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苫小牧市事業継続支援事業 2021（第３弾） Ｑ&Ａ 

（令和３年９月１３日 時点） 

１ 給付要件等について   

Ｑ１-１ 給付対象を知りたい 

Ｑ１-２ 給付要件を知りたい 

Ｑ１-３ どのような支援を受けられるのか。 

Ｑ１-４ 創業したばかりで前年度と比較できない場合はどうするのか 

Ｑ１-５ NPO法人（又は団体・組合）も対象になるか 

Ｑ１-６ 医療法人は対象になるか 

Ｑ１-７ 複数の事業を行っている場合は事業数分の申請は可能か 

Ｑ１-８ 本社（法人の場合）が市外で、苫小牧市内に事業所があるが、対象になるか  

Ｑ１-９ 居住地（個人事業主の場合）が市外で、苫小牧市内に事業所があるが、対象になるか 

Ｑ１-10 居住地（個人事業主の場合）が苫小牧市で、事業所が全て市外の場合、対象になるか 

Ｑ１-11 対象とならない事業者は  

Ｑ１-12 複数店舗営業しているが、２件分該当するのか 

Ｑ１-13 事業継続支援事業第１弾、第２弾等、過去に市の給付金を受けているが、申請出来るか 

Ｑ１-14 確定申告書における不動産収入を売上とみなすことができるか 

Ｑ１-15 税務署で確定申告書の提出が不要と言われた。この場合どのような書類が必要か 

Ｑ１-16 前年又は前々年の売上が市外の場合でも、本事業の対象となるか。 

２ 提出書類の内容について 

Ｑ２-１ 事業収入の減少は何を用いて確認するのか 

Ｑ２-２ 確定申告は白色申告でも提出できるのか 

Ｑ２-３ 税務署から確定申告の記載で「給与」「雑収入」での記載を指導されたが、事業収入が

ゼロの場合申請はできないのか 

Ｑ２-４ 確定申告書がないが申請は可能か 

Ｑ２-５ 確定申告を電子申請（e-Tax）で行っている場合、どの書類を提出すればよいか 

Ｑ２-６ 開業から一年経っていないが必要な書類はあるか 

Ｑ２-７ 前年の８月～１１月は既にコロナの影響を受けて売上が下がっている。どのように比較

したらよいか 

Ｑ２-８ 前年同月の帳簿を保管しておらず、前年売上を証明できない場合はどうしたらよいか 

Ｑ２-９ 入金まではどの程度かかるか 

Ｑ２-10 申請書に押印は必要か 

Ｑ２-11 事業継続支援事業第１弾、第２弾の給付を受けたが、書類の省略は可能か 

３ 申請について  

Ｑ３-１ 申請にはどのような書類が必要か 

Ｑ３-２ 申請期間はいつまでか 

Ｑ３-３ 電子申請は可能か 
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１ 給付要件等について 

Ｑ１-１ 給付対象を知りたい  

Ａ 下記の要件を満たす事業者となります。 

＜法人＞ 

●直近の法人税の納税地が苫小牧市であるか、苫小牧市内に主たる事業所があること 

●資本金の額又は出資の総額が１０億円未満であること 

 定めがない法人の場合は、常時使用する従業員の数が２，０００人以下であること 

  ＜個人＞ 

  ●直近の所得税の納税地が苫小牧市であるか、苫小牧市内に事業所を有していること 

 

Ｑ１-２ 給付要件を知りたい 

Ａ 以下の２つを満たすことが要件となります。 

①令和３年８月～令和３年１１月までの期間のうち、ひと月の売上が前年または前々年

同月比で３０％以上減少した月があること 

（前年同月はすでに新型コロナウイルス感染症による大きな影響がある事から、前々

年同月との比較も可能） 

②苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２７年苫小牧市条例第３３号）に規

定する 暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者等に該当しないこと 

 

Ｑ１-３ どのような支援を受けられるのか。 

Ａ 事業者につき１０万円を給付し、本市と契約のある業務用水道料金・下水道使用料を２

か月分減免します。（減免月については令和４年１月請求分（令和３年１２月検針分）

からとなります。） 

 

Ｑ１-４ 創業したばかりで前年度と比較できない場合はどうするのか 

Ａ 令和２年８月～令和３年１０月の間に新たに創業した事業者については、創業月以降の

任意のひと月の売上と、その月以降の対象期間のいずれかの月の売上比較でも可能で

す。（この場合、法人は履歴事項全部証明書、個人は開業届など、創業した年月日が分

かる書類をご提出いただきます） 

 

Ｑ１-５ NPO法人（又は団体・組合）も対象になるか 

Ａ 申請の要件を満たし、提出書類が整うようであれば対象になります。ただし、政治団

体、任意団体や宗教法人は対象になりません。 

 

Ｑ１-６ 医療法人は対象になるか 

Ａ 資本金の額又は出資の総額が１０億円未満、それらが定められていない場合は、常時使

用する従業員の数が２，０００人以下であれば、「医療法人社団」、「医療法人財団」と

もに申請対象となります。（個人開業医も対象） 
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Ｑ１-７ 複数の事業を行っている場合は事業数分の申請は可能か 

Ａ 法人の場合は１法人格あたり１回の申請、個人の場合も１個人あたり１回の申請となり

ます。なお、法人と個人事業の両方を営んでいる場合は、それぞれ申請可能です。 

 

Ｑ１-８ 本社（法人の場合）が市外で、苫小牧市内に事業所があるが、対象になるか 

Ａ 直近の法人税の納税地が苫小牧市であるか、市内に主たる事業所（本店、支店）がある

ことが履歴事項全部証明書または定款で証明できる法人事業者であれば、対象になりま

す。 

※法人市民税の課税可否については本事業の対象要件とはしておりません。 

 

Ｑ１-９ 居住地（個人事業主の場合）が市外で、苫小牧市内に事業所があるが、対象にな

るか 

Ａ 確定申告書や青色申告書の書類及び開業届等で、市内に事業所を有していることが確認

できる個人事業主であれば、対象となります。 

   

Ｑ１-10 居住地（個人事業主の場合）が苫小牧市で、事業所が全て市外の場合、対象にな

るか 

Ａ 直近の所得税の納税地が苫小牧市であれば対象になります。 

 

Ｑ１-11 対象とならない事業者は 

Ａ 次のいずれかに該当する事業者は、申請の対象外となります。 

① 苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２７年苫小牧市条例第３３号）に規

定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者等に該当するもの。 

② 法人税法別表第一に規定する公共法人 

③ 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」、

当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者 

④ 宗教上の組織若しくは団体 

⑤ 政治団体 

⑥ 支援事業の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断するもの 

 

Ｑ１-12 複数店舗営業しているが、２件分該当するのか 

Ａ この支援金は、事業者毎の支援となりますので、法人・個人、営業店舗数に関係なく、

１事業者に１０万円を支給する形となります。 

 

Ｑ１-13 事業継続支援事業第１弾、第２弾等、過去に市の給付金を受けているが、申請出来

るか 

Ａ 事業継続支援事業第１弾、第２弾含め、過去に行った補助金、支援金の交付に関係な

く、支援金を支給いたします。 
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Ｑ１-14 確定申告書における不動産収入を売上とみなすことができるか 

Ａ 本事業における売上については、確定申告書第一表における事業収入（営業等）及び不

動産をいい、不動産収入を主とする事業を行っている場合、売上とみなすことができま

す。上記以外の収入は原則売上とみなすことができませんが、例えばフリーランスの方

が受託した事業収入を「給与」で計上し、国の持続化給付金を受給している場合など、

例外がある場合は別途ご相談ください。 

 

Ｑ１-15 税務署で確定申告書の提出が不要と言われた。この場合どのような書類が必要か 

Ａ 税務署への確定申告を行っていない事業者につきましては、その代わりとして直近の市

民税・道民税の申告書類の控えのご提出をお願いします。 

  ※事業主の方は税務署への確定申告が不要でも、市民税・道民税の申告が必要となりま

す。（年金を受給している個人事業主も申告が必要です） 

 

Ｑ１-16 前年又は前々年に市外で営業をしていた事業者でも、本事業の対象となるか。 

Ａ 申請日時点で、本市に主たる事業所があり、対象要件を満たす市内の中小、小規模事業

者であれば、前年又は前々年の事業実施所在地に関わらず、事業者としての全体の売上

で比較・申請可能です。 

  （例：昨年まで飲食店を市外で営業していた方が、今年から本市に店舗の所在地を移

し、継続して営業している場合など） 
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２ 提出書類の内容について 

Ｑ２-１ 事業収入の減少は何を用いて確認するのか 

Ａ 月々の売上が確認できるものであれば、パソコンや手書きで売上をまとめたものや決算

資料や確定申告書でも可能です。その他、パソコンなどで作られた月々の売上表や、手

書きの帳簿、例えばノートに書かれた日々の売上表でも受け付けたいと考えております

が、提出する書類には住所と事業者名が分かるように記載をお願いします。 

 

Ｑ２-２ 確定申告は白色申告でも提出できるのか 

Ａ 白色申告でも青色申告でも認められます。月別の事業収入は帳簿等の写しで確認します

ので、Ｑ２－１を参考に提出書類を準備願います。 

 

Q２-３ 税務署から確定申告の記載で「給与」「雑収入」での記載を指導されたが、事業収

入がゼロの場合申請はできないのか 

Ａ 想定する事業収入を給与や雑収入で記載している場合には、生業として続けている事業

であることを明示ください。例えば事業としての契約を行った任意の契約書を１部提出

していただくなど、ご協力をお願いします。 

 

Ｑ２-４ 確定申告書がないが申請は可能か 

Ａ-１ （直近の申告書類を紛失した場合） 

直近の確定申告は済んでいるが申告書類を紛失してしまった場合などは、「２事業年度前

の確定申告書類」をご提出いただくことで申請が可能です。 

※履歴事項全部証明書や定款の提出でも可。 

    

Ａ-２ （個人の場合で税務署に確定申告の義務がない場合） 

直近の市民税・道民税の申告書類の控えを提出してください。 

（事業主の方は税務署への確定申告が不要でも、市民税・道民税の申告が必要となりま

す。） 

※課税証明書（道・市民税）の提出でも可 

 

Ｑ２-５ 確定申告を電子申請（e-Tax）で行っている場合、どの書類を提出すればよいか 

Ａ e-Tax で手続きした確定申告書類の控えをご提出ください。 

 

Ｑ２-６ 開業から一年経っていないが必要な書類はあるか 

Ａ 令和２年８月～令和３年１０月の間に新たに創業した事業者については、創業月以降の

任意のひと月売上と、その月以降の対象期間のいずれかの売上が分かる売上帳簿等の写

しをご提出ください。 

このほか、直近の確定申告書がない場合は、履歴事項全部証明書（法人）や開業届（個
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人事業主）など、開業日を確認できる書類が必要となります。 

 

Ｑ２-７ 前年の８月～１１月は既にコロナの影響を受けて売上が下がっている。どのように

比較したらよいか 

Ａ 給付要件として、前々年同月との比較も可能としておりますので、ご確認願います。 

 

Ｑ２-８ 前年同月の帳簿を保管しておらず、前年売上を証明できない場合はどうしたらよい

か 

Ａ 確定申告の売上額を１２等分した金額にて比較いたします。税務署(所得税)に確定申告

の義務がなく、市民税・道民税の申告書類の控えのみがある場合でも同様に比較いたし

ます。 

 

Ｑ２-９ 入金まではどの程度かかるか 

Ａ 書類不備等が無く順調に審査が進んだ場合、受付から１０日間程度で入金となります。 

 

Ｑ２-10 申請書に押印は必要か 

Ａ 本支援事業における申請書について、押印は必要ありません。 

 

Ｑ２-11 事業継続支援事業第１弾、第２弾の給付を受けたが、書類の省略は可能か 

Ａ 事業継続支援事業第１弾、第２弾の給付決定事業者について、第１弾、第２弾と変更が

ない場合は「確定申告書の写し」「本人確認書の写し(個人のみ)」「通帳の写し」に係る添付

書類を省略することができます。省略を希望する場合は、申請書署名欄右横の□にチェッ

クを入れてください。  
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３ 申請について 

Ｑ３-１ 申請にはどのような書類が必要か  

Ａ 次の書類について、原則郵送でご提出ください。 

① 苫小牧市事業継続支援事業２０２１（第３弾） 申請書兼誓約書（様式第１号） 

（市ホームページからダウンロードしていただくか、市役所９階緊急経済対策給付金

室の窓口にて配布しております。） 

② 市内に主たる事業所があることがわかるものの写し 

  【法人】※確定申告書（別表一） 

  【個人】※確定申告書（第一表） 

      ※本人確認書（運転免許証、パスポート、保険証等） 

③ 申請書に記入した「令和３年８月～令和３年１１月」までのいずれか１ヵ月の売上が

分かる帳簿等の写し 

④ ③の前年または前々年同月の売上が分かる帳簿等の写し 

注）令和２年８月～令和３年１０月の間で創業した事業者は、創業月以降の任意のひ

と月の売上と、その月以降の対象期間のいずれかの売上比較でも可 

⑤ ※通帳の写し 

⑥ 令和２年８月～令和３年１０月の間で創業した事業者は、法人は履歴事項全部証明

書、個人事業主は開業届等、創業年月日が分かる書類 

 

※事業継続支援事業第１弾、第２弾の給付決定事業者は、「確定申告書の写し」「本人確認書

の写し(個人のみ)」「通帳の写し」に係る添付書類を省略することができます。省略を希

望する場合は、申請書署名欄右横の□にチェックをお願いします。 

 

＜郵送先＞  

〒０５３-８７２２ 苫小牧市旭町４丁目５番６号  

苫小牧市 緊急経済対策給付金室 苫小牧市事業継続支援事業２０２１（第３弾）担当あて 

 ※ 簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達

時に受け取り確認がされるもの）で郵送してください。 

 

Ｑ３-２ 申請期間はいつまでか 

Ａ 令和４年１月３１日（月）までの受付となっております。郵送での提出については同日

の消印有効です。書類がそろわない等、締切に間に合わない事情がある場合は、事前に

ご相談ください。 

 

Ｑ３-３ 電子申請は可能か 

Ａ 電子申請は行っておりません。ホームページから申請書をダウンロードしていただく

か、市役所９階緊急経済対策給付金室の窓口にて配布しております。 


