
仙台市

時短要請等関連事業者支援金
申請の手引き

お問い合わせ専用ダイヤル（平日 ９：００～１７：００）

０２２－２６３－８８３３

※宮城県による営業時間短縮の協力要請（第11期）とは、令和３年８月2７日（金曜

日）午前０時から令和３年９月１３日（月曜日）午前０時まで実施された営業時間

短縮の協力要請です。

※令和３年８月又は令和３年９月の売上が、前々年（令和元年）又は前年（令和２

年）同月比で5０％以上かつ150万円以上減少している方が対象となります。

※宮城県による営業時間短縮の協力要請（第11期）以前から、酒類又はカラオケ設備

を提供せず、午前５時から午後８時までの範囲内で営業している飲食店を運営する

事業者は【関連事業者向け】の手引きをご確認ください。

申請書提出締切 令和3年１１月１９日（金）

【時短要請対象者向け】

●新型コロナウイルス関連給付金を装った詐欺にご注意ください。
●虚偽の内容による申請等不正な手段により交付を受けた場合は、支援金の返還を求めるととも

に、加算金の請求、事業者名の公表等の措置を行う場合があります。

令和３年１０月１２日 時点版
仙台市

仙台市 第３次
時短要請等関連事業者支援金

申請の手引き

飲食店向け

時短要請対象者向け



本支援金は、対象者によって申請書類、手引きが異なります。

最初にお読みください（1/3）

●宮城県による営業時間短縮の協力要請による影響を受けた関連事業者
（例） 飲食店と取引のある事業者、タクシー・運転代行業等

●緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置等による影響を受けた事業者
（例） 小売業、サービス業、イベント業等

●宮城県による営業時間短縮の協力要請（第１１期）以前から、酒類又はカラオケ設備を提供せず、
午前５時から午後８時の範囲内で営業している飲食店を運営する事業者

宮城県による営業時間短縮の協力要請（第１１期）に全面的に協力している、要請の対象事業者

次ページの表により、仙台市感染症拡大防止協力金（第１１期）の対象施設を運営している事業者に
該当するかご確認の上、フロー図を参考にして申請対象である場合はご申請ください。

８・９月選択可能

８・９月選択可能

９月のみ選択可能

締め切りました

今回の支援金の対象月は令和３年８月又は令和３年９月です。

詳しくは下記をご覧ください

・第２次支援金（９月３０日締切分）申請済
・令和３年５月～令和３年７月を対象月に指定

・第２次支援金（９月３０日締切分）未申請

・第２次支援金（９月３０日締切分）申請済
・令和３年８月を対象月として、交付決定を受けている

第２次時短要請等関連事業者支援金（令和３年９月３０日締切分）で８月を

対象月にして交付決定を受けた方は、第３次時短要請等関連事業者支援金

で再度８月を対象月にすることはできません。

時短要請対象者向け
令和３年８月又は令和３年９月の売上が、前々年（令和元年）又は前年（令和２年）同月比で
５０％以上かつ１５０万円以上減少していることが要件

関連事業者向け
令和３年８月又は令和３年９月の売上が、前々年（令和元年）又は前年（令和２年）同月比で
３０％以上減少していることが要件

※「全面的な協力」とは、協力要請の対象期間中、全ての日において午前５時から午後８時までの時
間短縮営業又は休業（酒類又はカラオケ設備の提供は全面停止）にご協力いただくことです。対
象区域内で複数の飲食店を運営している場合は、全ての店舗において時間短縮営業にご協力い
ただくことが必要です。１つでも要請に協力いただけない場合は支給できません。

時短要請対象者向け

※第２次時短要請等関連事業者支援金（令和３年９月３０日締切分）の対象月を８月として交付決
定を受けている方で、本支援金についても８月で申請を希望する場合、対象月の変更手続き
（通常の変更申請とは異なります）が必要になります。
詳細な手続きにつきましては、支援金事務局までご相談ください。



はい

はい

はい

はい

最初にお読みください（2/3）

の手引き、申請書をご確認
ください。

関連事業者向け時短要請対象者向け
の対象となります。本手引
き・申請書をご活用ください。

いいえ

開始
本表はどちらの手引
きを参考にするか判
断することを目的とし
たものです。

これにより申請しても
必ず支援金の支給対
象となるものではあり
ませんのでご留意くだ
さい。

令和３年８月又は令和３年９月

の売上が、前々年又は前年
同月比で５０％以上かつ１５０
万円以上減少している。

令和３年８月又は令和３年９月

の売上が、前々年又は前年
同月比で３０％以上減少して
いる。

いいえ

営業時間短縮の協力要請、

緊急事態宣言又はまん延防
止等重点措置等の影響を受
けている事業者である。

いずれか一方のみ申請できます

いいえ

協力金（第１１期）の対象施設
（※）を運営している事業者で
ある。

宮城県による営業時間短縮の
協力要請（第１１期）に全面的
に協力している。

いいえ

いいえ

本 支 援 金 の
対 象 外 で す 。

事業形態
協力金（第１１期）
の対象施設を運営

している

支援金
申請区分

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店を運営している ○
時短要請対象者

向け

上記以外の飲食店を
運営している

県による時短要請以前から
午後８時～午前５時の間に

営業している
○

時短要請対象者
向け

県による時短要請以前から
午前５時～午後８時の間のみ

営業している
× 関連事業者向け

飲食店を運営していない × 関連事業者向け

※協力金（第１１期）の対象施設かどうかは下図をご参照ください。

はい

時短要請対象者向け



最初にお読みください（3/3）

第３次時短要請等関連事業者支援金

令和３年８月又は令和３年９月

今回の支援金の対象月及び、給付額は下記の通りです。

給付額

－今回の大きな変更点－

対象月の売上減少率が７０％以上の
事業者について、
最大給付額を増額しました。

※売上が前々年又は前年同月比で50％以上減少した月（対象月）の減少額が150万円以上の
場合に、上記の売上減少額及び売上減少率に応じた給付額となります。

法人：10万円～120万円 個人事業主：5万円～60万円

※給付額は売上減少率によって変わります
・ 売上減少率が50％以上70％未満の場合 → 表の上段の金額
・ 売上減少率が70％以上の場合 → 表の下段の金額

※第２次時短要請等関連事業者支援金（令和３年９月３０日締切

分）の対象月を８月として交付決定を受けている方で、本支援金

についても８月で申請を希望する場合、対象月の変更手続き
（通常の変更申請とは異なります）が必要になります。

詳細な手続きにつきましては、支援金事務局までご相談ください。

売上減少額
150万以上
300万未満

300万以上
400万未満

400万以上
500万未満

500万以上
600万未満

600万以上
700万未満

700万以上
800万未満

800万以上
900万未満

900万以上
1000万未満

1000万以上

法人

50％以上
70％未満

１０万円 ２５万円 ３０万円 ３５万円 ４０万円 ４５万円 ５０万円 ５５万円 ６０万円

70%以上 ２０万円 ５０万円 ６０万円 ７０万円 ８０万円 ９０万円 １００万円 １１０万円 １２０万円

個人
事業主

50％以上
70％未満

５万円 １２.５万円 １５万円 １７.５万円 ２０万円 ２２.５万円 ２５万円 ２７.５万円 ３０万円

70%以上 １０万円 ２５万円 ３０万円 ３５万円 ４０万円 ４５万円 ５０万円 ５５万円 ６０万円

対象月

時短要請対象者向け

拡充
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売上減少額、売上減少率に応じて、

法人：10万円～120万円 個人事業主：5万円～60万円
※給付額は売上減少率によって変わります
・ 売上減少率が50％以上70％未満の場合 → 表の上段の金額
・ 売上減少率が70％以上の場合 → 表の下段の金額

※売上が前々年又は前年同月比で５０％以上減少した月（対象月）の減少額が１５０万円以上の場
合に、上記の売上減少額及び売上減少率に応じた給付額となります。

仙台市第３次時短要請等関連事業者支援金の概要

１．申請方法
（１）郵送
（２）申請書作成支援窓口にて提出
※お問い合わせ専用ダイヤルから事前予約の上、お越しください。

２．申請期間（当日消印有効）
令和３年１０月１５日（金）から令和３年１１月１９日（金）まで

申請方法・申請期間

１

申請に関する相談等
１．お問い合わせ専用ダイヤル （平日 ９：００～１７：００）

０２２－２６３－８８３３

※繋がらない場合は ０２２－２１４－３１５１ もご利用いただけます。

２．申請書作成支援窓口（お問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制）

スマイルホテル仙台国分町 ３階 もくれん
仙台市青葉区一番町４丁目３番２２号

平日 ９：３０～１６：３０
※窓口にはマスク着用の上、お越しください。

給付額

時短要請対象者向け

売上減少額
150万以上
300万未満

300万以上
400万未満

400万以上
500万未満

500万以上
600万未満

600万以上
700万未満

700万以上
800万未満

800万以上
900万未満

900万以上
1000万未満

1000万以上

法人

50％以上
70％未満

１０万円 ２５万円 ３０万円 ３５万円 ４０万円 ４５万円 ５０万円 ５５万円 ６０万円

70%以上 ２０万円 ５０万円 ６０万円 ７０万円 ８０万円 ９０万円 １００万円 １１０万円 １２０万円

個人
事業主

50％以上
70％未満

５万円 １２.５万円 １５万円 １７.５万円 ２０万円 ２２.５万円 ２５万円 ２７.５万円 ３０万円

70%以上 １０万円 ２５万円 ３０万円 ３５万円 ４０万円 ４５万円 ５０万円 ５５万円 ６０万円



給付対象となる事業者の方

次の全てに該当する事業者であって、宮城県による令和３年８月２７日

（金）午前０時から令和３年９月１３日（月）午前０時まで実施された営業時

間短縮の協力要請（第１１期）対象の事業者の方が申請可能です。

宮城県による営業時間短縮の協力要請（第１１期）の対象事業者以外

の方は『関連事業者向け』の手引きをご確認ください。『関連事業者向け』

と『時短要請対象者向け』はいずれか一方しか申請できません。

（１）【法人の場合】市内に本店※１の登記を行っていること

ただし、大企業及びみなし大企業※２を除く
※１ 会社以外の法人においては市内に主たる事務所の登記を行っていること
※２ 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和５

２年法律第７４号）第２条第２項で規定する大企業者、租税特別措置法施行令（昭和３２年政令
第４３号）第２７条の４第１２項各号で規定する法人（※基準については３ページ）

【個人の場合】市内に住民登録があること

ただし、住民登録が市外の者のうち、市内に事業所があり、それを
証する書類を提出できる者は申請することができる

（２）宮城県による営業時間短縮の協力要請（第１１期）の対象となる飲食
店を運営しており、要請に全面的に協力していること
※市内で食品衛生法の営業許可を取得している以下の店舗（詳細は９ページ）

① 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店

② ①以外の飲食店

ただし、従前より酒類又はカラオケ設備を提供せず、午前５時から午後８時までの範囲内で
営業している店舗を除く

※「全面的な協力」とは、協力要請の対象期間中、全ての日において午前５時
から午後８時までの時間短縮営業又は休業（酒類又はカラオケ設備の提供
は全面停止）にご協力いただくことです。対象区域内で複数の飲食店を運営
している場合は、全ての店舗において時間短縮営業にご協力いただくことが
必要です。１つでも要請に協力いただけない場合は支給できません

（３）令和３年６月以前から現在に至るまで事業を継続して行っていること

（４）令和３年８月又は令和３年９月の事業者全体の売上が前々年又は
前年同月比で５０％以上かつ１５０万円以上減少していること

ただし、過去に第２次時短要請等関連事業者支援金（令和３年９月３
０日締切分）で８月を対象月として交付決定を受けている場合、再度
８月を対象月にすることはできません
※減少額と減少率の求め方は４ページをご確認ください。

２

時短要請対象者向け



（２）大企業
上記の中小企業者の定義のいずれにも該当しない場合は大企業者と

なるため、本支援金の対象外となり、申請できませんのでご留意くだ
さい。

給付対象となる法人の種類について

３

業種分類
下記いずれかに該当

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

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 ５千万円以下 １００人以下

小売業 ５千万円以下 ５０人以下

※飲食店が主な事業の場合は、小売業の欄を確認ください。

支援金は、次の法人以外であれば、法人種別に関わらず給付対象
となります。中小企業である会社法人の他、ＮＰＯ法人、任意団体
等も要件を満たす場合は申請ができます。

【給付対象外となる法人】
〇 大企業及びみなし大企業
〇 国、法人税法別表第１に規定する公共法人

【中小企業・大企業・みなし大企業の判断基準】

※中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する
法律第２条第１項

（３）みなし大企業
中小企業に該当する場合でも次のいずれかに該当する場合はみな

し大企業となるため、本支援金の対象外となり、申請できませんの
でご留意ください。

〇 大企業が議決権の２分の１以上を保有している企業
〇 大企業の役員又は職員が役員総数の２分の１以上を兼務している企業
〇 ひとつの大規模法人が発行済株式又は出資の総数又は総額の
２分の１以上を所有している企業

〇 複数の大規模法人が、発行済株式又は出資の総数又は総額の
３分の２以上を所有している企業

※中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第２条第２項
※租税特別措置法施行令第２７条の４第１２項各号

（１）中小企業
以下のいずれかに該当する場合は中小企業となります。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

時短要請対象者向け



前々年
（令和元年）

（B）

（万円）

８月 ９月

５７０ ４７０

今年
（令和３年）

（A）

（万円）

８月 ９月

１３０ ２３０

減少額（C） ４４０ ２４０

減少率 ７７．１％ ５１．０％

対象月 〇 〇

前々年との比較
【具体例（法人の場合）】

減少額と減少率の計算について

給付の要件となる対象月と減少額・減少率は、令和３年８月又は令和３年
９月の売上と前々年又は前年同月の売上を比較して次の式によって求めてく
ださい。

減少額（Ｃ） ＝ 対象月の前々年又は前年同月の売上（Ｂ） － 対象月の売上 （Ａ）

減少率＝減少額（Ｃ） ÷ 対象月の前々年又は前年同月の売上（Ｂ） × １００
※小数点第２位切り捨て

〇前々年（令和元年）８月
減少額（Ｃ）＝５７０万円（令和元年）－１３０万円（令和３年）＝４４０万円
減少率＝４４０万円÷５７０万円×１００＝７７．１９...≒７７．１％
→減少額１５０万円以上かつ減少率５０％以上のため要件を満たす

〇前々年（令和元年）９月
減少額（Ｃ）＝４７０万円（令和元年）－２３０万円（令和３年）＝２４０万円
減少率＝２４０万円÷４７０万円×１００＝５１．０６％ ...≒５１．０％
→減少額１５０万円以上かつ減少率５０％以上のため要件を満たす

×前年（令和２年）８月
減少額（Ｃ）＝２７０万円（令和２年）－１３０万円（令和３年）＝１４０万円
減少率＝１４０万円÷２７０万円×１００＝５１．８５％ ...≒５１．８％
→減少率は要件を満たすが、減少額は１５０万円未満のため要件を満たさない

×前年（令和２年）９月
減少額（Ｃ）＝３９０万円（令和２年）－２３０万円（令和３年）＝１６０万円
減少率＝１６０万円÷３９０万円×１００＝４１．０２％ ...≒４１．０％
→減少額は要件を満たすが、減少率は５０％未満のため要件を満たさない

４

前年
（令和２年）

（B）

（万円）

８月 ９月

２７０ ３９０

今年
（令和３年）

（A）

（万円）

８月 ９月

１３０ ２３０

減少額（C） １４０ １６０

減少率 ５１．８％ ４１．０％

対象月 × ×

前年との比較

時短要請対象者向け



申請の流れ

●申請に必要な書類を確認する

ウ．売上を比較する２つの月の間に事業承継・相続した方 ２１・２２ページ

イ．売上を比較する２つの月の間に法人成りした方 １９・２０ページ

ア．令和２年１０月から令和３年６月の間に創業・開業した方 １７・１８ページ

申請の特例

●申請書類を準備する

●申請書類を提出する

前々年又は前年同月の売上との比較による
申請が困難な場合は特例があります。

・申請書の様式は仙台市ホームページからダウンロード可能です。
・作成支援を希望する方には支援窓口を開設しています（詳細 １ページ）。

郵送又は申請書作成支援窓口での提出となります。
※郵便料金不足の場合は受け取ることができませんのでご注意ください。

【郵送先】 ※巻末の宛名ラベルをご利用ください。
〒９８０－０８０３
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 仙台パークビル４階
仙台市役所『第３次時短要請等関連事業者支援金』担当 行

詳細は６～１５ページを参照

５

※直接提出する場合はこちらをご利用ください。
【申請書作成支援窓口】（お問い合わせ専用ダイヤルからの事前予約制）

スマイルホテル仙台国分町 ３階 もくれん
仙台市青葉区一番町４丁目３番２２号

時短要請対象者向け



申請に必要な書類等



申請に必要な書類

申請する際は次の書類を提出してください。

（１）交付申請兼実績報告書（様式第１－２号）

（２）宮城県による営業時間短縮の協力要請（第１１期）対象飲食店一覧
（様式第１－２号別紙）

（３）交付請求書（様式第５号）

（４）【法人の場合】

対象月の前々年又は前年同月を含む期間の確定申告書別表一
及び法人事業概況説明書の写し

（４）【個人の場合】

令和元年又は令和２年の確定申告書Ｂ（第一表・第二表）及び所
得税青色申告決算書（両面）の写し

※申請には確定申告書が必要です。確定申告がまだの方はお早めに申告ください。

※申請書で選択した「対象月と比較する年」の確定申告書をご提出ください。

※（「前々年又は前年同月の売上」欄の金額を確認するために必要となります。）

※収受印かe-Tax受付日時・受付番号が記載されているもの。押印・記載のない場合は、送信票、受信通知、納

税証明書（その２所得金額用）（事業所得金額の記載があるもの：税務署で発行）のいずれかを添付すること。

（５）対象月の事業者全体の売上がわかる書類

（試算表・売上台帳等）

（６）【法人の場合】

履歴／現在事項全部証明書の写し （３か月以内取得のもの）

（４）【個人の場合】

（住民登録地が仙台市以外の場合）市内に施設を所有又は賃借
し、事業を営んでいることがわかる書類（店舗の賃貸借契約書等）

（７）飲食店営業許可書の写し

（８） ※仙台市感染症拡大防止協力金（第１１期）の交付を受けている場（７合は交
付決定通知書の写しで代替可

※いずれも申請者名義になっている必要があります。例えば会社法人の申請で個人名義の許可書等、
名義が異なる場合は、名義変更等の必要な手続きを行った上で支援金の申請をしてください。

（８）申請者（代表者）の本人確認書類の写し
※氏名、生年月日、現住所が確認できる写真付きのもの

（９）申請者名義の銀行口座通帳の写し
※オモテ面と通帳を開いた１・２ページ目の写し（金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義

人名、口座名義人名フリガナが確認できるもの）。

※法人の場合は法人名義の口座に限ります（代表者個人の口座等は不可）。

上記で支給要件が確認できない場合、追加で書類提出を求める場合があります。

６

時短要請対象者向け



申請書の記入方法（１枚目）

７

申請者の住所・法人名等を漏れ
なく記入してください。
※法人の場合は登記上の本店

所在地、個人の場合は住民登
録地を部屋番号まで記入してく
ださい。

９８０ ０８０３

仙台市青葉区国分町三丁目７－１

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ

株式会社 杜の都仙台

代表取締役
ﾓﾘﾉ ﾐﾔｺ

杜野 都
元 １ ８

令和３ １０ ２０

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
✔

✔

1,000 30

Ｍ

飲食店

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ

若林 泉
０２２－●●●－ ●●●●
●●●●@city.sendai.jp

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

経理

時短要請対象者向け

押印漏れがないようご確認ください（２箇所）。
個人の場合、認印（スタンプ印不可）。
法人の場合、法務局にご登録の“代表者印
（法人実印）”にて押印をお願いします。

【法人のみ】国税庁から通知され
た１３桁の法人番号を記入してく
ださい。
※わからない場合は国税庁「法
人番号公表サイト」から検索でき
ます。

業種と実施している事業の概要
を記入してください。
業種は２５ページの一覧表から
記号を選択してください。

提出いただいた書類に不備や確認事項がある場合に本
市より連絡させていただきます。市からの連絡が取れる連
絡先・担当者を記入してください。連絡は主に平日の午前
９時から午後５時の間に行います。
※連絡先の記入は必須です。連絡が取れない場合、審査

を行えず、支援金の支給ができない場合があります。

別紙『宮城県による営業時間短縮の協力要請（第１１期）対
象飲食店一覧』に対象店舗全てを記入してください。



申請書の記入方法（２枚目）

８

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

誓約事項をご確認いただき、チェック欄に
チェックを入れてください。
※全ての誓約事項に同意いただけない場合
は支援金の支給はできません。

１２ページを参考に交付申
請額を記入してください。

✔

✔

1,300,000 5,700,000

4,400,000 77.1

600

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

時短要請対象者向け

比較する年を選択して
ください。

１１ページを参考に減少額・
減少率を計算してください。

対象とした月を選択してください。

この欄は特例を適用して申請
する際に使用します。
⇒１６ページ参照



時短要請の対象事業者であることの確認（１/２）

【宮城県による営業時間短縮の協力要請（第１１期）の内容】

協力要請の対象区域内で食品衛生法の営業許可を取得している
以下の対象店舗を運営していること。

【対象店舗】
① 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店
② ①以外の飲食店

【対象区域】

宮城県内全域

【対象期間】

令和３年８月２７日（金）午前０時から９月１３日（月）午前０時まで

【要請内容】

①休業（酒類又はカラオケの提供を取りやめる場合は時短営業も
可能）

②午前５時から午後８時までの営業時間短縮

※要請期間の前日から要請内容で指定された営業時間より
も長く営業している場合、要請の対象となります。従前より
要請内容より短い時間で営業している場合は対象外です。

９

支援金『時短要請対象者向け』の申請は宮城県による営業時間短
縮の協力要請（第１１期）の対象事業者であり、要請に全面的に協
力していることが要件となります。

従前より、酒類又はカラオケ設備を提供せず、午前５時から午後８
時の範囲内で営業している飲食店を運営する事業者は『関連事業
者向け』の手引きをご確認ください。

申請者が営業時間短縮の協力要請の対象事業者であることは１０ペー
ジのとおり確認します。対象事業者であること、要請に全面的に協力して
いることが確認できない場合は支給対象外となります。

時短要請対象者向け



時短要請の対象事業者であることの確認（２/２）

１０

支援金『時短要請対象者向け』の申請は宮城県による営業時間短
縮の協力要請（第１１期）の対象事業者であることが要件となります。

協力要請の対象店舗全ての情報
を記入してください。

時短要請対象者向け

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ

株式会社杜の都仙台

クラブ杜の都
青葉区国分町二丁目 ●－●
杜の都ビル３階

✔

１０ ００ ２ ００

✔

杜の都食堂本店
太白区長町●丁目 ●－●
長町杜の都ビル１階

✔

１１ ００ １１ ００

✔

営業時間短縮の協力要請(第１１期）に係る協
力金を申請し、既に交付決定を受けている場
合はこちらにチェックを入れてください。
⇒交付決定通知書の写しを添付してください。

該当する欄にチェックしてください。
⇒対象となる店舗の飲食店営業許可書を添付

してください。

協力要請前の通常の営業時間を
記入してください。

時短要請の対象店舗が複数ある場合は
全て記入してください。



減少額（C）＝５，７００，０００（B）－１，３００，０００（A）
＝４，４００，０００

減少率＝４，４００，０００（C）÷ ５，７００，０００（B） ×１００
＝７７．１９２…≒７７．１％（小数点第２位切り捨て）

計算結果をそれぞれ申請書に転記してください。

減少率等の計算について

１１

「３ 売上の減少状況」は、次の記載例のとおり転記・計算を
行ってください。

時短要請対象者向け

A:「対象月の売上」は対象月とし
て選択した月分の売上台帳等か
ら売上を転記してください

※持続化給付金申請要領より引用

B:「前々年又は前年同月の売
上」は比較対象とした年度の法
人事業概況説明書又は所得税
青色申告決算書から転記してく
ださい

A

【個人】
所得税青色
申告決算書

【法人】
法人事業

概況説明書

※申請書裏面

C

✔

✔

1,300,000 5,700,000

4,400,000 77.1

（「18月別の売上高
等の状況」）

B



減少額（C）

申請額（法人） 申請額（個人）

50％以上
70％未満

70％以上
50％以上
70％未満

70％以上

１５０万円未満 支給対象外 支給対象外 支給対象外 支給対象外

１５０万円以上３００万円未満 １０万円 ２０万円 ５万円 １０万円

３００万円以上４００万円未満 ２５万円 ５０万円 １２．５万円 ２５万円

４００万円以上５００万円未満 ３０万円 ６０万円 １５万円 ３０万円

５００万円以上６００万円未満 ３５万円 ７０万円 １７．５万円 ３５万円

６００万円以上７００万円未満 ４０万円 ８０万円 ２０万円 ４０万円

７００万円以上８００万円未満 ４５万円 ９０万円 ２２．５万円 ４５万円

８００万円以上９００万円未満 ５０万円 １００万円 ２５万円 ５０万円

９００万円以上１，０００万円未満 ５５万円 １１０万円 ２７．５万円 ５５万円

１，０００万円以上 ６０万円 １２０万円 ３０万円 ６０万円

交付申請額の記入について

交付申請額は、対象月の売上を前々年又は前年同月と比較した減少
額及び減少率によって決定します。

（２）次の表を確認し、減少額（C）及び減少率から申請額を確認・記入

※申請書裏面

※申請書裏面

１２

時短要請対象者向け

✔

✔

1,300,000 5,700,000

600

77.14,400,000

小数点第2位を切り捨て

（１）減少額（C）及び減少率を計算（求め方は１１ページ参照）

減少額及び減少率に応じて交付申請
額が変わります。

減少額、減少率に応じて申請額が変わります



交付請求書の記入方法

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

点線枠の中以外は記入を行わないでください！
１３

時短要請対象者向け

980 0803

株式会社杜の都仙台
カブシキカイシャモリノミヤコセンダイ

代表取締役

杜野 都
モリノ ミヤコ

市役所

役所

１ ２ ３ ４

１ ２ ３

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

カ．モリノミヤコセンダイ

✔

仙台市青葉区国分町三丁目7‐1
申請者の住所・法人名等を漏れなく
記入してください。
※法人の場合は登記上の本店所在

地、個人の場合は住民登録地を部
屋番号まで記入してください。

押印漏れがないようご確認ください
（２箇所）。
個人の場合、認印（スタンプ印不可）。
法人の場合、法務局にご登録の“代表者
印（法人実印）”にて押印をお願いします。

通帳から転記（ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・店番・口座番号」を記載してください）。
※特に口座名義人カタカナは、通帳の見開きを確認し、登録されているカナを記載してください。



その他の添付書類について（１／２）

確定申告書関係書類の写し

対象月の事業者全体の売上がわかる書類

対象月の事業者全体の売上がわかる書類は、試算表や経理ソフト等から
出力した帳票の他、手書きの帳票の提出でも差し支えありません。

ただし、年月の表示があり対象月のものであること、対象月の全ての売上
の合計であると明確にわかることが条件です。
※店舗ごと・事業ごとではなく、事業者全体の売上がわかる書類を提出してください。

※持続化給付金申請要領より引用○対象月の売上がわかる書類の例

対象月の前々年又は前年同月を含む事業年度のものを提出してくだ
さい。

①確定申告書別表一（１枚） ②法人事業概況説明書（両面２枚）

法
人

②所得税青色申告決算書（両面２枚）

個
人

令和元年又は令和２年の確定申告書Ｂ（第一表・第二表）及び所得税
青色申告決算書（両面）の写しを提出してください。

①確定申告書B第一表
及び第二表（２枚）

１４

時短要請対象者向け

※収受印かe-Tax受付日時・受付番号が記載されているもの。押印・記載のない場合は、送信票、

受信通知、納税証明書（その２所得金額用）（事業所得金額の記載があるもの：税務署で発行）の
いずれかを添付すること。



その他の添付書類について（２／２）

１５

氏名、生年月日、現住所が確認できる写真付きの
本人確認書類の写しを１つ提出してください。
（法人の場合は「法人代表者」、個人事業主の場合
は「申請者」のものを提出してください）

【本人確認書類の例】

・免許証等
※有効期限内のものに限る。
※両面コピーをとって提出してください。

・個人番号カード（マイナンバーカード）
※オモテ面のみコピーをとって提出してください。

・在留カード、特別永住者証明書
※両面コピーをとって提出してください。

上記のいずれも保有していない場合は、写真なし
の本人確認書類を２つ提出してください。

【例】
・住民票の写し（３か月以内取得のもの）
・各種健康保険証等の写し（両面）

※いずれの書類も「個人番号（マイナンバー）」は
写らないようにしてください。

※個人番号（マイナンバー）通知書は、本人確認書
類として利用できません。

時短要請対象者向け



申請の特例について



特例申請を行う場合の手続き

前々年又は前年同月との売上比較では申請ができないとき、特例
を利用できる場合があります。特例を利用した申請の流れは次のと
おりです。

① 特例が利用可能か確認を行ってください。

③ 通常の申請に必要な書類の他に『売上減少計算シート（様式第８－２

号）』及び『特例が利用できることがわかる書類』等、必要な書類を添
付して申請してください。

次のいずれかに該当する場合特例による申請ができます。

ア．令和２年１０月から令和３年６月の間に創業・開業した方
イ．売上を比較する２つの月の間に法人成りした方
ウ．売上を比較する２つの月の間に事業承継・相続した方

詳しくは各特例のページをご確認ください。

１６

時短要請対象者向け

※申請書裏面

✔

② 交付申請書は「３ 売上の減少状況」の特例申請欄の利用する特例に

チェックを入れて提出してください。売上の減少欄は空欄にしてくださ
い。

この欄は記入しないでください。

利用する特例にチェックを入れてください。



ア．創業・開業特例（１／２）

令和２年１０月から令和３年６月の間に創業・開業された方は、前々年
又は前年同月の売上に代えて、対象月の売上と対象月の直前の連続す
る３か月の売上の平均を比較することができます。

○売上減少計算シート（様式第８－２号）

○令和２年１０月から令和３年６月の間に創業・開業したことがわかる書類

（法人の場合）履歴／現在事項全部証明書等

（個人事業主の場合）開業届の写し等

〇対象月の直前の連続する３か月の売上がわかる売上台帳等

※確定申告書等で確認できる場合は添付不要

特例の詳細

（ア. 創業・開業特例）

特例申請を行う場合に通常の書類の他に必要な書類

特例で申請を行う場合は、通常の『申請に必要な書類』の他、以下の書
類を追加で提出してください。

【具体例】

令和２年 令和３年

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

２００ ２１０ ３８０ ４１０ ４００ ５７０ ４１０ １９０

対象月の直前の連続する３か月の売上を平
均し、それと対象月の売上を比較できます
（小数点以下切り捨て）

２月創業・開業であるため比較
する前年同月売上がない。

令和３年２月創業・開業
▼

対象月
▼

〇対象月の直前の連続する３か月の売上の平均
｛４００万円（６月）＋５７０万円（７月）＋４１０万円（８月）｝÷３

＝４６０万円（３か月の売上の平均）

〇減少額
４６０万円（３か月の売上の平均）－１９０万円（対象月の売上）＝２７０万円（減少額）

〇減少率
２７０万円（減少額）÷ ４６０万円（３か月の売上の平均）×１００

＝５８．６９５…≒５８．６％（減少率）

１７

（万円）

時短要請対象者向け



ア．創業・開業特例（２／２）

売上減少計算シートの記入方法

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

１８

※『売上減少計算シート』の表面

※『売上減少計算シート』の裏面は記載不要です

時短要請対象者向け

令和３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

３８０ ４１０ ４００ ５７０ ４１０ １９０

３か月の平均売上を
計算してください。

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ

株式会社杜の都仙台

『創業・開業特例』にチェック
を入れてください。

✔

３ ２ ３

✔

1,900,000 4,600,000

３ ６ ３ ７ ３ ８

4,000,000 5,700,000 4,100,000

2,700,000 58.6

（万円）

創業・開業した年月日を記載してください。

※創業・開業日が令和２年１０月より前
の場合はこの特例は利用できません。

対象月の直前の連続する３か月
とその月の売上を確定申告書・売
上台帳等から転記してください。



イ．法人成り特例（１／２）

比較する２つの月の間で法人を設立し、個人事業主として行っていた事
業を引き継いだ場合は、対象月の法人の売上とその前々年又は前年同
月の個人事業主の売上を比較することができます。

○売上減少計算シート（様式第８－２号）

○比較対象とした年度の確定申告書Ｂ第一表・第二表及び所得税青色
申告決算書（両面）の写し

○比較する２つの月の間で法人成りしたことがわかる書類

※法人設立届出書及び個人事業の廃業届出書等

特例の詳細

（イ. 法人成り特例）

特例申請を行う場合に通常の書類の他に必要な書類

特例で申請を行う場合は、通常の『申請に必要な書類』の他、以下の書
類を追加で提出してください。

【具体例】 法人化
▼

法人での営業→←個人での営業

１９

令和
２年

令和
３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

６００ ６００ ５５０ ５００ ６００ ４００ ４５０ ５００ ５５０ ５５０ ６００ ６００

令和
３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

３５０ ３００ ３００ ３００ ３００ ３００

法人成り前後で
比較できます

時短要請対象者向け

（万円）

（万円）



イ．法人成り特例（２／２）

売上減少計算シートの記入方法

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

※『売上減少計算シート』の表面

※『売上減少計算シート』の裏面

２０

時短要請対象者向け

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ

株式会社杜の都仙台

✔

✔

3,000,000 6,000,000

3,000,000 50.0

✔

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ

株式会社杜の都仙台

『法人成り特例』にチェック
を入れてください。

前々年又は前年同月の
売上は法人成り以前の売
上台帳等から転記してく
ださい。



ウ．事業承継・相続特例（１／２）

比較する２つの月の間で事業承継又は相続した場合は、承継・相続前
の各事業者の売上の合計と承継・相続後の事業者の売上を比較すること
ができます。合併等に伴う承継の場合も本特例を適用できます。

特例の詳細

２１

【具体例①】ＡさんからＢさんに事業承継した場合

令和２年 令和３年

７月 ８月 ９月 １０月 ・・・ ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

５８０ ５５０ ６００ ５００ ・・・ ３８０ ４８０ ５６０ ３５０ ３００

事業承継
▼

Ｂさんが営業→←Ａさんが営業

Ｂさんの対象月の売上とＡさんの前々年又は前年同月の売上を比較できます

令和２年 令和３年

７月 ８月 ９月 １０月 ・ ・ ・ ・ ・ ６月 ７月 ８月 ９月

５００ ５５０ ４００ ３５０ ・ ・ ・ ・ ・ ４８０ ５６０ ３００ ３５０

令和２年

７月 ８月 ９月

３８０ ４５０ ３００

（万円） （万円）

『対象月の売上』と『X社の前々年又は
前年同月の売上及び承継したY社の
前々年又は前年同月の売上を合計し
た金額』を比較できます。

X社

Y社

令和２年１０月合併

〇対象月の前年同月の売上
５５０万円（承継前のX社の令和２年８月の売上）＋４５０万円（Y社の令和２年８月の売上）
＝１，０００万円（B）

〇減少額（Ｃ）
１，０００万円（B）－３００万円（A：X社の令和３年８月の売上）＝７００万円

〇減少率
７００万円（減少額）÷１，０００万円（B）×１００＝７０．０％

【具体例②】Ｘ社がＹ社と合併し、Ｙ社の事業を承継した場合

（万円）

（万円）

（万円）

時短要請対象者向け

事業承継前のＸ社のみの売上との
比較では３０％以上減少していない



ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ
株式会社杜の都仙台

✔

ウ．事業承継・相続特例（２／２）

売上減少計算シートの記入方法

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

※『売上減少計算シート』の表面

※『売上減少計算シート』の裏面

２２

○売上減少計算シート（様式第８－２号）

○承継・相続元の事業者の比較対象とした年度分の確定申告書別表一

及び法人事業概況説明書の写し又は、確定申告書Ｂ第一表・第二表及
び所得税青色申告決算書（両面）の写し

○事業承継等をしたことがわかる書類

※履歴事項全部証明書（事業承継等をしたことがわかる記載があること）

開業届（事業承継等した旨の記載があること）等

（ウ. 事業承継・相続特例）

特例申請を行う場合に通常の書類の他に必要な書類

特例で申請を行う場合は、通常の『申請に必要な書類』の他、以下の書
類を追加で提出してください。

時短要請対象者向け

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ
株式会社杜の都仙台

✔

3,000,000 10,000,000

7,000,000 70.0

✔

既存事業に加え、事業承
継・相続を行った事業の合
計売上を記載してください。

『事業承継・相続特例』に
チェックを入れてください。



よくあるお問い合わせ（１／２）

２３

宮城県による営業時間短縮の協力要請（第11期）に協力しませんでしたが、時短要
請等関連事業者支援金の対象になりますか。

卸売と飲食店等、１つの事業者が複数の事業を行っている場合、関連事業者向けと
時短要請対象者向けの両方に申請できますか。

本支援金は宮城県による営業時間短縮の協力要請（第11期）に全面的に協力して
いただいたことが、支給の要件となっております。要請の対象施設を運営している事
業者の方は、要請に全面的にご協力いただいていない場合、『時短要請対象者向
け』及び『関連事業者向け』のどちらも対象となりません。

両方に申請することはできません。
なお、複数の事業を行っていたとしても、宮城県による営業時間短縮の協力要請（第
１１期）の対象となった飲食店を運営している場合は、『時短要請対象者向け』のみ
申請できます。

時短要請対象者向け

既に第２次時短要請等関連事業者支援金（９月３０日締切分）に申請していますが、
第３次時短要請等関連事業者支援金を申請できますか。

申請可能です。ただし、第２次時短要請等関連事業者支援金（９月３０日締切分）
の申請の際に対象月を８月として交付決定を受けている場合は、第３次時短要請等
関連事業者支援金の対象月を再度８月として申請することはできません。
※別途その他の支給要件を満たす必要があります。

第２次時短要請等関連事業者支援金（９月３０日締切分）で、既に８月を対象月とし
て交付決定を受けています。第３次時短要請等関連事業者支援金で８月を対象月と
して申請するためには、どのような手続きが必要になりますか。

第２次時短要請等関連事業者支援金（９月３０日締切分）に８月を対象月として交
付決定を受けている方で、第３次時短要請等関連事業者支援金に８月を対象月とし
て申請を希望する場合、第２次時短要請等関連事業者支援金の対象月を変更する
手続き（通常の変更申請とは異なります）が必要になります。

対象月の変更手続き終了後、第３次時短要請等関連事業者支援金に８月を対象
月としてご申請いただけます。

詳細な手続きにつきましては、支援金事務局までご相談ください。

飲食店の他にも事業を行っていますが、対象月の売上は飲食店分だけで計算すれ
ばいいですか。

複数の事業を行っている場合は、全ての事業の売上を基に減少額及び減少率を
計算してください。

店舗は仙台市内にありますが、本店が市外にある会社は対象になりますか。

対象になりません。
申請者が、会社法人の場合、市内に本店の登記を行っていること、会社以外の法

人においては市内に主たる事務所の登記を行っていることが要件となります。

Q２

Q３

Q４

Q５

Q１

Q６



よくあるお問い合わせ（２／２）

２４

酒類とカラオケ設備の両方とも提供していない飲食店だが、『時短要請対象者向け』
と『関連事業者向け』どちらに該当するか確認したい。

●宮城県による営業時間短縮の協力要請（第11期）の要請以前から、
午後８時から午前５時までの間に営業をしている飲食店

⇒『時短要請対象者向け』として申請を行ってください。
※別途その他の支給要件を満たす必要があります。

●宮城県による営業時間短縮の協力要請（第11期）の要請以前から、
午前５時から午後８時までの範囲内で営業をしている飲食店

⇒『関連事業者向け』として申請を行ってください。
※別途その他の支給要件を満たす必要があります。

仙台市感染症拡大防止協力金を受給した大企業は対象になりますか。

仙台市感染症拡大防止協力金を受給している場合でも、大企業及びみなし大企業
※は支援金の対象になりません。
※中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和５２年法律

第７４号）第２条第２項で規定する大企業者、租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）第２７条の
４第１２項各号で規定する法人

時短要請対象者向け

店舗は仙台市内にありますが、仙台市外に居住している個人事業主は対象になり
ますか。

対象になります。
申請者が、個人事業主の場合、申請時点で市内に店舗を所有又は賃借しているこ

とがわかる書類の提出が必要となります。

対象月の売上が前々年又は前年同月比で減少率５０％以上かつ減少額１５０万円
以上の店舗が複数ありますが、複数申請したり、該当する店舗数分の支援金を申請
できますか。

事業者単位で売上をまとめて申請いただきますので複数店舗が条件に該当する
場合でも複数申請することはできません。

対象月の売上が前々年又は前年同月比で５０％以上かつ減少額１５０万円以上減
少していても、支援金が支給されない場合はありますか。

支援金は宮城県による営業時間短縮の協力要請による影響又は緊急事態宣言及
びまん延防止等重点措置等の影響を受けて売上が５０％以上減少していること等が
支給要件となります。次の例のとおり、その影響とは関係ない理由により売上が減
少している場合は、支援金は支給されません。

【対象外となる事例】
〇 事業活動に季節性や不定期性があり、通常売上を得られない月を対象月とし

ている場合。
〇 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により、対象月の売上が減少

している場合。

Q11

Q８

Q９

Q７

Q10



業種一覧表

２５

交付申請兼実績報告書「１ 申請者の基本情報」欄の業種は下
表から該当する記号を選んで記入してください。

記号 分類 一例

Ａ 農業、林業 耕種農業、農業サービス業、林業サービス業

Ｂ 漁業 漁業、水産養殖業

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 金属鉱業、採石業、砂・砂利・玉石採取業

Ｄ 建設業
土木工事業、建築工事業、職別工事業、設備工
事業

Ｅ 製造業 食料品製造業、化学工業、金属製品製造業

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 電気業、ガス業、熱水道業、水道業

Ｇ 情報通信業
情報サービス業、インターネット付随サービス
業、映像・音声・文字情報制作業

Ｈ 運輸業、郵便業 道路旅客運送業、道路貨物運送業

Ｉ 卸売業、小売業
各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売
業

Ｊ 金融業、保険業
保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含
む）

Ｋ 不動産業、物品賃貸業
不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃
貸業

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 専門サービス業、広告業、技術サービス業

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 旅館・ホテル、飲食店

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 洗濯・理容・美容・浴場業

Ｏ 教育、学習支援業 学習塾、教養・技能教授業

Ｐ 医療、福祉 医療業、社会保険・社会福祉・介護事業

Ｑ 複合サービス事業 郵便局、協同組合

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）
廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、
その他の事業サービス業

※該当分類の詳細は、総務省「日本標準産業分類」でご確認ください。
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
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