
〔令和３年度〕

宮城県では、県内全域（仙台市を除く）で、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条
第９項に基づき、以下のとおり、対象となる施設を運営する事業者に対し、対象期間において
営業時間を短縮するなどの協力を要請しました。次の対象期間中、全面的にご協力いただいた
事業者には、岩沼市から協力金を支給します。制度の詳細は、協力金要領でご確認ください。

岩沼市新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金 について

岩沼市

〔令和3年9月27日作成〕

感染拡大防止のため、次の宛先に郵送でお願いします
（※注意※）郵便料金の不足とならないよう、重さや大きさに注意してください。

申請期間

【宛先】〒989-2480 岩沼市桜一丁目６－２０

岩沼市役所 新型コロナウイルス対策室 宛て

※第３期、第４期の申請も１０月２９日(金)まで受け付けています。

申請方法

申請方法

第５期

対象となる
施設

令和3年９月１３日(月)午後８時から

令和3年１０月１日(金)午前５時まで

食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店
※宅配、テイクアウトのみ行っている事業者は除きます。
※「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店は、要請に関わらず
営業ができます。ただし、要請に応じて営業時間の短縮などに協力いた
だいた場合は、協力金を支給します。

支給対象と
なるための
要件

次の全ての要件を満たしていることが必要になります。

①令和３年９月１２日(日)以前から開業していること

②対象期間において、午前５時から午後８時までの営業時間短縮に
全面的にご協力いただくこと

④「宮城県新型コロナ対策実施中ポスター」を取得し、店舗出入口の
外側に掲示していただくこと

※従前より、午前５時から午後８時までの時間の範囲内で営業している店舗は
対象外。

※施設利用者による酒類の店内持ち込みを含みます。

③酒類の提供は、午前１１時から午後７時までとしていただくこと

⑤要請に協力していることを告知していただくこと など

対象期間



申請の手順

❶交付申請書（両面） ➋誓約書

①令和元年または令和２年の1日当たりの売上高を算出します。
（ 1日当たりの売上高の算出方式については、最終ページをご覧ください）

②売上高に合わせて、簡易申請または通常申請を選びます。

１下記の赤枠内を記入
してください。

➌請求書
請求書は協力要請期間ごとに作成してくだ
さい。第３期～第５期のいずれも申請する
場合は、それぞれに１枚ずつ提出をお願い
します。（記入例あり）

第５期のみ申請を行う方は、該当する全ての書類を提出してください。
第３期または第４期の申請を行った方が、第５期を申請する場合は、➋、➍、

➏、➐、➑、❿（9月の売上高が分かる書類を提出している場合のみ）の書類を
省略することができます。

【目安】

ひと店舗の令和元年または令和２年の売上高(税抜き)

⑴９月の売上高が２,４９９,９９０円以下

⑵9/13～9/30の売上高の合計が１,４９９,９９４円以下

【目安】

簡易申請の目安を超える売上高

申請書類

１日当たりの売上高が

８３,３３３円(税抜き)を超える店舗

次の書類の提出は不要です

❿確定申告書や売上台帳、⓫売上高情報シートなど

交付申請書は協力要請
期間ごとに異なります。
第３期～第５期のいず
れも申請する場合は、
申請書の協力要請期間
を確認し、それぞれに
１枚ずつ提出してくだ
さい。（記入例あり）

≪１店舗当たりの支給額≫

４５０,０００円（1日当たりの単価25,000円×１８日） ≪１店舗当たりの支給額≫

売上高によって変動しますの

で、最終ページをご覧ください。

➍飲食店営業許可書の写し

申請する店舗分全ての写し
が必要です。

❶交付申請書（様式第１号）、➋誓約書（様式第２号）、➌請求書、➒提出物チェックシート、
⓫売上高情報シートは市ホームページよりダウンロードしてください。
※ダウンロードできない方は、新型コロナウイルス対策室へお越しください。

※８割の事業者の方が該当する見込みです。

１日当たりの売上高が

８３,３３３円(税抜き)以下の店舗

提出が必要です

❿確定申告書、売上台帳などの

売上高が分かる書類

⓫売上高情報シート

※特例での申請には、ほかにも

提出が必要な書類があります。

市指定様式

市指定様式

市指定様式



➎協力要請期間における休業または営業時間短縮等が確認できる書類または写真

➏「宮城県新型コロナ対策実施中ポ

スター」を店舗の出入口外側に掲
示していることが分かる写真

下記の必要事項が分かる書類や写真を提
出してください。
⑴店舗名称 ⑵対象期間（時間）
⑶従前の営業時間
⑷酒類の提供時間
※第3期または第4期と合わせて申請をす
る場合は、期間が8/20～10/1となって
いるものも可。

≪主な提出物≫
・店頭に掲示している貼り紙（写真可）
・必要事項の記載があるホームページ、
SNSの画面を印刷したもの

・チラシ など

➐振込先口座と口座名義等が分かる通帳等の写し

➑本人確認書類の写し

以下を１枚ずつ計２枚
を準備
①表紙
②開いて１ページ目な
どにある口座名義人
のフリガナが分かる
部分

※web通帳の画面コピー
も可。

※法人の場合は法人名義
の通帳に限ります。

店番号 ●●● 店舗名

預金種類 口座番号＊＊＊ ●●●…

＊＊＊＊様

お取引店

口座番号

＊＊＊

≪通帳のコピー≫

写真は次の２種類が必要です。
・店舗の外観を広く撮影した写真
・ポスターを店舗の出入口外側に掲示した写真
※看板や外壁などに表示した店舗名が確認できる
ように撮影をお願いします。
ポスターだけが写った写真や店舗名が確認でき
ない写真では、申請した店舗に掲示していると
判断できないため、受け付けはできません。

【個人事業者の場合】

・マイナンバーカード(表面)
・運転免許証 ・特別永住者証明書 など

※写真付き身分証明書がない場合は、健康保険証、
キャッシュカード、診察券などの写しを提出。

フリガナ

岩沼市独自の経済対策（協力金、事業継続応援給付
金など）で申請した口座への振込みを希望する方は、
➒提出物チェックシートの該当箇所にチェックを記
入してください。➐通帳等の写しの提出が不要とな
ります。

≪web通帳の画面コピー≫

履歴事項全部証明書のコピー（おおむね６カ月以
内のもの。内容に変更がある場合は最新のもの）

≪１種類で可能な場合の例≫

以前の営業
時間協力要
請期間以前
の営業時間

居酒屋いわぬま
営業時間短縮の

お知らせ

閉店時間 22時
⇓
20時

9月13日～9月30日の
営業時間が次のとおり
変更になります。
※酒類提供は19時まで

≪２種類必要な場合の例≫

居酒屋いわぬま
営業時間短縮のお知らせ

9月13日～9月30日の営業
時間は20時までとなります。
※酒類提供は19時まで

・看板の写真
（従来の営業時間のみ）

・協力内容が分かる貼り紙の写し

・貼り紙の写真
（従来の営業時間と協力
内容が分かるもの）

居酒屋いわぬま
営業時間
17時～22時

【法人の場合】

追加書類（通常申請のみ）

❿確定申告書の写し＋月別の売上金額が分かる書類の写し
※令和元年または令和２年のもの。

⓫売上高情報シート

【個人】青色申告決算書
（月別売上金額が分かる面）

【法人】
法人事業概
況説明書
（月別売上
金額が分か
る面）

➒提出物チェックシート

協力要請期間ごとに様式が
異なります。第３期～第５
期のいずれも申請する場合
は、それぞれに１枚ずつ提
出してください。

売上高方式、売上高減少額方
式で情報シートが異なります。
追加で必要な書類については、
使用した情報シートに記載の
「添付書類」で必ずご確認く
ださい。
・令和3年の月別売上高が分か
る書類の写し

など

市指定様式

市指定様式



問い合わせ先

注意事項など
以上の内容は、宮城県からの情報

に基づいています。今後、内容が変
更となった場合は、適宜、市ホーム
ページまたは新型コロナウイルス対
策室に備え付けのチラシでお知らせ
します。
また、最新情報を確認する際は県

ホームページも併せてご覧ください。

新型コロナウイルス対策室（市役所６階）

☎０２２３－２３－５２４０（平日午前９時～午後５時）

①審査の結果、追加の書類を提出いただく場合があります。
②支給は、適切な申請書を受理後、おおむね３～４週間
程度で順次ご指定の口座へ振り込む予定です。

③申請者が、⑴虚偽その他不正の手段により、この給付金
の決定または交付を受けたとき、または、⑵対象外であ
ることが判明したときは、給付金の交付を取り消すこと
ができるものとします。その場合において、すでに交付
された給付金は、期限を定めて返還していただきます。

通常申請の
支給額

通常申請は、店舗ごとにＡ 売上高方式またはＢ 売上高減少額方式で支給額を
算出します。中小企業者は、AまたはBのいずれかを選択してください。大企業
はBのみとなります。

1日当たりの
売上高の
算出方式

■９月方式 ９月の売上高÷３０日間

■時短要請日方式 ９/１３～９/３０の売上高÷１８日間

次の算出方式を選んで、「1日当たりの売上高」を算出しましょう。
1日当たりの売上高が８３,３３３円(税抜き)以下の場合は、簡易申請となり、
支給額を算出する必要はありません。通常申請をする場合は、売上高情報
シートに基づいて支給額を算出してください。

◎令和元年または令和2年の売上高が対象です。
◎売上高は消費税・地方消費税を除いて計算してください。
◎売上高の小数点以下は切上げとなります。

※第3期・第4期の算定方法は、
各チラシをご確認ください。

A 売上高方式（中小企業者）

83,334～250,000円 250,001円～

1日当たりの単価
25,000～75,000円/日

（1日当たりの売上高×0.3）
75,000円/日

Ｂ 売上高減少額方式（中小企業者、大企業）

1日当たりの単価

支給額 1日当たりの単価×１８日間

1日当たりの売上高減少額((令和元年または令和２年の1日当たりの売上高）ー
（令和３年の1日当たりの売上高))×0.4

上限：令和元年または令和２年の1日当たりの売上高×0.3また
は200,000円の低い方

令和元年または令和２年
の1日当たりの売上高

第５期

令和２年９月の売上高：300万円売上高方式の算出例

1日当たりの売上高 300万円÷30日＝10万円

支給額 3万円×18日間＝54万円1日当たりの単価 10万円×0.3＝3万円


