
第２波・新しい生活様式への対策金
についてのお知らせ岩沼市

助成額
(１事業者あたり
１回のみ)

新型コロナウイルスの「感染第2波への備え」と「新しい生活様式への
対応」を積極的に進めていただくことで、市民の健康と生命を守ると同
時に、落ち込んだ地域経済を回復させるため、感染対策を実施した事業
者に対し、その費用の一部について助成を行います。

第２波・新しい生活様式への対策金とは

助成額上限：１事業者あたり最大１０万円

第２波・新しい生活様式への対策金班

℡0223-23-5240（平日9:00～17:00)

市内に店舗等事業所を有し、裏表紙に掲げる
新型コロナウイルスの感染対策や新しい働き方の導入を
実施した事業者（大企業を除く）

※税抜きの合計金額で、１万円未満は切り捨て
※予算が無くなり次第終了となります

※給付は１回のみ

申請期間 令和２年７月１日(水)から令和２年９月３０日(水)

令和２年１月１日(水)から令和２年９月３０日(水)
※契約および支払いが上の期間内に行われているものが対象

助成率：助成対象経費の１０／１０

対象期間

対象者

申請方法 感染拡大防止のため、窓口での申請はご遠慮ください。

申請書類を次の宛先に郵送してください。

【宛先】〒９８９－２４８０
岩沼市桜１丁目６番２０号
岩沼市役所 第２波・新しい生活様式への対策金班 宛

お問い合わせ



申請に必要な書類について

①申請書(市指定様式) ②請求書(市指定様式)

④設置前・設置後の写真等
(広告やインターネット上のもの
に関しては紙媒体に印刷したも
の)

③対象となる経費についての領収書
やレシートの写し
(内容・内訳がわかるもの)
※マーカー等でしるしを
付けてください。

設置前・設置後の
写真

債権者 住所 

㊞

　　　 TEL

（担当課

令　和 　　があふれる

職･氏名 № “健幸”先進都市

　いわぬま

商工観光課 ）

－

岩 沼 市 長　殿

債 権 者 番 号

請求

 円金額 口 座 番 号 （普・当）

金融機関
振込先

支店名等

㊞
支 出 命 令

支 払 予 定 日 平成

　　　 氏名 

月 日年

負 担 行 為

単　価 金　額

請 　求 　書

市

処

理

欄

№履

行

確

認

内　　　　　訳（規　格） 数　量

第２波・新しい生活様式への対策金

新しい
生活様式

ホームページを
印刷したもの

様式第１号

岩沼市長　　菊地啓夫　殿

所在地（住所）

〒

事業者

名称

代表者 役職

氏名 ㊞

記

金

内訳

1 円(税抜)

2 円(税抜)

3 円(税抜)

4 円(税抜)

5 円(税抜)

6 円(税抜)

7 円(税抜)

合計金額 円(税抜)

法人番号

業種

責任者名 従業員数

所在地
資本金/
出資金

氏名

連絡先

○添付書類　※提出前にご確認の上、□にチェックをお願いいたします。

□対策金の請求書(市指定様式) □振込口座の通帳の写し

□業者等が発行する領収書、レシート □法人および個人事業者の確認書類

□設置前・設置後の写真等 □その他市長が必要と認めるもの

※新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金や岩沼市事業継続応援給付金を既に申請済みで、

　同一の口座への振込を希望される方は、こちらにチェックをお願いいたします。

　その際、上の「振込口座の通帳の写し」は不要となります。

※スペースが足りない場合は、コピーしてお使いください。

支払金額（税抜）

※交付申請額は、合計１万円以上(税抜き)の金額で１０万円を上限にご記入ください(万円未満切り捨て)

申請する項目

円１　交付申請額

円

令和　２年　　月　　日

担当者

事業所
概要

名称

第２波・新しい生活様式への対策金申請書

　第２波・新しい生活様式への対策金の交付を受けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申請
します。

２　申請者の情報

協力金の

口座に振

込を希望

します

応援給付金

の口座に振

込を希望し

ます ①申請書と②請求書は
市ホームページよりダウンロードし
必要事項を記入してください。

記入例を参考に 記入例を参考に

広告

書類ごとに
会社名と代表者名を記載

手書き可

領収書

※領収書やレシートがないものは、

基本的には助成の対象外となりますが、
クレジットカードの請求書や納品書等で
購入の内容・履歴がわかる場合などは、
対象となる場合があります。



家賃加算の場合に必要な書類

協力金非該当加算の場合に必要な書類

⑥法人および個人事業者の確認書類

【個人事業者の場合】【法人の場合】

①確定申告の申告書の写し
※税務署の収受印があるもの
※e-Taxの場合は受信通知も添付

②マイナンバーカードや運転免許証、在留
カードなど写真付の身分証明書の写し

履歴事項全部証明書
の写し
※概ね６ヶ月以内
のもの

※内容に変更がある
場合は最新のもの

≪申告書Ｂ≫ ≪写真付身分証明書≫≪受信通知画面≫

店番号 ●●● 店舗名

預金種類 口座番号＊＊＊ ●●●…

＊＊＊＊様

お取引店

口座番号

＊＊＊

⑤振込口座の通帳の写し

通帳の写し(表紙と開いて１ペー
ジ目などにある口座名義人のフ
リガナがわかる部分の２枚)

web通帳の画面コピーも可 ≪web通帳の画面コピー≫

≪通帳のコピー≫

事業継続応援給付金や、新型コロナウイルス感染拡大防止
協力金で申請した口座への振込を希望する方は、
申請書の右下部分にある□にチェックをしてください。
その際、「通帳の写し」の提出は不要です。

事業継続応援給付金や、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金で
提出した書類(個人事業者は確定申告書を提出した場合のみ)の転用を希望する方は、
申請書の右下部分にある□にチェックをしてください。
その際、「法人および個人事業者の確認書類」の提出は不要です。



対象となる経費について

令和２年７月2日更新

店舗・事務所等の感染対策(例示)

・飛沫感染防止パネル・シートの設置
・手洗い設備の増設
・ドアや蛇口などの非接触型への変更
(自動ドア、スイングドア、

自動水栓、人感センサー付照明器具等)
・セルフレジや券売機の導入
・社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つ
ための床サイン施工費

・換気設備の導入(換気扇等)
・網戸の設置

・テラス席の設置(固定された椅子やテーブル)
・横並びで座れるよう、座席レイアウトの
変更工事費

・座席の間に間仕切りを設置
・固定席の間引き工事費
・事務所等における狭い部屋から大部屋への
変更工事費

・飲食店等における個室の新設
・設置型のサーモカメラや、非接触型の体温
測定器の導入

・消毒設備の導入

・新たに宅配を始めるための宅配用車両などのリース料、配達業務委託料や備品費
・デリバリー専用カウンターの設置工事
・ドライブスルー販売、移動販売等の開始に係る費用

新しい働き方の導入(例示)

・非対面型営業ツールの導入(インターネット販売や、オンライン予約システムの導入など)
・テレワーク環境やオンライン会議のシステム導入経費(WebカメラやWi‐Fi環境の整備費を含む)
・広告費(印刷物制作費、PR映像制作費、ホームページ作成費、広告掲載費等)
※感染対策を実施していることを、写真、カット及び文字などで紙面のスペースや
映像全体の長さの２割以上取り扱っているものに限定

●上の「対象となるもの」以外で、汎用性があり、
目的外で使用可能なものや転売が可能なもの
(事務用消耗品、車両、バイク、自転車、
スマートフォン、ハードディスク、サーバー、
パソコン等の購入など)

●マスク、消毒液、フェイスガード
●テイクアウトの容器
●事務所の改修費、リフォーム費用(感染防止
対策のための費用は除く)

【補助対象外になるケース】
●補助対象期間(令和２年１月１日～令和２年９月３０日)外に支出した経費や
支払いを証明できない経費に関しては、補助対象になりません。
※クレジットカードによる支払いは、期間内の引き落としに限ります。

●令和２年１月１日より前に発注・購入等を行ったもの

対象とならない経費について

●人件費、飲食費、交際費、食材などの材料費、送料
●経費の支払いの際の振り込み手数料
●キャッシュレス機器の導入
●エアコン、空気清浄機の導入
●クリーニング代
●おしぼり等の手拭用タオル代
●対象経費に係る消費税
●国や県などの補助金・助成金・交付金等の対象となった経費

●当該事業に直接関係のない工事費
●市外の店舗や事業所において必要となった経費

●既存設備や、既存商品の製造に係る機械の
更新費用・リース料、修繕・維持管理費

※上の表は一例になります。「対象となる経費」・「対象とならない経費」の追加分は、
市のホームページに随時更新していきますので、そちらもご覧ください。


