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松山市飲食店テイクアウト等支援補助金 

（新型コロナウイルス対策緊急支援事業） 

手続き要領 
 
 

「テイクアウト」、「デリバリー」、「移動販売」など 

新規サービスを行う飲食店を応援します！ 
 

 

【応募受付期間】令和 2 年 5 月 16 日～令和 2 年 9 月 30 日 

 

 

※補助金認定申請の受付期間です。 

※受付は先着順です。予算額に達した場合は、受付期間内であっても終了します。 

※申請は下記提出先に郵送または持参してください。郵送の場合は、当日消印有効です。 
※提出された申請書に不備等がある場合は、訂正や再提出をしていただくことがありま

すので、提出書類に不備等が無いようご注意ください。 

※本補助金の申請は、1 事業者につき 1 回限りです。 

 

 

【問い合わせ先】 

松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当 

TEL：（089）948-6548 ／ （089）948-6710 

専用窓口 TEL：070-4031-0304（午前 11 時～午後 5 時） 

 

【提出先】 

＜郵送申請＞ 

〒790-8571 松山市二番町 4 丁目 7-2 

松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当 宛 

＜窓口申請＞ ※午前 11 時～午後 5 時 

〒790-0012 松山市湊町 4 丁目 7-15 銀天街「きらりん」2 階 

 

 

松山市商業振興対策事業委員会 
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◇補助金の概要                    

 

※「テイクアウト等の新規サービス」とは 

「テイクアウト」や「デリバリー」、「移動販売」、「ドライブスルー」、「インターネッ

ト通販」等の新たなサービスのことです。 

※テイクアウト等の新規サービスを継続して実施するものが対象です。なお、業態転換

を伴わない既存サービスの拡充は対象となりません。 

 

◇補助対象者                     

市内で飲食店を営む中小企業等（個人事業主含む） 

※次のいずれにも該当する者 

①テイクアウト等の新規サービスを行う市内で飲食店※を営む事業者で、中小企業基本

法で定義する中小企業者（資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社並び

に常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人）等 

※飲食店とは 

日本標準産業分類上の分類大分類Ⅿ（宿泊業、飲食サービス業）のうち中分類 76

（飲食店）に該当する事業者 

②市内に住所を有する個人または市内に本店を有する会社 

③市税を滞納していない者 

 

【対象外】 

●全国チェーンの直営店舗※1 

●みなし大企業※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条に規

定する暴力団又は暴力団員と関係を有する者 

※1 全国チェーンの直営店舗とは 

県外に本社を有する企業が、同店舗名・屋号にて県内支店・事業所を直営で展開して

いるもの 

※2 みなし大企業とは 

次の（1）～（3）に該当する事業者は大企業とみなして対象者から除きます。 

（1）発行済株式の総数または出資価格の総額の1／2以上を同一の大企業が所有して

いる中小企業者 

（2）発行済株式の総数または出資価格の総額の2／3以上を大企業が所有している中

小企業者 

（3）大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1／2以上を占めている

中小企業者 

新型コロナウイルス感染症の拡大による地域経済への影響を緩和するため、松山市

内の飲食店（中小企業等）がテイクアウト等の新規サービス※に要する経費に対し、

補助金を支給します。 
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◇補助対象期間（事業実施期間）            

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

 

◇補助対象経費                    

テイクアウト等の新規サービスを実施するために必要な経費 

 

【補助対象経費及びその一例】 

補助対象経費 一例 

物品購入費 テイクアウト用の弁当容器・包装容器・クーラーボックス・岡持

ち等運搬容器の購入費等 

広報費 メニュー表・チラシ・ポスター・クーポン券の印刷費／ホームペ

ージの作成・改修費／新聞・雑誌・インターネット等の広告費等 

外注費 調理室の間仕切りの設置等内装・設備・施工工事等に要する経費

／新たなサービスを周知するための看板の作成・設置費用／事業

実施に必要な経費のうち、補助事業者が直接実施することができ

ないものまたは適当でないものについて、他の事業者に行わせる

ために必要な経費等 

賃借料 事業実施に必要な機械器具・車両等のリース・レンタルに要する

経費等 

その他委員長が必

要と認める経費 

事業実施に必要な補助員（アルバイト等）にかかる経費／事業実

施に必要な運送料として支払われる経費／新たに移動販売等を行

う際に必要となる、営業・販売・製造等の許可取得手数料等 

 

【補助対象外経費】 

●汎用性が高く目的外使用になり得るもの 

●新たな取り組みとは直接関連のないもの 

●一般価格や市場相場等と比べて著しく高額なもの 

●公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 など 

例：パソコン・車両等の購入費、食材費、水道光熱費、家賃、地代、保険料、交通費、

宿泊費等 
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◇補助金の金額                    

補助対象経費に補助率を乗じた額。 

ただし、愛媛県の「新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金」（以下「県協

力金」という。）を受給している場合は、総事業費から当該協力金を除いた額または補助

対象経費のうち、どちらか低い額に補助率を乗じた額。 

※1,000 円未満の端数は切り捨て 

 

補助率 補助上限額 

補助対象経費の 8／10 以内 1 事業者あたり 20 万円 

 

＜計算例（県協力金を受給している場合）＞ 

【例 1】総事業費 65 万円（補助対象経費 55 万円、補助対象外経費 10 万円）の場合 

A：総事業費 65 万円－県協力金 20 万円＝45 万円 B：補助対象経費 55 万円 

〔A＜B のため、A の 45 万円が補助対象経費〕 

45 万円×8／10＝36 万円 補助上限額を超えているため 20 万円 

 

【例 2】総事業費 18 万円（補助対象経費 16 万円、補助対象外経費 2 万円）の場合 

A：総事業費 18 万円－県協力金 20 万円＝△2 万円 B：補助対象経費 16 万円 

〔A＜B のため、A の△2 万円が補助対象経費〕 

補助対象経費がマイナスとなるため、補助金は支給されません。 

 

◇補助金申請の流れ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 2 年 4 月 1 日以降で認定通知前に着手した経費も契約・支払いの確認ができれ

ば対象となります。 

※補助金申請にあたり、①認定申請時の額からの増額は認められませんので、予めご留

意ください。 
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◇申請手続き                     

 申請方法  

郵送または窓口への持参 

 

 提出先  

＜郵送申請＞ 

〒790-8571 松山市二番町 4 丁目 7-2 

松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当 宛 

※郵送の場合は、封筒に「飲食店テイクアウト等支援補助金 在中」と記載してください。 

＜窓口申請＞ ※午前 11 時～午後 5 時 

〒790-0012 松山市湊町 4 丁目 7-15 銀天街「きらりん」2 階 

 

 応募受付期間  

令和 2 年 5 月 16 日～令和 2 年 9 月 30 日 

※補助金認定申請の受付期間です。郵送の場合は、当日消印有効です。 

※受付は先着順です。予算額に達した場合は、受付期間内であっても終了します。 

 

 申請書類等  

補助金の交付を受けるには、次に掲げる書類をご提出ください。 

 

【1.認定申請】 

●補助金認定申請書（様式第１号） 

●登記簿謄本履歴事項全部証明書（原本）＜会社の場合＞ 

※認定申請日より 1 年以内に発行されたもの 

●本人確認ができるもの（写し）＜個人の場合＞ 

例：運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳など 

●食品衛生法上の営業許可証（写し） 

●市税を滞納していないことを証する書類（完納証明書または非課税証明書※等） 

※税情報を職員が確認することについて同意する「納付状況確認同意書」の提出も

必要です。 

●県協力金の決定通知書（写し）＜受給者の場合＞ 

 

【2.交付申請】 

●補助金交付申請書（様式第４号） 

●事業費に関する確認書（様式第５号） 

●事業実施内容がわかる書類（写真、チラシ、HP の写し等） 

●請求書（様式第７号） 
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 審査  

事務局による審査の結果、補助金を交付する旨を決定したときは、後日、交付決定通知

を発送のうえ、指定口座へ入金します。 

※書類に不備等があった場合、訂正や再提出を求めることがあります。 

 

◇その他                       

＜関係法令等の遵守＞ 

テイクアウト等の新規サービス実施に必要な許認可等を取得するなど、関係法令を遵守

してください。 

 

＜報告＞ 

松山市商業振興対策事業委員会が必要と認める場合に行う事業の進捗状況、経理状況等

について報告又は検査に応じる必要があります。 

 

＜書類の管理＞ 

事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年から起算

して 5 年間保管して下さい。 

 

＜監査＞ 

松山市商業振興対策事業委員会が調査又は監査することがあります。 

 

＜取消し及び返還＞ 

補助金の目的外使用、不正の行為・虚偽の申告等が発覚した際は、補助金の支給決定を

取り消し、補助金を返還していただきます。 

 

◇問い合わせ先                    

申請手続きに必要な様式は、松山市ホームページからダウンロードできます。 

【掲載場所】 

「松山市ホームページ」⇒「くらしの情報」⇒「産業」⇒「商業」⇒（松山市飲食店テ

イクアウト等支援補助金） 

 

松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当 

TEL：（089）948-6548 ／ （089）948-6710 

専用窓口 TEL：070-4031-0304 ※午前 11 時～午後 5 時 

 

 


