
摂津市中小企業等
物価高騰対策支援金
申請の手引き

摂津市 生活環境部 産業振興課
TEL:06-6383-1362（直通）

令和4年12月26日時点
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tel:06-6383-1362


1 目的
原油価格や物価高騰により経営の影響を受けながらも、事業の継続に努める事業者を対象に、
事業者の負担軽減及び事業継続を支援するため、支援金を給付します。

2 対象者
次の全てに該当することが対象です。
（１）令和4年12月1日までに摂津市内に事業所を有し、事業を開始している中小企業・個人
事業主（中小企業基本法または、中小企業信用保険法に規定されるもの）
（２）個人事業主は「事業」に係る収入を有する者
（３）直近の決算期または1年間において、以下の金額以上の経費が発生していること

法人 10万円以上
個人事業主 5万円以上

※以下の支援金のいずれかを受けることができる事業者は対象外です。
・医療施設等物価高騰対策支援金 ・介護サービス事業所等物価高騰対策支援金
・障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金 ・民間保育所等物価高騰対策支援金
・障害児福祉サービス事業所物価高騰対策支援金
（ただし、法人で上記支援金の給付額が10万円未満の場合は、10万円との差額を受け取るこ
とができます。）

3 給付額
法人 10万円
個人事業主 5万円 （いずれも一事業者につき１回限り）

4 申請期間
令和5年1月4日（水）から令和5年3月10日（金）まで ※当日消印有効

5 申請方法
申請書類（市ホームページからダウンロード、または市役所産業振興課窓口配架）に必要

事項を記入し、添付資料とともに郵送またはオンラインにて申請を行ってください。

【オンライン申請】
法人はこちらから 個人事業主はこちらから

【郵送先】
〒566-8555（住所不要）
摂津市 生活環境部 産業振興課 宛
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申請書兼請求書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)を除き、添付
書類は写真等でも受付しますが、文字が鮮明に見えることを確
認した上でご申請ください。



6 必要書類 ※提出書類は返却しません。コピーを各自でご準備ください
□摂津市中小企業等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書（様式第１号）
□誓約書（様式第２号）
□必要資料

上記様式第１号、第２号は市HPからダウンロードいただくか、市産業振興課窓口にて入手できます
必要資料については下記区分によって異なりますので、ご確認ください。

ア.【法人】 →詳細は4ページからご確認ください

区分 必要書類
事業所が摂津市内
にある個人事業主
（①～④全て）
※①または②で事業所所
在地が確認できる場合は
③を省略することができ
ます。

① 直近(令和3年又は令和4年)の確定申告書 第 1 表（写）注1
② 上記確定申告の添付書類（経費の記載があるもの）

□青色申告：所得税青色申告決算書 1・2 ページ
□白色申告：収支内訳書（一般用）

「経費」欄に記載されたもののうち、租税公課以外の項目に5 万円
以上の経費があることを確認します。

③ 摂津市内の事業所を確認できる次のいずれか
☐営業許可証（写）（該当業種のみ）
☐賃貸借契約書（写）※居宅としてのみの契約書は不可。
☐固定資産税・都市計画税の納税通知書の表紙及び3～6 ページで事業

所の確認ができるページの写し
☐不動産登記簿謄本（写）※事業所が確認できるもの。
☐登記情報提供サービスで発行した「不動産登記情報」

※事業所が確認できるもの。
☐個人事業の開業届出書（写）

④ 振込口座の確認ができる通帳の写し
（表紙をめくった見開きのページの写し）

イ.【個人事業主】 →詳細は6ページからご確認ください

注1 開業後 1 年未満で確定申告をまだ行っていない法人は確定申告書に係る②～④の代わりに開業後
の経費の領収書の写し（合計 10 万円以上分）を提出してください

注1 令和 4 年 1 月 1 日以降に開業し、確定申告をまだ行っていない方や、令和 3 年の所得が 48 万円
以下であったため、確定申告を行っていない方は①及び②の代わりに直近決算期または１年間におけ
る売上台帳等（任意月）及び経費に係る領収書等（5 万円以上分）の写しを提出してください。

各書類の必要事項等は次ページ以降に掲載しています。
必ずご確認ください。
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区分 必要書類

事業所が摂津市内
にある法人
（①～④全て）
※①で事業所所在地が確
認できる場合は、④を省
略することができます。

①直近(令和3年又は令和4年)の確定申告書別表１（写）注1
②決算書のうち「損益計算書」及び「一般管理費」
③振込口座の確認ができる通帳の写し
（表紙をめくった見開きのページの写し）
④摂津市内の事業所が確認できる次のいずれか（1 事業所分）

□履歴事項全部証明書（写）
☐営業許可証（写）（該当業種のみ）
☐事業所の賃貸借契約書（写）
☐固定資産税・都市計画税の納税通知書（写）の表紙及び3～6 ペー

ジで事業所が確認できるページの写し
☐事業所建物の不動産登記簿謄本（写）
☐登記情報提供サービスで発行した「不動産登記情報」

※事業所が確認できるもの。



【法人の方】
申請に係る必要書類補足説明
①直近（令和3年又は令和4年）の確定申告書別表1（写）
・税務署が受付済みであることを確認できることが必要です
a.郵送の場合：税務署の受付印があるもの、または税理士の署名があるもの
(注)いずれもない場合は、領収印がある「領収証書」または「納税証明書」を追加提出ください

b.電子申告の場合：申告書上部に電子申告の日時と受付番号の印字があるもの
(注)上部に記載がない場合は、受信通知の写しを追加提出ください
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電子申請の場合上部の日時、
受付番号があることを確認
します。

郵送の場合受付印があるこ
とを確認します。

直近の1年間分

②決算書のうち「損益計算書」「一般管理費」の記載があるページ
事業に係る収入、経費を有することを確認します。

【販売費・一般管理費】

… …

売上高 ○○円

150,000円

損益計算書

自　令和4年  1月  1日

至　令和4年12月31日

科　目 金　額

… …

株式会社○○

合計 150,000円

○○円

△△料

□□費

… …

◇◇料

○○円

○○円

自　令和4年  1月  1日

至　令和4年12月31日

科　目 金　額

○○費 ○○円

販売費・一般管理費

株式会社○○

経費が10万円以上
発生していること
を確認します

経費が10万円以上
発生していること
を確認します

例 例
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③振込口座の確認ができる通帳の写し
申請書兼請求書に記入している振込口座の分かる通帳の写し

④摂津市内の事業所が確認できる書類(下記書類のいずれか1つ)

申請書兼請求書の記入例は10ページへ

※①の確定申告書の事業所住所が摂津市内の場合、省略していただいて結構です。

□履歴事項全部証明書
□営業許可証
□事業所の賃貸借契約書
□固定資産税・都市計画税の納税通知書の表紙及び3～6ページで事業所が
確認できるページの写し
□事業所建物の不動産登記簿謄本

……

支店 大阪府摂津市○○

……

昭和○年○月○日

……目的…

……

履歴事項全部証明書

大阪府大阪市○○

株式会社○○

商号

本店

公告をする方法

会社成立の年月日

会社法人等番号 ××××ー××ー××××××

株式会社○○

大阪府大阪市○○

市内に事業所を有するこ
とがわかるページを添付
市内に事業所を有するこ
とがわかるページを添付

建物種類 工場

番号

標記

(1) 賃貸借の目的物

摂津市○○□-□-□

摂津市○○□-□-□

床面積 500.00㎡

…… ……

家屋番号 ○○番○

建物名称 ○○

構造 ○○建

建物賃貸借契約書

　貸出人　△△　を甲とし、賃借人株式会社○○を乙として、甲の所有する建

物について次のとおり建物賃貸借契約を締結する

住居表示

所在地

市内に事業所を有するこ
とがわかるページを添付
市内に事業所を有するこ
とがわかるページを添付

例例



【個人事業主の方】
申請に係る必要書類補足説明

①直近（令和3年又は令和4年）の確定申告書第1表（写）
・税務署が受付済みであることを確認できることが必要です
a.郵送の場合：税務署の受付印があるもの、または税理士の署名があるもの
(注)いずれもない場合は、領収印がある「領収証書」または「納税証明書」を追加提出ください

b.電子申告の場合：申告書上部に電子申告の日時と受付番号の印字があるもの
(注)上部に記載がない場合は、受信通知の写しを追加提出ください
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電子申請の場合上部の日時、
受付番号があることを確認
します。

郵送の場合受付印があるこ
とを確認します。
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経費欄のうち租税公課以外の
項目に5万円以上の経費があ
ることを確認します

経費欄のうち租税公課以外の
項目に5万円以上の経費があ
ることを確認します

青色申告の場合

白色申告の場合

②上記確定申告の添付書類（経費記載があるもの）
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④振込口座の確認ができる通帳の写し
申請書兼請求書に記入している振込口座の分かる通帳の写し

③摂津市内の事業所が確認できる書類(下記書類のいずれか1つ)

申請書兼請求書の記入例は10ページへ

※①の確定申告書の事業所住所が摂津市内の場合、省略していただいて結構です。

□開業届
□営業許可証
□賃貸借契約書
□固定資産税・都市計画税の納税通知書の表紙及び3～6ページで事業所が
確認できるページの写し
□事業所建物の不動産登記簿謄本

建物種類 工場

番号

標記

(1) 賃貸借の目的物

摂津市○○□-□-□

摂津市○○□-□-□

床面積 500.00㎡

…… ……

家屋番号 ○○番○

建物名称 ○○

構造 ○○建

建物賃貸借契約書

　貸出人　△△　を甲とし、賃借人株式会社○○を乙として、甲の所有する建

物について次のとおり建物賃貸借契約を締結する

住居表示

所在地

市内に事業所を有することがわ
かるページを添付

（居住としての契約は不可）

例例

市内に事業所を有することがわ
かるページを添付

（居住としての契約は不可）
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※確定申告を行っていない方（3ページで注1に該当する方）

個人事業主の方は令和4年のいずれかの月の「売上台帳」の提出が必要です

令和4年1月1日以降に開業し、確定申告をまだ行っていない方や、令和3年の所得が48
万円以下であったため、確定申告を行っていない方は直近1年間の領収書等で経費の
額を確認します。

【領収書の場合】
1.日付が明記されている
2.金額が明記されている
3.但し書きが明記されている
4.発行者が明記されている

【レシートの場合】
1.領収書の作成者の氏名または名称（店
名、会社名など）が明記されている
2.取引年月日
3.資産または役務の内容
4.対価の額

摘要 内訳(円) 金額(円)

4 1 ○○ 20,000

△△ 10,000

30,000

14 ◇◇ 20,000

□□ 10,000

30,000

25 ●● 30,000

■■ 30,000

60,000

120,000

売上台帳

令和4年4月

日付

総売上高

上記内容に相違ありません
令和5年1月4日　　摂津　太郎

摂津商店　御中 発行日　令和4年4月30日

TEL:××-××××-××××

領収証

金額　　50000　円(税込)

但し、○○代として領収いたしました。

○○株式会社

大阪府摂津市○○1-1

○○株式会社

2022年4月30日

○○商品 5,000円

△△商品 5,000円

小計　2点 10,000円

合計 10,000円

＜レシート＞

余白に申請日付で
「上記内容に相違あ
りません」の記載と
記名をしてください

④
③

②

①

①

②

③

④

例

例

例
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様式第１号  

 

摂津市中小企業等物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書 

 

年    月    日 

摂津市長  様 

            申請者（請求者）  所在地 

                        事業所名称 

                          代表者氏名                             

 

中小企業等物価高騰対策支援金の支給を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

また、支給決定があった後は、支給決定された支援金を下記の口座に振り込んでいただきま

すよう請求します。 
 

記 

１ 交付申請及び請求額   金          円 

２ 事業所等情報 

市内事業所名（店舗名）  

市内事業所所在地  

種別（該当する種別に☑を記入） □個人事業主          □法人 

担当者（職・氏名）  

電話番号及びE-mail  

事業内容 

（該当する事業に☑を記入） 

□建設業 □製造業  □卸売業   □小売業 

□保険業 □不動産業 □飲食業   □理容・美容業 

□娯楽業 □情報通信 □医療・福祉 □教育・学習支援 

□運輸業 □その他（            ） 

３ 振込口座 

金融機関名 

          銀行 

          信用金庫 

          信用組合             支店 

          農業協同組合 

口座の種類 当 座  ・  普 通 

口座番号        

フリガナ   

口座名義 
（※申請者と同一） 

 

関係書類 

□ 摂津市内に事業所を有することを証する書類の写し 

□ 事業に係る収入を有することを証する書類の写し ※個人事業主のみ 

 □ 事業に係る経費が確認できる書類の写し 

□ 通帳等の写し 

□ 誓約書（様式第2号） 

本社情報でも構いません。
本社が市内にない場合は「2 事
業所等情報」欄で市内事業所情報
をご記入ください。
3振込口座と会社名や代表者氏名
が一致するようにご申請ください

法人：100,000（市が実施す
る支援金を受給している場合
はその差額）
個人事業主：50,000

万が一の場合、担当者様と
確実に連絡の取れる連絡先

提出前に
確認し

チェック
を入れて
ください

主たる業種にチェック
（1つ）

申請書兼請求書(記入例)

摂津市三島○-○-○
株式会社○○
代表取締役 摂津 太郎

100,000

株式会社○○
摂津市三島○-○-○

経理 摂津 花子
090-○○-○○ / sangyou@city.settsu.osaka.jp

○○ △△

1 2 3 4 5 6 7

株式会社○○
代表取締役 摂津 太郎

カブシキガイシャ○○ ダイヒョウトリシマリヤク セッツ タロウ

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

申請者(請求者)と同一の口座を
ご記入ください。
申請者(請求者)と名義が異なる
場合、別途委任状が必要とな
ります。(14ページQ21参照)
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Ｑ1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または中小企業基本法第2条に規定する
中小企業者とは具体的にどのような者をいいますか。

Ａ1 以下の事業者が該当します。
【中小企業基本法における中小企業者】

【中小企業信用保険法における中小企業者】

業種

中小企業者
（下記のいずれかを満たすこと）

小規模企業者

資本金の額又
は出資の総額

常時使用する
従業員の数

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 20人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下

区分 業種等 範囲

会社

製造業その他 資本金の額又は出資の総額が３億円以下
または 従業員が３００人以下

小売業 資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下
または 従業員が５０人以下

卸売業 資本金の額又は出資の総額が１億円以下
または 従業員が１００人以下

サービス業 資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下
または 従業員が１００人以下

ソフトウェア業
または
情報処理サービス業

資本金の額又は出資の総額が３億円以下
または 従業員が３００人以下

旅館業 資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下
または 従業員が２００人以下

医業を主たる事業と
する法人

医業 従業員３００人以下

特定非営利活動法人

小売業を主たる事業とする場合 従業員５０人以下

卸売業またはサービス業を主たる事業とする場合 従業員１００人以下

その他 従業員３００人以下

個人事業主

- （個人の開業医、診療所等を含む）

その他、中小企業信用保険法第２条第１項各号に規定する中小企業者（協同組合等） 11
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Ｑ7 市内に複数の事業所を有していますが、事業所ごとに複数申請ができますか。

Ａ7 代表者が同一人物であれば、申請できるのは、法人または個人事業主あたり１回限り
です。

Ｑ3 個人事業主とはどのような者をいいますか。

Ａ3 確定申告書（Ｂ）第１表において、「事業」の欄の収入がある方をいいます。
不動産収入があり、開業届を出されている場合でも、「事業」欄に収入がなければ、
本支援金の対象外となります。

Ｑ5 （個人事業主で）摂津市内に住んでいますが、事業所が摂津市外にあります。
対象になりますか。

Ａ5 対象になりません。事業所が摂津市内にあることが要件となります。

Ｑ2 一般社団・財団法人、学校法人は対象となりますか。

Ａ2 対象になりません。

Ｑ4     事業欄のうち農業収入のみあります。対象となりますか。

Ａ4 中小企業基本法に基づき、農業は対象となります。

Ｑ6 （個人事業主で）摂津市外に住んでいますが、事業所が摂津市内にあります。
対象になりますか。

Ａ6 対象になります。

Ｑ8 同一人物が複数の法人の代表を務めている場合、法人格ごとに申請できますか。

Ａ8 他の要件を満たしていれば、申請できます。

Ｑ9 令和2年までは事業収入があったが、直近（令和3年、又は令和4年）は配当所得のみ。
対象になりますか。

Ａ9 直近（令和3年、又は令和4年）の確定申告書の「事業」欄に収入の記載がなければ、
対象になりません。

Ｑ10 白色申告をしています。対象になりますか。

Ａ10 白色申告であっても、「事業」欄に収入の記載があれば対象になります。

Ｑ11 他者が経営する美容室で業務委託を受けて働いており、自己の店舗は無い。
対象になりますか。

Ａ11    業務委託による収入が事業収入として申告され、かつ、開業の届出がなされており、
申告書の事業所住所が摂津市内であれば対象になります。
※個人タクシー、各種クリエイター、その他フリーランス共通。 12
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Ｑ12 令和4年に開業したばかり、または令和3年は所得が48万円以下で確定申告をしてい
ない場合、本支給の対象になりますか。

Ａ12 令和4年に開業した個人事業主、令和3年の所得が48万円以下で確定申告をしていな
い個人事業主は、個人事業の開業届出書及び売り上げ・経費の確認書類を提出できれ
ば対象になります。

令和4年に開業した法人の場合は、法人設立届出書及び売上げ・経費の確認書類を提
出できれば対象となります。

Ｑ13 個人事業主で、摂津市内の事業所を確認できる書類がない場合は、どうしたらよいで
しょうか。

Ａ13 「固定資産・都市計画税の納税通知書」、「賃貸借契約書」、「不動産登記簿謄本」
で事業所の確認ができない場合は「開業届出書」もしくは「営業許可証」の提出が必
須となります。

Ｑ14 「大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金」等、国や大阪府等の
支援制度との重複申請は可能でしょうか。

Ａ14 可能です。
摂津市が実施する他の物価高騰対策支援金との重複はできませんが、法人で支援金の
受給額が10万円未満の場合は、10万円との差額を受け取ることが可能です。

※医療施設等物価高騰対策支援金、介護サービス事業所等物価高騰対策支援金、
障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金、民間保育所等物価高騰対策支援金、
障害児福祉サービス事業所物価高騰対策支援金

Ｑ15 無人の倉庫や駐車場は「事業所」に含まれますか。

Ａ15 事業所とは、①一定の場所を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われて
おり、②従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われ
ているものを指します。
通常、無人の倉庫や駐車場は、事業所に含まれません。

Ｑ16 確定申告を行っていないため、経費の確認書類としてレシートを提出したい。
添付資料として使えますか。

Ａ16 次の4つの内容が全て明記されているものは添付資料となります。
・領収書の作成者の氏名または名称（店名、会社名など）
・取引年月日
・資産または役務の内容
・対価の額

Ｑ17 本社が市外で、店舗が市内にある場合は対象になりますか。

Ａ17 市内に事業所や店舗がある場合は、対象となります。



Ｑ18 支給済証を発行してもらうことは可能でしょうか。課税証明のために必要です。

Ａ18 必要な方は、支給済証の発行を申請することができます。
摂津市中小企業等物価高騰対策支援金支給済証発行申請書をご提出ください。

Ｑ19 令和4年は事業活動を休止しており、現在も事業再開していません。
対象になりますか。

Ａ19 休止中であっても、再開後、摂津市内で事業継続される場合は対象になります。
直近の事業活動が確認できる書類には、令和3年の確定申告書等をご提出ください。

Ｑ20 ネットバンキングを利用しているため、通帳がありません。
支援金の振込先が分かる書類は何を提出すれば良いでしょうか。

Ａ20 キャッシュカードの写しや、金融機関名・支店名・口座名義・口座種別・口座番号
が確認できる画面のスクリーンショット（画面画像）等を提出してください。

Ｑ21 支援金の振込先は、申請者（請求者）本人と異なる名義の口座でもいいでしょうか。

Ａ21 振込先口座は、基本的に申請者（請求者）名義の口座としてください。
法人の場合は、当該法人の口座、個人事業主の場合は、申請者本人名義の口座でお願
いします。

振込先名義が異なる場合は、委任状が必要となりますのでご留意ください。
委任状が必要となる場合は、下記の通りとなります。

申請者（請求者） 振込口座 委任状

株式会社○○
代表取締役 □□ △△

株式会社○○ 不要

株式会社○○ 摂津支店
代表取締役 □□ △△

株式会社○○ 不要

○○摂津店
店長 ◇◇ △△

株式会社○○ 必要

Ｑ22 申請受付期間はいつまでになりますか。

Ａ22 令和5年1月4日（水）から令和5年3月10日（金）までです。
Web申請の場合は、市ホームページの特定のリンク先から令和5年3月10日までに送信
されたもの、郵送の場合は、令和5年3月10日の消印有効とします。

Ｑ23 申請から支援金の支給までの期間はどのくらいでしょうか。

Ａ23 申請を受け付けた後、審査が終了次第、指定の振込先にお支払いします。
産業振興課に申請書が到着してから1カ月程度での振込を想定しています。
書類の不備等があった場合、さらに審査に時間を要しますので、ご了承ください。
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