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九度山町事業者支援給付金

申請の手引き

個人事業者向け
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１ はじめに（概要）

九度山町事業者支援給付金とは？

感染症拡大により、営業自粛等で特に大きな影響を受ける事業者に

対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般

に広く使える給付金を給付します。

給付対象者（⇒ 4～5頁）
◆新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から１２

月までのいずれかの売上が前年同月比で２０％を超えて減少して

いる個人事業者

◆九度山町に事業所を有する個人事業者

※町税、使用料等を完納していることが条件となります。

給付額（⇒ 8～9頁）
個人事業者等は 20万円まで
※ただし、昨年 1年間の売上からの減少分が上限です。

■給付額の算定方法

前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲20％月の売上×12ヶ月）
（1円未満の端数切り捨て）

※ 収入に季節性がある場合（例：農業者）など、特定期間の事業収

入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、別の算定方

法で算定することができます。（⇒30頁）

申請期間

令和２年６月２３日（火）～令和３年２月２６日（金）
（土・日・祝日を除く）

受付時間：午前８時３０分～午後５時
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提出書類（⇒ 7頁）
①給付金交付申請書 ②月別売上表

③令和元年分の確定申告書の写し

④今年の減収月の売上を示した帳簿の写し ⑤誓約書

⑥通帳の写し ⑦本人確認書類の写し ⑧提出書類チェックリスト

申請の流れ

給付金に関する問合わせ先

九度山町役場 産業振興課 電話：0736-54-2019(代表)

給付金の申請窓口

■総合窓口・農業者（農業法人）申請受付窓口

九度山町役場 産業振興課 電話：0736-54-2019(代表)

〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190 番地

■個人事業者及び法人申請受付窓口

九度山町商工会事務局 電話：0736-54-4268

〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山 1186

その他

この給付金は、事業所得として所得税・住民税の課税対象となります。

ただし、給付金の支給額を含めた１年間の収入から、経費を差し引いた収

支が赤字となる場合には、税負担は生じません。

郵送で提出する場合 窓口に提出する場合

申請書類を郵送

書類審査

書類不備の場合、不足分を再送

指定口座に振り込み

申請書類を窓口に提出

窓口にて書類審査

指定口座に振り込み
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２ 給付対象者・不給付要件

●給付対象者

（1）平成 31年（令和元年）以前から事業により事業収入（売上）
を得ており、今後も事業継続する意思があること。

（2）令和２年１月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に
より、前年同月比で事業収入が 20％を超えて減少した月（以下
「対象月」という。）があること。

（3）九度山町に事業所を有すること。

※対象月は、令和２年１月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業

収入が 20％を超えて減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。

※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公

共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定する

ことができます。

注１：一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

注２：同一の方が複数の事業者（法人）の代表者となっている場合は、給付金は

一つの事業者（法人）のみに対し給付します。

●不給付要件

以下の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

⑴ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に規定する、性風俗

関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

⑵ 宗教上の組織又は団体

⑶ 政治団体

⑷ 副業者（確定申告書上、事業収入以外の主たる収入がある者）

⑸ (1)～(4)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと
町長が判断する者
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３ 申請期間・方法

(1)申請期間

令和 2年 6月 23日（火）～令和 3年 2月 26日（金）
（土・日・祝日を除く）

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時

(2)申請方法
「九度山町事業者支援給付金交付申請書」（様式第１号）に必要事項

を記入し、次頁の書類を添付のうえ、以下の申請窓口までご提出くだ

さい。

給付金の申請窓口

■総合窓口・農業者（農業法人）申請受付窓口

九度山町役場 産業振興課 電話：0736-54-2019(代表)

〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山 1190 番地

■個人事業者及び法人申請受付窓口

九度山町商工会事務局 電話：0736-54-4268

〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山 1186

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による提出にご

協力をお願いいたします。
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(3)添付書類

①月別売上表（様式第２号）（→15 頁）

②平成 31 年(令和元年)の対象期間の売上を証する書類（→16～18 頁）

確定申告で青色申告をしている場合

⇒・確定申告書第一表の写し（1枚）
・所得税青色申告決算書の写し（2枚）

確定申告で白色申告をしている場合

⇒・確定申告書第一表の写し（1枚）

確定申告の義務がなく、町県民税の申告をしている場合

⇒・町県民税申告書の写し（1枚）

③令和２年の対象月の売上を証する書類の写し（→19頁）

④誓約書（様式第４号）（→20頁）

⑤通帳の写し（→21 頁）

⑥本人確認書類の写し（→22 頁）

⑦申請書類チェックリスト（→23頁）

※③については、売上台帳、帳面その他の令和２年分の確定申告の基礎となる書

類を原則とします。

ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対

象月の月間事業収入を記載した他の書類でも構いません。

※国の「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者は、上記添付書類のうち一部

を省略することができます。詳しくは 24頁をご覧ください。
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４ 給付額の算定方法

給付金の給付額は、20万円を超えない範囲で 2019年の年間事業収
入から対象月の月間事業収入に 12を乗じて得た額を差し引いたも
の（1円未満の端数は、切り捨て）とします。

※月間事業収入が、前年同月比 20％を超えて減少している月で任意
に選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年 1月から
12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式

Ｓ：給付額（上限 20万円）（※1円未満は切り捨て）
Ａ：2019年の年間事業収入
Ｂ：2020年の対象月の月間事業収入

S＝A－B×12

給付の上限は 20万円となります。
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■給付額の算定事例

【2020年 6月に申請する場合】

2019年の年間事業収入：300万円
2019年の 4月の月間事業収入：30万円
2020年 4月の月間事業収入：13万円

2019年 4月分の月間事業収入が 30万円、2020年４月の月
間事業収入が 13万円であり、前年同月比で 20％を超えて減
少しているため給付対象となります。

144万円＝300万円－13万円×12

144万円＞20万円（上限額）

給付額 20万円
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５ 申請書の記入方法

A：平成 31年分(令和元年分)の確定申告で、事業収入として申告した額を記入。
B：令和 2年 1月～12月において、前年同月と比較して 20％を超えて売上額が
減少した月の売上額を記入。

C：平成 31年(令和元年)における、Bと同月の売上額を記入。
D：減少率は、小数点以下第２位を四捨五入して、小数点第１位まで計算。
※ Dの減少率が 20％以下の場合は、給付金は支給されません。
E：前年の総売上額と、今年の総売上見込額（＝Bを 12倍した額）の差額を記
入。

F：Eの額が 20万円を超える場合は、「20万円」を記入。
〃 〃 超えない場合は、Eの額を記入。
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（記入例）
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■申請書（裏面）の記入方法

⇒ 下記の記入例に従って、記入してください。
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６ 添付書類

申請するにあたり、下記の添付書類の提出が必要となります。

※国の「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者は、上記添付書類

のうち一部を省略することができます。

詳しくは 24頁をご覧ください。

添付書類の名前 添付書類の内容 参照

１ 月別売上表（様式第２号）
平成 31年（令和元年）度と令和２年
度の月別売上額を記入。

15頁

２
対象期間の売上を証する

書類

確定申告で青色申告をしている場合

⇒・確定申告書第一表の写し（1枚）
・所得税青色申告決算書の写し

（2枚）
確定申告で白色申告をしている場合

⇒・確定申告書第一表の写し（1枚）

確定申告の義務がなく、町県民税の申

告をしている場合

⇒・町県民税申告書の写し（1枚）

16頁
～

18頁

３
対象月の売上を証する

書類
・対象月の売上台帳等の写し 19頁

４ 誓約書（様式第４号） 20頁

５ 通帳の写し

・銀行名・支店番号・支店名

・口座種別・口座番号・口座名義人

が確認できるもの

21頁

６ 本人確認書類の写し 22頁

７ 提出書類チェックリスト 23頁
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（１）月別売上表

平成 31年（令和元年）と、令和 2年の月別の売り上げ額
を、下記の記入例に従って記入してください。

※令和 2年については、申請日の前月分まで記入してください。

（記入例） ※令和 2年 6月に申請する場合
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（２）対象期間の売上を証する書類

①確定申告で青色申告をしている場合

確定申告書第一表の写し（1枚）
所得税青色申告決算書の写し（2枚）

→令和元年分を提出してください
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②確定申告で白色申告をしている場合

確定申告書第一表の控え（1枚）
→令和元年分を提出してください
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③令和元年分の確定申告の義務がなく、町県民税の申告をし

た場合

→令和２年度分の町県民税申告書の写し（役場の収受印の押印され

たもの）を提出してください。

※町県民税の申告をしたが、申告書の写しがお手元にない場合は

役場税務課に写しの交付を依頼してください。
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（３）令和２年分の対象とする月の売上台帳等

対象月の事業収入額がわかる売上台帳等の写しを提出してください。

フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出した

データ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。

書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出する

データが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出して

ください。（令和２年●月と明確に記載されている等）
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（４）誓約書

下記の誓約書の事項に同意いただき、記入・押印のうえ提出

してください。

所在地・氏名等を記入・押印
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（５）通帳の写し

申請者名義の口座の通帳の写し。

通帳のオモテ面と、通帳を開いた１・2ページ目の写しを提出してく
ださい。
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（６）本人確認書類

本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別

できるかたちで提出してください。

（1）運転免許証（返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。）
（2）個人番号カード
（3）写真付きの住民基本台帳カード
（4）在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（在留の資格が特別永
住者のものに限る。）

※ いずれの場合も、申請を行う月において有効であるものに限ります。

なお、（1）から（4）を保有していない場合は、次の書類のうち 2つの書類の写
しを提出してください。

〇国民健康保険の保険証 〇健康保険の保険証 〇後期高齢者医療の保険証

〇介護保険の保険証 〇共済組合の保険証 〇国民年金手帳

〇児童扶養手当証書 〇雇用保険の保険証 〇年金支払通知書 等


