
【募集期間】 受付開始 ２０２1年9月２7日（月）
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申 請 要 領

※ 本申請要領は、今後、更新する場合がありますので、申請時に最新版をご確認ください。
※ 本応援金は、国・県の月次支援金と重複して給付を受けることができます。

不正受給は犯罪です。
不正受給が判明した場合は、支援金額に加えて宗像市補助金等交付規則に
基づく加算金等を請求します。また、事業者名等を公表する場合があります。
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0．はじめに

２．用語の定義

本申請要領で使用する用語について、以下のとおりに定義しています。ご確認下さい。

用 語 説 明

応援金 宗像市事業継続応援金のことを指します。

対象月
2021年７月、８月、９月のうち、新型コロナウイルスの影響を受け、2019年又は2020年の
対象月と同じ月比で、売上が30％以上減少した月のことを指します。

基準年
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年（申請者が2019年又は2020
年から選択）のことを指します。

事業収入
所得税法（昭和40年法律第33号）第2条第1項第37号に規定する「確定申告書 第一表」にお
ける「収入金額等」の「事業」欄に記載される額と同様の考え方です。
2019年及び2020年の年間個人事業収入は当該欄に記載されるものを用います。

業務委託契約等
収入

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給
与所得として扱われるものを指します。
2019年及び2020年の個人確定申告書第一表における「収入金額等」の 「雑業務」、「雑その
他」及び「給与」の欄に記載されるものを給付額の算定に用います。

給付金、補助金、
助成金 等

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対して支払われた
給付金、補助金、助成金等を指します。
例えば、持続化給付金や家賃支援給付金、新型コロナウイルス感染症対策に関する給付金・補
助金、新型コロナウィルス感染症対策として地方公共団体による営業時間短縮に伴い支払わ
れる協力金等が該当します。

申請の特例
通常の申請では不都合が生じる場合にご利用できる申請方法のことを指します。
証拠書類等に関する特例及び給付額等の特例（2019年・2020年新規開業特例、合併特例、
事業承継特例、法人成り特例）があります。
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１．制度概要

１．宗像市事業継続応援金とは

新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言やまん延防止措置等の発令により、厳しい経営環
境が続き、売上が減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援するため、応援金を給付する
ものです。

2.給付額

一事業者あたり、２０万円
ただし、月間売上額を比較する年の年間事業収入が20万円に満たない場合、年間事業収入を上限として給付します。
※給付は１事業者につき、１回限り。

３.申請受付期間

2021年９月27日（月）～１１月３０日（火） ※当日消印有効

４．申請の流れ

要件
確認

申請

審査

支援金
入金

１
本申請要領、Q＆Aにより、制度や給付要件を確認。
宣誓・同意事項を確認の上、宣誓・同意事項に同意する場合は申請書を作成。

２ 本申請要領「6．申請書類」を確認の上、申請書類を準備。
※申請様式は、宗像市ホームページよりダウンロードできます。

宗像市HP（http://www.city.munakata.lg.jp/w045/munakata-keizokukin.html）

３
申請書類を郵送又は電子申請システムにて提出。

※書類に不備、不足がある場合は受付ができません。必ず申請要領を確認下さい。

4
申請書類を受付後、市で審査を実施。

※必要に応じて記載内容を確認することがある他、追加書類を求める場合があります。

5
申請内容に不備がなければ、審査完了後、登録の口座に入金。

※要件を満たしていない場合は給付ができません。

５．申請方法

新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、申請書類は電子申請システム又は

郵送で受け付けます。

■電子申請システムの場合

【URL】 https://logoform.jp/form/ij37/34173

※１つのファイルの最大容量は１０MB、１回の申請で添付できる容量は最大100MB、
画像ファイル数は最大25個となります。

※申請受付後、受付完了メールが自動配信されますので、メールを必ずご確認下さい。
※画像のファイル形式が「HEIF」形式のデータを電子申請に添付することはできません。

■ 郵送の場合

【郵送先】〒 811-3492 （住所不要）宗像市商工観光課（事業継続応援金）あて

※封筒には、「事業継続応援金書類在中」と朱記し、必ず申請者住所・申請者名を記載して下さい。
※郵送料は申請者負担となります。
※郵送事故については、本市では責任を負いかねます。必要に応じて、追跡可能な郵便（書留郵便）で郵送下さい。

宗像市事業継続応援金
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２．給付対象者・給付要件

２．給付要件

（１） 宗像市内に事業所、店舗を有すること。

※事業所の確認は、法人にあっては本店又は支店所在地を市内に有する者、個人事業者にあって
は市内での事業実態が確認できる者とし、申請時において事業を継続している者とします。

（2） 新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年7月、８月、９月のいずれかの
月間売上額が、2019年又は２０２０年の同月と比較して、３０％以上減少している
こと。

※売上減少率の計算方法については、申請要領6～9ページをご確認下さい。
※申請の特例については、申請要領19～22ページをご確認下さい。

（３） 個人事業者については、収入の半分以上が「事業収入」であること。

※「収入」は、確定申告書Ｂ「営業等、農業、不動産、給与、雑・業務、雑・その他」を合計した金額を
いいます。(※雑・公的年金は、含みません)。

※「事業収入」は、確定申告書Ｂ「収入金額等」の欄の「営業等、農業」に該当する収入です。

※主たる収入を雑所得・給与所得で申告された個人事業者で、追加書類を提出し、事業性が確認で
きる場合は確定申告書「給与、雑・業務、雑・その他」を事業収入とみなし、対象になります。

（４） 応援金の給付を受けた後も、本市において事業を継続する意思があること。

（５） 次のいずれにも該当しないこと。

・被雇用者・被扶養者

・宗像市暴力団等追放推進条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員、 暴力団員でなくなった
日から 5 年を経過しない者、暴力団員が役員である者及び密接な関係を有する者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該
営業に係る「接客業務受託営業」を行う個人事業者又は法人

・政治団体、宗教上の組織又は団体

・支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

１．給付対象者

中小企業者（個人事業者を含む）等（※１）
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２．給付対象者・給付要件

（※１）中小企業者等

中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第２条第２項、第６項に該当する者及び特定非営
利活動法人のうち法人税法上の収益事業を行う者。

＜組織形態、資本金、従業員数＞

資本金又は従業員数（常時使用する）が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

※ 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。

※ 従業員数は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、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」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、２か月以内の期間
を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者
は含まれません。

（注）特定非営利活動法人

特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される３４事業）
を行っている場合に限り、給付対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の適用業種は「その他業種」 として、 「 ① 製造業、
建設業、運輸業、その他業種」の従業員基準（300人以下）を用います。

業 種 資 本 金 従 業 員 数

① 製造業、建設業、運輸業、
その他業種（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

給付対象となりうる者 給付対象にならない者

・会社に準じる営利法人
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
・士業法人
・（特例）有限会社
・企業組合
・協業組合
・協同組合等の組合
・一般社団法人
・特定非営利活動法人（注）

・個人事業者

・公益社団法人
・地方公共団体が出資する法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・任意団体
・政党その他の政治団体
・宗教上の組織もしくは団体
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３．宣誓・同意事項

5

宗像市事業継続応援金（以下「応援金」という。）の給付を受けようとする事業者の方は、以下の項目につい
て、宣誓・同意いただく必要があります。 また、虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合
は、応援金を辞退し、既に給付を受けていた場合は速やかに市長に返還していただきます。

※ 様式第２号にて、以下すべての事項に、宣誓・同意いただく必要があります。

１－１ 私は給付対象者であり、給付要件を満たしています。

➡ 中小企業者の要件（資本金・従業員数）を満たす必要があります。
➡ 被雇用者・被扶養者は本応援金を受けることができません。

１－２ 対象月の売上減少要因は、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置発令など新型コロナウイルス
の影響によるものであることに間違いありません。

➡売上が減少していても、売上減少の要因が新型コロナウイルスの影響でない場合（応援金の趣旨
に該当しない理由により減少している場合）は本応援金を受けることができません。

２－１ 申請書に記載している月間売上額は、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
による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等（以下、「給付金等」）を含めずに算出していま
す。

➡対象月に、給付金等を受領している場合は、給付金等の金額を含めずに、売上減少率を計算する
必要があります。

3－1 本応援金の交付申請時において事業を継続しており、応援金の給付を受けた後にも本市において
事業を継続する意思があります。

➡本応援金は、事業の継続を応援するための支援金になります。既に廃業している場合等、事業を
継続する意思がない場合は受給することができません。

4－1  申請者は、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6号
に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は同法第2条第2号に規
定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことを誓約します。また、本誓約内
容について、市長が宗像警察署に照会することに同意します。

５ー１ 本応援金の審査のために、宗像市が申請者の課税台帳等を閲覧し、必要最低限の調査をすること
に同意します。また、申請のために提出した証拠書類等に記載された情報及び応援金の給付状
況を税務情報として使用することに同意します。

６ー１ 本応援金受給後も、市長が必要と判断した場合、関係書類確認、聞き取り調査、現地調査等に応じ
ることに同意します。

➡事業実態等を確認するため、現地確認を行うことがあります。



４．売上減少率計算に用いる事業収入額

1. 中小法人、個人事業者（青色申告決算書を提出した方）

売上減少率計算に用いる2019年又は2020年の対象月と同月の事業収入は、次のいずれかの額を
用いる。

２． 個人事業者（白色申告、青色申告で青色申告決算書を提出しない方）

３． 個人事業者（主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者）

法人事業概況説明書におけ
る「月別の売上高等の状況」
欄の「売上（収入）金額」の額

所得税青色申告決算書におけ
る「月別売上（収入）金額及び
仕入金額 」 欄 の
「売上（収入）金額」の額

2019年・2020年の対象月と同月の事業収入は、
確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」の額を
12で除して求めます。

2019年・2020年の対象月と同月の業務委託契約等収入は、
確定申告書第一表の「収入金額等」の「給与」、 「雑 業務」、
「雑 その他」の欄に記載される収入金額（ただし事業活動以外からの
収入は差し引く）を12で除して求めます。
なお、「事業収入（営業等、農業）」に記載がないことが必要となります。
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7月 8月

2021年 35万円 75万円

2020年
（2021年同月比の減少率）

40万円
（12％減少）

100万円
（25％減少）

2019年
（2021年同月比の減少率）

50万円
（３0％減少）

75万円
（ー）

対象月の確認： 基準年・対象月が複数ある場合は任意の月で申請

2021年7月が2019年7月売上との比較で要件である「30％以上減少」を満たすため、対象月は

2021年7月となります。

（2019年７月売上－2021年７月売上）÷2019年７月売上×100

⇒（50万円－35万円）÷50万円×100＝30％ ※小数点以下は切り捨てます。

５．売上減少率の計算方法

１．中小法人、個人事業者（青色申告決算書を提出した場合）

<給付金、補助金、助成金等を受領している場合>

確定申告書の法人事業概況説明書における「月別の売上高等の状況」欄の「売上（収入）金額」の額、及
び、所得税青色申告決算書における「月別売上（収入）金額及び仕入金額 」 欄 の「売上（収入）金額」に
「給付金、補助金、助成金等」が含まれている場合は、その額を控除した金額を事業収入として計算しま
す。

7月

2021年 50万円

2020年
（2021年同月比の減少率）

20万円（=(120-100））

（ー）

2019年
（2021年同月比の減少率）

100万円
（50％減少）

2019年及び2020年の月間売上額については、法人は、法人事業概況説明書における「月別の売上高等
の状況」欄の「売上（収入）金額」の額、個人は、所得税青色申告決算書における「月別売上（収入）金額及び
仕入金額 」 欄 の「売上（収入）金額」の額を用いて計算します。

控除した給付金・助成金等については、受領を証明する書類を提出する必要があります。

確定申告に記載している

7月

50万円

120万円
（うち100万円給付金）

100万円
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年間売上 7月 8月

2021年 40万円 25万円

2020年
（2021年同月比の減少率）

360万円
30万円

（ー）
30万円

（16％減少）

2019年
（2021年同月比の減少率）

720万円
60万円

（３３％減少）
60万円

（58％減少）

月平均売上を計算

2019年・2020年の「年間売上÷12」を計算し、月平均売上を計算する

⇒ 2019年：720万円÷12＝60万円 、 2020年：360万円÷12＝30万円

対象月の確認： 基準年・対象月が複数ある場合は任意の月で申請

2021年7月が2019年7月売上と、2021年8月が2019年8月売上との比較で要件である「30％

以上減少」を満たすため、対象月は2021年7･8月となります。（任意の月で申請可能）

（2019年7月売上－2021年7月売上）÷2019年7月売上×100

⇒（60万円－40万円）÷60万円×100＝33％ ※小数点以下は切り捨てます。

（2019年8月売上－2021年8月売上）÷2019年8月売上×100

⇒（60万円－25万円）÷60万円×100＝58％ ※小数点以下は切り捨てます。

５．売上減少率の計算方法

２．個人事業者（白色申告、青色申告で青色申告決算書を提出しない方）

<給付金、補助金、助成金等を受領している場合>

確定申告書の「収入金額等」の「事業」欄に記載されている年間事業収入に「給付金、補助金、助成金等」
が含まれている場合は、その額を控除した金額を月数で割った金額を事業収入として計算する。

7月
年間

事業収入
給付金等

2021年 55万円

2020年
（2021年同月比の減少率）

80万円（=(1,200-240)÷12）

（31％減少）
1,200万円
（うち240万円が給付金）

240万円

2019年
（2021年同月比の減少率）

100万円（=1,200÷12）

（45％減少）
1,200万円 -

確定申告で月間収入が確認できない（白色申告など）場合は、2019年・2020年の対象月と同月の事業
収入は、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」の額を12で除した額を用いて計算します。

控除した給付金・助成金等については、受領を証明する書類を提出する必要があります。
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５．売上減少率の計算方法

３．個人事業者（主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告の場合）

税務上、雑所得又は給与所得として扱われる業務委託契約等に基づく事業活動からの収入（業務委託
契約等収入）を主たる収入として得ている個人事業者については、年間業務委託契約等収入等
の額を12で除した額を用いて計算します。

年間業務委託
契約等収入 7月 8月

2021年 25万円 40万円

2020年
（2021年同月比の減少率）

300万円
25万円

（ー）
25万円

（ー）

2019年
（2021年同月比の減少率）

480万円
40万円

（３7％減少）
40万円

（ー）

月平均売上を計算

2019年及び2020年の「年間業務委託契約等収入÷12」を計算し、月平均売上を計算する

⇒ 2019年：480万円÷12＝40万円 、 2020年：300万円÷12＝25万

対象月の確認： 基準年・対象月が複数ある場合は任意の月で申請

2021年7月が2019年7月売上との比較で要件である「30％以上減少」を満たすため、対象月は

2021年7月となります。

（2019年7月売上－2021年7月売上）÷2019年7月売上×100

⇒（40万円－25万円）÷40万円×100＝37％ ※小数点以下は切り捨てます。

<給付金、補助金、助成金等を受領している場合>

年間業務委託契約等収入に「給付金、補助金、助成金等」 含まれている場合は、その額を控除した金額
を月数で割った金額を事業収入として計算する。

7月
年間業務委託契

約等収入
給付金
等

2021年 25

2020年
（2021年同月比の減少率）

30万円（=(480-120)÷12）

（16％減少）
480万円

（うち120万円が給付金）

120万
円

2019年
（2021年同月比の減少率）

40万円（=480÷12）

（37％減少）
480万円 -

控除した給付金・助成金等については、受領を証明する書類を提出する必要があります。
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６．申請書類

１．申請様式

申請様式等は、市のホームページからダウンロードできます。
http://www.city.munakata.lg.jp/w045/munakata-keizokukin.html

申請様式は、以下でも入手することができます。
■ 宗像市商工観光課（市役所北館２階）
■ 宗像市大島行政センター

２．申請書類一覧

参照
ページ

申請書類 法人 個人
個人

（雑・給与所得で
申告している）

交付申請書（様式１） ○ ○ ○

宣誓・同意書（様式２） ○ ○ ○

１１-13

確定申告書（写し）

2019年及び2020年の対象月と同月をその期間内に含む全て
の事業年度のものの控えの写し

※収受日付印が押されている必要があります。（e-Taxの場合に
は受付日時の印字されている事又は「受信通知(メール詳細)」が
必要となります）。

※１ ○ ○

１４

対象月の売上台帳（写し）

2021年の対象月の売上が確認できる確定申告の基礎となる
売上台帳等の写し

○ ○ ○

１５
市内に事業所等があることが確認できる書類（写し）

履歴事項全部証明書、個人事業の開業届出書、各種営業許可証 等
○ ○ ○

15
履歴事項全部証明書（写し）

3か月以内に発行されたもの
○ ー ー

１６ 健康保険証（写し） ー ○ ○

１６

通帳等（写し）

支援金の振込先の通帳など「金融機関コード」「支店コード」、「口座
種別」、「口座番号」、「口座名義人」の情報がわかるものの写し

○ ○ ○

１７

給付金・補助金・助成金等の受領を証明する書類（写し）

対象月の比較する月売上に『給付金・補助金・助成金』が含まれる
場合は、対象となる給付金等の交付決定通知書の写し

※２ ※２ ※２

１７-18
業務委託契約等収入があることを示す書類（写し）

①業務委託契約書 及び ②支払調書、源泉徴収票、支払明細書 等
ー ー ○

※１ （法人のみ）決算月によっては、3カ年分、必要な場合がございます。
※２ 対象月及び比較する前年同月の売上に『給付金・補助金・助成金』が含まれる場合は、該当の給付金等の交付決定通知

書等を添付して下さい（１７ページ参照）。

注）上記のほか、審査に必要な場合、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
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６．申請書類

確定申告書

■ 法人
① 確定申告書別表一の控えの写し
② 法人事業概況説明書の控えの写し
※「2019年対象月同月」及び「2020年対象月同月」をその期間内に含む事業年度のもの

注意 ・「①確定申告書別表一の控え」には、収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより 申告した場合は、
受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。
・e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は 「③受信通知（メール詳

細）」を添付することが必要です。

① 確定申告書別表一の控えの写し
(2019年分：1枚、2020年分：1枚）

② 法人事業概況説明書の控えの写し（P1,P2）
（2019年分：2枚、2020年分：2枚）

③ （e-TAXによる申告の場合）
メールの受信通知
（2019年分：1枚、2020年分：1枚）

※「①確定申告書第一表の控え」の上部に「電子申告の受付
日時」と「受付番号」の記載があるものについては、「③受
信通知（メール 詳細）」の添付は不要となります。

※申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付
番号及び申告した税目等が表示された、申告等データが
税務署に到達したことを確認できるメール詳細がわかる
ものを添付してください。
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６．申請書類

確定申告書

■ 個人事業者（青色申告）
① 確定申告書第一表の控えの写し
② 所得税青色申告決算書の控えの写し
※2019年及び2020年の2年分を提出してください。

注意 ・「①確定申告書第一表の控え」には、収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより 申告した場合は、
受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。
・e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は 「③受信通知（メール詳

細）」を添付することが必要です。

① 確定申告書第一表の控えの写し
(2019年分：1枚、2020年分：1枚）

②所得税青色申告決算書の控えの写し（P1,P2）
（2019年分：2枚、2020年分：2枚）

③ （e-TAXによる申告の場合）
メールの受信通知
（2019年分：1枚、2020年分：1枚）

※「①確定申告書第一表の控え」の上部に「電子申告の受付
日時」と「受付番号」の記載があるものについては、「③受
信通知（メール 詳細）」の添付は不要となります。

※申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付
番号及び申告した税目等が表示された、申告等データが
税務署に到達したことを確認できるメール詳細がわかる
ものを添付してください。

※いずれもない場合は、１３ページをご確認下さい。
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６．申請書類

確定申告書

■ 個人事業者（白色申告）
① 確定申告書第一表の控えの写し
※2019年及び2020年の2年分を提出してください。

注意 ・「①確定申告書第一表の控え」には、収受日付印が押印（税務署においてe-Taxにより 申告した場合は、
受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。
・e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は 「②受信通知（メール詳

細）」を添付することが必要です。

① 確定申告書第一表の控えの写し
(2019年分：1枚、2020年分：1枚）

② （e-TAXによる申告の場合）
メールの受信通知
（2019年分：1枚、2020年分：1枚）

※「①確定申告書第一表の控え」の上部に「電子申告の受付
日時」と「受付番号」の記載があるものについては、「③受
信通知（メール 詳細）」の添付は不要となります。

※申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付
番号及び申告した税目等が表示された、申告等データが
税務署に到達したことを確認できるメール詳細がわかる
ものを添付してください。

※いずれもない場合は、下記をご確認下さい。

■確定申告書に収受印又は受信通知のいずれもない場合

収受日付印又は受信通知のいずれもない場合は、
以下の書類を追加で提出して下さい。

（追加書類）
「納税証明書(その２所得金額用)」
※税務署が発行した事業所得金額の記載のあるもの。
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６．申請書類

対象月の売上台帳

■ 2021年の対象月の売上が確認できる売上台帳等の写し

・原則は売上台帳、帳面その他、確定申告の基礎となる書類をご提出ください。

・対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等の基本的な事項が記載されている書類であれ
ば、フォーマットの指定はありません。

（経理ソフト等から抽出したデータ、Excelデータ、手書きの売上帳等でも可）

・上記の基本的な事項が記載されている書類であれば、名称が「売上台帳」でなくても構いません。

・添付するデータが対象月の月間収入であること及び対象月の月間個人事業収入の合計額が明記さ
れている資料を添付してください。「2021年 月」と明記するとともに、合計額にはマーカー等で
印を付ける等の対応を行ってください。

● 経理ソフトから抽出した売上データ

● エクセルで作成した売上データ

● 手書きの売上台帳など

対象月の売上台帳(例）
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６．申請書類

市内に事業所等があることが確認できる書類

■履歴事項全部証明書、個人事業の開業届出書、各種営業許可証、防火対象物使用開始届出書等の写し。

公的書類がない場合は、以下の書類を提出

・セーフティーネット４号、５号、危機関連保証
に係る認定書

・宗像市緊急支援金の交付決定通知書

・店舗・事業所の賃貸借契約書

・HPの写し、チラシ、事業所の看板等の写真等、
取引先との契約書等、市内の事業所が確認で
きるもの

【法人のみ】履歴事項全部証明書

■申請者の履歴事項全部証明書の写し

注意 ・発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出ください。
・履歴事項全部証明書は法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。
・３か月以内に発行されたものである必要があります。
・「市内に事業所等があることが確認できる書類」として提出する場合は重複して提出する必要

はありません。
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６．申請書類

通帳

■通帳など支援金の振込先の内容がわかるものの写し

注意 • 申請者名義の口座（法人は法人名義のもの）の通帳の写しを添付してください。
• 金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるようスキャン又は

撮影してください。上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・
2ページ目の両方を添付してください。

※ 電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を添付してください。
同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を添付してください。

●通帳がある場合 ●ネット銀行で紙がない場合（画面のコピー）

【個人事業者】健康保険証の写し

■申請者本人名義の有効期限内の健康保険証（オモテ面のみ）の写し

※ 有効期限内の健康保険証の添付をお願いします。
※ 基準年及び2021年の対象月以降において有効であるものに限ります。

対象者 代替書類

任意継続被保険者

①
健康保険証（退職前に所属していた企業の健康組合発行）
＋退職証明書（退職前に所属していた企業が発行） ①又は②

の いずれ
か②

健康保険証（退職前に所属していた企業の健康組合発行）
＋ 離職票（ハローワーク発行の「雇用保険被保険者離職証明書」）

後期高齢医療被保険者 後期高齢者医療被保険者証（住所・氏名・生年月日が分かる部分）（オモテ面）

中小企業協同組合法第3
条第4号に規定する「企業
組合」に属する個人事業
者）

所属する企業組合が作成した、以下を証する書類。
①申請者が、組合員として事業に従事する個人事業者であること。
②申請者が、雇用保険の被保険者ではないこと（企業組合又は企業組
合の代表理事の署名があるものに限る。）

1枚の書
類で①②
を示すも
の

※制度上の理由により、健康保険証が添付できない個人事業者等については、以下のいずれかの代替書類
の添付をお願いします。
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６．申請書類

① 業務委託契約書等の写し（全ページ）

注意 ・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（委任契約、準委任契約、請負契約
等）の契約書で契約を締結した当事者の署名があるもの（申請者の署名がない場合、申請者以外
の契約者の署名等があれば可とします。また、署名はないが記名・押印がある場合も可とします。）

・申請者に支払われる業務委託契約等収入に係るものに限ります。

・契約内容が分かるもの（内容・期間・報酬等の記載があるもの）をご準備ください。

・契約書の名称が「雇用契約」、「労働契約」、「贈与契約」など、明らかに個人事業者としての事業に
よらないと考えられる契約書は内容にかかわらず認められません。

17

【基準年及び2021年の対象月と同じ月の事業収入に給付金、補助金、助成金等が含まれて
いる場合】

■給付金・補助金・助成金等の受領を証明する書類
下記のうちいずれか１点をご提出下さい。
• 給付通知書

（国又は地方公共団体より発行された通知書）
• 入金が確認できる銀行通帳等のコピー

（給付元名称又は給付金名称等が確認できる頁）
• 総勘定元帳

（給付金等の名称及び金額が記載されている頁）
• 所得税青色申告決算書又は、収支内訳書（※１）

（給付金等の名称及び金額が記載されている頁）

【主たる収入を雑所得・給与所得で申告された個人事業者のみ】
業務委託契約等収入があることを示すもの

■ ①及び②を提出
① 業務委託契約書等の写し（全ページ）
② 上記委託契約先にかかる下記書類のいずれか1点の写し

・2019年又は2020年分の支払者が発行した支払調書
・2019年又は2020年分の支払者が発行した源泉徴収票
・2019年又は2020年分の支払者が署名した支払明細書
・2019年又は2020年分の当該契約に係る報酬が支払われたことが分かる申請者名義の通帳の写し

契約を締結した当事者の署名が
あるもの。ただし、申請者の署
名がない場合でも、業務委託等
の発注者の署名等があれば問
題ありません。

（※１）
青色申告：3ページ目の「本年度における特殊
事情」欄に記載必要
収支内訳書：2ページ目の「本年中における特
殊事情」欄に記載必要



６．申請書類

【主たる収入を雑所得・給与所得で申告された個人事業者のみ】
業務委託契約等収入があることを示すもの

② 上記委託契約先にかかる下記書類のいずれか1点の写し

・2019年、2020年分の支払者が発行した支払調書、又は、源泉徴収票

・2019年、2020年分の支払者が署名した支払明細書

・2019年又は2020年分の当該契約に係る報酬が支払われたことが分かる申請者 名義の通帳の写し

注意事項
・提出した業務委託契約によって支払われた報

酬等について、支払者が発行したものに限り
ます。

・紛失された場合は再発行して下さい。

注意事項
・業務委託契約等に基づき報酬等が支払われたことを示す明細書で、支払者の署名の
あるもの。

※ 様式は問いませんが、「支払者が発行した基準年の支払を示す明細書で、支払者、支
払先（申請者）、金額、時期が分かるもの（又はこれに相当するもの）」に限ります。

※ 申請者が発行する領収書・請求書等、契約の履行を示すものではない見積書・発注
書等は認められません。

※ 支払者の署名は事後的に追加いただいても構いません。

●通帳の名義人がわかる部分 ●報酬が支払われたことがわかる部分

※該当する箇所にマーカー
して下さい。

※振込人が①の委託契約書と
一致することを確認します。

※年間すべての支払明細書を提出する必要はありませんが、
必要に応じて、追加で提出をお願いする場合があります。

※年間すべての支払明細書を提出する必要はありませんが、
必要に応じて、追加で提出をお願いする場合があります。
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７．特例（新規開業）

【2019-20年新規開業特例】
2019年1月から2020年12月までの間に設立した法人又は開業した個人事業者は、特例の適用を選択す
ることができます。

適用条件
2019年1月から2020年12月までの間に法人を設立した（個人事業者が開業した）場合であって、法人を
設立した年（開業した年）を基準年とした上で、対象月の月間売上額が、基準年の月平均の売上等と比べて
30％以上減少している。

■ 特例（新規開業）で申請する場合には以下、書類を追加でご提出下さい。

（個人事業者）
以下、①～③のいずれか１つ。
①個人事業の開業・廃業等届出書（e-TAXによる提出の場合は、「受信通知」を添付）
②事業開始等申告書（地方公共団体が発行したもので収受日付印等が押印されていること）
③開業日、所在地、代表者、業種、書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類
※①～③ともに開業日・事業開始年月日が2019年1月1日から2020年12月31日までの間とされてお

り、当該書類の発行/収受日が2021年２月１日以前であることが必要です。

（法人）

※2020年に設立した法人であって2020年の確定申告書等が合理的な事由により提出できない場合には、
税理士による署名がなされた申告予定の月次の売上を証明できる書類を代替書類として提出できる。

■ 売上減少率の計算方法

２０１９年8月１５日に開業した場合：

年 2019年 2020年 ２０２１年

月 6 7 8 9 10 11 12 ・・・ ・・・ ７ ８

売上 25 40 40 50 50 ・・・ ・・・ 20 50

月平均売上を計算

2019年月平均売上を計算する ⇒ 2019年：205万円÷5＝41万円

2020年月平均売上と比較する場合は、特例（新規開業）ではなく、通常の（白色申告、青色申告で青色申告決算書

を提出しない方）で申請して下さい。

対象月の確認： 基準年・対象月が複数ある場合は任意の月で申請

2021年7月が2019年7月売上との比較で、要件である「30％以上減少」を満たすため、対象月は2021年7月と

なります。

（2019年７月売上－2021年７月売上）÷2019年７月売上×100

⇒（41万円－20万円）÷41万円×100＝51％ ※小数点以下は切り捨てます。
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７．特例（合併）

【20２１年に合併した法人】
2021年１月以降に合併した法人の場合、以下の適用条件を満たす場合、特例の適用を選択することができ
ます。

適用条件
売上の減少を比較する2つの月の間に合併をした場合であり、合併後の対象月の月間売上額が、基準月にお
ける合併前の各法人の月間売上額の合計と比べて３０％以上減少している。

※ 2020年以前に合併した法人はこの特例を適用できません。ただし、2019年1月から2020年12月ま
での間に合併した場合は、P.19の【新規開業特例】の適用が可能です。

■ 特例（合併）で申請する場合には以下、書類を追加でご提出下さい。

（合併前の各法人に係るもの）
2019年の対象月同月及び2020年の対象月同月をその期間内に含む全ての事業年度の確定申告書
別表一及び法人事業概況説明書の控え

■ 売上減少率の計算方法

2021年4月にX社とY社が合併してZ社となった場合（基準年は2020年、対象月は8月とする場合）：

X社とY社の2020年の８月の月間法人事業収入の合計＝30万円 + 30万円=60万円

2021年の８月の月間法人事業収入：20万円

（20２０年８月売上－2021年８月売上）÷20２０年８月売上×100

⇒（60万円－20万円）÷60万円×100＝66％※小数点以下は切り捨てます。

X社 2020年8月の
月間法人事業収入：30万円

Y社 2020年8月の
月間法人事業収入：30万円

Z社 202１年8月の
月間法人事業収入 ２０万円

2021年4月
に合併

合併年月日が2021年1月以降で、
法人事業収入を比較する
2つの月の間であること。

注意事項
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月 ・・・ 7 8 ・・・ １ ・・・ ７ ８

売上 ・・・ 50 50 ・・・ ・・・ 30 40

７．特例（事業承継）

【２０２１年に事業承継を受けた個人事業主】
2021年１月以降に事業承継を受けた個人事業主の場合、以下の適用条件を満たす場合、特例の適用を選択
することができます。

適用条件
売上の減少を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた個人事業者の場合であり、対象月における事業の
承継を受けた者の月間売上額が、基準月における事業を行っていた者の月間売上額の合計と比べて３０％以
上減少している。

※ 2020年以前に事業承継を受けた個人事業主はこの特例を適用できません。ただし、2019年1月から
2020年12月までの間に事業承継を受けた場合は 、P.19の【新規開業特例】の適用が可能です。

■ 特例（事業承継）で申請する場合には以下、書類を追加でご提出下さい。

（事業を行っていた者の名義に係るもの）
①2019年分及び2020年分の確定申告書類の控え及び青色申告の場合は所得税青色申告決算書

（事業の承継を受けた者の名義に係るもの）
②次に掲げるいずれかの書類
Ⅰ,個人事業の開業・廃業等届出書（e-TAXによる提出の場合は、「受信通知」を添付）
※「届出の区分」欄において「開業」を選択していること。
※2020年分の確定申告書類に記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されて

いること。
※「開業・廃業等日」欄において開業日が2021年1月1日から同年9月1日までの間とされていること。

Ⅱ,上記Ⅰ以外で開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日及び事業の引継ぎが行われているこ
とが確認できる公的機関が発行/収受した書類

※事業開始年月日が2021年1月1日から9月1日（死亡による事業承継である場合は対象月の月末）の
間とされており、当該書類の発行/収受日が申請日以前であること。

■ 売上減少率の計算方法

2021年1月1日に事業者Ｘと事業者Ｙが事業の承継を行った場合（対象月：7月）:

事業者X 事業者Y

基準月における事業を行っていた者の月間売上額＝５０万円

対象月における事業の承継を受けた者の月間売上額＝30万円

（20２０年７月売上－2021年７月売上）÷20２０年７月売上×100

⇒（５0万円－３０万円）÷５0万円×100＝40％※小数点以下は切り捨てます。
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７．特例（法人成り）

【２０２１年に個人事業者から法人成りした法人】
2021年１月以降に法人成りした法人の場合、以下の適用条件を満たす場合、特例の適用を選択することが
できます。

適用条件
申請時点では法人であるが、売上を比較する２つの月の間に個人事業者から法人化したため、証拠書類等の
一部が個人事業者として作成されている場合であって、2021年の対象月における法人化後の法人の月間
売上額が、法人化前の個人事業者における基準年の同月の月間売上額と比べて30％以上減少している。

※ 2020年以前に法人成りした場合はこの特例を適用できません。ただし、2019年1月から2020年12
月までの間に法人成りした場合は、P.19の【新規開業特例】の適用が可能です。

■ 特例（法人成り）で申請する場合には以下、書類を追加でご提出下さい。

（法人化前の個人事業者に係るもの）
①2019年分及び2020年分の確定申告書類の控え及び青色申告の場合は所得税青色申告決算書

②以下のいずれかの書類
Ⅰ.法人設立届出書

※「設立形態」欄で「１ 個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択していること。
Ⅱ.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。

■ 売上減少率の計算方法

2021年1月15日に法人化し、基準年を2019年、対象月を７月とした場合
（個人事業者であった際は白色申告をしていたとする）

2019年の個人事業者の月平均売上＝６０万円

2021年7月（対象月）の法人の月間売上額＝２０万円

（2019年７月売上－2021年７月売上）÷20２０年７月売上×100

⇒（60万円－2０万円）÷60万円×100＝66％※小数点以下は切り捨てます。

（個人）売上の月平均 年間の（個人）売上の合計

2019年 60(=720÷12) 720万円

2020年 30(=360÷12) 360万円

2021年
7月 ８月

20万円 50万円
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８．NPO法人の場合

NPO（特定非営利活動）法人は、以下の要件を満たす場合に限り、給付対象者となり得ます。

適用条件
（１）法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される３４事業）を行っていること
（２）従業員数が、300人以下であること。

※ 申請の特例に該当する場合は、中小企業者等と同様、特例の適用を選択できる。

■ 給付要件の考え方

対象月の収益事業（※１）の事業収益（※２）が、前年同月の収益事業の事業収益と比較して３0%以上減少し
た月があること。

※１ 「収益事業」は、法人税法上の収益事業。
※２ 「事業収益」に、「給付金、補助金、助成金等」 含まれている場合は、その額を控除した金額。

■ 売上減少率の計算方法

本申請要領P7【１．個人事業者（中小法人及び個人事業者（青色申告））の場合】と同様に売上減少率を計算
する。
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．チェックリスト
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■給付要件を満たしていますか？

□ 宗像市内に事業所等を有する、中小企業者等に該当します。
（資本金、従業員数要件をご確認下さい。）

□ 新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年7月、８月、９月のいずれかの月の月間売上額が、
2019年又は２０２０年の対象月と同じ月の事業収入と比較して、３０％以上減少しています。

□ 個人事業者については、収入の半分以上が「事業収入」です。

□ 被扶養者・被雇用者ではありません。

□ 応援金の給付を受けた後も、本市において事業を継続する意思があります。

□ その他、本申請要領３ぺージ、４ページに記載する給付要件は確認しています。

■ 申請書類の添付漏れはありませんか？

必要書類

□ 交付申請書（様式１） ※押印が必要です。

□ 宣誓・同意書（様式２） ※自署でない場合は押印が必要です。

□ 確定申告書（写し） ※2019年及び2020年の対象月と同月をその期間内に含む全ての事業年度のものの写し

□ 対象月の売上台帳（写し）

□ 市内に事業所等があることが確認できる書類（写し）

□ 【※法人】履歴事項全部証明書（写し）

□ 【※個人事業者】健康保険証（写し）

□ 通帳等（写し）

□ 【※該当者のみ】給付金・補助金・助成金等の受領を証明する書類（写し）

□ 【※主たる収入を雑所得・給与所得で申告された個人事業者】業務委託契約等収入を示す書類（写し）

■申請する前にご確認下さい。

【電子申請システムによる申請の場合】

□ 添付しているファイルのサイズは１ファイル１０M以内、全体で１００M以内ですか。

□ 添付している画像はすべての書類が鮮明に写っていますか。

【郵送による申請の場合】

□ 宛先：〒 811-3492 （住所不要）宗像市商工観光課（事業継続応援金）あて

□ 郵送料は申請者負担となります。郵送料に不足はありませんか。

□ 封筒に「事業継続応援金書類在中」と朱記し、申請者住所・申請者名を記載していますか。


