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１ 応援金とは 
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した大分県内の事業者等の事業継続や雇

用維持、新しい生活様式への対応等を支援するため、使途を限定しない応援金を交付します。 

 

 

 

２ 対象者及び交付額 

（１）大分県内に事業所を有する者のうち、令和３年６月３０日までに下記「対象融資」

のいずれかが実行された法人または個人事業者 
 

（県制度資金：民間金融機関融資） 

・新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金 

・がんばろう！おおいた資金繰り応援資金 

（日本政策金融公庫融資） 

・新型コロナウイルス感染症特別貸付 

・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 

・新型コロナウイルス対策マル経融資 

（小規模事業者経営改善資金融資） 

・新型コロナウイルス対策衛経融資 

（（株）商工組合中央金庫融資） 

・新型コロナウイルス感染症特別貸付 

 

①令和３年２月１３日までの申請受付分 法人：５０万円  個人事業者：２５万円 

②令和３年２月２６日以降の新規申請受付分 法人：７０万円  個人事業者：３５万円 

※①に該当し、給付を受けた事業者には、追加交付（法人：２０万円 個人事業者：１０万円）

を行います。 

 
（２）2020 年 1 月 1 日以降に大分県内で創業した者のうち、以下のいずれかに該当する者 

 

 

 

 

 

 

①令和３年２月１３日までの申請受付分  ２５万円 

②令和３年２月２６日以降の新規申請受付分  ３５万円 

※①に該当し、給付を受けた事業者には、追加交付（１０万円）を行います。 

 

（注）令和３年２月１４日の０時から２月２６日の９時までの間はシステムメンテナンスのため、申請 

受付を停止します。  

【交付額】 

令和２年６月１０日（水）～令和３年６月３０日（水） 

＜対象融資＞ 

○小規模事業者持続化補助金（一般型・コロナ特別対応型）公募要領に基づく補助金

の採択通知を受けた者（国事業） 
○大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金交付要綱に基づく交付決定通

知を受けた者（県事業） 

＜申請期間＞ 

※以下の場合は、「県制度資金」対象として 
申請してください。 
①「県制度資金」、「日本政策金融公庫融資」 
の両方に該当 

②「県制度資金」、「商工組合中央金庫融資」 
の両方に該当 

【交付額】 
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３ 申請の流れ 

 
（１）電子申請の場合 

①大分県 HP（http://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/ouen.html）または 
おおいた中小企業支援ポータル（https://oita-chusho.jp/）から応援金申請ページ 
へアクセス 

②申請フォームに必要事項を入力し、添付書類をアップロード 
【注意】入力前に、「４ 申請に必要な書類等」をご準備ください。 

※令和３年２月１３日までの申請受付分にかかる追加交付申請の場合は、添付書類不要 
 
 
 
 
 
 
 
③入力が完了すると申請内容の一覧が出力されるので、必ず保存してください。 
④大分県中小企業・小規模事業者応援金事務局で申請内容を確認 
※不備等のある場合は、申請時に登録された電話番号に連絡します。 

⑤､⑥申請に不備等のない場合、申請受付後、１０日程度で指定口座へ入金 
※県からの入金は「オオイタケン オウエンキン」と記帳されます。 

・住所 ・氏名 ・連絡先 ・融資種別 
・口座情報 ・保証番号（県制度資金の場合） 
※添付書類は「４ 申請に必要な書類等」で確認してください。 
※入力にあたっては、「６（１）電子申請入力画面」を参考にしてください。 
※追加交付申請の場合は、応援金事務局から個別に通知する申請番号が必要です。 

＜主な入力事項（詳細は「６ 参考」参照）＞ 
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（２）郵送による申請の場合 
①大分県 HP（http://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/ouen.html）、おおいた中小企業

支援ポータル（https://oita-chusho.jp/）または各金融機関等で申請書類を入手 
②様式に必要事項を記入・添付書類の準備 
【注意】記入前に、「４ 申請に必要な書類等」をご準備ください。 

※令和３年２月１３日までの申請受付分にかかる追加交付申請の場合は、添付書類不要 
 
 
 
 
 
 
 
③郵送（令和３年６月３０日までの消印有効） 
 

 
 
 
 

④大分県中小企業・小規模事業者応援金事務局で申請内容を確認 
※不備等のある場合は、申請書類に記載の電話番号に連絡します。 

⑤､⑥申請に不備等のない場合、申請書類到着後、１０日程度で指定口座へ入金 
※県からの入金は「オオイタケン オウエンキン」と記帳されます。 

 
（３）申請期間 

①電子申請 ······················· 令和２年 ６月１０日（水） ９：００から 
令和３年 ６月３０日（水）２３：５９まで 

②郵送による申請 ·············· 令和２年 ６月１０日（水）     から 
令和３年 ６月３０日（水）２３：５９（消印有効）まで 

 
※交付申請及び追加交付申請は、令和３年２月２６日（金）から受付開始 

 
（注）令和３年２月１４日の０時から２月２６日の９時までの間はシステムメンテナンスのため、 

申請受付を停止します。 
  

・住所 ・氏名 ・連絡先 ・融資種別 
・口座情報 ・保証番号（県制度資金の場合） 
※添付書類は「４ 申請に必要な書類等」で確認してください。 
※記入にあたっては、「６（２）記入例」を参考にしてください。 
※追加交付申請の場合は、応援金事務局から個別に通知する申請番号が必要です。 

＜主な記入事項（詳細は「６ 参考」参照）＞ 

〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号 
大分県中小企業・小規模事業者応援金事務局 宛 
（大分県商工観光労働部商工観光労働企画課） 

【送付先】 
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４ 申請に必要な書類等 
（１）県制度資金を受けている場合 

①大分県信用保証協会が発行した「信用保証決定のお知らせ」に記載された「保証番号」

を、電子申請入力フォームの「保証番号」欄へ入力、または「大分県中小企業・小規

模事業者応援金交付申請書兼請求書（様式第１号）」に記入してください。 
※保証番号がご不明な場合は、お借り入れされた金融機関の支店にお問い合わせくだ

さい。 
②法人 ······················· 直近の事業年度の法人県民税・法人事業税領収証書の写 
個人事業者 ·············· 令和元年度または令和２年度の個人事業税領収証書の写 
 
※上記書類が無い場合は、県内に事業所があることが確認できる下記書類のうち、 
いずれか１つ 
●２０２０年又は２０１９年分の確定申告書類控えの写（収受日付印が押印され 
ていること） 
・郵送で申告したことにより収受日付印のない場合、税務署で「閲覧」の手続

きを行うことで、収受日付印が押印された書類の写真を取得できます。なお、

税務署が発行する「納税証明書」（直近年度分）でも代替可能です。 
・マイナンバーが記入されている場合は、黒塗りしてください。 
・電子申請（e-tax）の場合は、「電子申告の日時」「受付番号」が記載されてい

ること。 
●県税事務所が発行する納税証明書（直近１年分）の写 

（法人は「法人県民税・法人事業税」、個人事業者は「個人事業税」） 
・県内の県税事務所で交付しています。（交付手数料：４００円／件） 

●大分県内の事業所（本店または支店等）にかかる建物の賃貸借契約書の写 
・物件所在地、貸主・借主の署名押印のある部分が必要です。（原則、借主は申

請者と同一） 
●大分県内の事業所（本店または支店等）にかかる不動産登記簿謄本(建物)の写 
・物件所在地、現在の所有者（原則、申請者と同一）が分かる部分が必要です。 

 
③通帳等の写 
・金融機関名 ・支店名 ・預金種別 ・口座番号 ・口座名義 の分かる部分 

 
※令和３年２月１３日までの申請受付分にかかる追加交付申請の場合は、添付書類不要 

  

【
い
ず
れ
か
１
つ
】 
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（２）日本政策金融公庫融資を受けている場合 
①公庫が発行した「お支払額明細書」または「返済約定書」の写 
※「借主（申請者と同一）」「融資日」が確認できる部分が必要です。 
※令和２年１月２９日～３月１６日の間に当該融資を受けた方は、「遡及適用後」の

利率が記された「お支払額明細書」を添付してください。 
②法人 ······················· 直近の事業年度の法人県民税・法人事業税領収証書の写 
個人事業者 ·············· 令和元年度または令和２年度の個人事業税領収証書の写 
 
※上記書類が無い場合は、県内に事業所があることが確認できる下記書類のうち、 
いずれか１つ 
●２０２０年又は２０１９年分の確定申告書類控えの写（収受日付印が押印され 
ていること） 
・郵送で申告したことにより収受日付印のない場合、税務署で「閲覧」の手続

きを行うことで、収受日付印が押印された書類の写真を取得できます。なお、

税務署が発行する「納税証明書」（直近年度分）でも代替可能です。 
・マイナンバーが記入されている場合は、黒塗りしてください。 
・電子申請（e-tax）の場合は、「電子申告の日時」「受付番号」が記載されてい

ること。 
●県税事務所が発行する納税証明書（直近１年分）の写 

（法人は「法人県民税・法人事業税」、個人事業者は「個人事業税」） 
・県内の県税事務所で交付しています。（交付手数料：４００円／件） 

●大分県内の事業所（本店または支店等）にかかる建物の賃貸借契約書の写 
・物件所在地、貸主・借主の署名押印のある部分が必要です。（原則、借主は申

請者と同一） 
●大分県内の事業所（本店または支店等）にかかる不動産登記簿謄本(建物)の写 
・物件所在地、現在の所有者（原則、申請者と同一）が分かる部分が必要です。 
 

③通帳等の写 
・金融機関名 ・支店名 ・預金種別 ・口座番号 ・口座名義 の分かる部分 
 

※令和３年２月１３日までの申請受付分にかかる追加交付申請の場合は、添付書類不要 
 

  

【
い
ず
れ
か
１
つ
】 
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（３）（株）商工組合中央金庫の融資を受けている場合 
①商工中金が発行した「証書貸付実行計算書兼返済予定表」および「利子補給金入金 
予定表」の写 
※「借主（申請者と同一）」「融資日」が確認できる部分が必要です。 

②法人 ······················· 直近の事業年度の法人県民税・法人事業税領収証書の写 
個人事業者 ·············· 令和元年度または令和２年度の個人事業税領収証書の写 
※上記書類が無い場合は、県内に事業所があることが確認できる下記書類のうち、 
いずれか１つ 
●２０２０年又は２０１９年分の確定申告書類控えの写（収受日付印が押印され

ていること） 
・郵送で申告したことにより収受日付印のない場合、税務署で「閲覧」の手続

きを行うことで、収受日付印が押印された書類の写真を取得できます。なお、

税務署が発行する「納税証明書」（直近年度分）でも代替可能です。 
・マイナンバーが記入されている場合は、黒塗りしてください。 
・電子申請（e-tax）の場合は、「電子申告の日時」「受付番号」が記載されてい

ること。 
●県税事務所が発行する納税証明書（直近１年分）の写 

（法人は「法人県民税・法人事業税」、個人事業者は「個人事業税」） 
・県内の県税事務所で交付しています。（交付手数料：４００円／件） 

●大分県内の事業所（本店または支店等）にかかる建物の賃貸借契約書の写 
・物件所在地、貸主・借主の署名押印のある部分が必要です。（原則、借主は申

請者と同一） 
●大分県内の事業所（本店または支店等）にかかる不動産登記簿謄本(建物)の写 
・物件所在地、現在の所有者（原則、申請者と同一）が分かる部分が必要です。 

③通帳等の写 
・金融機関名 ・支店名 ・預金種別 ・口座番号 ・口座名義 の分かる部分 

※令和３年２月１３日までの申請受付分にかかる追加交付申請の場合は、添付書類不要 

 
（４）持続化補助金を受けている場合 

①小規模事業者持続化補助金（一般型・コロナ特別対応型）の場合：採択通知の写 
大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金の場合：交付決定通知の写 

②（法人）「履歴事項全部証明書」（法人登記簿）の写 
（個人事業者）税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写 

※マイナンバーが記入されている場合は、黒塗りしてください。 
③通帳等の写 
・金融機関名 ・支店名 ・預金種別 ・口座番号 ・口座名義 の分かる部分 

※令和３年２月１３日までの申請受付分にかかる追加交付申請の場合は、添付書類不要 
 
  ◎上記書類については、文字等がはっきりと確認できるようにしてください。 

文字等の判別が困難な場合は、大分県中小企業・小規模事業者応援金事務局から連絡先電話

番号に確認の連絡をする場合があります。 

【
い
ず
れ
か
１
つ
】 
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５ よくあるお問い合わせ 
 
Q１ 本社が県外にあるが、対象となるのか 

本社が県外であっても、直近年度で大分県に法人県民税を納めていれば対象となりま

す。個人事業者の場合も、大分県内の事業所において事業活動を行っていれば対象となり

ます。 
 

Q2 県内に複数店舗を有しているが、それぞれから申請できるのか。 
申請ができるのは、法人または個人事業者あたり１回限りです。 
ただし、法人で７０万円、個人事業者又は創業者で３５万円の給付を受けていない場

合は、追加交付申請を行うことができます。 
 

Q3 対象融資に複数該当する場合、受けている融資の数だけ応援金を申請できるのか。（３

つの対象融資を受けている法人の場合、７０万円×３回申請できるのか。） 
対象融資に複数該当していても、申請は法人または個人事業者あたり１回限りとなり

ます。 
ただし、法人で７０万円、個人事業者又は創業者で３５万円の給付を受けていない場

合は、追加交付申請を行うことができます。 
 

Q4 いわゆる「ネット銀行」を利用しており、通帳等のない場合はどうしたらよいか。 
口座情報（金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義）の分かる画面のコピ

ーを提出してください。 
 

Q5 契約書等のスキャンができない場合、スマートフォンなどで撮影した写真データでも

よいか。 
必要な情報が分かるように撮影された写真データであれば問題ありません。 
 

Q6 応援金の使途に制限はあるか 
使途制限はありません。事業継続や雇用維持、新しい生活様式への対応等に頑張る事業

者を応援するためのものです。 
 
Q7 電子申請したいが、メールアドレスを持っていない場合はどうしたらよいか。 

電子申請の場合はメールアドレスが必須となるため、申請者で取得してください。取得

が困難な場合は、郵送による申請をお願いします。 
 
Q8 個人事業者として応援金を受給した後、「法人成り」した場合はどうしたらよいか。 

「法人成り」した時期や、新型コロナウイルス関連融資の債務の承継状況等により取扱

いが異なりますので、コールセンターにご相談ください。  
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６ 参考 
（１）電子申請入力画面 ＜例：新型コロナウイルス関連融資（法人向け）＞ 
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③申請完了後、このデータを必ず 
保存してください。 

①入力完了後、「確認」ボタンを 
押してください。 

※まだ申請は完了していません。 

②内容がよろしければ、「送信」 
ボタンを押してください。 
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（２）電子申請入力画面 ＜追加交付＞  

令和３年２月２３日以降、申請者へ文書到着予定です。

通知文書に申請番号をお知らせしていますので、その番

号を入力してください。 
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（３）記入例：「大分県中小企業・小規模事業者応援金申請書兼請求書（様式第１号）」 
（郵送による申請の場合） 
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（４）記入例：「大分県中小企業・小規模事業者応援金追加交付申請書兼請求書 
（様式第２号）」（郵送による申請の場合） 

 
 
７ お問い合わせ先 
 
 

大分県中小企業・小規模事業者応援金相談窓口（コールセンター） 
・電話  ０５０－６８６５－７０１６ 
・受付時間 ９：００～１８：００（土、日、祝日を除く） 


