
 

LA 地域 COVID ファンド補助金申請書 

この LA 地域 COVID ファンドは連邦支援法―コロナウィルス救援ファンド（「CRF」） 

の配分に基づきロサンゼルス郡（「郡」）が資金を提供して COVID-19 の影響を受けた
小企業を救援する経済的支援を提供します。地域活動支援公社（「LISC」）が LA 地域
COVID ファンドを管理します。金銭的支援は適格で資格がある小企業に対し、利用可
能な資金枠の存在、制度のガイドライン、およびすべての必要な情報および裏付け書
類に基づいて最終的な給付勧告が行われます。補助金は COVID-19 の蔓延に関連するも
のとして下記に列挙する適格活動に使用できます。適格な使用期間は 2021 年 1 月 1 日
から 2021 年 12 月 30 日を最終とする合意期間終了日までとします。 

適格事業 

1. COVID-19 の影響で金銭的な苦難を体験しているもの。この影響は文書化し、数
値表示し、明確に COVID-19 に関連しなければなりません。 

2. 下記のような人に対するケア、および小売業務に従事する小企業；理容および
美容サロン、ネールサロン、美容師業、スキンケア、エレクトロロジー、理髪
店、靴修理店、ドライクリーニング、自動車または家電製品修理、花屋、パー
ティ用品店、本屋、衣料品店、パン屋、ドーナッツ店、食料品店/市場、ディ
スカウント雑貨店。 

3. ロスアンンゼルス市を除くロサンゼルス郡に煉瓦または漆喰建の事業所がなけ
ればなりません。確認するためには次のリンクを利用してください
https://lavote.net/apps/precinctsmaps 

4. 開業中、営業中である事業でなければなりません。  

5. 年間収入が$1,000,000.未満の事業 

6. 2021 年に郡から CRF 資金を受けている事業は受けることができません。 

7. 2020 年 9 月 4 日以降活動していなければなりません。 

補助金受領者はオンラインの無作為の申請システムで選ばれます。地域でもっとも苦
難にしている住民を支援するために、次の基準に合致する申請者にシステムが加重を
します。 

https://lavote.net/apps/precinctsmaps


  － 所得が低位から中位（平均所得中央値「AMI」の 50%または 80%）の地区に所
在する事業 

         －退役軍人が経営または所有する事業 

         －年間粗収入が$500,000 未満の小企業 

         －カリフォルニア環境区分(CalEnviroScreen Map)で健康危険度が 90%+の区域 

         －郡監督局および市議会が定める社会経済的データ集成値（貧困率、教育程度、
所得中央値など）。不利な要素がある区域はより多く加重されます。 

         －ロスアンゼルス郡から COVID-19 関連の補助金をまだ受けていない事業 

 

適格業務 

資金給付対象となる業務は COVID-19 の蔓延に起因して 2020 年 1 月 1 日から 2020 年
12 月 30 日まで（対象期間）に発生した事業中断または事業閉鎖となった小企業関連
でなければなりません。 

1. COVID-19 蔓延のため必要となった閉鎖に起因する事業中断費用を補償するため
の支給 

2. この支給が必要と決定されたとき、ファンドの支払いは経済的支援のために利
用されます。これには、例えば、対人距離の確保推進措置のために閉業した小
企業あるいは COVID-19 による公衆衛生上の緊急事態の結果顧客が減少した小
企業を含めることがあります。 

 

このリストは対象として不適格な活動または費用の例を示します： 

1. メディケ―ドの州政府負担分 

2. 保健の対象となる損害 

3. 危険手当、時間外手当以外の労働者特別手当 

4. 労働者退職手当 

5. 訴訟和解金 

6. 財産税 

7. COVID-19 に関連がない個人的活動/物品/サービス 



申請手続 

申請書は LISC で入手できます。 

 

申請者は一つの事業についてのみ申請できます。複数の事業に従事する申請者はも
っとも収入がある一つの事業についてのみ申請できます。給付金はひとりの申請者
およびひとつの事業税納税者 ID に制限されています。 

 

あなたの小企業が最終選考対象者に残った場合は、E メールで通知を受けます。最
終選考対象者に選ばれたことは補助金が給付されることを保証しません。最終選考
対象者として、次の証明書が必要です。 

1. 2019 年または 2020 年の納税申告書 

2. カリフォルニア州務長官ウェブサイトでの事業者登録証明 

3. 有資格 SBDC との技術支援約定の登録証憑 

4. 退役軍人が運営する事業の場合は DD214 フォーム 

5. オンライン W-9 フォーム 

6. ACH フォーム 

 

情状酌量すべき事情がないかぎり、書類は文書による通知から伍(5)営業日以内に提出
しなければなりません。書類の提出を怠ったときは資金支給を拒否されることがあり
ます。 

 

個人情報 

申請手続を通じて提出された情報には申請者が責任を負います。申請者はフォームに
記載した情報に関しその使用または充実性、正確性、完全性に関連する一切の損失、
損害、実費、または費用について LISC、その系列機関、加入者、共同事業者および職
員の責任を問いません。詳細については LISC の個人情報保護規定を参照してくださ
い。この保護されたフォームに入力されたデータはフォームアセンブリーを利用して
います。詳細情報。 

 



利害相反 

 LISC の現職の取締役、執行役員、従業員および契約業者ならびにこれらの個人
の家族（配偶者、両親、子供、孫、曽孫、および配偶者の子供、孫、曽孫）は補助金
を申請または求める資格がありません。 

受給者となったときは、申請手続中提出した事業者/申請者の申請情報、名称、記述、
その他の情報をすべての形式でメディアが宣伝目的で利用することがあることならび
にこの目的のために LISC、その代理人および/または本制度の後援機関が事業者/申請
者に連絡することがあることに留意してください。 

 

提出に当たっての注意 

申請書を送信する前にウェブページを離れると、内容が保存されないことがあるの
で、申請者はこのオンラインフォームに記入提出する前に別途バックアップ文書に回
答を保存するようお奨めします。またインターネット接続が切断されたとき、あるい
は場合により他のブラウザ問題が発生した結果、記載内容を失うことがあります。当
方はいったん提出された申請書の変更を受け付けることができません、したがって注
意深く見直しをしてください。この申請が順調に完了すると確認ページが現れます。 

 

また税務上の決定のために補助金を受けるときは税務コンサルタントと相談すること
をお奨めします。 

 

1. 私は上記の条件を読みこれに同意することを承認します。 

＿ はい、＿ いいえ 

LISC LA COVID ファンド補助金申請書 

申請者に関する情報 

2. 50 語以内で事業活動の概要を簡潔に記載してください 

 

3. 事業の開始時期はいつですか？ 
 



2019 年 9 月 4 日またはそれ以前 

               2019 年 9 月 4 日よりも後 

4. 事業の物理的な所在地はロスアンゼルス郡内ですか？ 

＿ はい、物理的な所在地はロスアンゼルス郡内です 

＿ いいえ、事業はネットワーク、自宅、モービル機器ベースです 
 

5. 現在、開業中で活動していますか？ 

＿ はい 

＿ いいえ 

 

6. 主な事業は何ですか？ドロップダウンメニューから選んでください 

理容サロン 

美容サロン 

ネールサロン 

美容師オフィス 

スキンケアオフィス 

エレクトロロジーオフィス 

理髪店 

靴修理店 

ドライクリーニング店 

自動車または家電製品修理店 

花屋 

パーティ用品店 

本屋 

衣料品店 

パン屋 

ドーナッツ店 

食料品店/市場 

ディスカウント雑貨店 

上記以外の事業 
 

7. あなたは COVID-19 蔓延の結果発生した事業損失または中断が原因で補助金を
申請しますか？ 



＿ はい 

＿ いいえ 

 

8. あなたの事業はロスアンゼルス COVID-19 救済活動の他の資金給付制度に申請
を提出していますか？ 

＿ はい 

＿ いいえ 
 

9. あなたの事業はロスアンゼルス COVID-19 救済活動の他の資金給付制度からこ
れまで小企業補助金の給付を受けたことはありますか（これには LA COVID-19

ファンドの他の回の補助金を含みます）？ 

＿ はい 

＿ いいえ 

 

10.  あなたの事業が COVID-19 救済活動に関連する市の事業支援資金を受けたこと
はありますか？ 

               ＿ はい 

               ＿ いいえ 

 

11. あなたの事業は次の区分のいずれかに該当しますか？ 

・非営利団体 

・上場会社 

・法人所有のフランチャイズ店 

・銀行、貸金業者、個人ローン業者、自動車担保ローン業者、小切手買取業
者、その他取扱い対象が金銭または住宅抵当貸付の業者、これに類似するその
他の業者などの金融機関 

・生命保険、自動車保険、家財保険、保釈金保証、その他これに類似する業者
などの保険会社 

・私的クラブまたは社交クラブ 

・質屋 

・星占い、手相占い 



・酒屋、ナイトクラブ 

・ロビイング会社または時間とリソースの 50%以上をロビイング業務に投入す
る事業者 

・ビンゴパーラー、カシノなど賭博活動に従事する事業 

・トレーラー保管業および廃品置き場 

・マッサージ施設/パーラー 

・性的に卑猥な実演を提供する事業および/または性的に卑猥な製品」または
サービスの販売で収入を得る者 

・マリフアナの販売、栽培または輸送を含む州法および連邦法に違反する活動
から収入を得る事業 

・党派的な政治活動の推進を目的として存在する事業 

・銃器または弾薬の販売業 

＿ はい 

＿ いいえ 

 

12. 申請事業に対しあなたはどんな関係ですか？ 

＿ 申請事業に代わって記入しています（私は従業員、公認会計士、その他で
す） 

＿ 私は事業のオーナーです 
 
小企業の筆頭オーナーに関する情報を提供する準備をしてください 
 
小企業に関する情報 

ご注意ください：申請できるのはひとつの事業だけです。複数の事業のオーナ
ーは所有するもっとも大きな事業について申請を記入してください。 
 
補助金は一個人および納税者 ID ひとつに対し補助金一件と制限されています。 
 

13. 事業の筆頭オーナーに関する情報（ハイフンを含む特殊文字は使わないでくだ
さい） 

名： 

ミドルネーム： 



姓： 

14. 連絡先の主な E メール  －申請手続中 LISC のすべての連絡にこの E メールアド
レスを使用します。 

14.1 連絡用の補助 E メールアドレス（任意記載） 

    

15. 申請者に連絡するために最適な電話番号は？ 

＿事業用の特定電話番号 

＿事業オーナーの電話番号 

 

事業の電話番号（数字のみーダッシュをいれません） 

オーナーの電話番号（数字のみーダッシュをいれません） 

 

必要な場合、LISC が SMS/テキストを使って上記の番号に連絡することを許可しま
すか？ 

＿はい 

＿いいえ 

 

16. 事業体に関する情報 

ウェブサイト： 

主なソーシャルメディアアドレス（例、フェイスブック、ツィッター、または
インスタグラム）： 

法人名（該当するときは dba を含む）（ハイフンを含む特殊文字は使わないで
ください） 

事業が所在する地区地番（事業体/組織の物理的所在地） 

事業が所在する市/町 

事業が所在する州/準州 

事業所在地の郵便番号 

 



17. 上記に代わる事業体に関する情報 

あなたは上記の事業体所在地から郵便物を受領収受しますか？ 

＿はい 

＿いいえ 
 
事業体の代替的郵便宛先はどこですか？（地番、市、州、郵便番号） 

事業体に関する追加情報 

18. 組織の構造 

＿個人所有 

＿会社（営利法人、S 会社、C 会社などを含む） 

＿有限責任会社 

＿共同事業（無限責任および有限責任） 

＿その他（具体的に記述してください） 
 
その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

19. 事業従事期間 

＿1 年未満 

＿1-2 年 

＿3-5 年 

＿6-9 年 

＿10 年以上 

 

20. 直近の税務申告書で申告した事業の粗収入はいくらですか？ 

＿$50,000 未満 

＿$50,001 から$99,999 

＿$100,000 から$299,999 

＿$300,000 から$499,999 

＿500,000 から 1,000,000 

＿$1,000,000 超 

        従業員数 



以下の質問は事業の従業員数に関するものです。この項で、フルタイム従業員とは労
働時間が 35 時間/週以上の者、パートタイム従業員とは労働時間が 35 時間/週未満の
者を意味します。 

 

21.  あなたが知る限りでは、2020 年 1 月現在、事業はあなた自身を含め何人のフ
ルタイムの従業員を雇用していましたか？ 

フルタイムの従業員がいなかった場合は数字０を記入します 

 

22. あなたが知る限りでは、2020 年 1 月現在、事業はあなた自身を含め何人のパー
トタイムの従業員を雇用していましたか？ 

パートタイムの従業員がいなかった場合は数字０を記入します 

                

23. あなたが知る限りでは、2021 年 1 月現在、事業はあなた自身を含め何人のフル
タイムの従業員を雇用していましたか？ 

フルタイムの従業員がいなかった場合は数字０を記入します 

 

24. あなたが知る限りでは、2021 年 1 月現在、事業はあなた自身を含め何人のパー
トタイムの従業員を雇用していましたか？ 

パートタイムの従業員がいなかった場合は数字０を記入します 

 

主要業務 

25. あなたの主要業務は何ですか？（ひとつ選択します） 

＿宿泊飲食業（ホテル､レストラン、バー、移動式食品販売を含む） 

＿管理、支援ならびに廃棄物管理浄化業務（雇用業務、事業補助業務、 

旅行代理店業、ビルおよび建物住宅対象サービスなど他の組織施設の日常業務
を支援する恒常的サービスを提供する業務） 

＿農業、林業、漁業および狩猟業（農園、牧場、酪農、グリーンハウス、種苗
場、果樹園、孵化場を含む） 



＿美術、娯楽、およびレクリエーション施設（劇場、ダンスおよび音楽団体、
博物館、舞台芸術、フィットネスおよびレクリエーションセンタート等を含
む） 

＿建設（総合建設業、塗装・石工・配管・電気工事などの建築関連職能業務等
を含む） 

＿教育（小学および中学高校、工業高校、専門技能学校、職能訓練、外国語学
校、スポーツおよびレクリエーション教育等を含む） 

＿金融および保険（銀行、信用組合、信用金庫、預金受入以外を取扱う信用組
合、保険代理店等を含む） 

＿ヘルスケアおよび社会協力団体（医師および歯科医の診療所、家族計画セン
ター、介護施設、保育所、子供デイケアサービスを含む） 

＿情報（新聞および定期刊行物出版、映画製作者、音楽ラジオ番組制作者等を
含む） 

＿会社および企業経営（管理、監督、経営する主体が当該会社、企業の株式を
保有する場合を含む） 

＿製造業（製造所、メーカー、製パン所、菓子製造所、仕立屋等を含む） 

＿採石および石油・天然ガス採掘業（自然に生成する無機固体の抽出または選
鉱を含む） 

＿専門的・科学的・技術的サービス、科学的、技術的サービス（法務・会計・
税務サービス、農業・工学・設計サービス、コンサルティング、販売活動サー
ビス、獣医サービス等を含む） 

＿不動産および賃貸・リース業（不動産管理業、資産管理業およびリース業を
含む） 

＿小売業（食品店、雑貨店およびコンビニ店、金物店、種苗店/ガーデンセン
ター、花屋、書店、自動車販売店、衣料品店等を含む等を含む） 

＿運輸および倉庫業（旅客および貨物輸送業、倉庫業、物品保管業、観光者輸
送業を含む） 

＿公益事業（電力、天然ガス、蒸気供給、上水道、および下水道を含む） 

＿卸売業（卸売商社および流通業者を含む） 

＿その他のサービス（修理および保守サービス、ネールおよびヘアサロンなど
の個人ケアサービス、スパ、理髪店、ドライクリーニングおよび洗濯業、自動
車総合修理等を含む） 

 



26. あなたの NSAICS コードは何ですか？（https://naics.com/search/でキーワードを
検索します 

 

調査の次の部分は事業の筆頭オーナー/非営利団体の専務理事に関連する社会経済的デ
ータであり回答は任意です。事業の筆頭オーナー/非営利団体の専務理事がご自身をど
のように認識しておられるかに基づいて情報を提供くださるか、「回答したくない」
を選択してください。 

 

27. 年齢 

事業のオーナーは 18 歳以上でなければなりません。 

＿18-24 

＿25-34 

＿35-44 

＿45-54 

＿55-64 

＿65+ 

回答したくない 

 

28. 性別（事業の筆頭オーナー/非営利団体の専務理事の自己認識に基づく） 

＿女 

＿男 

＿ノンバイナリー 

＿その他 

＿回答したくない 

 

29. 退役軍人 

（はい、の場合は DD214 情報を提供する必要があります） 

＿はい 

＿いいえ 

＿回答したくない 
 

https://naics.com/search/


30. 人種/民族 

（事業の筆頭オーナーの自己認識に基づいて具体的に記載してください） 

               ＿アフリカ系アメリカ人/黒人 

               ＿アメリカインディアン/アラスカ原住民 

               ＿アジア人 

               ＿ハワイ原住民/太平洋諸島人 

               ＿ヒスパニック/ラティノ 

               ＿白人 

               ＿ニ人種混血 

               ＿多人種混血 

               ＿その他 

               ＿回答したくない 

 

補助金情報 

31. 資金を供与された場合に、あなたの事業を維持するために支出を予想する費用
を金額とともに表示してください。（100 語以下で） 

 

32. COVID-19 の蔓延があなたの小事業に及ぼした影響を記載してください（売上減
少、労働者解雇、従業員人件費、未払費用負担、事業閉鎖等）。事業収入を喪
失したときは推定損失額を記載してください（100 語未満で） 
 

 

33. あなたは給料保護制度(PPP)を通じる借入を受けましたか？（これはあなたの事

業が資金を受ける資格を妨げません） 

＿申請して承認された 

＿申請して拒否された 

＿申請したが回答がなかった 



＿申請しなかった 

 

34. あなたは経済的負傷災害借入制度(EIDL)を通じる借入を受けましたか？（これ

はあなたの事業が資金を受ける資格を妨げません） 

＿申請して承認された 

＿申請して拒否された 

＿申請したが回答がなかった 

＿申請しなかった 

 

35. あなたが知る限りでは、2020 年 1 月に比較して 2021 年 1 月のあなたの収入/純
所得は？ 

＿20%未満減少した 

＿20%から 49%減少した 

＿50%以上減少した 

＿同じであった 

＿増加した 

＿分からない/回答なし 
 

36. あなたが希望する言語は何ですか？ 

アラビヤ語 

アルメニア語 

広東語 

英語 

ペルシャ語 

ヒンズー語 

日本語 

クメール語 

韓国語 

中国語 

ロシア語 

スペイン語 

タガログ語 



タイ語 

ベトナム語 

その他 
 
その他については具体的に記載してください 
 

37. 資金使途の詳細および COVID-19 の影響を記載してください：この簡潔な記述
では COVID-19 の影響を受けた活動に補助金を供与された場合に、その資金を
どのように使うか示さなければなりません。補助金はこの申請書に記載した活
動以外の事項に使用してはなりません。 
 

38. あなたの事業体の EIN 番号は何ですか？ 
 

       最後の手続：下記の情報を見直して、電子署名をして申請書を提出します：申請書
に記入を完了され有難うございます。下方の「送信する」をクリックして提出を完了
してください。 

 

一般的な質問については、LA Covid-19 ファンドのページを定期的にご覧になり LA 

Covid-19 ファンドのアップデートをチェックしてください。FAQ に回答がないそれ以
外のご質問は、lacovidfund@lisc.org.に E メールでお尋ねください。当方はこの E メー
ルを定期的に監視しこれに従って FAQ を更新しています。また郡の災害センター833-

238-4450 に電話をくださることも可能です。 

 

データの安全保護に関する質問については、LISC の個人情報保護規定をご覧くださ
い。 

 

リソースおよび制度の詳細更新については、LISC の COVID-19 ファンドのページをご覧
ください。 

 

証明： 

mailto:lacovidfund@lisc.org.%E3%81%ABE


本申請書を審査およびその後の補助金供与のために提出することにより、私＿＿＿＿
＿＿＿＿＿は本制度に基づき小企業補助金を取得するために私の資格について重大な
虚偽の陳述および/または事実の歪曲を提出していないことを証明いたします。私は偽
証罪で罰せられるという条件の下で上記情報は私が知る限り完全で正確であることを
証明いたします、私は、アメリカ合衆国法典第 18 章第 1001 条がアメリカ合衆国政府
の省に故意に進んで虚偽または詐欺的な陳述を行った者は重罪犯として有罪であり援
助は終了すると規定していること、さらに詐欺罪で有罪とされた場合、私の事業は一
切の小企業補助金を受ける資格を喪失し、連邦、州および/または地方の法に基づくそ
の他の罰則が課されることを理解しています。 

 

私はまた次のことを理解し証明いたします： 

□このボックスをチェックすることにより、私の事業は対象期間中ロスアンゼルス郡
から他の COVID-19 に関連した金銭的支援を受けていないことを証明します。 

□このボックスをチェックすることにより、この補助金を申請書に記載した適格な事
業関連費用のみに使用することおよびこの適格な費用支出の証憑となる領収書および
文書を 5 年間保存することに同意します。 

□このボックスをチェックすることにより、受領するすべての補助金は給料保護法貸
付を含む連邦制度に基づき支払われたあるいは今後支払われる費用の支払いに利用し
ないことを証明します。 

□このボックスをチェックすることにより、受領するすべての補助金を他の個人また
は法人に移転しないことを証明します。 

□このボックスをチェックすることにより、私は（有罪判決日を起点とする）過去７
年間にいかなる州または連邦法の下でも（司法取引あるいは不抗争申立を含む）有罪
判決を受けたことがないことを証明します。 

 


