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概要 

１．趣旨 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の

自粛等により、事業収入（売上）が大きく減少する中、感染拡大を予防しながら事業継続に

取り組む中小企業者等を支援することを目的に、県と市が連携して「応援給付金」を給付

します。 

 

２． 給付額 

法人：20万円 個人事業主：10万円 

※本事業における応援給付金の申請は、１事業者につき１回限りです。 

 

３． 注意事項 

県の営業時間短縮に係る協力金の対象者（P2 参照）又は国の支援金（一時支援金又は、

令和３年４月・５月を対象月とする月次支援金※P2、P3 参照）と本市の応援給付金は、

併給できません。売上が 50％以上減少しているなど国の支援金の受給要件を満たす場合

は、本市の応援給付金よりも給付額が大きくなる可能性がありますので、事前にご検討

の上、申請してください。 

 

１． 給付対象者 

令和３年５月１日時点において、東温市内に本社・本店を有する法人及び同日に東温市

内に住所を有する個人事業主。 

〇中小企業基本法に定める中小企業者に加えて、医療法人、農業法人、NPO 法人など、会

社法に規定する会社以外の法人についても幅広く対象となります。 

〇中小企業基本法に定める中小企業者については、確定申告書記載の納税地（個人にあ

っては確定申告書の「住所」欄上段に記載の住所）が、東温市内にあることが必要で

す。 

〇会社以外の法人（医療法人、農業法人、NPO 法人等）については、次の①②のいずれか

を満たし、かつ、③に該当する者が対象となります。 

 ①出資の総額（※１）が３億円以下であること。 

 ②出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 300 人以下であ

ること。 

③主たる事務所の所在地が、東温市内にあること。 

※１ 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法

人に拠出されている財産の額」と読み替えます。 

給付対象者及び給付要件 

令和３年度東温市「新型コロナウイルス感染症対策中小零細企業 

応援給付金（えひめ版応援金【県・市連携事業】」申請要領 
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参考：中小企業基本法に定める中小企業者の定義 

業種 

中小企業者 

※資本金、従業員数の一方が下記の場合 

資本金の額又 

は出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

① 製造業、建設業、運輸業、

その他の業種(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 

 

２． 給付要件 

以下のいずれも満たすこと。 

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動

の自粛等の影響により、令和３年１～５月のいずれかの月（以下「対象月」という。）の

事業収入（売上）が、平成 31年（令和元年）又は令和２年同月（以下「比較対象月」と

いう。）と比較して 30％以上減少していること。 

(2) 比較対象月を含む年間売上が、法人 240 万円以上、個人事業主 120 万円以上であるこ

と。 

（3）市税等を完納していること 

（4）令和３年４月８日以前に創業していること 

(5) 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

でいるもの。 

(6) 応援給付金の給付を受けた後も事業を継続する意思があること。 

 

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。 

(1)  「営業時間短縮に係る協力金（※２）」の対象者又は「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等（※３）」を受給した事業者。 

※２：県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第９項又は第 31 条の６第１項に基づき行う、 

営業時間短縮の協力要請に協力することで支給される協力金。 

※３：中小企業庁が実施する令和３年の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により、売上が減少

した中堅・中小企業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続を支援するために支給する以下

の支援金。 

   ア 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 

     https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

・2021 年１月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業等の影響により、売上が 50％

以上減少した中小法人・個人事業者等に一時支援金を給付。 

給付対象外 
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イ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金 

        https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html 

・2021 年４月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う時短営業等の

影響により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金を給付。 

(2)  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条の暴

力団又は暴力団員と関係がある場合等 

(3)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２

条第１項の風俗営業（ただし、同項第１号の一部（料理店）及び第５号（ゲームセンター）

は除く。）及び同法第２条第５項の性風俗関連特殊営業 

(4)  国又は法人税法（昭和 40年法律第 34号）別表第１の公共法人（※４） 

※４法人税法別表第１に掲げる団体等 

    株式会社日本政策金融公庫、港務局、国立大学法人、社会保険診療報酬支払基金、水害予防組合、水害予

防組合連合、大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム

機構、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、地方独立行政法人、独立行政法人（その資本

金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類する

ものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。）、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区

画整理組合、日本下水道事業団、日本司法支援センター、日本中央競馬会、日本年金機構、日本放送協会 

(5)  政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第３条第１項の政治団体 

(6)  宗教上の組織若しくは団体 

(7)  大企業及びみなし大企業（※５） 

※５：みなし大企業は次のいずれかが対象となります。 

①発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

②発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 

(8)  (1)から(7)までに掲げる者のほか、応援給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと

市長が判断する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東温市イメージキャラクター 

いのとん 
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１．創業・新規開業特例 

比較対象月との比較を行うことができない、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）までの間に創業又は新規開業した中小企業者等（個人事業主を含

む）については、特例として、売上減少の要件に関して以下のとおり取り扱います（法人設

立日又は開業日を確認できる以下の証拠書類等が必要です）。 

なお、事業収入（売上）の下限要件「比較対象月を含む年間売上が、法人 240 万円以上、

個人事業主 120万円以上であることについては、免除となります。 

 

 （1）令和２年５月２日から 12月 31日までに創業した事業者 

令和３年１～５月のいずれかの月の事業収入（売上）が、法人設立日又は開業日を含

む月から令和２年 12 月までの間で平均した事業収入（売上）月額と比較して 30％以

上減少していること（設立又は開業した月は、操業日数にかかわらず１か月とみなす）。 

 

（2）令和３年１月１日から４月８日までに創業した事業者 

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１～５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等で想定していた令和３年１月から５月の同月の事業収入（売

上）と比較して 30％以上減少していること。 

 

   【創業・新規開業特例における証拠書類】 

    ・法人：履歴事項全部証明書 

※申請日より３か月以内に発行されたもの。 

    ・個人事業主：開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書等（事業の開始が確認で

きる書類） 

    ・「事業収入（売上）減少比較表（様式３）」 

 

２．事業承継特例 

事業収入（売上）を比較する２つの月の間に事業の承継を受けた事業者で、対象月の月

間事業収入（売上）が前年同月の承継前の事業者の事業収入（売上）から 30％以上減少

している場合、以下の証拠書類等を提出することにより、特例として取り扱うことがで

きます。 

    

【事業承継特例における証拠書類】 

 ・比較対象月を含む確定申告書類の控え 

※事業の承継を行った者の名義によるもの 

・個人事業の開業・廃業等届出書 

  ※比較対象月を含む確定申告書の控えに記載の住所・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。 

３．法人成り特例 
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事業収入（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場合は、特例 

として、以下の証拠書類等を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者

の確定申告書類の控えを比較して申請を行うことができます。 

 

【法人成り特例における証拠書類】 

  ・法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等届出書 

   ※法人設立届出書：「設立の形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場

合」が選択されており、「整理番号」欄に個人の確定申告の番号

を記載していること。 

   ※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。 

  ・履歴事項全部証明書 

   ※設立日が事業収入を比較する２つの月の間であること。 

   ※申請日より３か月以内に発行されたもの。 

 

 

 

 

１． 申請書類 

応援給付金の給付を受けようとする方は、次に掲げる書類を令和 3 年 10 月 29 日（金）

までに東温市商工会に提出若しくは郵送にて申請してください。 

なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類

の返却はいたしません。申請書の控えは、お手元に保管していただくようお願いします。 

 

【必要な書類】 

１． 申請書（様式１） 

・申請者の個人印や法人の代表者印は不要です。 

  ・法人番号は 13 桁でご記入ください。※国税庁法人番号公表サイトで確認可能 

  ・振込口座の名義人は、通帳等に記載のとおり正確に記入してください。 

  ・必ず申請者名義の口座を指定してください。（法人の場合は当該法人、個人事業主

の場合は個人の口座に限ります。） 

２．誓約書（様式２） 

  ※誓約書の最下部の所在地、名称及び代表者の欄は、必ず自署でお願いします。 

３．対象月の事業収入（売上）月額が確認できる書類 

中小企業者等（個人事業主を含む）が作成している確定申告の基礎となる「売上台

帳」等の写しを添付してください。 

４．比較対象月の事業収入（売上）月額が確認できる書類 

申請の流れ 
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【法人の場合】 

比較対象月を含む「法人税確定申告書（別表一）」（収受日付印が押されているもの※

e-Tax の場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は印字された確定申告書）

の控え、及び「法人事業概況説明書」の控えを添付してください。 

※公益法人等（法人税法別表第二に該当する法人）及び法人税法以外の法律により公益法人等

とみなされる法人（NPO 法人等）である場合は、比較対象月の収入（寄付金、助成金等を含む）

が確認できる書類として、下記を確定申告書類の代わりに提出することができます。 

例） 

 

 

 

 

※上記に記載のない法人については、比較対象月の収入が確認できる書類を提出してください。 

 

【個人事業主の場合】 

※個人番号（マイナンバー）欄は黒塗りするなど、見えない状態にしてください 

○ 確定申告が青色申告の方 

比較対象月を含む「所得税確定申告書（申告書Ｂ）第一表」（収受日付印が押され

ているもの）の控え、及び「青色申告決算書」の控えを添付してください。 

○ 確定申告が白色申告の方 

比較対象月を含む「所得税確定申告書（申告書Ｂ）第一表」（収受日付印が押され

ているもの）の控え、及び「収支内訳書」を添付してください。 

○ 確定申告をしていない方 

比較対象月を含む「市・県民税申告書（表面・裏面）の控え（収受印が押されてい

るもの）を添付してください。 

 

【特例適用の場合】 

＜創業・新規開業特例における証拠書類＞ 

・法人：履歴事項全部証明書 

※申請日より３か月以内に発行されたもの。 

 ・個人事業主：開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書等（事業の開始が確認できる

書類） 

 ・「事業収入（売上）減少比較表（様式３）」 

 

＜事業承継特例における証拠書類＞ 

 ・比較対象月を含む確定申告書類の控え 

※事業の承継を行った者の名義によるもの 

・個人事業の開業・廃業等届出書 

  ※比較対象月を含む確定申告書の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行

法人種別 月間収入の計算書類等 

学校法人 事業活動収支計算書 

社会福祉法人 事業活動計算書 

公益財団法人・公益社団法人 正味財産増減計算書 
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われていることが明記されていること。 

 

＜法人成り特例における証拠書類＞ 

 ・法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等届出書 

  ※法人設立届出書：「設立の形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」

が選択されており、「整理番号」欄に個人の確定申告の番号を記

載していること。 

  ※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。 

 ・履歴事項全部証明書 

  ※設立日が事業収入を比較する２つの月の間であること。 

  ※申請日より３か月以内に発行されたもの。 

 

５．令和３年５月１日時点の住所地が確認できる書類 

【法人の場合】 

履歴事項全部証明書 

※登記情報提供サービスで取得した登記情報の写しでも可 

 

 【個人事業主の場合】 

住民票 

※東温市役所市民課窓口、市役所自動交付機、コンビニ交付サービス（利用者証明用電子証

明書付きの個人番号カード【マイナンバーカード】をお持ちの方のみ）にて取得可能 

 

※いずれも申請日より３か月以内に発行されたもの 

６．本人確認書類の写し 

法人代表者又は個人事業主本人の運転免許証、パスポート、保険証等の写し 

７．応援給付金の振込先口座の通帳の写し 

通帳のオモテ面、通帳を開いた１,２ページ目の両方（金融機関名･支店名･預金種別･

口座番号･口座名義の情報が確認できるページ）の写し。 

 

【インターネットバンキングの場合】 

金融機関名･支店名･預金種別･口座番号･口座名義の情報を確認できるサイトペー

ジ画面の写し。 

８．その他必要な書類 

必要に応じて、東温市が求める書類を添付してください。 

 

 

 



 

8 

 

２． 比較対象月の事業収入（売上）の確認例 

(1) 法人の場合 

   法人事業概況説明書「17 月別の売上高等の状況」により、月別の売上を確認してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

(2) 個人事業主の場合 

  ア 確定申告が青色申告の方 

青色申告決算書「月別の売上（収入）金額及び仕入金額」により、月別の売上（収入）

を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 確定申告が白色申告の方 

収入内訳書「収入金額の売上（収入）金額」から算出した月平均を比較対象月の事業収

入（売上）としてください。 
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ウ 確定申告をしていない方 

  市民税・県民税申告書 

項目７「事業・不動産所得に関する事項（収入金額）」から算出した月平均を比較対

象月の事業収入（売上）としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

３． 参考：日本標準産業分類（中分類） 

 

 

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 
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４．申請に必要な書類の入手方法 

次の方法にて、申請様式を入手することができます。 

感染拡大防止の観点から、極力ホームページからダウンロードをお願いします。 

 

(1) ホームページからダウンロード 

○東温市ホームページ 

⇒「新型コロナウイルス関連情報」⇒「東温市新型コロナウイルス感染症対策中小零細 

企業応援給付金（えひめ版応援金）を給付します」 

○東温市商工会ホームページ 

⇒「パンフレット・様式等」⇒「各種様式等」 

⇒「東温市新型コロナウイルス感染症対策中小零細企業応援給付金（えひめ版応援金）」 

 

（2）東温市又は東温市商工会での配布 

  ※ 窓口での配布は平日の 8時 30分から 17時 15分までの対応です。 

 

５．申請方法 

持参又は郵送での申請となります。 

申請書類を次の宛先に持参又は郵送することで申請することができます。なお、郵送の

際の封筒は角形２号サイズでの郵送をお願いします。また、簡易書留など郵便物の追跡が

できる方法をご利用ください。 

 

＜宛先＞ 

〒791-0211   東温市見奈良 495 番地 3 

東温市商工会 

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 

※送料は申請者側でご負担をお願いします。 

 

６．申請期間 

令和３年７月５日（月）から同年１０月２９日（金）まで 

※持参の場合は、土日、祝日を除く 8時 30 分～17時 00まで 

※郵送の場合は必着でお願いします。 

 

７．追加書類の提出依頼及び申請内容の確認 

申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合等、必要に応じて、追加書類の提出を

求めたり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡をしたりすることがあります。申請

書には必ず、日中（９時～17時）に対応可能な連絡先の記入をお願いします。 

その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援給

付金の給付を受ける意思がないものと判断し、申請を却下します。 
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８．交付の決定 

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは応援給付金の交付

決定を行います。また、本応援給付金の給付は、交付決定後、速やかに行います。 

応援給付金の給付対象とならないと判断した場合は、不交付決定通知書を送付します。 

９．給付等 

給付の通知は、申請いただいた口座への振り込みをもって行い、通知書等の送付はあり

ません。 

なお、必要に応じて、追加書類の提出を求め、確認のために連絡をすることがあり、給付

まで時間を要する場合があります。 

 

10．交付決定の取り消し及び応援給付金の返還等 

応援給付金の交付決定後、対象要件に該当しない事実や虚偽、不正等が発覚した場合は、

東温市は応援給付金の交付決定を取り消すことがあります。この場合、不正受給を行った

申請者は、東温市の指定する期日までに、応援給付金の全部又は一部を返還する義務を負

います。 

 

11．本応援給付金に関するお問い合わせ先 

本応援給付金の申請等に関してご不明な点がありましたら以下へお問い合わせください。 

 

○東温市商工会 

TEL：089-964-1254 

受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分（土日祝日除く） 

 

○東温市 地域活力創出課 企業振興係 

TEL：089-964-4414 

受付時間：8 時 30 分～17 時 15 分（土日祝日除く） 

 

対象要件を満たしていないにも関わらず、偽って応援給付金の給付を受けようとする行

為は犯罪です。不正等が判明した場合は応援給付金を返還いただくとともに、申請者の情

報を公表するなど、厳正に対処いたします。 

 

１．事業者名等の公表 

虚偽や不正等が発覚した場合は、応援給付金の給付を受けた事業者名等の情報をホーム

ページにて公表することがあります。 

 

２．検査・報告等 

本応援給付金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東温市は対象事

業者の取組について検査を行うとともに報告等を求めることがあります。 

注意事項 
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３．個人情報の取り扱い  

申請書類に記載された情報は、本応援給付金の審査・支給に関する事務に限り使用し、

同意事項及び契約事項を除き、他の目的には使用しません。 

ただし、事務を円滑に進めるため、本応援給付金の審査・支給に関する事務に限り、事務

を委託する東温市商工会と共有します。 

 

４．警察本部への照会 

行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請の際に暴力団等でない旨の誓約をお願

いしており、内容確認のために必要に応じて警察本部へ照会を行います。 


