
【第1版】令和4年1月24日
【更新版】令和4年3月4日

広島は決して折れない！一丸の矢プロジェクト支援事務局

申請の手引き ②

所在地 〒730-0053 広島市中区東千田町2丁目11-20
広電本社ビル別館8階

電話番号 082-298-0525

FAX番号 082-298-3934

メールアドレス info@orenai-hiroshima.com

事務局営業時間
8時30分〜17時15分
（土日祝日を除く）※但し、7/22.23は営業

ホームページ https://orenai-hiroshima.com/

本手引きは補助事業の採択を受けた

事業者様向けの手引きです。
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事業完了から精算まで
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事業完了から精算までの流れ

申請者 事務局

実績報告書・精算書の
作成

提出

申請内容と実績報告書の
整合性のチェック

不足資料の
準備・作成 不備があれば追加資料要請

提出

補助金額確定補助金額確定通知

補助金額確定
決定通知書の送付

事業完了の日から10日（事業完了の日を含む）以内又は令和4年2月28日のいずれか早い日までに
補助事業実績報告書等を提出していただきます。

「新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業補助金」は、一旦概算払いで交付しているものであ
り、事業実施後に補助事業実績報告書等の提出を行い、広島市が審査を行った後に交付すべき
補助金の額の確定（最終的な交付決定）となります。
（「新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業補助金交付要綱」第13条及び第14条）
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補助事業実績報告書の提出について

補助事業の実施後には以下の書類の提出が必要となります。必要な書類が提出できなかった
場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還していただく場合があります。
補助事業実績報告書の提出は、感染症の拡大防止のため、
Ｅメール又は郵送での申請にご協力をお願いします。

①Ｅメールでの申請手順

当事業ホームページ（https://orenai-hiroshima.com）からダウンロード等により入手の上、
必要事項を記入、事務局へ必要書類をZIPファイルで添付の上メールをお送りください。
※申請について不明点等がある場合は、事務局までご連絡ください。

提出内容

以下の必要書類を準備していただき、メールにて事務局へ送付してください。
送付先メールアドレス：info@orenai-hiroshima.com
【必要書類】

【メール送付イメージ】

宛先 広島は決して折れない！一丸の矢プロジェクト支援事務局
件名 ○○○○○○○○ 補助事業実績報告書の送付
添付

①
②

注意事項
①メールの件名に補助事業申請書の団体等名称を記載してください。
②必要書類をZIPフォルダで1つにした後に添付してください。
※フォルダ名は団体等名称にしてください。

③送信者は、補助事業申請書に記載される者から1名が代表で送付してください。

① 補助事業実績報告書（様式第11号）
●補助金の交付を受けた申請者が提出してください。

② 事業実施報告書（様式第12号）
●取組を行った内容全てを簡潔に記載し提出してください。
●チラシなどの制作物がある場合は、原則として現物又はその写しを提出してください。それが難しい場合は、
制作物を実際に使用していることが分かる写真を添付していただくことも可能です。
●この報告書には、本事業に参加した事業者と営業箇所が分かるものを添付してください。これにより、
最終的に申請時に見込んでいた事業者の数及び営業箇所の数から変更があった場合は、
交付すべき補助金の額を変更することがあります。
特に、元の計画どおりに事業を実施していなかった場合で、申請時の事業者の数及び営業箇所の数から
大幅な減少がある場合、概算払いにより交付した補助額が過大となったときは、
速やかにこれを市長に返納していただくこととなります。

③ 決算書（様式第13号）
●収支の事実を証する書類に基づき記載してください。

④ 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し
●物品の購入や製作、割引サービスの負担額等の補助対象経費として計上したものについて、
負担した費用とその内容が確認できる領収書等の原本（原本の提出が難しい場合はその写し。
この場合、原本を確認させていただく場合があります。）を提出してください。
●補助の対象として計上できる経費は、「新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業補助金交付要綱」
第５条第１項に記載する経費とし、申請者が令和４年２月２８日までに負担した経費です
（例えば、商品券のプレミアム分について、令和４年３月１日以降に申請者が負担した費用は、
補助の対象外となります。）。
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②郵送での提出手順

当事業ホームページ（https://orenai-hiroshima.com）から必要書類をダウンロードしていただくか、
または、事務局へお電話にてご要望いただくと必要書類をお送りいたします。

必要書類を入手の上、必要事項を記入のうえ事務局へ郵送してください。

※事故防止等のため、簡易書留等、郵便物が追跡できる方法での送付について、ご協力をお願いします。
※申請について不明点等がある場合は、事務局までご連絡ください。

提出内容

以下の必要書類を準備していただき事務局宛に郵送してください。

【必要書類】

上記は共通事項について記載しています。本補助制度を活用した事業は多様な取組形態が考えられることから、
これ以外にも必要に応じて、実施した内容について詳細な聞き取りや関係資料の確認、提出をお願いさせていただく
場合があります。

補助事業実績報告書の提出について

① 補助事業実績報告書（様式第11号）
●補助金の交付を受けた申請者が提出してください。

② 事業実施報告書（様式第12号）
●取組を行った内容全てを簡潔に記載し提出してください。
●チラシなどの制作物がある場合は、原則として現物又はその写しを提出してください。それが難しい場合は、
制作物を実際に使用していることが分かる写真を添付していただくことも可能です。
●この報告書には、本事業に参加した事業者と営業箇所が分かるものを添付してください。これにより、
最終的に申請時に見込んでいた事業者の数及び営業箇所の数から変更があった場合は、
交付すべき補助金の額を変更することがあります。
特に、元の計画どおりに事業を実施していなかった場合で、申請時の事業者の数及び営業箇所の数から
大幅な減少がある場合、概算払いにより交付した補助額が過大となったときは、
速やかにこれを市長に返納していただくこととなります。

③ 決算書（様式第13号）
●収支の事実を証する書類に基づき記載してください。

④ 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し
●物品の購入や製作、割引サービスの負担額等の補助対象経費として計上したものについて、
負担した費用とその内容が確認できる領収書等の原本（原本の提出が難しい場合はその写し。
この場合、原本を確認させていただく場合があります。）を提出してください。
●補助の対象として計上できる経費は、「新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業補助金交付要綱」
第５条第１項に記載する経費とし、支援者が令和４年２月２８日までに負担した経費です
（例えば、商品券のプレミアム分について、令和４年３月１日以降に申請者が負担した費用は、
補助の対象外となります。）。



必要書類・記入例
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必要書類

□【様式第11号】 補助事業実績報告書

□【様式第12号】 事業実施報告書

□【様式第13号】 決算書

□領収書その他収支の事実を証する書類またはその写し

□事業者及び営業箇所一覧

□ 【様式第19号】 精算書

□その他(                                                                           )

記入例

【様式第11号】 補助事業実績報告書

【様式第12号】 事業実施報告書

【様式第13号】 決算書

【様式第19号】 精算書

事業者及び営業箇所一覧

















記入例 手書きの場合は、すべてボールペン等、消えないペンでご記入ください。

補助事業完了日から10日以内
(完了日を含む)

●●

●●● ●●●●
広島県広島市●●区●●●●

●●●●●●●振興組合

理事長
広島 一丸

090 0000 0000
○○ ○○

補助事業申請書（様式第1号）と同じ
申請者の所在地、団体等名称、
代表者の職名と氏名（自署）、
担当者氏名を記入してください。
電話番号は、ご連絡の付きやすい番号を
ご記入ください。

●

●●●●●●●事業

● ● ● ●●

交付決定通知書（様式第10号）に
記載されている年月日と、
広島市指令経経番号をご記入ください。



記入例 手書きの場合は、すべてボールペン等、消えないペンでご記入ください。

該当する項目に、
それぞれチェックを入れてください。

・体制、役割、それに対する人員数
などを記入してください。
・これまでに団体等で取り組んだ
実績を記入してください。
※様式2号事業計画書と同じ場合は、
その内容を写していただいて構いません。

構成した事業者数、営業箇所数を
記入してください。
※事業者等営業箇所一覧の内容と
同じである必要があります。

●●●●●●●振興組合



記入例 すべてボールペン等、消えないペンでご記入ください。

・事業実施団体が取り組んだ課題を
記入してください。
※様式2号事業計画書と同じ内容を写
していただいて構いません。

● ● ● ● ● ●●

・本事業で果たした参加事業者
それぞれの役割について、
記入してください。

・課題解決に向けた方策を具体的に
記入してください。
※様式2号事業計画書と同じ内容を写
していただいて構いません。

・実施した事業内容を具体的に記入して
ください。

・成果物がある場合は、写真やイメージ画
像等を挿入ください。(印刷物を実際に送
付いただいても構いません。)

●●●●●●●事業



記入例 すべてボールペン等、消えないペンでご記入ください。

・実施した新型コロナウイルス感染
拡大防止の方策を記入してください。

・具体的な取組内容を記入してください。

・今年度の経済的効果を踏まえ、次年度
以降の事業活動にどのような形で活かし
ていくか具体的に記載してください。

・本事業を実施したことにより、
事業者にどれだけの効果があったかについて
記入してください。

・2号事業計画書に記載した効果見込に
対して、実際どの程度の効果が生まれたの
か、売上高の経済的効果を具体的に記載
してください。

●●●●●●●振興組合

●●● ●● ●●

〒●●●-●●●● 広島県広島市●●区●●●●

●●●＠●●●●●●●●

090-●●●●-●●●●

082-●●●-●●●●

・電話番号は、ご連絡の付きやすい
番号をご記入ください。



記入例 すべてボールペン等、消えないペンでご記入ください。

収支予算書(変更収支
予算書)と一致している
ことを確認してください。

実際の決算額を記載
してください。

実際の決算額を記載
してください。
領収書の内容と一致す
るか確認してください。

領収書(内訳)と照合で
きるよう具体的に記載し
てください。



令和 年 月 日

領収書
様

〇〇,〇〇〇円
但し 〇〇〇〇〇として

〇〇県〇〇市〇〇〇
〇〇〇〇〇株式会社

領収書のポイント

収入
印紙

押
印

＜その他注意事項＞
・内訳も一緒にご提出ください。(領収書内に記載いただいても構いません。)
・領収書の合計額が決算書と同じか確認してください。
・申請書に記載されていないものが計上されていないか確認してください。

支払日が事業期内に
なっているか

領収書の宛名は申請団体名か

「但し」が記入されているか

※領収書が用意できない場合は、申請団体から支払先への振込が証明できる書類 (通帳のコピーや着金証明書等)を
ご提出ください。

例

●●●●●●●振興組合

●●●



補助事業完了日から10日以内
(完了日を含む)

※実績報告書と同じ日であること

補助事業申請書（様式第1号）と同じ
申請者の所在地、団体等名称、
代表者の職名と氏名（自署）、
担当者氏名を記入してください。
電話番号は、ご連絡の付きやすい番号を
ご記入ください。

交付決定通知書（様式第10号）に
記載されている年月日と、
広島市指令経経番号をご記入ください。

決算書と金額が同じであるか確認してください。

●●

●●● ●●●●
広島県広島市●●区●●●●

●●●●●●●振興組合

理事長
広島 一丸

090 0000 0000
○○ ○○

●

● ●● ●●

●●●●●●●事業

●●●●●●● ●●●●●●●

記入例



記入例 すべてボールペン等、消えないペンでご記入ください。

＜事業者及び営業箇所に変更がない場合＞
申請時と同じ事業者及び営業箇所一覧を再度提出してください。
＜事業者及び営業箇所に変更がある場合＞
追加店舗がある場合：追加分の店舗が分かるよう、該当営業箇所の行を黄色で塗りつぶして提出してください。
離脱店舗がある場合：離脱分の店舗が分かるよう、該当営業箇所の行を赤色で塗りつぶして提出してください。



団体等名称  

チェック日 月   日  

①必要書類確認 □ 補助事業実績報告書 

□ 事業実施報告書 

□ 決算書 

□ 領収証書その他収支の事実を証する書類またはその写し 

□ 事業者及び営業箇所一覧 

□ 精算書 

□ その他（                        ） 

②補助事業 

実績報告書 

□ 報告日は補助事業完了日から１０日以内（完了日を含む）になっているか 

□ 団体等名称・代表者名等は申請書と同じか 

□ 交付決定日は交付決定通知書と同じか 

□ 交付決定番号は交付決定通知書と同じか 

□ 事業名は交付決定通知書と同じか 

□ 代表者職氏名は自署または押印になっているか（申請書と同じであること） 

③補助事業 

実施報告書 

□ 内容は申請書と同じか 

□ 取組内容・実施効果の記載は正しいか 

□ 補助事業採択通知書のその他特記事項に記載されている条件を満たしている

か 

（その他特記事項：「６ 事業の実施効果」の欄において、事業者にどれだけの

効果があったか確認できるよう、売上高等の経済的効果を具体的に記載する

こと。また、当該経済的効果を踏まえ、同欄に次年度以降の事業活動にどのよ

うな形で活かしていくか具体的に記載すること。） 

□ 成果物が添付されているか（印刷物など。画像でもＯＫ） 

④精算書 □ 精算日は補助事業完了日から１０日以内になっているか（原則実施報告と同一） 

□ 団体等名称・代表者名等は申請書と同じか 

□ 交付決定日は交付決定通知書と同じか 

□ 交付決定番号は交付決定通知書と同じか 

□ 事業名は交付決定通知書と同じか 

□ 代表者職氏名は自署または押印になっているか（申請書と同じであること） 

⑤決算書・ 

領収書 

□ 予算額が申請書と同じか 

□ 領収書の合計額が決算書の金額と同じか 

□ 申請書に記載されていないものが計上されていないか 

□ 領収書の宛名は適切か 

□ 領収書の発行日は令和３年度で、かつ事業期間内になっているか 

  事業期間：令和  年  月  日～令和  年  月  日 

□ 領収書に内容（品目等）が記載されているか 

⑥精算書 □ 金額は決算書と同じか 

□ 提出日は実績報告書と同じか 

⑦事業者等営業箇

所一覧 
□ 事業者及び営業箇所は交付決定時と同じか 

 

報告書類提出前チェックリスト

※精算書をもう一度確認！
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