
仙台市
中小企業等
事業復活支援給付金

仙台市中小企業等事業復活支援給付金事務局

０２２－２１４－３１５１（平日9：00～17：00）

●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。
●不正受給は犯罪です。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、
給付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４年６月１３日時点版

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国の「事業復活支援金」の給付決定を受け

た個人事業者・中小企業等に、仙台市中小企業等事業復活支援給付金を支給します。

※仙台市中小企業等事業復活支援給付金を申請するには、国の「事業復活支援金」の給付決定を受

けている必要があります。国の「事業復活支援金」については、10ページ以降をご確認ください。

申請期間：2022年3月17日(木)～2022年8月31日(水)（当日消印有効）

申請の手引き



令和４年３月１５日 初版

令和４年６月１３日 申請期間の延長及び国の「事業復活支援

金」の差額給付を受けた方向けの手続き方

法を追加

更新履歴



１．制度について・・・・・・・・・・・・・・１ページ

２．申請書類の書き方・・・・・・・・・・・・３ページ
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６．（参考）国の「事業復活支援金」について・10ページ

申請までの流れ

STEP 1
国の事業復活
支援金※に申請

STEP 2
国の事業復活

支援金の給付決定

STEP 3
仙台市中小企業等
事業復活支援
給付金に申請

※国の「事業復活支援金」については10ページ以降をご確認ください。

【巻末付録（切り取ってお使いください）】
・宛名ラベル兼チェックシート
・交付申請書（様式第１号）
・交付請求書（様式第５号）

目次



支給対象

※ 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

１

次の①、②の両方を満たす個人事業者・中小企業(※)等が対象です。

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

国の「事業復活支援金」給付決定額の1/10（千円未満切り捨て）

（個人事業者：最大5万円 法人：最大25万円）

【支給上限額】

支給額

※基準月(国の事業復活支援金の算定に用いた2018/11～2021/3の間の任意の月)を含む事業年度の年間売上高

１．制度について

申請期間・申請方法

2022年3月17日(木)～2022年8月31日(水)（当日消印有効）

郵送でご申請ください。

〇申請期間

〇申請方法

あて先：〒980-0803 仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル4階
仙台市中小企業等事業復活支援給付金事務局 行

※ 感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いいたします。

事業復活支援金で
申請した売上高減少率

個人事業者

法人

年間売上高※

１億円以下
年間売上高※

１億円超～５億円以下
年間売上高※

５億円超

50%以上 5万円 10万円 15万円 25万円

30%以上50％未満 3万円 6万円 9万円 15万円

※巻末の宛名ラベルをご活用ください。



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をご
提出ください。

申請書類

【本人確認書類】
・運転免許証（両面）、マイナンバーカード（オモテ面）など写真付きの証明書
・写真付きの証明書を保有していない場合は本人確認書類を２つ提出
（例）住民票の写し（３か月以内取得のもの）＋各種健康保険証の写し（両面）

※住民登録地が仙台市以外の場合は、市内に施設を所有または賃借し、事業を営ん
でいることがわかる書類（賃貸借契約書など）の写しも併せてご提出ください。

※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することができます。

３．申請者確認書類
（個人の場合）本人確認書類の写し（住所記載のあるもの） ※

（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の通帳のオモテ面と通帳を開いた

１・２ページ目の写し※

２

〇国の「事業復活支援金」について

事業復活支援金相談窓口

0120-789-140 （受付時間 8:30～19:00）

〇仙台市の「中小企業等事業復活支援給付金」について

仙台市中小企業等事業復活支援給付金事務局

022-214-3151 （受付時間 平日 9:00～17:00）

申請に関する相談等

※国の「事業復活支援金」については、
10ページ以降もご覧ください。

１．制度について



点線枠の中をすべて記入・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。

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。

【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。

8ページの業種一覧表からご自身の業種の記
号と数字を選択してください。

国の「事業復活支援金」の給付決定額の
1/10の金額をご記入ください。
※千円未満切り捨て

書類に不備があった場合、こちらの連絡先にご連絡を
差し上げますので、必ずご記入ください。

交付申請書（１ページ目）

国の「事業復活支援金」の給付通知書に
記載されている給付額をご記入ください。

✔
✔

３

２．申請書類の書き方

980 0803

仙台市青葉区国分町三丁目7-1

株式会社杜の都仙台

代表取締役

杜野 都
ﾓﾘﾉ ﾐﾔｺ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ

令和４ ３ １７

押印漏れがないようご確認ください（２箇所）。
個人の場合は、認印（スタンプ印不可）、
法人の場合は、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。

杜の都
仙台
社長印

杜の都
仙台
社長印

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Ｍ ｰ 76

経理 若林泉
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｽﾞﾐ

０２２－●●●－●●●●
●●●●@city.sendai.jp

１００
１，０００

【個人のみ】住民登録が仙台市外
で仙台市内に事業所がある方は事
業所の所在地をご記入ください。



点線枠の中をすべ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
は支給ができません。

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

４

２．申請書類の書き方

✔

交付申請書（２ページ目）

４００，０００

８００，０００

４００，０００ ５０

国の「事業復活支援金」を特例
により申請し、選択肢に該当す
るものがない方は「その他特
例」にチェックしてください。

国の「事業復活支援金」を申請した
際の情報をご記入ください。



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。)
※特に口座名義のカタカナは、通帳を確認し、登録されているカナを記載してください。記載内容
に誤りがある場合は、振り込みができませんので必ずご確認ください。

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。

点線枠以外の場所は記載不要
ですので、記入を行わないで
ください。

点線枠の中をすべ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。

✔

５

交付請求書

２．申請書類の書き方

980 0803

仙台市青葉区国分町三丁目7-1

株式会社杜の都仙台

代表取締役

杜野 都
ﾓﾘﾉ ﾐﾔｺ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾓﾘﾉﾐﾔｺｾﾝﾀﾞｲ

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



仙台市中小企業等事業復活支援給付金はいつ支給されますか。Q１

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。

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。

Q２

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。

支給対象の「中小企業」とは何ですか。

以下のいずれかに該当する場合は中小企業となります。ただし、中小

企業に該当する場合でも、いわゆる「みなし大企業」は本給付金の対象

外となりますのでご注意ください。

Q４

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れば必ず

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。

Q３

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

６

３．よくあるお問い合わせ



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。
Q６

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。
Q５

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。

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。

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。

Q７

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。

７

３．よくあるお問い合わせ



名称 名称 名称

Ａ 農業、林業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｋ　　不動産業、物品賃貸業不動産業、物品賃貸業

01 農　業 33 電気業 68 不動産取引業

02 林　業 34 ガス業 69 不動産賃貸業・管理業

Ｂ 漁　　　業 35 熱供給業 70 物品賃貸業

03 漁業（水産養殖業を除く） 36 水道業 Ｌ　　学術研究、専門・技術サービス業学術研究、専門・技術サービス業

04 水産養殖業 Ｇ 情報通信業 71 学術・開発研究機関

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 37 通信業 72

05 鉱業、採石業、砂利採取業 38 放送業

Ｄ 建　設　業 39 情報サービス業 73 広告業

06 総合工事業 40 インターネット附随サービス業 74

07 職別工事業（設備工事業を除く） 41 映像・音声・文字情報制作業

08 設備工事業 Ｈ 運輸業、郵便業 Ｍ　　宿泊業、飲食サービス業宿泊業、飲食サービス業

E 製　造　業 42 鉄道業 75 宿泊業

09 食料品製造業 43 道路旅客運送業 76 飲食店

10 飲料・たばこ・飼料製造業 44 道路貨物運送業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業

11 繊維工業 45 水運業 Ｎ　　生活関連サービス業、娯楽業生活関連サービス業、娯楽業

12 46 航空運輸業 78 洗濯・理容・美容・浴場業

47 倉庫業 79 その他の生活関連サービス業

13 家具・装備品製造業 48 運輸に附帯するサービス業 80 娯楽業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 49 郵便業（信書便事業を含む） Ｏ　　教育、学習支援業教育、学習支援業

15 印刷・同関連業 Ｉ　　卸売業、小売業卸売業、小売業 81 学校教育

16 化学工業 50 各種商品卸売業 82 その他の教育，学習支援業

17 石油製品・石炭製品製造業 51 繊維・衣服等卸売業 Ｐ　　医療、福祉医療、福祉

18 52 飲食料品卸売業 83 医療業

53 84 保健衛生

19 ゴム製品製造業 85 社会保険・社会福祉・介護事業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 54 機械器具卸売業 Ｑ　　複合サービス事業複合サービス事業

21 窯業・土石製品製造業 55 その他の卸売業 86 郵便局

22 鉄鋼業 56 各種商品小売業 87

23 非鉄金属製造業 57 織物・衣服・身の回り品小売業

24 金属製品製造業 58 飲食料品小売業 Ｒ　　サービス業（他に分類されないもの）サービス業（他に分類されないもの）

25 はん用機械器具製造業 59 機械器具小売業 88 廃棄物処理業

26 生産用機械器具製造業 60 その他の小売業 89 自動車整備業

27 業務用機械器具製造業 61 無店舗小売業 90 機械等修理業（別掲を除く）

28 Ｊ　　金融業、保険業金融業、保険業 91 職業紹介・労働者派遣業

62 銀行業 92 その他の事業サービス業

29 電気機械器具製造業 63 協同組織金融業 93 政治・経済・文化団体

30 情報通信機械器具製造業 64 94 宗　教

31 輸送用機械器具製造業 95 その他のサービス業

32 その他の製造業 65 96 外国公務

66 補助的金融業等

67 保険業（保険媒介代理業，保険

サービス業を含む）

協同組合（他に分類されない

もの）

電子部品・デバイス・電子回路製

造業

分類 分類 分類

技術サービス業（他に分類されな

いもの）

専門サービス業（他に分類されな

いもの）

貸金業，クレジットカード業等

非預金信用機関

金融商品取引業，商品先物

取引業

木材・木製品製造業（家具を

除く）

プラスチック製品製造業（別掲を

除く） 建築材料，鉱物・金属材料等

卸売業

業種一覧表

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
ら該当する記号と数字を選んで記入してください。

８

４．業種一覧

吹き出しは
業種の一例

タクシー

理美容室

ネイルサロン

クリーニング店

運転代行業

そのほか該当分類の詳細は、
総務省「日本標準産業分類」で
中分類をご確認ください。

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

衣料品店

レストラン・居酒屋

ホテル・旅館



２ページに記載の申請書類１．～５．に加えて

６．国の「事業復活支援金」の差額給付の通知書（ハガキ）
の写し
※添付されていない場合、差額給付分の金額が確認できず、

全額支給できない場合があります。必ず添付してください。

申請書「２ 交付申請額」欄に記載する仙台市への申請額は、国の初回給付額と差額
給付額の合計をご記入ください。

88
881

初回給付額と差額給付額の合計額を記入
（例）初回給付額：600,000円

差額給付額：281,000円

国から給付された合計額の1/10の金額を記入
※千円未満切り捨て

「差額申請」に
なっていること

仙台市への申請額は、国の「初回給付額と差額給付額の合計」を
記入し、この「申請の手引き」に記載の申請書類に加え「差額給付
の通知書（ハガキ）」の写しを添付してください。

国の「事業復活支援金」の初回給付と差額給付のいずれも
受けていて、「仙台市中小企業等事業復活支援給付金」の
申請がお済みでない方の申請方法は次のとおりとなります。

・・ ・・

５．国の「事業復活支援金」の差額給付を受けた方

「仙台市中小企業等事業復活支援給付金」の支給を受け
ていて、国の「事業復活支援金」の差額給付を受けた方
は本手引きではなく『差額支給申請の手引き』に従って
手続きしてください。

9



６．（参考）国の「事業復活支援金」について

10

国の「事業復活支援金」のリーフレット 11ページ

仙台市中小企業応援窓口チラシ 15ページ

☞

※掲載されている内容は令和4年6月13日時点のものです。



10

（参考）国の「事業復活支援金」のリーフレット

11



12

（参考）国の「事業復活支援金」のリーフレット
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（参考）国の「事業復活支援金」のリーフレット



14

（参考）国の「事業復活支援金」のリーフレット
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参考
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