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問1. 仙台市中小企業等事業復活支援給付金の支給対象を教えてください。 

次の①、②の両方を満たす個人事業者・中小企業が対象です。詳しくは、申請の手引きの

1ページに支給対象を記載していますので、ご確認ください。 

①（個人事業者） 住民登録または事業所の所在地が仙台市内であること 

 （中小企業※） 登記上の本店を仙台市内に置いていること 

 （その他法人） 登記上の主たる事務所を仙台市内に置いていること 

②国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていること 

 

※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項に該当する企業 

 

問2. 国の「事業復活支援」の給付を受けている市内事業者であれば必ず仙台

市中小企業等事業復活支援給付金の対象になりますか。 

国の「事業復活支援金」の給付を受けている市内事業者であっても、いわゆる「中堅企業」

や「みなし大企業」に該当する方は対象外となります。 

 

※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項に規定する「中小企業者」に該当しない場合 

 

問3. 国の「事業復活支援金」とは何ですか。 

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、

事業規模に応じた給付金を支給する国の制度です。 

2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11 月～2021 年 3 月まで

の間の任意の同じ月の売上高と比較して、50％以上又は 30％以上 50％未満減少した事業者

に対して、 

・個人事業者：最大 50万円 

・法人：年間の売上高に応じて最大 250万円 

が支給されます。 

詳細については国の「事業復活支援金」の相談窓口へお問い合わせください。 

 

【国の事業復活支援金相談窓口】 

 0120-789-140  受付時間：8:30-19:00（土日・祝日含む全日） 
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問4. 中小企業で本社が仙台市外にありますが、対象となりますか。 

中小企業の場合は登記上の本店、その他法人の場合は登記上の主たる事務所が仙台市外

の方は対象外となります。 

 

 

問5. 中小企業で本社が仙台市外にありますが、主要な事業所が仙台市内にあ

るので、対象となりますか。 

中小企業の場合は登記上の本店が仙台市内に置いていることが要件のため対象外となり

ます。支給対象に記載している「主たる事務所」とは、会社以外の法人における本店のこと

を指す名称です。 

 

 

問6. 個人事業者で住民登録地が仙台市外、事業所が仙台市内にありますが、

対象となりますか。 

個人事業者は、住民登録地、事業所所在地のいずれかが仙台市内にあれば対象となります。 

住民登録地が仙台市以外で事業所所在地のみが仙台市内の場合は、申請書の事業所所在

地欄を記載いただくとともに、市内にその施設を所有または賃貸し、事業を営んでいること

がわかる書類（賃貸借契約書等）の写しも提出ください。 

 

 

問7. 国の「事業復活支援金」を受給していれば、申請しなくても仙台市中小

企業等事業復活支援給付金が振り込まれるのですか。 

国の「事業復活支援金」を受給している場合でも、別途、仙台市に申請を行う必要があり

ます。必要書類をご用意いただき、郵送にて申請してください。申請方法等の詳細は仙台市

ホームページをご覧いただくか、申請の手引き等をご確認ください。 

 

 

問8. 仙台市中小企業等事業復活給付金はいつ支給されますか。 

 提出いただいた書類に不備がなければ、申請書を受理してから概ね２週間で支給する予

定です。提出書類に不備があった場合は、支給にお時間を要しますので、提出前に添付漏れ

や記載漏れなどの不備がないか必ずご確認ください。 
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問9. 支給対象の「中小企業」とはなんですか。 

資本金又は従業員数が以下のいずれかに該当する企業が中小企業となります。なお、下記

のいずれかに該当した場合でも、みなし大企業に該当する企業は対象外となります。 

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 

 ※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 

 

問10. 仙台市中小企業等事業復活支援給付金の金額（算定方法）を教えてくだ

さい。 

国の事業復活支援金の給付決定額の 1/10を支給します（千円未満切り捨て）。 

 

問11. 他の補助金の交付を受けていても申請できますか。 

申請できます。 

 

問12. 今回の給付金の財源は何ですか。 

県の新型コロナウイルス感染症対応事業者支援市町村事業補助金と市中小企業活性化基

金を財源に実施します。 

 

問13. 申請受付は先着順ですか。申請受付期限前に締め切ることはあります

か。 

事務局に申請書が到着した順番で受付いたしますが、申請受付数に上限はありません。申

請期間内に受付けた申請すべてについて審査を行い交付の可否について確認させていただ

きます。ただし、不備の有無等により支給の順番は前後する可能性がございますので、ご了

承ください。 
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問14. 申請書はどこでもらえますか。 

仙台市ホームページからダウンロードできるほか、各区役所・総合支所、AER7 階の仙台

市中小企業応援窓口にて配布もしております。 

 

 

問15. 申請に必要な書類は何ですか。 

申請の手引きをご参照のうえ、 

 １．交付申請書（様式第１号） 

 ２．国の「事業復活支援金」の給付通知書の写し（宛先の面と給付金額や振込口座の記載

がある面の両方の写し） 

 ３．申請者確認書類 

  （個人事業者の場合） 

本人確認書類（氏名と現住所が確認できる、写真付きのもの。なければ写真なしの

もの２点） 

    ※住民登録地が仙台市以外の場合は、本人確認書類および市内に施設を所有また

は賃貸し、事業を営んでいることがわかる書類（賃貸契約書など） 

  （法人の場合） 

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し（３か月以内取得のもの） 

 ４．交付請求書（様式第５号） 

 ５．交付請求書記載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） 

※国の「事業復活支援金」の給付通知書の写しに記載の振込口座と、交付請求書に

記載した口座が同じ場合は省略可能 

をご用意ください。詳しい記入方法については、申請の手引きに記載しておりますので、

必ず手引きをご一読ください。 

 

 

問16. 申請書類の記入をサポートしてくれるところや問い合わせの窓口はあ

りますか。 

国の「事業復活支援金」については、国の「事業復活支援金相談窓口」（0120-789-140）

にお問い合わせください（土日・祝日含む 8:30-19:00）。 

仙台市中小企業等事業復活支援給付金については、仙台市中小企業等事業復活支援給付

金事務局（022-214-3151）にお問い合わせください（平日 9:00-17:00）。 
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問17. 国の「事業復活支援金」を申請する際に使用した基準期間、対象月、基

準月、金額を忘れてしまったのですが、どうすればいいですか。 

国の「事業復活支援金」を電子申請した際のマイページからご確認ください。申請サポー

ト会場でご申請された方につきましては、申請された際の申請サポート会場にご相談くだ

さい。 

 

問18. 仙台市中小企業等事業復活支援給付金の振込先として指定する口座は、

国の「事業復活支援金」を受給した口座と同じ口座でないといけませんか。 

異なる口座を指定することができます。なお、同じ口座の場合は、振込口座通帳の写しの

提出を省略することができますが、別の口座を指定する場合は、振込口座通帳のオモテ面と

通帳を開いた１・２ページ目（口座名義、口座番号等が確認できるページ）の写しを提出く

ださい。 

 

問19. 国の「事業復活支援金」の給付通知書が届く前に申請することはできま

すか。 

国の「事業復活支援金」の給付通知書で給付の有無を確認しているため、給付通知書が届

く前の申請はできません。通知到着後にご申請ください。 

 

問20. 国の「事業復活支援金」の給付通知書を紛失しましたが、申請できます

か。 

迅速な支給のため、原則、国の「事業復活支援金」の給付通知書の写しの提出をお願いし

ています。そのため給付通知書は大切に保管ください。 

万一紛失した場合は、国の「事業復活支援金」が振り込まれたことを確認するため、給付

通知書に代えて下記３点すべてをご提出ください。 

 ・振り込まれた口座通帳の該当ページの写し 

 ・当該通帳の１・２ページ目（口座名義、口座番号等が確認できるページ）の写し 

 ・国の「事業復活支援金」のマイページの「申請情報（申請 ID含む）」、「申請ステータス

（「お振込み手続き完了」となっていること）」がわかる部分の写し 

※通常より支給に時間を要する場合があります。 

 

問21. 郵送以外での申請はできますか。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送のみで受け付けています。感染拡大防止

にご協力ください。 
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問22. 郵送した確認書類は返却されますか。 

返却いたしません。必要な場合はあらかじめ写しを取ったうえでご提出ください。 

 

問23. 記入を誤った際の修正方法を教えてください。 

二重線で消していただいたうえで、訂正印を押印ください。修正液等での修正は、再提出

を求める場合がありますので絶対に行わないでください。 

 

問24. 申請書表面の「本店所在地又は住民登録地」の書き方を教えてください。 

交付決定通知や申請書類に不備があった際に不備通知をお送りする住所になります。法

人の場合は、登記上の本店所在地、個人事業者の場合は住民登録地または事業所の所在地を

部屋番号まで記入してください。 

 

問25. 法人番号がわかりません。どのように確認すればいいですか。 

国税庁の法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）で確認できますの

で、13桁の法人番号を確認のうえ記載してください。 

なお、現在事項全部証明書等に記載の法人番号は桁数が異なる場合がありますので、必ず

13桁の法人番号を記載してください。 

 

問26. 連絡先欄は誰を記載すればいいですか。 

申請書類に不備等があった際に、事務局から確認の連絡をする場合があります。申請事務

の担当者様の連絡先を記載してください。 

 

問27. 申請書「３ 交付申請額」欄に記載する、国の「事業復活支援金」の給

付決定額がわかりません。 

国の「事業復活支援金」の給付通知書をご確認ください。給付通知書をなくされた方は、

Q33の方法で給付通知書の代わりの書類をご提出ください。 

 

問28. 申請書の記入にはどのような筆記具を用いればいいですか。 

鉛筆や消えるボールペンなど、簡単に修正できる筆記具は使用できません。油性ボールペ

ンなど、消せない筆記具でご記入ください。また、ゴム印、パソコン入力での記入もご使用

いただけます。 

  

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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問29. 国の事業復活支援金の給付通知書を受け取った後に結婚などで名字が

変わり、給付通知書と本人確認書類の名字と異なる場合はどうすればいいで

すか。 

名字の履歴が確認できる本人確認書類（例：戸籍の附票、運転免許証の裏面で変更の記載

があるもの等）をご提出ください。戸籍を取得する場合、名字の履歴が確認できる書類を発

行してもらうよう区役所等の窓口でご相談ください。 

 

問30. 国の「事業復活支援金」の給付を受けた後に事業承継、分割・合併また

は個人成り・法人成りをしました。給付通知書に記載の事業者名と現在の申

請者名が異なりますが、申請することはできますか。 

国の事業復活支援金を受給した後の事業承継、分割・合併、個人成り・法人成り等により

給付通知書に記載の事業者名と現在の申請者名が異なる場合でも、以下の書類をご提出い

ただき、同一事業者であることが認められれば、対象となります。 

 

【提出書類の例】 

〇事業承継…履歴事項全部証明書（事業承継をしたことがわかる記載があるもの）、 

      開業届（事業承継をしたことがわかる記載があるもの）等 

〇分割・合併…履歴事項全部証明書（分割・合併をしたことがわかる記載があるもの） 

       事業者間の覚書 等 

〇法人成り…法人設立届出書及び個人事業の廃業届出書 等 

〇個人成り…履歴事項全部証明書及び個人事業の開業届出書 等 

※追加でどのような書類を提出すればよいかわからない場合は、仙台市中小企業等事業

復活支援給付金事務局までお問い合わせください。 

 

問31. ネット銀行のため、通帳がないのですが、どうすればいいですか。 

国の「事業復活支援金」の給付通知書に記載の口座と別の口座への振り込みをご希望する

方のみ、口座に関する書類の提出が必要です。通帳がない場合には、①金融機関名②支店名

③口座番号④口座名義人名フリガナを確認する必要がありますので、ネットの画面のコピ

ー（または①～④が確認できるキャッシュカードのコピー）を添付くださいますようお願い

します。 

 

問32. 申請後に口座の変更はできますか。 

申請書を送付いただいた段階で口座の変更は受けかねます。申請書類提出前にご確認く

ださい。 
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問33. マイナンバーに関する書類は本人確認書類として認められますか。 

通知カードは認められません。写真付きのマイナンバーカード（オモテ面）であれば認め

られます。なお提出の際はオモテ面（顔写真のある面）のみの提出としてください。 

 

問34. 審査が終わると、仙台市から何かお知らせが届くのですか。 

申請書記載の住所に交付決定通知をお送りいたします。 

不交付となった場合には、その理由を記載してお知らせいたします。 

 

問35. 審査の進捗状況について確認することはできますか。 

申し訳ございません。申請書に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。ご了承

ください。 

申請に関して確認が必要な場合は、市からご連絡します。 

 

問36. 不備があった場合はどうなりますか。 

申請書記載のご連絡先へのお電話または書面にて不備の内容の通知及び修正依頼を行い

ます。 

 

問37. 支給の際、通帳には何と表記されますか。 

「センダイシフッカツキン」としてお振込みいたします。 

 

問38. 窓口で現金で受け取るか、現金書留で送付してもらうことはできます

か。 

口座振込のみとなります。 

 

問39. 国の事業復活支援金に申請する際、仙台市感染症拡大防止協力金で受給

した分は、売上高に含めるのですか。 

現在本市制度のうち対象月の月間事業収入に加えるもの(新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるもの)はございません。※

対象月（2021年 11月～2022年 3月）の期間に時短要請されていません。 

対象月・基準月の事業収入から除く新型コロナウイルス感染症に関連する本市給付金等

の例は次のとおりです。 

例）感染防止対策協力金(第 1～12期)、時短要請等関連事業者支援金、地域産業応援金、

保証料補給、資本性ローン連動型給付金、感染防止対策奨励金 
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問40. 国の事業復活支援金および仙台市中小企業等事業復活支援給付金は課

税対象になりますか。 

いずれも課税対象となります。 


