
 

 

 

 

菊川市 

まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う 

小規模企業者応援給付金 

 

申請要領 

 
令和３年 10月５日時点 

 

 

 

※本要領は、今後更新する場合がありますので、申請時は菊川市ホームページ等

から、最新版をご確認ください。 

 
 

 

 問い合わせ先 

農業者の方  農林課 農業振興係 

TEL  0537-35-0938 

MAIL nourin@city.kikugawa.shizuoka.jp 

その他の事業者の方  商工観光課 商工観光係 

TEL  0537-35-0936 

MAIL shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp 

  

mailto:nourin@city.kikugawa.shizuoka.jp
mailto:shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp
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１ 制度概要 

 

菊川市まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う小規模企業者応援給付 

金とは？ 

 

令和３年８月 18 日以降に適用されたまん延防止等重点措置及び緊急事態措置（※）

に伴う、飲食店等への休業・営業時間短縮要請及び終日等酒類の提供停止要請並

びに不要不急の外出自粛等の影響を受け、売上が減少した小規模企業者の事業継

続を支援することを目的として支給する給付金です。 
※まん延防止等重点措置及び緊急事態措置とは、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31条の４第１項の規定に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置及び同法第32条第

１項の規定に基づく新型インフルエンザ等緊急事態措置をいいます。 

 

交付金額は？ 

 

常時使用する従業員がいる小規模企業者 15万円 

常時使用する従業員がいない小規模企業者 10万円 

ただし、給付金の支給は、１事業者につき１回となります。 

 

支給の対象者は？ 

 

下記の①～③の要件を全て満たす小規模企業者(※)となります。 
※本給付金における小規模企業者とは、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

中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が 20人（商業（卸売業・小売業）又はサービス業に属する事業

を主たる事業として営むものについては５人）以下で、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをい

います。 

 

①令和２年９月末日時点において、市内で事業を営んでおり、かつ、今後事業を継

続する意思があること。 
 

②まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響により、令和３年８月又は同年

３年９月のいずれか１ヶ月（対象月）の売上高が、前年又は前々年同月（比較月）の売

上高と比較して 30％以上減少していること。 
※まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の影響以外による売上の減少（天候や病害虫の影響による売

上の減少等）は給付金の対象になりません。 

 

③前年又は前々年同月（比較月）の売上高が 40万円以上であること。 
 

※売上高には、対象月・比較月のいずれについても、新型コロナウイルス感染症対

策として国又は地方公共団体により申請者に支払われた給付金、補助金、助成

金等を除いた額を計上してください。 
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支給の対象外となる場合は？ 

 

下記の①～⑥までのいずれかに該当する事業者は支給対象外となります。 

下記のいずれかに該当する者は、たとえ該当しない他の事業を行っている場合で

あっても、給付金の交付を受けることはできません。 

 

①静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の対象者 

②菊川市まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う市内公共交通事業継続

支援給付金の支給者 

③次のいずれかに該当する場合 

(1) 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「暴力団対策法」)第２条第２号に規定する暴力団 

(2) 暴力団員等（暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員。以

下同じ｡)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者。以下同じ｡) 

(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者 

(4) 暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支

配するもの 

④申請書及び提出書類の内容に虚偽や不正があった場合 

⑤関係書類の追加提出の求めに対し、指定の期日までに書類提出に応じない場合 

⑥申請内容に関する聴取や調査があった場合それに応じない場合 

 

ご注意ください！ 

 

菊川市まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に伴う小規模企業者応援給付金

は、静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金と併給はできません。 

ただし、国月次支援金と静岡県中小企業等応援金との併給は可能です。 
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２ 申請期間・申請方法 

 

申請期間 

 

令和３年 10月４日（月）～令和３年 12月 10日（金） 
 

 

申請方法 

 

申請方法は下記のとおりです。申請書類等は５ページをご確認ください。 

 

①電子オンライン申請 

 

農業者の方 https://logoform.jp/form/RW66/39976 

 
 

その他の事業主の方 https://logoform.jp/form/RW66/37720 

 
 

②郵送による申請（申請期間内の消印のみ有効） 

 

〒439-8650 静岡県菊川市堀之内６１ 

菊川市役所 （下記担当課）  宛 

 

農業者の方         農林課 農業振興係 

その他の事業主の方   商工観光課 商工観光係 

 

 

※申請書様式は、菊川市ホームページからダウンロードできます。または各申請先

までお問い合わせいただけましたら、申請書類を郵送いたします。 

※持参による申請は、感染症防止の観点からご遠慮ください。 

※申請時は、書類がすべて揃っているか、内容に不備や誤りはないか、十分確認の

うえ、申請してください。 

※書類審査の過程で、書類等の再提出（追加提出）を求めることがあります。 

  

https://logoform.jp/form/RW66/39976
https://logoform.jp/form/RW66/37720
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３ 申請から交付までの流れ 

 

 
 

①申請に必要な書類をご準備ください。（申請書類等は５ページをご確認ください。） 

②電子申請または郵送にて菊川市に申請してください。 

③提出された書類をもとに、審査を行います。なお、書類審査の過程で、書類等の

再提出（追加提出）を求めることがあります。 

④審査に問題がなければ、給付金の支給決定をします。その旨を、支給決定通知書

を送付してお知らせします。 

⑤申請書兼請求書に記載された口座への振込にて、給付金を支給します。 

 

※申請書提出から給付金支給まで、おおよそ３週間程度を想定しております。書

類審査の過程で書類等の再提出（追加提出）がある場合等は、３週間以上の期間

を要することになりますのでご注意ください。 
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４ 提出書類 

 

申請時の必要書類 

 

□小規模企業者応援給付金申請書兼請求書（様式第１号） 

 

□対象月と比較月の売上が確認できる書類 

（例）売上台帳、帳簿、損益計算書、試算表、 

確定申告書の写し(青色申告決算書又は収支内訳書を含む) 
 

□所在地や事業開始日が分かる書類 

（例）登記簿謄本、開業届の写し 

個人事業主・農業者は、令和２年分確定申告書の写しで確認します。 

 

□振込先口座が分かる通帳等の写し 

表紙と、開いて１ページ目などにある口座名義人が分かるページを添付してくだ

さい。 

 

＜常時使用する従業員（専従者含む）がいる場合＞ 

□申請時の従業員数が確認できる書類（様式自由） 

添付された確定申告書の従業員（専従者）数から変更ない場合は不要です。 

 

 

※その他に必要に応じて書類提出を求める場合があります。 
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５ 売上減少率の算定方法 

 

対象月と比較月とは？ 

 

対象月と比較月とは、下記のとおりです。 

 

対象月  令和３（2021）年 ８月 又は ９月 

比較月  令和２（2020）年 又は 令和元（2019）年 の対象月と同月 

 

 

★…対象月  ☆…比較月 

 

売上減少率の算定方法は？ 

 

比較月の売上高 ― 対象月の売上高 

                       比較月の売上高 

 

で計算します。 

小数点以下切り捨てで 30％以上減少が要件となります。 

 

  

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

令和元年

2019年

令和２年

2020年

令和３年

2021年

☆ ☆

☆ ☆

★ ★

×100 売上減少率(％)= 
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売上減少率の算出方法 具体例 

 

＜例１＞ 

対象月（令和３年８月）と比較月（令和２年８月又は令和元年８月）の売上高を比較

し、30％以上減少しているので、給付金の対象となります。 

 

※比較月は、令和２年、令和元年どちらでも構いません。 

 

＜例２＞ 

対象月（令和３年８月）と比較月（令和２年８月又は令和元年８月）の売上高を比較

した場合、減少率は 25％となるので、給付金の対象となりません。 

 

 

＜例３＞ 

対象月と比較月の売上高を比較し、30％以上減少していますが、比較月は対象月

と同月でなければならないので、この場合は給付金の対象となりません。 
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６ Q&A 

 

小規模企業者とは何ですか？ 本給付金における小規模企業者とは、中小企業者のう

ち、常時使用する従業員が 20人（卸売業・小売業、サ

ービス業は５人）以下で、市内に主たる事務所又は事

業所を有するものをいいます。 

常時使用する従業員とは何です

か？ 

労働基準法第 20条に基づく「あらかじめ解雇の予定

を必要とするもの」を従業員と解しています。日雇い、

２ヶ月以内の期間限定の雇用、試用期間中等は該当し

ません。また、会社役員や個人事業主は解雇される立

場でないので、常時使用する従業員には入りません。 

比較月の売上高が 40万円を超

えていない場合は対象になりま

すか？ 

申し訳ございませんが、対象外となります。 

１人で事業をしている場合は対

象になりますか？ 

対象となります。本給付金は常時使用する従業員の有

無により給付金額が異なります。常時使用する従業員

がいない場合は 10万円となります。 

市内に複数店舗を経営している

場合、どのように申請すればい

いですか？ 

事業主が１人の場合、申請は１つとなります。店舗毎に

事業主がおり、それぞれで確定申告している場合、申

請は事業主毎となります。 

菊川市外に居住しており、菊川

市内に店舗がある場合、対象と

なりますか？ 

市内に主たる事務所又は事業所を有している場合、対

象となります。 

菊川市内に居住しており、菊川

市外に店舗がある場合、対象と

なりますか？ 

主たる事務所又は事業所が市外の場合は、対象外と

なります。 

フランチャイズの店舗は対象と

なりますか？ 

本部とは別の法人が営んでいる場合は、対象となりま

す。 

申請からどれくらいで支給され

ますか？ 

申請書提出から給付金支給まで、おおよそ３週間程度

を想定しております。書類審査の過程で書類等の再提

出（追加提出）がある場合等は、３週間以上の期間を要

することになりますのでご注意ください。 
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別の給付金等で使用した申請書

類等は転用してもらえますか？ 

菊川市がこれまでに行った新型コロナウイルス感染症

に関連した給付金の事業は、日数が経過しているもの

もありますので、改めて提出をお願いします。 

国や静岡県が実施する支援金や

給付金と併給ができますか？ 

 

※併給 … 一緒に受給すること 

国が実施する「月次支援金」と、静岡県が実施する「静

岡県中小企業等応援金」は併給ができます。なお、静

岡県が実施する「新型コロナウイルス感染拡大防止協

力金」とは併給できません。 

市が令和３年４～６月に実施した「菊川市新型コロナウ

イルス感染症対策小規模企業者応援給付金」の受給者

については、今回の要件を満たしている場合は申請可

能です。 

 

 


