
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団・財団法人、公益社団・
財団法人、学校法人、組合、有限責任事業組合(LLP)は対象外

※政治団体、宗教団体等は対象外

■申請期間
令和５年１月４日（水）から２月28日（火）まで（消印有効）

国立市では、コロナ禍における光熱費高騰の影響を受けている中小企業等および個人事業者等に対し
て、国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金を交付し、事業経営を支援します。

■交付金額

・１事業者あたり５万円（一部例外あり※）

※「国立市公共交通事業者燃料費補助金」または「国立市肥料等高騰対策給付金」の交付対象
事業者は、５万円から当該受給額を差し引いた金額を上乗せ交付（併給）します。

■交付の条件
・直近決算期に年間20万円を超える売上（営業等収入）を得ていること。（創業特例等あり）
・令和４年12月末日以前から市内の事業所等で事業を営むことにより直近決算期に年間５万円以上
の水道光熱費を支払っていること。（創業特例等あり）
※本店所在地が市外の場合であっても、市内に事業所等があれば対象となります。(よくあるご質問をご参照ください。)
※事業を行っている場所であっても、建物がない場合は対象外です。
※原則として「損益計算書の写し」「所得税青色申告決算書」または「所得税白色申告決算書（収支
内訳書）」をもって事業用水道光熱費を確認します。

・国立市が同じ目的で実施している以下の事業者向けの補助金及び給付金等の対象者でないこと
①国立市女性支援団体事業継続支援給付金、②地域NPO法人等活動支援補助金（生活困窮
者自立相談支援事業）、③国立市しょうがい福祉サービス事業所等事業継続支援給付金、
④国立市介護サービス事業所事業継続支援給付金、⑤国立市高齢者食事サービス事業受託事業
所事業継続支援給付金、⑥国立市ふれあい牛乳支給事業受託事業所事業継続支援給付金、
⑦国立市医療機関等光熱水費支援給付金、⑧国立市保育・幼児教育施設物価高騰対策補助金、
⑨国立市公衆浴場光熱費補助金、⑩国立市福祉交通事業者燃料費補助金

■対象の事業者
・中小企業基本法第２条第１項に該当する中小企業者（法人または個人）であること
(下表のいずれかを満たすこと)

国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金申請要項

令和５年１月10日
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業種 資本金額または出資総額 常時使用する従業員数

製造業、建設業、運輸業、
その他の業種

３億円以下 300人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

小売業 5,000万円以下 50人以下



▲市の「国立市中小企業等
光熱費高騰対策支援金」の
ホームページの二次元コード

■ 申請先
①インターネットによる申請
国立市HPから「国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金」ページに
アクセスし、申請してください。（トップページ＞産業・労働）
※振込希望口座名義が代表者以外の場合、委任状が必要となります
ので、郵送または窓口持参による申請をお願いします。

②郵送による申請
〒186-8501 東京都国立市富士見台2-47-1
国立市役所 まちの振興課 商工観光係 宛て
※封筒の表面に「国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金申請書在中」と朱書きしてください。
③窓口持参による申請
国立市役所窓口（p.4のお問い合わせ先欄の窓口）
※接触機会削減（感染防止）のため、できるだけ①インターネットまたは②郵送による申請をお願いし
ます。

■申請方法
<①インターネット申請の場合>
・上記「申請先」のサイトへアクセスし、入力フォームに必要事項を入力し、上記の「用意する書類」の電
子データ（PDF形式推奨）を１つのフォルダにまとめ、zipファイルで圧縮のうえアップロードしてください。
※フォルダ名は申請者名としてください。
※データ容量は3MB以下としてください。
・申請が完了した場合、自動で受付メールが送信されます。（受付メールが届かない場合、正常に受付
ができていない場合があります。）

<②郵送申請・③窓口申請の場合>
申請書に必要事項を記入のうえ、次の「用意する書類」を同封のうえ、上記「申請先」まで郵送または
持参ください。

■用意する書類
(1)申請書（本要項のp.５の様式第１号。インターネット申請の場合はフォームに入力してください。）
※郵送・窓口申請の場合は代表者印を押印してください。
(2)確定申告書の写し
※申告済みの直近の年のものをご用意ください。
※法人の場合は「別表１」、「法人事業概況説明書」および「損益計算書」を添付してください。
※青色申告の方は申告書Ｂ「第１表」、「第２表」および「所得税青色申告決算書(一般用)の
1ページ目(損益計算書)」を、
白色申告の方は申告書Ｂ「第１表」、「第２表」および「収支内訳書(一般用)の1ページ目」
を添付してください。

※電子申告の場合は受信通知を添付してください。
※損益計算書・収支内訳書で水道光熱費を確認できない場合は、あわせて水道光熱費の確認が
できるもの（令和４年の任意の１か月で可）を添付してください。

(3)履歴事項全部証明書(写し可)【法人のみ】
(4)本人確認書類（運転免許証、パスポート、保険証等）の写し【個人事業者のみ】
(5)振込先の金融機関口座が確認できるもの（通帳等の写し）
(6)事業所等の所在地確認書類の写し（営業許可証、パンフレット・ホームページ等、開業届等）【法
人の場合、履歴事項全部証明書の本店所在地が市内の場合は不要。個人の場合、所得税青色
申告決算書の事業所所在地が市内の場合は不要】

(7)併給する補助金等の交付決定通知書の写し【「国立市公共交通事業者燃料費補助金」および
「国立市肥料等高騰対策給付金」の交付対象事業者のみ】
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■よくあるお問い合わせ

Ｑ.対象となる「事業所等」とはどのようなものですか。
Ａ.生産、販売、サービス提供を行う店舗・工場やオフィスなどの事業用の建物です。土地のみ、倉庫
のみ、駐車場のみ、仮設建物等は対象外です。

Ｑ. 「事業所等」が国立市内と市外に複数ある場合は対象ですか。
Ａ.「全事業所分の事業用水道光熱費」に「市内事業所数/全事業所数」を乗じて５万円以上の
場合は対象となります。または、市内事業所等における令和４年の任意の１か月の水道・電気・
ガスの経費の12倍が５万円を超える場合も対象となります。

Ｑ.自宅兼事業所の光熱費は対象ですか。
Ａ.確定申告において家事按分により５万円以上の水道光熱費が経費とされている場合は対象となり
ます。

Ｑ. 「水道光熱費」以外の科目は対象経費になりますか。
Ａ.事業の用に供するために直接必要な建物に係る水道光熱費の場合、対象経費となりえますので、
「水道光熱費」が５万円未満のときは個別にご相談ください。

Ｑ.光熱費を経費として計上していなかった場合は対象ですか。
Ａ.令和４年の任意の１か月の水道・電気・ガスの経費の12倍が５万円を超える場合は対象となりま
す。なお、自宅兼事業所の場合は、家事按分に準じて合理的な基準で按分した後の金額をお示し
ください。

Ｑ.創業したばかりの事業者は対象ですか。
Ａ.令和４年の任意の１か月の売上の12倍が20万円以上であり、かつ、令和４年の任意の１か月の
水道・電気・ガスの経費の12倍が５万円を超える場合は対象となります。なお、令和５年１月１日
以降に創業した事業者は対象となりません。

Ｑ. 何という振込人名義で口座に振り込まれますか。
Ａ.「国立市会計管理者」という振込人名義にてお振込みいたします。なお、インターネット申請の場合、
交付決定後、ご入力いただいたメールアドレスにお知らせメールをお送りいたします。

Ｑ.インターネット申請をしましたが、受付メールが届きません。
Ａ.申請が正常に完了した場合、自動で受付メールが送信されます。迷惑メールフォルダにメールがないか
ご確認ください。携帯メールアドレスを登録した場合、迷惑メールフィルタにより受信できない場合が
あります。この場合、下記連絡先までお問合せください。

Ｑ. ゆうちょ銀行の場合、口座情報欄はどのように入力すればよいですか。
Ａ.通帳、キャッシュカード等に記載されている記号・番号から、振込用の店名・預金種目・口座番号を
変換する必要があります。以下の株式会社ゆうちょ銀行のサイトをご確認ください。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.html

Ｑ.インターネット申請において、資料のデータ容量が大きすぎてアップロードしきれない
場合はどうすればよいですか。

Ａ.アップロードしきれなかった資料については、申請完了後に自動返信される受付メールに電子データを添付の
うえ返信し、追加提出してください。
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■差額支給（併給）対象の補助金等について

■お問い合わせ先
〇国立市役所 まちの振興課 商工観光係（21番窓口）
東京都国立市富士見台2-47-1
電話：042-576-2111（内線347・348）
（受付時間：平日午前９時～午後５時）
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■主な併給不可の給付金等について

補助金及び給付金名 担当部署 主な対象者

国立市公共交通事業者
燃料費補助金

道路交通課
交通係

タクシー業

国立市肥料等高騰対策給付金
南部地域まちづくり課

農業振興係
農業者

補助金及び給付金名 担当部署 主な対象者

国立市しょうがい福祉サービス
事業所等事業継続支援給付金

しょうがいしゃ支援課
手当・給付係

障害福祉サービス事業者

国立市介護サービス事業所
事業継続支援給付金

高齢者支援課
介護保険係

介護サービス事業者

国立市医療機関等
光熱水費支援給付金

健康まちづくり戦略室
保健センター

医業、歯科医業、
薬局、訪問看護ステーション、

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律」または
「柔道整復師法」に定める施術所
(マッサージ、鍼、灸、整骨院等)

国立市保育・幼児教育施設
物価高騰対策補助金

保育幼児教育推進課
保育・幼稚園係

保育所、認定こども園、
幼稚園、認可外保育施設、

地域型保育事業所

国立市福祉交通事業者
燃料費補助金

道路交通課
交通係

介護タクシー事業者、
福祉有償運送事業者

■その他
・申請内容審査の結果、支援金を交付することが決定した場合は、申請いただいた口座にお支払いする
ことをもって交付決定通知に代えさせていただきます。申請内容審査の結果、支援金を交付できない
ことが決定した場合は、書面でその旨を通知いたします。

・同一の申請者に対して、本支援金の交付は一度に限ります。
・申請内容に不備や疑義がある場合は、申請者や担当税理士等に問い合わせる場合があります。



様式第１号 

令和  年  月  日 

国立市長 殿 

郵便番号 〒                          

事業所等所在地 

 東京都国立市                         

法人名又は事業所名称 

                                                               

氏名（法人にあっては役職及び代表者氏名/個人事業主にあっては氏名） 

 

                                   印   

電話番号                                                       

メールアドレス                                                 

国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金交付申請書 

 

国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金の交付を受けたいので、次の宣誓に同意したうえで下記

のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 申請者情報 

申請者区分（☑） 事業開始年月日 市内事業所等の数 市外事業所等の数 

☐ 法人 

☐ 個人 
 か所 か所 

 

２ 差額支給対象補助金等の申請状況 

補助金及び給付金名（☑） 交付決定金額 

☐ 国立市公共交通事業者燃料費補助金 

☐ 国立市肥料等高騰対策給付金  

☐ 上記の差額支給対象補助金等の交付対象外 

Ａ 

円 

 

３ 交付申請額 

差額支給対象補助金等併給区分（☑） 交付申請額 

☐ 上記の差額支給対象補助金等の併給なし  ５０，０００円 

☐ 上記の差額支給対象補助金等の併給あり 
５０，０００円－Ａ 

＝       円 

 

                             （１／２） 
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４ 振込先 

 国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金は、下記の口座に振込みするよう依頼します。 

金 融 機 関 名 本・支店名 金融機関コード 支店コード 

銀行・信用金庫 

信用組合・農協 
                  本店 

                       支店 
       

種 目 口 座 番 号（右詰めで記入） 

1普通 ･2当座 ･4貯蓄        

口座名義人（カタカナ） 

                              

（注）振込口座が代表者以外の方の場合は別途委任状を提出してください。 

 

５ 併給不可の給付金等の確認 

次の給付金等の交付対象者である場合、☑を入れてください。 

（注）☑が入る場合、国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金の交付は受けられません。 

☐ 国立市女性支援団体事業継続支援給付金 ☐ 地域 NPO法人等活動支援補助金（生活困窮者自

立相談支援事業） ☐国立市介護サービス事業所事業継続支援給付金 ☐ 国立市高齢者食事サー

ビス事業受託事業所事業継続支援給付金 ☐ 国立市ふれあい牛乳支給事業受託事業所事業継続

支援給付金 ☐ 国立市しょうがい福祉サービス事業所等事業継続支援給付金 ☐ 国立市医療機

関等光熱水費支援給付金 ☐国立市保育・幼児教育施設物価高騰対策補助金 ☐ 国立市公衆浴場

光熱費補助金 ☐ 国立市福祉交通事業者燃料費補助金 

 

宣  誓 

国立市中小企業等光熱費高騰対策支援金の申請に当たり、次のとおり宣誓します。 

１ 本支援金の交付対象者の要件を全て満たしています。 

２ 申請書類に記載した内容に虚偽はありません。 

３ 今後も事業継続の意思があります。 

４ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第２条第

２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員、同条第４号に規定する暴力団関係者

に該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団

関係者が経営に事実上参画していません。  

５ 上記の内容に虚偽が判明した場合は、本支援金の返還等に応じます。 

６ 併給不可の給付金等の申請有無の確認のため、まちの振興課が庁内関係課に照会する場合が

あることに同意します。 

【今後実施する市のアンケート調査にご協力いただけない場合は以下に☑と入れてください。】 

  ☐ 本申請者情報を用いた市の商工振興施策の検討のためのアンケート調査に協力しません。 

※ 申請に係る事業者等の情報は本件交付事業及び商工振興施策の検討のためのアンケート調査以外の目的には使用しません。  

＜提出書類チェック欄＞ 

☐ ①確定申告書の写し 
☐ ②履歴事項全部証明書（法人のみ。写し可）/本人確認書類の写し（個人のみ） 
☐ ③振込先口座確認書類 
☐ ④損益計算書の写し（法人のみ） 
☐ ⑤所得税青色申告決算書または所得税白色申告決算書（収支内訳書）の写し（個人のみ） 
☐ ⑥事業用水道光熱費等の確認ができるもの（特段の事情により④⑤の代替が必要な場合のみ） 
☐ ⑦事業所等の所在地確認書類（履歴事項全部証明書の本店所在地が市内の場合は不要/所得税

青色申告決算書の事業所所在地が市内の場合は不要） 
☐ ⑧差額支給対象補助金等の交付決定通知書の写し（併給ありの場合のみ）    （２／２） 
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