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感染拡大を防止しながら事業継続に取り組む中小企業者等を支援するため

応援金を交付します。 

 
［交付対象外］ 

 次の項目のいずれかに該当する場合は、応援金受給の対象になりません。 

⑴ 市の『伊予市新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力金』の対象者又は国

の『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』を受給している方 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第５項に規定する暴力団員で

ある方 

⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項から第 10 項に定め

る営業を行う方 

⑷ その他市長が適当でないと認める方 

 

応援金の交付額                                     

個人事業主 10 万円 

法人    20 万円 

 

申請受付期間                              

 令和３年６月１日（火曜日）～令和３年９月 30 日（木曜日） 

 ※郵送で申請の場合、期間内の消印有効 

交付対象： 

⑴ 個人事業主にあっては本市の住民基本台帳に登録されている方、法人にあって

は市内に主たる事業所を有している方 

⑵ 応援金の受給後も事業を継続する意思がある方 

⑶ 厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取

り組んでいる方 

⑷ 市税を完納している方 

⑸ 新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれにも該当する方 

① 令和３年１月から５月までのいずれかの月の事業収入（売上）が前年（前々年）

の同月と比較して 30 パーセント以上減少していること。 

② 前年（前々年）の比較する対象月が含まれる年間事業収入（売上）が、個人事

業主にあっては 120 万円、法人にあっては 240 万円以上であること。 

⑹ 過去にこの応援金の交付を受けていない方 

応援金交付対象者 
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申請方法                                

 伊予市新型コロナウイルス感染症対策えひめ版応援金（県・市町連携事業）交付申請書

兼請求書（様式第１号）に必要書類を添えて提出してください。 

【提出先】伊予商工会議所又は双海中山商工会 

【留意事項】個人事業主の場合、事業主本人が伊予市の住民（住民基本台帳に登録されている）である

ことを確認しますので、申請時に運転免許証・保険証など証明となるもの（写し可）をご提出ください。 

提出に必要な書類 

書類の名称等 詳細な要件等 

交付申請書兼請求書

（様式第１号） 

申請書の記入例をご参照ください。 

対象月の事業収入（売

上）が分かるもの 

令和３年１月～５月のうち対象となる月の事業収入（売上）月額が確認できる

書類（確定申告の基礎となる「売上台帳」等の写し） 

前年（前々年）の比

較となる対象月の事

業収入（売上）が分

かるもの 

【個人事業主の場合】 

 〈青色申告の方〉 

 ⑴ 令和元年分又は令和２年分の「確定申告書第一表」の控え（収受日印が

押されていること） 

 ⑵ 令和元年分又は令和２年分の「所得税青色申告決算書」の控えなど月別

の事業収入（売上）の確認できるもの 

 〈白色申告の方〉 

 ⑴ 令和元年分又は令和２年分の「確定申告書第一表」及び「住民税申告書」

の控え（収受日印が押されていること） 

 ⑵ 令和元年分又は令和２年分の「事業収支内訳書」の控え及び月別の事業

収入（売上高）の確認ができるもの 

【法人の場合】 

 ⑴ 確定申告書別表一の控え（収受印が押されていること） 

 ⑵ 法人事業概要説明書の控え（両面）又はこれに代わる月別の事業収入（売

上高）の確認ができるもの 

申請者の本社や住所

地が分かるもの 

【個人事業主の場合】 

 本人確認書類（運転免許証等） 

【法人の場合】 

 登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

誓約書（様式第３号） 内容を確認し、個人事業主本人又は法人代表者が自署又は記名押印してくださ

い。 

市税完納証明書 伊予市税にかかる完納証明書を提出してください。市役所税務課又は中山・双

海地域事務所で取得できます。 

※個人事業主の方は本人分のみで可。 

※非課税につき完納証明書が取得できない場合はお申し出ください。 

振込先が分かる書類

の写し 

金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できる通

帳の表面と通帳を開いた１・２ページ目の両方 

チェックシート 提出前に確認したチェックシートを一緒に提出してください。 
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注意事項                               

⑴ 応援金の交付を受けた事業者は、申請にかかる証拠書類を整備し、令和８年度末（令和９年３月 31

日）まで保管してください。 

⑵ 偽りその他不正の行為により応援金の交付を受けたことが発覚した場合は、応援金の交付決定を取

り消し、応援金の返還を命じますのでご注意ください。 

 

よくある質問                               

Ｑ１．交付対象者とは。 

Ａ１．伊予市に住所がある税務申告をしていて、１ページの交付対象者要件に該当する農林漁業者を含

む個人事業主や伊予市に本社がある中小企業者など幅広く対象になります。 

Ｑ２．感染対策とは、具体的にどのような対策か。 

Ａ２．殺菌、飛沫防止や３密回避等になる取り組みであり、例えば、手指消毒アルコール、ＣＯ２セン

サー、パーテーション等の設置のほか、従業員の意識啓発活動やテレワークの実施などの対策のこ

とです。 

Ｑ３．日本標準産業中分類とは。 

Ａ３．農業・林業・漁業・建設業・製造業・水道業・運輸業・小売業・保険業・不動産業・宿泊業・飲

食サービス業・福祉（そのほかは８ページをご参考ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊予商工会議所 〒799-3111 伊予市下吾川 1512 番地６ ℡089-982-0334 

双海中山商工会 〒791-3205 伊予市中山町中山丑 285番地１ ℡089-967-0197 

伊予市役所 産業建設部 経済雇用戦略課 〒799-3193 伊予市米湊 820 番地 ℡089-982-1120 

お問い合わせ 
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 書類の記入のしかた                          

 交付申請書兼請求書 

 

記入例 

☑

☑

☑
☑

☑
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＜特例＞令和２年５月２日以降新規創業者用 
 
応援金の交付要件である事業収入（売上）の比較ができない令和２年５月２日から令和３年４月８日（愛

媛県感染対策期移行日）までに創業した事業者は以下の書類によって計算し、減少率が30％以上であれば、

応援金を受け取ることができます。各書類の添付書類を確認し、申請してください。 

 

[①令和２年５月２日から 12 月 31 日までの創業][②令和３年１月１日から４月８日までの創業] 

  

 

 

 

 

 

 

👉 上記①と②について 

① 様式２号（その１）令和３年１月～５月のいずれかの月の事業収入（売上）と創業してから令

和２年12月までの事業収入（売上）の平均月額を比較し、30％以上減少していれば交付対象と

なります。 

② 様式２号（その２）金融機関から融資を受け、又は支援機関による経営支援等を受け事業を進

めている事業者であって、令和３年１月～５月のいずれかの月の事業収入（売上）が、金融機

関融資審査時の事業計画書等で想定していた事業収入（売上）と比較して30％以上減少してい

れば交付対象になります。 
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 その他提出書類の注意点                          

前年（前々年）の比較となる対象月の事業収入（売上）が分かるもの 
 

 前年（前々年）の事業収入（売上）を確認するため、対象となる令和３年１月から５月のいずれかの

月と比較をする年の確定申告書の控え等（写し）を添付してください。 

 

【個人事業主の場合】 

確定申告書第一表（１枚） 青色申告の場合：所得税青色申告決算書（２枚） 
白色申告の場合：事業収支内訳書及び売上が分かる書類

 

【法人の場合】 

確定申告書別表一（１枚） 

 

法人事業概況説明書（２枚：両面） 
 

 

 

👉  確定申告書第一表の控えには、申告が税務署で受付けられた確認として、税務署による「収

受日付印」が押されているか、「受付日時・受付番号」が印字されていることが必要です。 
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応援金の振込先の通帳の写し 
 

金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・名義人が確認できるよう、通帳の表面と通帳を開いた１・

２ページの両方をコピーして添付してください。 

通帳の表面 通帳を開いた１・２ページ 
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日本標準産業分類一覧 
 

大分類 コード 中分類 大分類 コード 中分類 

Ａ 農業、林業 
1 農業 

Ｉ 卸売業、小売業 

50 各種商品卸売業 

2 林業 51 繊維・衣服等卸売業 

Ｂ 漁業 
3 漁業（水産養殖業を除く） 52 飲食料品卸売業 

4 水産養殖業 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利

採取業 
5 鉱業、採石業、砂利採取業 54 機械器具卸売業 

Ｄ 建設業 

6 総合工事業 55 その他の卸売業 

7 職別工事業（設備工事業を

除く） 
56 各種商品小売業 

8 設備工事業 57 織物・衣服・身の回り品小売業 

Ｅ 製造業 

9 食料品製造業 58 飲食料品小売業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 59 機械器具小売業 

11 繊維工業 60 その他の小売業 

12 木材・木製品製造業（家具を

除く） 
61 無店舗小売業 

13 家具・装備品製造業 

Ｊ 金融業、保険業 

62 銀行業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 63 協同組織金融業 

15 印刷・同関連業 64 貸金業、クレジットカード業等非預

金信用機関 16 化学工業 65 金融商品取引業、商品先物取引業 

17 石油製品・石炭製品製造業 66 補助的金融業等 

18 プラスチック製品製造業

（別掲を除く） 
67 保険業（保険媒介代理業、保険サー

ビス業を含む） 19 ゴム製品製造業 
Ｋ 不動産業、物品賃貸

業 

68 不動産取引業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造

業 
69 不動産賃貸業・管理業 

21 窯業・土石製品製造業 70 物品賃貸業 

22 鉄鋼業 

Ｌ 学術研究、専門・

技術サービス業 

71 学術・開発研究機関 

23 非鉄金属製造業 72 専門サービス業（他に分類されない

もの） 24 金属製品製造業 73 広告業 

25 はん用機械器具製造業 74 技術サービス業（他に分類されない

もの） 26 生産用機械器具製造業 
Ｍ 宿泊業、飲食サービ

ス業 

75 宿泊業 

27 業務用機械器具製造業 76 飲食店 

28 電子部品・デバイス・電子回

路製造業 
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

29 電気機械器具製造業 
Ｎ 生活関連サービス

業、娯楽業 

78 洗濯・理容・美容・浴場業 

30 情報通信機械器具製造業 79 その他の生活関連サービス業 

31 輸送用機械器具製造業 80 娯楽業 

32 その他の製造業 
Ｏ 教育、 学習支援業 

81 学校教育 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・

水道業 

33 電気業 82 その他の教育、学習支援業 

34 ガス業 

Ｐ 医療, 福祉 

83 医療業 

35 熱供給業 84 保健衛生 

36 水道業 85 社会保険・社会福祉・介護事業 

Ｇ 情報通信業 

37 通信業 
Ｑ 複合サービス事業 

86 郵便局 

38 放送業 87 協同組合（他に分類されないもの） 

39 情報サービス業 

Ｒ サービス業 （他に

分類されないもの） 

88 廃棄物処理業 

40 インターネット附随サービ

ス業 
89 自動車整備業 

41 映像・音声・文字情報制作業 90 機械等修理業（別掲を除く） 

Ｈ 運輸業、 郵便業 

42 鉄道業 91 職業紹介・労働者派遣業 

43 道路旅客運送業 92 その他の事業サービス業 

44 道路貨物運送業 93 政治・経済・文化団体 

45 水運業 94 宗教 

46 航空運輸業 95 その他のサービス業 

47 倉庫業 96 外国公務 

48 運輸に附帯するサービス業 Ｓ 公務（他に分類され

るものを除く） 

97 国家公務 

49 郵便業（信書便事業を含む） 98 地方公務 
   Ｔ 分類不能の産業 99 分類不能の産業 

 


