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提出書類一覧

対象期間に関わらず提出する書類
・交付申請兼実績報告書（様式第１－９号）
・交付請求書（様式第５－９号）
・時間短縮営業を行った店舗情報シート（様式第１－９号 別紙２）
・飲食店営業許可書の写し
（接待を伴う飲食店の場合は風俗営業等営業許可証の写しも必要。）

・本人確認書類の写し
・通帳の写し（オモテ面と開いた１ページ目と２ページ目）
・【法人】2019年又は2020年の確定申告書別表１及び

法人事業概況説明書の写し◆
【個人】2019年又は2020年の確定申告書B（第１表・第２表）及び

所得税青色申告決算書（両面）の写し◆
・【複数店舗で申請の場合のみ】

店舗ごとの申請額一覧（様式第１－９号 別紙１）
・店舗ごとの2019年又は2020年の月別売上高売上高がわかる書類（売上台帳等）◆
・【売上高減少額方式で基準額を計算した場合】

店舗ごとの2021年の売上高がわかる書類（売上台帳等）◆

対象期間に応じて提出する書類

各１部

第9・10・11期

特 例

（◆の書類は通常申請の場合のみ提出）

新規開業特例

・時間短縮営業を行った店舗の売上高情報シート◆
【９期分が新規開業特例対象の場合】
９期：様式第１－９号 別紙３－２－１又は４－２－１
１０期：様式第１－９号 別紙３－１－２又は４－１－２
１１期：様式第１－９号 別紙３－１－３又は４－１－３
【９・１０期分が新規開業特例対象の場合】
９期：様式第１－９号 別紙３－２－１又は４－２－１
１０期：様式第１－９号 別紙３－２－２又は４－２－２
１１期：様式第１－９号 別紙３－１－３又は４－１－３
【９・１０・１１期分が新規開業特例対象の場合】
９期：様式第１－９号 別紙３－２－１又は４－２－１
１０期：様式第１－９号 別紙３－２－２又は４－２－２
１１期：様式第１－９号 別紙３－２－３又は４－２－３

・営業開始日がわかる書類（オープンを告知したチラシ等）

事業継承特例 ・売上台帳等の名義等が異なる場合は『名義が異なることの申立書等』（任意様式）◆

新型コロナ・災害
等特例

・時間短縮営業を行った店舗の売上高情報シート◆
【９期分が新型コロナ・災害等特例対象の場合】
９期：様式第１－９号 別紙３－３－１又は４－３－１
１０期：様式第１－９号 別紙３－１－２又は４－１－２
１１期：様式第１－９号 別紙３－１－３又は４－１－３
【９・１０期分が新型コロナ・災害等特例対象の場合】
９期：様式第１－９号 別紙３－３－１又は４－３－１
１０期：様式第１－９号 別紙３－３－２又は４－３－２
１１期：様式第１－９号 別紙３－１－３又は４－１－３
【９・１０・１１期が新型コロナ・災害等特例対象の場合】
９期：様式第１－９号 別紙３－３－１又は４－３－１
１０期：様式第１－９号 別紙３－３－２又は４－３－２
１１期：様式第１－９号 別紙３－３－３又は４－３－３

・営業開始日がわかる書類◆
・新型コロナウイルス感染症や災害等の影響を受け、２０２０年の事業活動に影響が出
ていたことがわかる書類◆

認証制度特例

・時間短縮営業を行った店舗の売上高情報シート◆
９期：様式第１－９号 別紙３－４又は４－４
１０期：様式第１－９号 別紙３－１－２又は４－１－２
１１期：様式第１－９号 別紙３－１－３又は４－１－３
※簡易申請の場合は様式第１－９号 別紙３－４のみ必要。

・（新規開業特例を用いる場合）営業開始日がわかる書類◆
・（新型コロナ・災害等特例を用いる場合）新型コロナウイルス感染症や災害等の影響を
受け、２０２０年の事業活動に影響が出ていたことがわかる書類◆



新規開業特例



新規開業特例の申請パターンについて 開業特例

開業から１年未満の店舗は比較する前年の売り上げの営業期間が十分
でないことから、新規開業特例で申請することができます。

２０２０年８月１８日以降に開業された場合、新規開業した日付により特例
の対象となる期が異なります。以下を参考に、どの期に該当するかご確
認ください。

【パターン①】 ２０２０年８月１８日から２０２０年８月２０日の期間中に新
規開業した場合

8/18 8/31

第９期
特例対象

8/20
開業

【パターン②】 ２０２０年８月２１日から２０２０年８月２７日の期間中に新
規開業した場合

8/27 8/31

第９・10期
特例対象

開業

【パターン③】 ２０２０年８月２８日以降に開業した場合

第９・10・11期
特例対象

8/20

8/18

8/18 開業

※売上高の計算は期ごとに行います。

・第９期：新規開業特例での申請（こちらの手引きの２～７ページへ）
・第10期・第11期：通常の申請（別冊子の申請の手引き【通常申請用】３９～６４ペー

ジへ）

・第９期・第10期：新規開業特例での申請（こちらの手引きの２～１３ページへ）
・第11期：通常の申請（別冊子の申請の手引き【通常申請用】５２～６４ページへ）

・第９期・第10期・第11期：新規開業特例での申請（こちらの手引きの２～１９ページ
へ）

8/21

8/28

１



新規開業特例について（第９期分）

２

■申請方法は『簡易申請』となります。
（詳細は別冊子の申請の手引き【通常申請用】の６ページを参照）
※確定申告書、売上台帳等の提出は必要ありません。
※確定申告等が不要となっている場合、基本的には簡易申請となります。

■１店舗あたりの協力金支給額：７５，０００円

１日当たりの売上高が全ての店舗で８３，３３３円以下

申請方法の目安

■申請方法は『通常申請』となり、特例用の売上高情報
シートの添付が必要となります。
※通常申請の方法は別冊子の申請の手引き【通常申請用】の１０ページ
からとなります。

※確定申告書、売上台帳等の提出が必要となります。
※大企業は通常申請に限ります。

■１店舗当たりの協力金支給額は売上高等に応じて異なります。
７５，０００～６００，０００円
（大企業の場合は０～６００，０００円）

次のいずれかの方法で『１日当たりの売上高※』を計算してください。

２０２０年８月１８日以降に新規開業し、協力金単価を算出するのに十分
な営業期間が取れない場合は、次の特例により基準額を算出することが
できます。

【時短要請日方式】

営業開始日から２０２１年８月１６日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年８月１６日までの日数

【８月方式】

営業開始日から２０２１年７月３１日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年７月３１日までの日数

第 ９ 期

開業特例

※売上高は消費税・地方消費税を除いた額を用います。

１日当たりの売上高が８３，３３３円を超える店舗がある



新規開業特例による協力金単価の算出方法（第９期分）

３

売上高減少額方式で用いる２０２１年の『１日当たりの売上高』は営
業開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法に応じて次のとお
り計算します。

【８月方式】２０２１年８月の売上高÷３１
【時短要請日方式】２０２１年８月１７日から８月１９日の売上高の合計÷３

【売上高方式の算出方法】
協力金単価＝営業開始日からの『１日当たりの売上高』×０．３

（下限額：2.5万円 上限額：7.5万円）

新規開業特例による協力金単価の算出方法

【売上高減少額方式の算出方法】
①営業開始日からの『１日当たりの売上高』×０．３
②（営業開始日からの『１日当たりの売上高』－

２０２１年の『１日当たりの売上高』)×０．４
のいずれか小さいほうを協力金単価とする。

（下限額：0円 上限額：20万円）

営業開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法

２０２１年の『１日当たりの売上高』の計算方法

【８月方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年７月３１日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年７月３１日までの日数

【時短要請日方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年８月１６日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年８月１６日までの日数

※算出結果はいずれも千円未満を切り上げ

第 ９ 期

開業特例



新規開業特例での算出例①（第９期分）

【計算例】売上高方式×８月方式（開業日から７月３１日までの売上高）

４

■２０２１年６月１日から７月３１日までの売上高の合計：８００万円
■２０２１年６月１日から７月３１日までの歴日数：６１日

８００万円÷６１日×０．３＝３９，３４５円
⇒協力金単価：４０，０００円

２０２１年 ５月 ６月 ７月 ８月

売上高(月) ５００万 ３００万 ・・・

▼６月１日オープン

■２０２１年８月１４日から８月１６日までの売上高の合計：６０万円
■２０２１年８月１４日から８月１６日までの歴日数：３日

※休業日を含めて計算します

６０万円÷３日×０．３＝６０，０００円
⇒協力金単価：６０，０００円

２０２１年 ８月１３日 ８月１４日 ８月１５日 ８月１６日

売上高(日) ３０万 休業 ３０万

▼８月１４日オープン

【計算例】売上高方式×時短要請日方式
（開業日から８月１６日までの売上高）

第９期協力金の額＝１２０，０００円（協力金単価×３日）

第９期協力金の額＝１８０，０００円（協力金単価×３日）

第 ９ 期

開業特例



【計算例】売上高減少額方式×時短要請日方式
（開業日から８月１６日までの売上高と８月１７日から８月１９日の売上高の比較）

▼７月１日オープン

２０２１年
７月１日から８月１６日
までの売上高の合計

８月１７日から８月１９日
までの売上高の合計

売上高(日) １，３００万 ５０万

新規開業特例での算出例②（第９期分）

５

【計算例】売上高減少額方式×８月方式
（開業日から７月３１日までの売上高と２０２１年８月の売上高の比較）

■２０２１年７月１日から７月３１日までの売上高の合計：８００万円
■２０２１年７月１日から７月３１日までの歴日数：３１日

８００万円÷３１日×０．３＝７７，４２０円・・・①

■２０２１年８月１日から８月３１日までの売上高の合計：３００万円
■２０２１年８月１日から８月３１日までの歴日数：３１日

(８００万円÷３１日－３００万円÷３１日)×０．４
＝(２５８，０６５円－９６，７７５円)×０.４＝６４，５１６円・・・②

①＞②より、小さい②を単価にする。
⇒協力金単価：６５，０００円

（千円未満切り上げ）

２０２１年 ５月 ６月 ７月 ８月

売上高(月) ８００万 ３００万

▼７月１日オープン

第９期協力金の額＝１９５，０００円（協力金単価×３日）

第９期協力金の額＝１３２，０００円（協力金単価×３日）

■２０２１年７月１日から８月１６日までの売上高の合計：１，３００万円
■２０２１年７月１日から８月１６日までの歴日数：４７日

１，３００万円÷４７日×０．３＝８２，９７９円・・・①

■２０２１年８月１７日から８月１９日までの売上高の合計：５０万円
■２０２１年８月１７日から８月１９日までの歴日数：３日

(１，３００万円÷４７日－５０万円÷３日)×０．４
＝(２７６，５９６円－１６６，６６７円)×０.４＝４３，９７２円・・・②

①＞②より、小さい②を単価にする。
⇒協力金単価：４４，０００円

（千円未満切り上げ）

第 ９ 期

開業特例



売上高情報シート(売上高方式)の記入方法（第９期分）

６

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。

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高方式・新規開業特例用で
あることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

１日当たりの売上高に「０．３」を
かけて、１日当たりの協力金単
価を求めてください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申
請額を求めてください。

対象期間を選択してください。

対象期間の売上高の合計・日数を記載してください。

ご自身が新規開業特例を利用する期の
様式であることを確認してください。

第 ９ 期

開業特例



売上高情報シート(売上高減少額方式)の記入方法（第９期分）

７

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。

売上高情報シート(売上高減少額方式) 表面

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高減少額方式・新規開業特例
用であることを確認してください。

『１日当たりの売上高×０．３』
を求めてください。
（F）で算出した金額がこの欄
の金額より大きい場合はこちら
の額を協力金の単価として用
います。

対象期間を選択してください。
対象期間の売上高の合計・日数・１日あたりの売上高を記載してください。

『１日当たりの売上高の計算』で選択し
たものと同じ方式を選択してください。

計算式にもとづき１日当たり
の売上高を計算してください。

（C）と（F）で算出した金額を比較

し、いずれか小さいほうを記入し
てください。

『１日当たりの減少額』に「０．４」をかけて、『１日当
たりの協力金単価』を求めてください。
（C）で算出した金額がこの欄の金額より大きい場
合はこちらの額を協力金の単価として用います。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申
請額を求めてください。

ご自身が新規開業特例を利用する期の
様式であることを確認してください

第 ９ 期

開業特例



新規開業特例について（第10期分）

８

■申請方法は『簡易申請』となります。
（詳細は別冊子の申請の手引き【通常申請用】の６ページを参照）
※確定申告書、売上台帳等の提出は必要ありません。
※確定申告等が不要となっている場合、基本的には簡易申請となります。

■１店舗あたりの協力金支給額：２１０，０００円

１日当たりの売上高が全ての店舗で７５，０００円以下

申請方法の目安

■申請方法は『通常申請』となり、特例用の売上高情報
シートの添付が必要となります。
※通常申請の方法は別冊子の申請の手引き【通常申請用】の１０ページ
からとなります。

※確定申告書、売上台帳等の提出が必要となります。
※大企業は通常申請に限ります。

■１店舗当たりの協力金支給額は売上高等に応じて異なります。
２１０，０００～１，４００，０００円
（大企業の場合は０～１，４００，０００円）

次のいずれかの方法で『１日当たりの売上高※』を計算してください。

２０２０年８月２１日以降に新規開業し、協力金単価を算出するのに十分
な営業期間が取れない場合は、次の特例により基準額を算出することが
できます。

【時短要請日方式】

営業開始日から２０２１年８月１９日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年８月１９日までの日数

【８月方式】

営業開始日から２０２１年７月３１日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年７月３１日までの日数

※売上高は消費税・地方消費税を除いた額を用います。

１日当たりの売上高が７５，０００円を超える店舗がある

第 1 0 期

開業特例



新規開業特例による協力金単価の算出方法（第10期分）

９

売上高減少額方式で用いる２０２１年の『１日当たりの売上高』は営業
開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法に応じて次のとおり計算
します。

【８月方式】２０２１年８月の売上高÷３１
【時短要請日方式】２０２１年８月２０日から８月２６日の売上高の合計÷７

【売上高方式の算出方法】
協力金単価＝営業開始日からの『１日当たりの売上高』×０．４

（下限額：3万円 上限額：10万円）

新規開業特例による協力金単価の算出方法

【売上高減少額方式の算出方法】
協力金単価＝（営業開始日からの『１日当たりの売上高』－

２０２１年の『１日当たりの売上高』)×０．４
（下限額：０円 上限額：20万円）

営業開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法

２０２１年の『１日当たりの売上高』の計算方法

【８月方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年７月３１日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年７月３１日までの日数

【時短要請日方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年８月１９日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年８月１９日までの日数

※算出結果はいずれも千円未満を切り上げ

第 1 0 期

開業特例



新規開業特例での算出例①（第10期分）

【計算例】売上高方式×８月方式（開業日から７月３１日までの売上高）

１０

■２０２１年６月１日から７月３１日までの売上高の合計：８００万円
■２０２１年６月１日から７月３１日までの歴日数：６１日

８００万円÷６１日×０．４＝５２，４６０円
⇒協力金単価：５３，０００円

２０２１年 ５月 ６月 ７月 ８月

売上高(月) ５００万 ３００万 ・・・

▼６月１日オープン

■２０２１年８月１７日から８月１９日までの売上高の合計：６０万円
■２０２１年８月１７日から８月１９日までの歴日数：３日

※休業日を含めて計算します

６０万円÷３日×０．４＝８０，０００円
⇒協力金単価：８０，０００円

２０２１年 ８月１６日 ８月１７日 ８月１８日 ８月１９日

売上高(日) ３０万 休業 ３０万

▼８月１７日オープン

【計算例】売上高方式×時短要請日方式
（開業日から８月１９日までの売上高）

第10期協力金の額＝３７１，０００円（協力金単価×７日）

第10期協力金の額＝５６０，０００円（協力金単価×７日）

第 1 0 期
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【計算例】売上高減少額方式×時短要請日方式
（開業日から８月１９日までの売上高と

８月２０日から８月２６日の売上高の比較）

▼７月１日オープン

２０２１年
７月１日から８月１９日
までの売上高の合計

８月２０日から８月２６日
までの売上高の合計

売上高(日) １，３００万 １００万

新規開業特例での算出例②（第10期分）

１１

【計算例】売上高減少額方式×８月方式
（開業日から７月３１日までの売上高と２０２１年８月の売上高の比較）

■２０２１年７月１日から７月３１日までの売上高の合計：８００万円
■２０２１年７月１日から７月３１日までの歴日数：３１日

■２０２１年８月１日から８月３１日までの売上高の合計：４００万円
■２０２１年８月１日から８月３１日までの歴日数：３１日

(８００万円÷３１日－４００万円÷３１日)×０．４
＝(２５８，０６５円－１２９，０３３円)×０．４＝５１，６１３円

⇒協力金単価：５２，０００円

２０２１年 ５月 ６月 ７月 ８月

売上高(月) ８００万 ４００万

▼７月１日オープン

第10期協力金の額＝３６４，０００円（協力金単価×７日）

第10期協力金の額＝３２９，０００円（協力金単価×７日）

■２０２１年７月１日から８月１９日までの売上高の合計：１，３００万円
■２０２１年７月１日から８月１９日までの歴日数：５０日

■２０２１年８月２０日から８月２６日までの売上高の合計：１００万円
■２０２１年８月２０日から８月２６日までの歴日数：７日

(１，３００万円÷５０日－１００万円÷７日)×０．４
＝(２６０，０００円－１４２，８５８円)×０．４＝４６，８５７円

⇒協力金単価：４７，０００円

第 1 0 期
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売上高情報シート(売上高方式)の記入方法（第10期分）

１２

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。

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高方式・新規開業特例用で
あることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

１日当たりの売上高に「０．４」を
かけて、１日当たりの協力金単
価を求めてください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申
請額を求めてください。

対象期間を選択してください。

対象期間の売上高の合計・日数を記載してください。

ご自身が新規開業特例を利用する期の
様式であることを確認してください。

第 1 0 期
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売上高情報シート(売上高減少額方式)の記入方法（第10期分）

１３

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。

売上高情報シート(売上高減少額方式) 表面

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高減少額方式・新規開業特例
用であることを確認してください。

対象期間を選択してください。

対象期間の売上高の合計・日数・１日あたりの売上高を記載してください。

『１日当たりの売上高の計算』で選択し
たものと同じ方式を選択してください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申
請額を求めてください。

ご自身が新規開業特例を利用する期の
様式であることを確認してください

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

計算式にもとづき１日当たり
の売上高を計算してください。

表面の計算結果をもとに『１日当た
りの売上高減少額』を計算してくだ
さい。

『１日当たりの売上高減少額』に
０．４をかけ１日当たりの協力金
単価を計算してください。

第 1 0 期
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新規開業特例について（第11期分）

１４

■申請方法は『簡易申請』となります。
（詳細は別冊子の申請の手引き【通常申請用】の６ページを参照）
※確定申告書、売上台帳等の提出は必要ありません。
※確定申告等が不要となっている場合、基本的には簡易申請となります。

■１店舗あたりの協力金支給額：６８０，０００円

１日当たりの売上高が全ての店舗で１００，０００円以下

申請方法の目安

■申請方法は『通常申請』となり、特例用の売上高情報
シートの添付が必要となります。
※通常申請の方法は別冊子の申請の手引き【通常申請用】の１０ページ
からとなります。

※確定申告書、売上台帳等の提出が必要となります。
※大企業は通常申請に限ります。

■１店舗当たりの協力金支給額は売上高等に応じて異なります。
６８０，０００～３，４００，０００円
（大企業の場合は０～３，４００，０００円）

次のいずれかの方法で『１日当たりの売上高※』を計算してください。

２０２０年８月２８日以降に新規開業し、協力金単価を算出するのに十分
な営業期間が取れない場合は、次の特例により基準額を算出することが
できます。

【時短要請日方式】

営業開始日から２０２１年８月２６日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年８月２６日までの日数

【９月方式】

営業開始日から２０２１年８月３１日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年８月３１日までの日数

※売上高は消費税・地方消費税を除いた額を用います。

１日当たりの売上高が１００，０００円を超える店舗がある

【期間合計方式】

営業開始日から２０２１年７月３１日までの売上高の合計÷
営業開始日から２０２１年７月３１日までの日数

第 1 1 期
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新規開業特例による協力金単価の算出方法（第11期分）

１５

売上高減少額方式で用いる２０２１年の『１日当たりの売上高』は営業
開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法に応じて次のとおり計算
します。

【９月方式】２０２１年９月の売上高÷３０
【期間合計方式】２０２１年８月と９月の売上高の合計÷６１
【時短要請日方式】２０２１年８月２７日から９月１２日の売上高の合計÷１７

【売上高方式の算出方法】
協力金単価＝営業開始日からの『１日当たりの売上高』×０．４

（下限額：4万円 上限額：10万円）

新規開業特例による協力金単価の算出方法

【売上高減少額方式の算出方法】
協力金単価＝（営業開始日からの『１日当たりの売上高』－

２０２１年の『１日当たりの売上高』)×０．４
（下限額：0円 上限額：20万円）

営業開始日からの『１日当たりの売上高』の計算方法

２０２１年の『１日当たりの売上高』の計算方法

【９月方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年８月３１日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年８月３１日までの日数

【時短要請日方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年８月２６日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年８月２６日までの日数

※算出結果はいずれも千円未満を切り上げ

【期間合計方式】
営業開始日からの『１日当たりの売上高』
＝営業開始日から２０２１年７月３１日までの売上高の合計
÷営業開始日から２０２１年７月３１日までの日数

第 1 1 期
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新規開業特例での算出例①（第11期分）

【計算例】売上高方式×９月方式（開業日から８月３１日までの売上高）

１６

■２０２１年７月１日から８月３１日までの売上高の合計：８００万円
■２０２１年７月１日から８月３１日までの歴日数：６２日

８００万円÷６２日×０．４＝５１，６１４円
⇒協力金単価：５２，０００円

２０２１年 ６月 ７月 ８月 ９月

売上高(月) ５００万 ３００万 ・・・

▼７月１日オープン

■２０２１年８月２４日から８月２６日までの売上高の合計：６０万円
■２０２１年８月２４日から８月２６日までの歴日数：３日

※休業日を含めて計算します

６０万円÷３日×０．４＝８０，０００円
⇒協力金単価：８０，０００円

２０２１年 ８月２３日 ８月２４日 ８月２５日 ８月２６日

売上高(日) ３０万 休業 ３０万

▼８月２４日オープン

【計算例】売上高方式×時短要請日方式
（開業日から８月２６日までの売上高）

第11期協力金の額＝８８４，０００円（協力金単価×１７日）

第11期協力金の額＝１，３６０，０００円（協力金単価×１７日）

第 1 1 期
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【計算例】売上高減少額方式×時短要請日方式
（開業日から８月２６日までの売上高と

８月２７日から９月１３日の売上高の比較）

▼７月１日オープン

２０２１年
７月１日から８月２６日
までの売上高の合計

８月２７日から９月１３日
までの売上高の合計

売上高(日) ２，５００万 ５００万

新規開業特例での算出例②（第11期分）

１７

【計算例】売上高減少額方式×９月方式
（開業日から８月３１日までの売上高と２０２１年９月の売上高の比較）

■２０２１年８月１日から８月３１日までの売上高の合計：１，０００万円
■２０２１年８月１日から８月３１日までの歴日数：３１日

■２０２１年９月１日から９月３０日までの売上高の合計：３００万円
■２０２１年９月１日から９月３０日までの歴日数：３０日

(１，０００万円÷３１日－３００万円÷３０日)×０．４
＝(３２２，５８１円－１００，０００円)×０．４＝８９，０３３円

⇒協力金単価：９０，０００円

２０２１年 ６月 ７月 ８月 ９月

売上高(月) １，０００万 ３００万

▼８月１日オープン

第11期協力金の額＝１，５３０，０００円（協力金単価×１７日）

第11期協力金の額＝９８６，０００円（協力金単価×１７日）

■２０２１年７月１日から８月２６日までの売上高の合計：２，５００万円
■２０２１年７月１日から８月２６日までの歴日数：５７日

■２０２１年８月１７日から８月１９日までの売上高の合計：５００万円
■２０２１年８月１７日から８月１９日までの歴日数：１７日

(２，５００万円÷５７日－５００万円÷１７日)×０．４
＝(４３８，５９７円－２９４，１１８円)×０．４＝５７，７９２円

⇒協力金単価：５８，０００円

第 1 1 期

開業特例



売上高情報シート(売上高方式)の記入方法（第11期分）

１８

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。

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高方式・新規開業特例用で
あることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

１日当たりの売上高に「０．４」を
かけて、１日当たりの協力金単
価を求めてください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申
請額を求めてください。

対象期間を選択してください。

対象期間の売上高の合計・日数を記載してください。

ご自身が新規開業特例を利用する期の
様式であることを確認してください。

第 1 1 期

開業特例



売上高情報シート(売上高減少額方式)の記入方法（第11期分）

１９

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。

売上高情報シート(売上高減少額方式) 表面

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

営業開始日を記入してください。

売上高減少額方式・新規開業特例
用であることを確認してください。

対象期間を選択してください。

対象期間の売上高の合計・日数・１日あたりの売上高を記載してください。

『１日当たりの売上高の計算』で選択し
たものと同じ方式を選択してください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申
請額を求めてください。

ご自身が新規開業特例を利用する期の
様式であることを確認してください

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

計算式にもとづき１日当たり
の売上高を計算してください。

表面の計算結果をもとに『１日当た
りの売上高減少額』を計算してくだ
さい。

『１日当たりの売上高減少額』に
０．４をかけ１日当たりの協力金
単価を計算してください。

第 1 1 期

開業特例



事業承継特例



事業承継特例について

２０

２０１９年８月１８日以降に店舗の移転を行ったり、店舗を引き継いだ場
合は次のいずれかの方法で協力金単価を求めることができます。

A：売上高方式
移転・引き継ぎ後の店舗の売上高では２０１９年又は２０２０年の『１日当たりの売
上高』が算出できないため、次の方法による算出を可とします。

①【事業承継特例】移転・引き継ぎ後の店舗の売上高に代えて、移転・引き継ぎ前
の店舗の売上高をもとにした店舗基準額の算出

②移転後の店舗を新規開業したものとして新規開業特例により算出

B：売上高減少額方式
移転・引き継ぎ後の店舗の売上高では２０２１年の『１日当たりの売上高』と２０１９

年又は２０２０年の『１日当たりの売上高』との比較による売上高減少額の算出がで
きないことから、次の方法による算出を可とします。

①【事業承継特例】移転・引き継ぎ前後の店舗の売上高との比較による売上高減
少額の算出

②移転後の店舗を新規開業として新規開業特例により算出

【計算例】２０２１年５月に店舗を移転した場合

２０２０年 ２０２１年

６月 ７月 ８月 ９月 ・・・ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

８０ １００ １００ ８０ ・・・ ８０ ８０ ６０ ７０ ５０

店舗移転
▼→青葉区一番町で営業青葉区国分町二丁目で営業←

①移転前の店舗の売上高をも
とに店舗基準額を算出

（万円）（万円）

②移転後の店舗の売上高をもとに新規
開業特例にて店舗基準額を算出または

【事業承継特例の場合の添付書類（簡易申請の場合）】
・特例申請にかかる特段の添付書類は不要です。
※簡易申請の通常の添付書類で申請できます。

【事業承継特例の場合の添付書類（通常申請の場合）】

・売上台帳等の名義等が異なる場合は『名義が異なることの申立書
等』（任意様式）を添付してください。

承継特例



新型コロナ・災害等特例



新型コロナ・災害等特例の申請パターンについて ｺ ﾛ ﾅ 特 例

開業から２年未満の店舗について、 ２０１９年１０月の台風１９号や新型コロナウイ
ルス感染症の影響により２０２０年８月・９月の売上高が著しく低い場合は、営業を
開始した年（２０１９年又は２０２０年のいずれかの年）の１日当たりの売上高※を基
に協力金単価を求めることができます。
２０２０年８月１８日以降に開業された場合、新規開業した日付により特例の対象と
なる期が異なります。以下を参考に、どの期に該当するかご確認ください。

【パターン①】 ２０２０年８月１８日から２０２０年８月２０日の期間中に新
規開業した場合

8/18 8/31

第９期
特例対象

8/20
開業

【パターン②】 ２０２０年８月２１日から２０２０年８月２７日の期間中に新
規開業した場合

8/27 8/31

第９・10期
特例対象

開業

【パターン③】 ２０２０年８月２８日以降に開業した場合

第９・10・11期
特例対象

8/20

8/18

8/18 開業

※売上高の計算は期ごとに行います。

・第９期：新型コロナ・災害等特例での申請（こちらの手引きの２４又は２５ページへ）
・第10期・第11期：通常の申請（別冊子の申請の手引き【通常申請用】３９～６４ペー
ジへ）

・第９期・第10期：新型コロナ・災害等特例での申請（こちらの手引きの２４又は２５
ページへ）
・第11期：通常の申請（別冊子の申請の手引き【通常申請用】５２～６４ページへ）

・第９期・第10期・第11期：新型コロナ・災害等特例での申請（こちらの手引きの２４
又は２５ページへ）

8/21

8/28

２１



新型コロナ・災害等特例について

２２

・申請方法は『簡易申請』となります
※申請の方法は、別冊子の申請の手引き【通常申請用】６ページを参照してください。
■確定申告書、売上台帳等の提出は不要です。

※確定申告等が不要となっている場合、基本的には簡易申請となります。

※大企業は通常申請に限ります。

１日当たりの売上高が全ての店舗で基準額以下

申請方法の目安

１日当たりの売上高が基準額を超える店舗がある

・申請方法は『通常申請』となり、特例用の売上高情報シートの添付が必要
となります。
※特例用の売上高情報シートの作成方法は２４～２５ページをご確認ください。

※申請の方法は、別冊子の申請の手引き【通常申請用】１０ページ以降を参考にご記

入ください。

■特例用の売上高情報シートの提出が必要となります。

■確定申告書、売上台帳等の提出が必要となります。

※大企業は通常申請に限ります。

１日当たりの売上高
＝営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計
÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数

２０１９年８月１８日以降に新規開業した店舗であり、２０１９年１０月の台
風１９号や新型コロナウイルス感染症の影響により２０２０年８月・９月の
売上高が著しく低い場合は、営業を開始した年（２０１９年又は２０２０年の
いずれかの年）の１日当たりの売上高※を基に協力金単価を求めることが
できます。
※営業を開始した年（２０１９年又は２０２０年のいずれかの年）の１日当たりの売上
高は、営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高を日数で割ったものとし
ます（消費税・地方消費税を除いた売上高を用います）。

ｺ ﾛ ﾅ 特 例

第９期 第１０期 第１１期

基準額 ８３，３３３円 ７５，０００円 １００，０００円



新型コロナ・災害等特例について

２３

（A）売上高方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法
【計算式】（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）×０．３
下限額：２５，０００円、上限額７５，０００円

第９期の協力金単価の算出方法

（B）売上高減少額方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法
【計算式】｛（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）
－２０２１年の１日当たりの売上高｝×０．４

下限額：０円
上限額：２００，０００円又は２０１９年若しくは２０２０年の「１日当たりの

売上高」×０．３のいずれか低い額

協力金単価の算出方法は、各期で（A）売上高方式か（B）売上高減少額方式のいずれ
かを選択できます。（ただし、大企業の方は（B）売上高減少額方式のみ選択できます。）

ｺ ﾛ ﾅ 特 例

（A）売上高方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法
【計算式】（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）×０．４
下限額：３０，０００円、上限額１００，０００円

第１０期の協力金単価の算出方法

（B）売上高減少額方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法
【計算式】｛（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）
－２０２１年の１日当たりの売上高｝×０．４

下限額：０円、上限額：２００，０００円

（A）売上高方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法
【計算式】（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）×０．４
下限額：４０，０００円、上限額１００，０００円

第１１期の協力金単価の算出方法

【B売上高減少額方式の新型コロナ・災害等特例での算出方法】
【計算式】｛（営業開始日からその年の１２月３１日までの売上高の合計

÷営業開始日からその年の１２月３１日までの日数）
－２０２１年の１日当たりの売上高｝×０．４

下限額：０円、上限額：２００，０００円

※期によって上限・下限額が異なるためご注意ください。



売上高情報シート(売上高方式)の記入方法

２４

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(確定申告書・売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

・新型コロナウイルス感染症や災害等の影響を受け、２０２０年の事
業活動に影響が出ていたことがわかる書類
※罹災証明書や各種給付金の交付決定通知等

ｺ ﾛ ﾅ 特 例

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

売上高方式・新型コロナ・災害等特
例用であることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

計算式にもとづき計算し、１日当たり
の協力金単価を求めてください。

１日当たりの協力金単価に
日数をかけ、店舗ごとの申請
額を求めてください。

営業開始日からその年の１２月３１日まで
の売上高及び日数を記載してください。

営業を開始した年に
☑を入れ、月日を記
入してください。

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。
※大企業の方は売上高減少方式のみ選択できます。



売上高情報シート(売上高減少額方式)の記入方法

２５

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。
※大企業の方は売上高減少方式のみ選択できます。

【添付書類】
・対象期間の売上高がわかる書類(確定申告書・売上台帳等)

・営業開始日がわかる書類(オープンを告知したチラシ等)

※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

・新型コロナウイルス感染症や災害等の影響を受け、２０２０年の事
業活動に影響が出ていたことがわかる書類
※罹災証明書や各種給付金の交付決定通知等

ｺ ﾛ ﾅ 特 例

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

売上高減少額方式・新型コロナ・災害等特
例用であることを確認してください。

計算式にもとづき１日
当たりの売上高を計
算してください。

１日当たりの協力金単価に日数をかけ、
店舗ごとの申請額を求めてください。

期間中の売上高を記載してください。

営業を開始した年に
☑を入れ、月日を記
入してください。

１日当たりの売上高減少額を求めてください。

１日当たりの売上高減少額に０．４をかけ１日当た
りの協力金単価を計算してください。

計算式にもとづき計算して求めてく
ださい。
※第９期については、この欄の金
額と（Ｆ）の金額を比較し、いずれか
小さい方を１日当たりの協力金の
単価として用います。

☑



認証制度特例

※認証制度特例は第９期のみご利用いただ
けます。



要請期間の途中で認証店となった店舗の特例（第９期）

第９期の途中で認証店となった店舗については、認証日以降は要請の
対象外となることから通常営業を行っても差し支えありません。（第１０期、
第１１期は認証店も要請対象となります。）

その店舗については特例的に要請開始日（８月１７日）から連続して協
力した日までの日数に協力金単価をかけた額の協力金を支給します。

認証特例で申請を行う場合は、簡易申請・通常申請で必要な書類に加
えて、特例を利用して申請する店舗分の『別紙３－４』又は『別紙４－４』
の添付が必要となります。

時短

8/17 8/20認証

営業

支給範囲

時短

8/17 8/20認証

支給範囲

時 短

8/17 8/20認証

営業

支給範囲

認証制度特例で申請が必要な店舗の例

※協力金の支給は要請開始日（８月１７日）から連続して協力した日までの日数分
となります（再度行った時短期間分は支給されません）。

時短 営業 時短

8/17 8/20認証

支給範囲 ↑この期間は支給
対象外となります

特例を用いずに申請ができる店舗の例

要請期間の前や途中で認証店となったが、通常営業に変更せず、要
請期間を通して協力を行った場合は、特例を用いず認証店以外の店舗
と同様の申請方法で申請ができます。

２６

第 ９ 期
認証制度
特 例

時短

8/17 8/20認証

支給範囲



認証制度特例申請に必要な書類

２７

認証制度特例で申請を行う場合、簡易申請・通常申請に必要な書類の一

部が次のとおり変更となります。

通常申請を行う場合

■認証制度特例を使用する店舗については『売上高情報シート（様式第
１－９号 別紙３－１又は４－１ ）』に代えて 『売上高情報シート（認証制
度特例用、様式第１－９号 別紙３－４又は４－４ ）』の提出が必要とな
ります。

⇒記入方法は３２ページをご確認ください。

その他の提出書類は通常申請と共通となります。別冊子の申請の手
引き【通常申請用】１０ページ以降を参考にご記入ください。

第 ９ 期
認証制度
特 例

簡易申請を行う場合

■認証制度特例を使用する店舗については『売上高情報シート（認証制
度特例用、様式第１－９号 別紙３－４）』の提出が必要となります。

⇒記入方法は３１ページをご確認ください。

その他の提出書類は簡易申請と共通となります。別冊子の申請の手
引き【通常申請用】６ページを参照してください。

■申請書の「認証制度特例制度あり」の欄にチェックを入れてください。

■店舗情報シートに営業短縮等した期間及び『みやぎ飲食店コロナ対策
認証ステッカーを申請店舗に掲示している様子がわかる写真』の貼付
けが必要になります。

※『新型コロナ対策実施中ポスター』では認証店であるか

確認できないため、必ず『みやぎ飲食店コロナ対策認証

ステッカー』が写っている写真を提出してください。

⇒記入方法は３０ページをご確認ください。

簡易申請・通常申請の共通事項

『認証制度特例店舗あり』の欄に必ずチェックを入れてください。



店舗情報シートの記入方法
（１／３）

２８

第 ９ 期
認証制度
特 例

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

第９期、第１０期、第１１期の店舗情報
シートであることを確認してください。

店舗の名称(フリガナ)及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

接待を伴う飲食店の
場合、風俗営業等営
業許可証を追加で提
出してください。

店舗の所在地・営業時間等を記入してください。
※所在地はビル名や階数まで記載してください。
※営業許可書と一致している必要があります。

みやぎ飲食店コロナ対策認証店は
「認証ステッカーを取得・掲示」の欄
にチェックを入れてください。

※複数店舗で申請する場合は店舗情報シートを申請店舗分作成して
添付してください。

※協力期間の長さにかかわらず、店舗情報シートは1店舗につき1部
作成してください。（仮に第9期～第11期の3期分を申請する場合、
店舗情報シートを3部作成する必要はありません。）

対象期間中の営業時間
を記載してください。



店舗情報シートの記入方法
（２／３）

２９

第 ９ 期
認証制度
特 例

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

客席が見渡せる内観写真を貼り付けて
ください。

※個室のみの店舗等の場合は、個室
内を撮影したものでも可。

※レジ前等飲食スペースが確認できな
いものは不可。

※１枚で確認が困難な場合、複数枚添
付してください。

店舗の入り口・店舗名等が読み取れる外
観写真を貼り付けてください

※入居ビルの写真や入居ビル入り口の
看板の写真では不可とします。

※１枚で入り口と店舗名の確認が困難な
場合、複数枚添付してください。

店舗の名称及び施設No.を記入してください。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店
舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

※複数店舗で申請する場合は店舗情報シートを申請店舗分作成して
添付してください。



店舗情報シートの記入方法
（３／３）

３０

第 ９ 期
認証制度
特 例

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

店舗の名称及び施設No.を記入してください。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店
舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

店舗の外観又は内観写真から、①営業時間の短縮協力状況、②「みやぎ飲食店コロナ
対策認証ステッカー」の取得・掲示状況がわからないときは、別途この欄にわかるものを
貼り付けてください。

例)みやぎ飲食店コロナ対策認証ステッカーの掲示状況を
写した写真

例)営業時間の短縮を告知した貼り紙やSNSのスクリーン
ショット等(協力期間の始期・終期が明確にわかること)

※複数店舗で申請する場合は店舗情報シートを申請店舗分作成して
添付してください。

例１）対象期間内でポスターを分
けていた場合は全ての期間分の
ポスターの添付が必要になります。

例２）書き換えて掲示している場合
は始期と終期が確認できるものの
添付が必要になります。
※第１０期・第１１期については酒
類の提供停止がわかるものを添付
してください。

※営業時間短縮の協力状況を示す添付資料について



売上高情報シート(売上高方式)の記入方法

３１

第 ９ 期
認証制度
特 例

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。

簡易申請を行う場合

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

認証を受けた日を記
載してください。

売上高方式・認証制度特例用で
あることを確認してください。

時短営業を行った期間と日数
を記載してください。店舗情報
シートと一致させてください。

簡易申請の欄にチェックを入れてください。

『２５，０００円』と記入してください。

『時短営業を行った日数×２５，０００円』で
計算した結果を記入してください。



売上高情報シート(売上高方式)の記入方法

３２

第 ９ 期
認証制度
特 例

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。
※大企業の方は売上高減少方式のみ選択できます。

通常申請を行う場合

店舗の名称及び施設No.を記入してください(1店舗のみの場合は「１」)。
※複数店舗で申請を行う場合、施設No.は「店舗ごとの申請額一覧」と一致させてください。

認証を受けた日を記
載してください。

売上高方式又は売上額減少額方式の
認証制度特例用を使用してください。

時短営業を行った期間と日数
を記載してください。店舗情報
シートと一致させてください。

計算に用いた月が属する年を選択してください。

計算式に基づき計算してください。

『１日当たりの売上金単価』に『時短営業を
行った日数』をかけて計算した結果を記入
してください。

いずれかを選択してください。

※新規開業特例を使用する際
には、この様式の裏面の特例計
算例欄に必要事項を記入して１
日当たりの売上高を計算してく
ださい。

【添付書類（共通）】
・対象期間の売上高がわかる書類（売上台帳等）
【添付書類（新規開業特例を用いる場合）】
・営業開始日がわかる書類（オープンを告知したチラシ等）
※営業開始日がわかる書類が提出できない場合は、営業許可書の有効期
間開始日を営業開始日とします。

【添付書類（新型コロナ・災害等特例を用いる場合）】

・新型コロナウイルス感染症や災害等の影響を受け、２０２０年の事
業活動に影響が出ていたことがわかる書類
※罹災証明書や各種決定通知等


