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「みどり市物価高騰対策事業者支援金」 に関するQ&A



「みどり市物価高騰対策事業者支援金」 に関するQ&A

1-1 支援金を支給する目的は何ですか。

新型コロナウイルス感染症等の影響に加え、原油価格や物価の高騰

による影響が様々な業種に及んでいることから、市内事業者を支援

するために行うものです。

1-2 支援金額はいくらですか。

法人／200,000円

個人／100,000円

を支給します。なお、支給は1事業者につき1回限りとなります。

2-1 どのような事業者が対象となりますか。

下記に該当する方が対象となります。

【法人】

・市内に主たる事業所を有している

・みどり市に対して直近の事業年分の法人市民税の申告をしている

【個人事業主】

・市内に住所を有し、今後も居住する意思がある

・みどり市に対して令和3年分の所得税、または令和4年度の住民税

に関して営業等の事業所得を申告している

2-2 主たる事業所とは何ですか。

原則として登記簿上の本店所在地のことを言います。ただし、本店

所在地が代表者住所等の場所に登記をしているのみで、実際には事

業活動が行われておらず、主として事業活動を行う事業所がほかに

ある場合等は、登記簿上の本店とは別の場所を主たる事業所と判断

することとなります。

2-3
令和3年9月1日以前から事業を開始していることを条

件とするのはなぜですか。

みどり市内において継続的に事業活動をしているかどうかを判断す

るためです。

2-4
営んでいる業種によって対象外となることはあります

か。

農林課で実施する「みどり市農林業生産費高騰対策補助金」の対象

となる場合は、本支援金の対象外となりますのでご確認ください。

また、それ以外の業種であっても、下記に該当する場合は対象とな

りません。

・事業所が支店またはチェーン店

・みどり市暴力団排除条例（平成24年みどり市条例第12号）に規定

する暴力団又は暴力団員

・政治団体

・宗教上の組織もしくは団体

・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する風

俗営業に該当するもの及びこれに類する業種

１．支援金について

２．支給対象者について

（対象事業者や支給要件について）
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「みどり市物価高騰対策事業者支援金」 に関するQ&A

2-5 支給を受けるにあたって、条件などはありますか。

支援金の支給を受けるには、Q2-4の条件に加えて以下の要件を満た

していただく必要があります。

・市税を滞納していないこと

・みどり市農林業生産費高騰対策補助金の対象者でないこと

・令和3年9月～令和4年8月までのいずれかの月の売上又は粗利益

が、平成31年1月から令和3年8月までの任意の年の同月と比較して

10%以上減少していること

2-6
個人事業主で、令和４年１月に事業承継をしました

が対象となりますか。

事業承継をした場合、以下の３つの要件を満たす場合に交付対象者

となります。ただし、支給を受けるためにはQ2-4及びQ2-5の条件を

満たす必要があります。

①事業承継前の個人事業主が要綱第３条の要件を満たすこと

②売上又は粗利益の額が10%以上減少しているかどうかの確認を事

業承継前と事業承継後の同月で比較すること

③事業承継前後で同様の事業内容であること

2-7
事業承継をした個人事業主ですが、売上の比較は前

の事業主の収入で比較してよいですか。

Q2-6に記載されているとおり、必ず事業承継後の売上又は粗利益の

額を比較対象としてください。事業承継前の個人事業主の収入のみ

で比較することはできません。

2-8

Q2-6に記載されている要件③「事業承継前後で同様

の事業内容であること」を証明するためにはどうす

ればよいですか。

要件③を確認するための書類として、個人事業の開業・廃業等届出

書の写し等の余白に同様の事業を行っている旨記載いただき、申請

者名で記名押印したものをご提出ください。

2-9
本店はみどり市外ですが、みどり市内に事業所があ

る法人です。対象になりますか。

Ｑ2-2のとおり、登記上の本店が市外にあり、主として事業を行う事

実上の本店が市内にある場合は主たる事業所が市内にあることとな

り、対象になります。ただし、全従業員のうち、市内の事業所に在

籍している従業員が最も多いことが必要です。

2-10
みどり市内に居住している個人事業主ですが、事業所

は市外にあります。対象になりますか。

個人事業主の場合は、みどり市に住民登録を行っていれば事業所が

市外であっても対象となります。ただし、住民登録を行っておらず

居所がみどり市というだけでは対象になりません。

2-11
みどり市内に本店がある法人です。代表取締役はみ

どり市外に居住していますが対象になりますか。

Ｑ2-6をご参照ください。また、法人の代表者の住所については問い

ません。

2-12
自宅が事業所を兼ねています。支援金の対象になり

ますか。

法人の場合は、自宅が主たる事業所であれば対象となります。ま

た、個人事業主の場合は、みどり市に住民登録を行っていれば対象

となります。

2-13
大手コンビニ会社とフランチャイズ契約を結ぶ個人

事業主です。対象になりますか。
フランチャイズ店であっても対象になります。

（支店、チェーン店、フランチャイズ等について）

（居住地、事業地等について）
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「みどり市物価高騰対策事業者支援金」 に関するQ&A

2-14 外食法人のチェーン店です。対象になりますか。 チェーン店については対象になりません。

2-15
事業を開始したばかりでも、支給対象となります

か。

令和3年9月1日以前に、事業を開始して事業収入を得ていれば対象と

なります。したがって、令和3年9月2日以降に事業を開始した場合

は本支援金の対象となりません。

ただし、事業承継をした個人事業主の方はQ2-6をご参照ください。

2-16 対象業種は何ですか。 Q2-4をご参照ください。

2-17
不動産所得を青色申告しています。対象になります

か。

不動産所得として申告をしている事業者は対象になりません。事業

所得として申告している事業者が対象です。

2-18
アパート経営により生計を立てている個人事業主で

す。対象になりますか。

令和3年分の所得税または令和4年度の住民税に関して、営業等の事

業所得の申告に該当している場合は対象になります。不動産所得の

申告に該当している場合は対象にはなりません。

2-19

インターネット販売が主体の個人事業主で、自宅で

事業を実施しており店舗展開していませんが、対象に

なりますか。

店舗展開をしていなくても、令和3年分の所得税または令和4年度の

住民税に関して、営業等の事業所得の申告に該当しており、その他

支給要件を満たす場合は対象となります。

2-20
プログラマーとして生計を立てている個人事業主で

す。対象になりますか。

令和3年分の所得税もしくは令和4年度の住民税に関して、営業等の

事業所得の申告に該当している場合は対象になります。

2-21

みどり市内に居住していますが、普段は市外の一般企

業に勤めています。副業としてインターネット販売の

小売業をしていますが、対象になりますか。

事業収入を得ており、交付要綱第4条に定められている支給要件を満

たす場合は対象となります。

2-22
国や県が実施している給付金を申請しています。対象

になりますか。

国や県が実施している給付金を申請していても本支援金の対象にな

ります。ただし、「みどり市農林業生産費高騰対策補助金」の対象

となる方は対象にはなりません。

3-1 申請書を郵送する際の封筒に指定はありますか。 封筒の指定はございません。

（業種や事業所の形態について）

（他の給付金等との関係）

３．申請について

（申請書の提出、記入方法等について）
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「みどり市物価高騰対策事業者支援金」 に関するQ&A

3-2
郵送での申請の場合、令和4年12月28日(水)までに商

工課へ申請書類が届いている必要がありますか。
令和4年12月28日(水)の消印まで有効とさせていただきます。

3-3
プリンターを持っていないので、申請書を印刷でき

ません。どこで配布していますか。

下記の市役所窓口で申請書を配布しております。

　笠懸庁舎／総合受付（笠懸町鹿2952番地）

　大間々庁舎／商工課（大間々町大間々1511番地）

　東支所／東市民生活課（東町花輪205番地2）

3-4 申請書の書き方が分かりません。

ホームページ内にある「申請書類記入例」を参考にご記入くださ

い。その他ご不明な点がございましたら、みどり市産業観光部商工

課（0277-76-1938（直通））まで電話でお問い合わせください。

3-5 申請は先着順ですか。
先着順ではありません。令和4年12月28日（水）までに申請いただ

いた事業者に支給いたします。

3-6 主たる事業内容は何を記載すればよいですか。 自動車部品製造、食品販売、飲食店等具体的に記載してください。

3-7 申請の窓口はどこになりますか。

みどり市産業観光部商工課まで申請ください。

住所：大間々町大間々1511番地（大間々庁舎）

電話：0277-76-1938（直通）

3-8
同一人物が複数の法人を経営していた場合、協力金は

法人ごとに申請できますか。
法人格が別の場合は、法人ごとに申請できます。

3-9
令和3年分の確定申告をしているので、個人事業主と

して申請できますか。
事業収入を得ていない場合は対象外です。

3-10

「みどり市で令和3年9月1日以前から事業を営むも

の」について、開業届における開業日が令和3年9月1

日以前であれば対象になりますか。

Q2-5の支給要件等を満たす場合は対象になります。

3-11
支給要件確認月①は青色申告を、支給要件確認月②

は白色申告をしていたが、対象になりますか。

交付要綱第4条に定められている支給要件を満たせば、申告の種類が

変更になっていても対象になります。

3-12

個人事業主として事業を行っていましたが最近（令和

3年9月2日以降）法人化をしました。申請は可能です

か。

個人事業主として行っていた事業内容と法人化後の事業内容が一致

していれば申請可能です。

また、交付申請書兼請求書（様式第1号）に記載する交付申請額は、

支給要件確認月①の時点における事業形態で判断してください。
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「みどり市物価高騰対策事業者支援金」 に関するQ&A

3-13 必要書類を教えてください。

＜法人・個人事業主共通＞

①みどり市物価高騰対策事業者支援金交付申請書兼請求書

②みどり市物価高騰対策事業者支援金振込口座情報申出書

③売上又は粗利益を証明する書類の写し

④通帳の写し（1ページ目見開きのコピー）

＜法人のみ＞

⑤履歴事項全部証明書の写し

＜個人事業主のみ＞

⑥本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）の写し

法人事業概況説明書または青色申告決算書など、該当月の売上（粗

利益）の記載があるものの写しを提出してください。個人事業主の

場合で、白色申告している場合には、該当月の売上（粗利益）のわ

かる帳簿等の写しを提出してください。

3-15
直近の決算期以降の月の売上（粗利益）の証明はど

のようにすればよいですか。

月別試算表等の任意の帳簿を提出してください。既存の帳簿で売上

（粗利益）や売上原価が確認できるものがあれば代用可能です。

3-16
申請業種の売上（粗利益）が最も多いかどうか証明

が必要ですか。

証拠書類は求めませんが、決算書の内容等から疑義が生じた場合は

個別に確認させていただきます。

（添付書類について）

3-14
「売上又は粗利益を証明する書類」は、具体的に何

を提出する必要がありますか。

法人事業概況説明書

青色申告決算書

5 ページ



「みどり市物価高騰対策事業者支援金」 に関するQ&A

3-17
履歴事項全部証明書の写しを提出させるのはなぜで

すか。

法人の本店所在地が市内であるかどうか、現在も活動中の法人であ

るかを確認するためです。

3-18
履歴事項全部証明書は、取得から何か月以内のもの

まで有効ですか。

現行の情報が記載されているものをご提出ください。内容に疑義が

ある場合は、個別に調査・確認させていただきます。

3-19
履歴事項全部証明書は、コピーの提出でよいです

か。

写しの提出でかまいません。ただし、原本が提出された場合でも、

返却は致しかねます。

3-20 現在事項全部証明書の提出でもよいですか。 問題ありません。

3-21

登記簿情報提供サービスで取得した登記情報を提出

することで、履歴事項全部証明書の提出に代えるこ

とができますか。

登記簿情報提供サービスで取得した登記情報を提出することで、履

歴事項全部証明書の提出に代えることができます。

4-1
手続き後、どのくらいで支援金が振り込まれます

か。

申請書を受理してから、3～4週間程度で順次お振り込みしたいと考

えております。

4-2 本支援金は課税対象となりますか。 課税対象となります。

4-3 「粗利益」とはなんですか。

売上総利益のことで、基本的には売上から売上原価を差し引いたも

のです。人件費は工事原価や製造原価、運送原価以外、売上原価に

含みません。

　建設業…売上－工事原価

　製造業…売上－製造原価

　運輸業・郵便業…売上－運送原価

　卸売業・小売業…売上－仕入

　洗濯・理容・美容・浴場業…売上－仕入

　廃棄物処理業…売上－売上原価

4-4
売上（粗利益）減少の比較期間の設定理由は何です

か。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の状況と比較するた

め、国の対策本部が設置された令和2年1月以前の概ね一年間を含め

るために平成31年1月以降としました。

（登記事項の証明について）

４．その他
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4-5
売上（粗利益）の減少率（10%）の設定理由は何で

すか。

国の事業復活支援金においては減少率30%以上の場合、支援金上限

が個人事業主30万円とされています。今回一事業者当たり10万円の

支援であり、国の支援が及ばない事業者を広く対象とするため、減

少率を10%以上としました。

＜参考＞

セーフティ5号　5%（保証料軽減）

再構築補助金　10%（原油・物価緊急対策枠）

危機関連保証　15%（保証料軽減、伴走特例、100%保証）※終了

セーフティ4号　20%（保証料軽減、伴走特例、100%保証）

事業復活支援金　30%（支援金上限150万、30万）※終了

事業復活支援金　50％（支援金上限250万、50万）※終了

4-6 返還規定はありますか。 虚偽の申請であることが判明した場合は返還を求めます。

4-7
納期が未到来の市税も完納している必要があります

か。

申請後、担当課において納付状況の確認を行います。そのため、納

期を経過している市税については、本税・延滞金含め完納している

必要があります。

4-8 本税を完納していればよいですか。
延滞金が発生している場合には、延滞金を含めて完納している必要

があります。
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