規定する公共法人

✓ 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条第１項に規定する政治団体

✓ 宗教上の組織又は団体

✓ 上記のほか、町長が適当でないと認める者



３ 事業収入減少率の比較方法の特例

3-1 「白色申告特例」 白色申告者及び確定申告書の提出義務のない住民税申告者（農業者を除く）

令和３年１～５月のいずれかの月の事業収入が令和元年（平成31年）同月又は令和２年同月を含む事業年度分の年
間事業収入の12分の１と比較して30％以上減少していること。

3-2 「新規開業（設立）特例」 令和２年５月２日から同年12月31日までの間に開業（設立）した者

令和３年１～５月のいずれかの月の事業収入が、開業（設立）の日を含む月から令和２年12月までの間で平均した
月の事業収入と比較して30％以上減少していること（開業（設立）した月は操業日数にかかわらず１月とみなす）。

【追加提出書類】
・法人：履歴事項全部証明書（申請日より３か月以内に発行されたもの）
・個人：開業・廃業等届出書又は事業の開始日が確認できる書類
・参考様式（第５条関係）事業収入減少比較表

対象要件である「令和３年１～５月のいずれかの月の事業収入が令和元年（平成31年）同月又は令和２年同月の事
業収入と比較して30％以上減少していること」の要件について、比較が困難な対象者については、以下の特例を適用
できます。

3-3 「法人化特例」 事業収入を比較する２つの月の間に個人事業者から法人化した者

法人の令和３年１～５月のいずれかの月の事業収入が個人の令和元年（平成31年）同月又は令和２年同月の事業収
入と比較して30％以上減少していること。

【追加提出書類】
・法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等届出書
▶法人設立届出書：「設立の形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理
番号」欄に個人の確定申告の番号を記載していること。

▶個人事業の開業・廃業等届出書：「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、その法人
名・代表者名が申請内容と一致していること。



以下の書類を申請書類として提出いただきます。

書類 法人 個人

① 【様式第１号】えひめ版県・市町連携事業応援金給付申請書兼請求書 必要 必要

②
令和元年又は令和２年の対象月の同じ月の属する事業年度分の法人税の確定
申告書・法人事業概況説明書の控えの写し
※税務署の受付印（電子申告の場合は受信通知）があるもの

必要 不要

③
令和元年分又は令和２年分の所得税の確定申告書・所得税青色申告決算書
（収支内訳書）の控えの写し
※税務署の受付印（電子申告の場合は受信通知）があるもの

不要
必要

④に該当の
場合は不要

④
※所得税の確定申告書の提出義務のない者

令和元年分又は令和２年分の住民税の申告書・収支内訳書の控えの写し 不要
原則：不要
要件に該当の
場合のみ必要

⑤ 令和３年１～５月のいずれかの月の売上台帳又はこれに代わる書類
※令和３年の１月～５月の年月が必ず確認できる書類であること

必要 必要

⑥ 【様式第２号】納税状況確認同意書 必要 必要

⑦
※農業者のみ

【様式第３号】事業収入等申立書 不要
原則：不要
要件に該当の
場合のみ必要

⑧
※令和２年５月２日から同年12月31日までの間に開業（設立）した者

【参考様式】事業収入減少比較表、法人：履歴事項全部証明書（申請日より３か月
以内に発行されたもの）、個人：開業・廃業等届出書（事業の開始日が確認できる書類）

原則：不要
要件に該当の
場合のみ必要

原則：不要
要件に該当の
場合のみ必要

⑨
※事業収入を比較する２つの月の間に個人事業者から法人化した者

法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等届出書

原則：不要
要件に該当の
場合のみ必要

原則：不要
要件に該当の
場合のみ必要

⑩ その他町長が必要と認める書類
※必要な場合は個別に要望いたします。

原則不要 原則不要

４ 申請書類



【減少率の算定】

(700,000円－450,000円)
700,000円 ×100＝35.7％

売上減少率 35％

減少率 ≧ 30％

判定：対象
（注意）小数点未満の端数は切り捨てのため、
算定結果が29.9％などは対象外です。

事業収入 １月～５月の任意の月

令和３年 450,000円

令和元年又は令和２年 700,000円

５ 事業収入減少率の算定方法❶（法人の場合）

比較する月の事業収入の確認方法

前年又は前々年の事業年度分の法人事業概況説明書
「17 月別の売上高等の状況」により確認します。

算定方法

Ａ：令和３年の１月～５月の任意の月の事業収入
Ｂ：令和元年（平成31年）同月又は令和２年同月の事業収入

減少率（％）＝（Ｂ－Ａ）／Ｂ×１００

（例）



【減少率の算定】

(700,000円－450,000円)
700,000円 ×100＝35.7％

売上減少率 35％

減少率 ≧ 30％

判定：対象
（注意）小数点未満の端数は切り捨てのため、
算定結果が29.9％などは対象外です。

事業収入 １月～５月の任意の月

令和３年 450,000円

令和元年又は令和２年 700,000円

５ 事業収入減少率の算定方法❷（個人：青色申告者の場合）

比較する月の事業収入の確認方法

前年又は前々年の事業年度分の青色申告決算書「月別売
上（収入）金額及び仕入金額」により確認します。

算定方法

Ａ：令和３年の１月～５月の任意の月の事業収入
Ｂ：令和元年（平成31年）同月又は令和２年同月の事業収入

減少率（％）＝（Ｂ－Ａ）／Ｂ×１００

（例）



【減少率の算定】

8,400,000円
12月 ＝ 700,000円

(700,000円－450,000円)
700,000円 ×100＝35.7％

売上減少率 35％

減少率 ≧ 30％ 判定：対象
（注意）小数点未満の端数は切り捨てのため、
算定結果が29.9％などは対象外です。

事業収入 １月～５月の任意の月 年間事業収入

令和３年 450,000円 ー

令和元年又は
令和２年 ー 8,400,000円

５ 事業収入減少率の算定方法❸（個人：白色申告者（農業者を除く）の場合）

比較する事業収入の確認方法

前年又は前々年の事業年度分の収支内訳書「収入金額の
売上（収入）金額」により確認します。

算定方法

ａ：令和３年の１月～５月の任意の月の事業収入
Ｂ：令和元年（平成31年）又は令和２年の年間事業収入
ｂ：令和元年（平成31年）又は令和２年の平均事業収入

平均事業収入：ｂ（円）＝Ｂ／12

減少率（％）＝（ｂ－ａ）／ｂ×１００

（例）



【減少率の算定】

(700,000円－450,000円)
700,000円 ×100＝35.7％

売上減少率 35％

減少率 ≧ 30％

判定：対象
（注意）小数点未満の端数は切り捨てのため、
算定結果が29.9％などは対象外です。

事業収入 １月～５月の任意の月

令和３年 450,000円

令和元年又は令和２年 700,000円

５ 事業収入減少率の算定方法❹（農業者）

比較する月の事業収入の確認方法

令和元年又は令和２年分の青色申告決算書又は収支内訳
書「収入金額の売上（収入）金額」により年間事業収入を
確認し、その根拠となる売上台帳等により、月々の事業収
入を「事業収入等申立書」に記載する。

算定方法

Ａ：令和３年の１月～５月の任意の月の事業収入
Ｂ：令和元年（平成31年）同月又は令和２年同月の事業収入

減少率（％）＝（Ｂ－Ａ）／Ｂ×１００

（例）



【減少率の算定】

4,200,000円
６月 ＝ 700,000円

(700,000円－450,000円)
700,000円 ×100＝35.7％

売上減少率 35％

事業収入
１月～５月
の任意の月

設立～R２年12月
の事業収入

設立～R２年12月
の月数

令和３年 450,000円 ー ー

設立～
令和２年12月 ー 4,200,000円 ６月

５ 事業収入減少率の算定方法❺（法人：令和２年５月２日から同年12月31日までの間に設立した者）

算定方法

ａ：令和３年の１月～５月の任意の月の事業収入
Ｂ：設立の日を含む月から令和２年12月までの事業収入
Ｃ：設立の日を含む月から令和２年12月までの月数
ｂ：設立の日を含む月から令和２年12月までの平均事業収入

平均事業収入：ｂ（円）＝Ｂ／Ｃ

減少率（％）＝（ｂ－ａ）／ｂ×１００

（例）

比較する月の事業収入の確認方法

法人事業概況説明書「17 月別の売上高等の状況」によ
り確認します。
決算が未到来等の事業者は売上台帳等にて確認します。

減少率 ≧ 30％ 判定：対象
（注意）小数点未満の端数は切り捨てのため、
算定結果が29.9％などは対象外です。



【減少率の算定】

4,200,000円
６月 ＝ 700,000円

(700,000円－450,000円)
700,000円 ×100＝35.7％

売上減少率 35％

事業収入
１月～５月
の任意の月

開業～R２年12月
の事業収入

開業～R２年12月
の月数

令和３年 450,000円 ー ー

開業～
令和２年12月 ー 4,200,000円 ６月

算定方法

ａ：令和３年の１月～５月の任意の月の事業収入
Ｂ：開業の日を含む月から令和２年12月までの事業収入
Ｃ：開業の日を含む月から令和２年12月までの月数
ｂ：開業の日を含む月から令和２年12月までの平均事業収入

平均事業収入：ｂ（円）＝Ｂ／Ｃ

減少率（％）＝（ｂ－ａ）／ｂ×１００

（例）

比較する月の事業収入の確認方法

令和２年分青色申告決算書「月別売上（収入）金額及び
仕入金額」又は収支内訳書「収入金額の売上（収入）金
額」により確認します。

減少率 ≧ 30％ 判定：対象
（注意）小数点未満の端数は切り捨てのため、
算定結果が29.9％などは対象外です。

５ 事業収入減少率の算定方法❻（個人：令和２年５月２日から同年12月31日までの間に開業した者）



６ 留意事項

6-2 虚偽申請に対する対処（事業者名等の公表）

対象要件を満たしていないにも関わらず、偽って応援金の給付を受けようとする行為は犯罪です。不正等が判明した
場合は応援金を返還いただくとともに、申請者の情報をホームページにて公表するなど、厳正に対処いたします。

6-3 検査・報告等

応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象要件の確認のため、検査の実施や報告等を求め
ることがあります。

6-4 個人情報の取り扱い

申請書類に記載された情報は、応援金の審査・給付に関する事務に限り使用し、同意事項及び誓約事項を除き、他の
目的には使用しません。

6-5 警察本部への照会

行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請の際に暴力団等でない旨の誓約をお願いしており、内容確認のため
に必要に応じて警察本部へ照会を行います。

6-1 追加書類の提出依頼及び申請内容の確認

申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合は、必要に応じて、追加書類の提出を求めたり、申請内容の確認や
説明を求めるために連絡を行うことがあります。申請書には必ず、日中（８時30分～17時15分）に対応可能な連絡先
の記入をお願いします。
なお、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援金の給付を受ける意思がないもの

と判断し、申請を却下する場合があります。



７ Q&A❶（給付対象者について）

7-1 県外にも事業所を有する中小企業者等が、県外の自治体から事業所単位で支給される時短協力金等の支給を受け
ている場合は、応援金の給付対象となるか。

時短協力金については「愛媛県」の時短要請を受け、市町が営業時間短縮に協力した飲食店に対して支給する協力金
を指すため、県外の自治体から時短協力金を受けている場合でも、応援金は給付の対象となります。ただし、緊急事態
宣言及びまん延防止等重点措置に伴う一時支援金等の受給者は対象外となりますのでご留意ください。

7-2 県内に本社を有する中小企業者等で、県内に事業所を持たず、もっぱら県外のみで事業展開している場合は、応
援金支給の対象となるか。

給付の対象となります。ただし、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う一時支援金等の受給者は対象外とな
りますのでご留意ください。

7-３ 多角的な事業展開により、飲食店を経営している中小企業者等が、時短要請を受けて協力金の支給を受けたが、
別の部門（例えば小売事業）でも影響を受けたことにより、売上げが30％以上減少した場合は給付対象となるか。

多角的な事業展開を実施する場合においても、応援金は事業者単位で給付するものであることから、「愛媛県」の時
短要請を受け市町が営業時間短縮に協力した飲食店に対して支給する協力金を受け取っている場合には、給付の対象と
なりません。

7-4 応援金との重複受給が認められない月次支援金の範囲は。

令和３年４、５月を対象とする月次支援金を受給した場合は、応援金は給付の対象となりません。ただし、令和３年
６月以降の月を対象とする月次支援金のみを受給した場合については、給付の対象となります。



７ Q&A❷（事業収入について）

7-5 事業収入とは。

確定申告書類において事業収入として計上するものを指します（収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありま
せん）。不動産収入や給与収入、雑所得や一時所得等は含みません。

7-6 事業収入の比較は、雑収入や家事消費等を含めた事業収入全体で行うのか。

雑収入には、国の持続化給付金、雇用調整助成金等の給付金・助成金収入が含まれるため、原則として、雑収入や家
事消費等は含みません。

7-7 事業収入とは、各事業ごとの事業収入か、それとも全事業の事業収入か。

応援金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、事業収入が大きく減少した中小事業者等を支援するた
めのものであることから、全事業の事業収入を対象とします。


