
□ 支給要件は満たしていますか？
（事業規模等要件と売上要件）

□ 令和３年８～９月の県独自の緊急事態宣言中の飲食店等への時短
要請に係る協力金及びまん延防止等重点措置における大規模集客施
設等への時短要請に係る協力金を受給していませんか？

（時短要請の協力金を受給された事業者はこの支援金は受給できま
せん）

□ 必要な書類はすべてそろっていますか？
・申請書、請求書（様式のアルファベットが一致していることを確認）
（例：申請書がＡ－１の場合、請求書はＡ－２）

・売上が確認できる書類
・確定申告書（法人は直近分、個人は令和２年分）

※５月の県内事業者緊急支援金を受給している場合は省略可
（ただし、法人の場合で５月の支援金申請時に直近の確定申告書を提出
していない場合は提出が必要）

・開廃業等届出書、法人異動届出書など
（５月の支援金申請時から所在地等の変更がある場合のみ）

・法人事業概況説明書【両面】（法人のみ）
・本人確認書類（個人事業者のみ）

※５月の県内事業者緊急支援金を受給している場合は省略可

・口座確認書類

□ 印鑑の押し忘れ、記載漏れはありませんか？（申請書と請求書）

□ 受付期間を過ぎていませんか？
（令和３年１０月１１日～１２月１０日まで）

□ 申請先は間違っていませんか？（各商工会議所又は各商工会）

～ 申請書等を郵送する前に ～
書類の不備や記載漏れなどがあった場合

支援金の支給が通常よりも遅くなることがありますので、

申請前に必ずご確認ください。
申請書の記載方法等が不明な場合はコールセンターへ

お問い合わせください(TEL 0570-666-356)

⇒申請要領「２(１)、(２)」参照

⇒申請要領「２(１)⑤」参照

県内事業者緊急支援金【８～９月影響分】

申請書及び請求書に
修正液、修正テープ
は使用できません。

⇒申請要領「４(１)」参照

書類はＡ４サイズで印刷、
コピーして提出してください。



いいえ

⑥：新規開業特例計算書（様式第４号）
⑦：売上高が確認できる書類の写し
⑧：直近１期分の確定申告書の写し
⑨：法人事業概況説明書の写し（法人のみ）
⑩：本人確認書類（個人事業者のみ）

①：申請書（様式第Ａ－１号）
②：申請書（様式第Ｂ－１号）
③：請求書（様式第Ａ－２号）
④：請求書（様式第Ｂ－２号）
⑤：新規開業特例計算書（様式第３号）

はい

③令和２年９月１日以前に開業

①令和２年８月１日以前に開業

②令和２年８月２日～令和３年
７月３１日に開業（新規開業者）

①宮崎県内に本店がある法人

県内事業者緊急支援金（８～９月影響分）要件・必要書類確認シート

「自分が支給対象か分からない」「どのような書類が必要か分からない」という方は以下のフロー図を参考に簡易的にご確認いただけます。

ここから開始

あなたは中小企業基本法に定める
中小企業者に該当しますか？

次の①～⑤のどれに該当しますか？

次の①～③のどれに該当しますか？

令和３年８～９月の県独自の緊急事
態宣言中における飲食店等への時短
要請に係る協力金、まん延防止等重
点措置における大規模集客施設等へ
の時短要請に係る協力金の支給を受
けていますか？

②納税地を宮崎県内としてい
る又は宮崎県内に主たる事
業所を有する個人事業者

③①と②どちらも該当しない

①自ら開業・設立

次の①、②のどちら
に該当しますか？

②事業を承継

①令和３年７月３１日
までに承継

次の①～③のどれに該当しま
すか？

②令和３年８月３１日
までに承継

①８月のみ５０％以上売上が減少

令和３年の８月と９月の売上について、令和元年又は
令和２年の同月の売上と比較した場合、次の①～④の
どれに該当しますか？
（新規開業者は、開業日から令和３年７月又は８月ま
での売上の合計を開業月数で割った金額と比較）

②９月のみ５０％以上売上が減少

③８月と９月どちらも５０％以上売上が減少

④①～③いずれにも該当しない

④令和２年９月２日～令和３年
８月３１日に開業（新規開業者）

次の①～④をすべて満たしています
か？

①支援金の申請時点で事業活動を
行っており、継続の意思がある。

②国又は法人税法に定める公共法
人ではない。

③政治団体、宗教上の組織若しく
は団体ではない。

④暴力団などの反社会的勢力との
関係を有していない。

令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）
の売上の合計が２０万円以上となっていますか？

③①と②どちらも該当
しない

⑤①～④いずれにも該当しない

はい

いいえ
令和３年５月の県独自の緊急事態宣言
に係る「県内事業者緊急支援金」の支
給を受けていますか？

５月の県内事業者緊急支援金の申請時
点から納税地、主たる事業所・本店の
住所に変更はありますか？

令和３年５月の県独自の緊急事態宣言
に係る「県内事業者緊急支援金」の支
給を受けていますか？

５月の県内事業者緊急支援金の申請時
点から納税地、主たる事業所・本店の
住所に変更はありますか？

はい

はいいいえ

いいえ

はいはい

はいはい いいえいいえ

支給対象外

支給対象外

１０万円

要領：1~9,16
ページ参照

書類：①,③,⑦,⑧,
⑪

１０万円 １０万円 ２０万円 ２０万円 ２０万円

いいえ

支
給
対
象

書
類

※上記のほか、状況に応じて⑤、⑥、⑨、⑩、⑫も必要

申請に必要な書類は必ず
申請要領で確認してください！

いいえ

⑪：振込口座の確認できる書類（通帳コピー等）
⑫：印鑑証明書（社名のみの法人の角印を押印する場合）
⑬：開廃業等届出書、法人異動届出書等

要領：1~9,16
ページ参照

書類：①,③,⑦,⑪

要領：1~9,16
ページ参照

書類：①,③,⑦,⑪,
⑬

要領：1~3,10~16
ページ参照

書類：②,④,⑦,⑧,
⑪

要領：1~3,10~16
ページ参照

書類：②,④,⑦,⑪

要領：1~3,10~16
ページ参照

書類：②,④,⑦,⑪,
⑬
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県内事業者緊急支援金【８～９月影響分】 申請要領 
 
 

令和３年１０月４日  

  

１ 目的 

  令和３年８月１１日に発令した新型コロナウイルス感染症に関する県独自の緊急事態宣言

（以下「緊急事態宣言」という。）の影響により売上が大きく減少した県内事業者に対し、

事業の継続を支援するため、支援金を支給します。 

 

 

次ページ以降は各ページの上段に記載している見出しを参考に 

支給要件及び必要書類等の確認をしてください。 
 

 

 

 

【見出しの説明】 

 

共通事項 

 

  → 支援金の申請をされるすべての方に共通する事項が記載されております。 

    この見出しがあるページは必ずご確認ください。 

 

 

Ａ：令和３年８月又は９月のいずれかの売上が令和元年又は令和２年の同月と比較して５０％以上減少している方 
 

  → 見出しの内容に該当する方に関係する事項が記載されております。 

    該当する方は必ずご確認ください。 

 

 

 

Ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年又は令和２年の同月と比較していずれも５０％以上減少している 

かつ令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上ある 

 

  → 見出しの内容に該当する方に関係する事項が記載されております。 

    該当する方は必ずご確認ください。 

 

 

 

 

宮 崎 県 
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共通事項 

 

２ 支給の対象者 

    本支援金の支給対象者は、次の（１）かつ（２）を満たしていることが必要です。 

 

 （１）次のすべてを満たすこと（事業規模等要件） 

   ① 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）に定める中小企業者であること 

 要件１ 要件２ 

資本金又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下 

※要件１又は２を満たす必要があります。 

 

    ② 令和３年７月３１日までに開業していること 

（令和３年９月の売上比較により申請する場合は、令和３年８月３１日までに開業し 

ていること） 

   ③ 次のａ又はｂのいずれかに該当していること 

ａ 宮崎県内に本店がある法人 

ｂ 納税地（※１）を宮崎県内としている又は宮崎県内に主たる事業所（※２）を 

有する個人事業者 

※１ 確定申告書第一表の「住所」欄に記載された住所 

※２ 個人事業者が確定申告を自宅住所で申告している場合で、官公署等の発行 

する書面、所得税青色申告決算書又は白色申告に係る収支内訳書の「事業所 

所在地」欄により、事業所が県内に存することが確認できる場合のみ対象と 

します。 

   ④ 申請日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること 

    （緊急事態宣言の影響を受け、申請日時点でやむを得ず休業している事業者は対象と

する） 

   ⑤ 緊急事態宣言中における飲食店等への営業時間短縮の要請に係る協力金及びまん延

防止等重点措置における大規模集客施設等への営業時間短縮の要請に係る協力金の支

給を受けた者（申請中又は申請予定の者を含む）でないこと 

   ⑥ 国又は法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人でないこ

と 

   ⑦ 政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと 
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共通事項 

 

   ⑧ 申請を行う者（法人の場合は法人の役員を含む）が、暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力

団をいう｡）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう｡）などの反社会的

勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと 

 

        ※暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者とは 

         （1）暴力団員が事業主又は役員となっている者 

         （2）実質的に暴力団員がその運営に関与している者 

         （3）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

         （4）暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購 

入契約等を締結している者 

         （5）暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与するなど、暴力団の維持、運営に 

協力又は関与している者 

         （6）自らの利益を得る等の目的で、暴力団（員）を利用した者 

         （7）役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的 

に非難されるべき関係を有している者 
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比較 

比較 

 

Ａ：令和３年８月又は９月のいずれかの売上が令和元年又は令和２年の同月と比較して５０％以上減少している方 

 

（２）令和３年８月又は９月のいずれかの売上が、次の①又は②のいずれかを満たすこと 

（売上要件） 

※行政機関からの給付金や補助金等は売上から除いてください。 

※令和３年売上と比較するのは、令和元年又は令和２年の同月です。 

 

［売上比較イメージ］ 

下記を参考に８月又は９月の売上を比較してください。 

 

８月売上で申請する場合 

令和３年８月 売上（    ）円 ⇔ 令和元年８月 売上（    ）円 

又は 

令和３年８月 売上（    ）円 ⇔ 令和２年８月 売上（    ）円 

 

 

【不動産収入の取扱い】 

 不動産収入については、不動産売買・賃貸が主な事業であるか副業であるかを問わ 

ず、確定申告の不動産収入が１２０万円以上（※）の場合にのみ、比較するそれぞれ 

の月に収入のあった額を売上に含めます。 

具体的には、個人事業者の場合は確定申告書第一表の不動産収入の欄に計上された 

額、法人の場合は法人事業概況説明書の「月別の売上高等の状況」欄に計上された売 

上げで判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※直近の決算期が１２か月に満たない法人又は令和２年１月２日から令和３年７月 

３１日（令和３年９月の売上比較により申請する場合は、令和３年８月３１日） 

の間に新規開業した個人事業者については、（２）売上要件②の特例に準じ、（ 

開業日以降決算期又は年末までの月数）×１０万円以上 

不動産収入が 120 万円以上の場合に、それぞれ比較

する月の不動産に係る収入を各月の売上に算入

（120 万円未満の場合には算入しない） 
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比較 

 

Ａ：令和３年８月又は９月のいずれかの売上が令和元年又は令和２年の同月と比較して５０％以上減少している方 

 

 

＜令和３年８月の売上比較により申請する場合＞ ※９月の売上比較は不要 

   ① 令和２年８月１日以前に開業・設立された方 

令和３年８月の売上が前年同月比又は前々年同月比で５０％以上（小数点以下 

切り捨て）減少していること 

＜対象となる例＞ 

 令和３年(①) 令和元年(②) 減少額(③(②－①)) 前々年同月比(③/②) 

８月売上 ５０万円 １３０万円 ８０万円 ６１％(減) 

 

＜対象とならない例＞ 

 令和３年(①) 令和２年(②) 減少額(③(②－①)) 前々年同月比(③/②) 

８月売上 ５０万円 ８０万円 ３０万円 ３７％(減) 

 

   ② 令和２年８月２日～令和３年７月３１日の間に開業・設立された方 

令和３年８月の売上と、開業日から令和３年７月までの売上の合計を開業月数 

（開業した月は、開業日によらず１か月とする）で除した金額を比較して５０％ 

以上（小数点以下切り捨て）減少していること 

 
令和３

年３月

開業 

４月 ５月 ６月 ７月 

３～７月 

(５か月) 

合計 

(①) 

３～７月 

(５か月) 

平均 

(②) 

(①/５) 

８月 

(③) 

平均と 

８月の 

差 

(④) 

(②－③) 

平均と８

月の比 

(④/②) 

売上 60 万円 80 万円 90 万円 100 万円 60 万円 390 万円 78 万円 30 万円 48 万円 61％(減) 

                                                      ↓ 

支給対象 
 
 
 

＜令和３年９月の売上比較により申請する場合＞ ※８月の売上比較は不要 

   ① 令和２年９月１日以前に開業・設立された方 

令和３年９月の売上が前年同月比又は前々年同月比で５０％以上（小数点以下 

切り捨て）減少していること 

＜対象となる例＞ 

 令和３年(①) 令和元年(②) 減少額(③(②－①)) 前々年同月比(③/②) 

９月売上 ５０万円 １３０万円 ８０万円 ６１％(減) 

 

＜対象とならない例＞ 

 令和３年(①) 令和２年(②) 減少額(③(②－①)) 前々年同月比(③/②) 

９月売上 ５０万円 ８０万円 ３０万円 ３７％(減) 
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比較 

 

Ａ：令和３年８月又は９月のいずれかの売上が令和元年又は令和２年の同月と比較して５０％以上減少している方 
 

 

   ② 令和２年９月２日～令和３年８月３１日の間に開業・設立された方 

令和３年９月の売上と、開業日から令和３年８月までの売上の合計を開業月数 

（開業した月は、開業日によらず１か月とする）で除した金額を比較して５０％ 

以上（小数点以下切り捨て）減少していること 

 
令和３

年４月

開業 

５月 ６月 ７月 ８月 

４～８月 

(５か月) 

合計 

(①) 

４～８月 

(５か月) 

平均 

(②) 

(①/５) 

９月 

(③) 

平均と 

９月の 

差 

(④) 

(②－③) 

平均と９

月の比 

(④/②) 

売上 60 万円 80 万円 90 万円 100 万円 60 万円 390 万円 78 万円 30 万円 48 万円 61％(減) 

                                                      ↓ 

支給対象 
 

（３）支援金の支給対象となる事業承継の期間 

 ①令和３年８月の売上を比較する場合 

令和３年７月３１日までの承継（一部承継を含む） 

 ②令和３年９月の売上を比較する場合 

令和３年８月３１日までの承継（一部承継を含む） 

 

３ 支援金の額 

支援金の額は１事業者あたり１０万円で、支給回数は１回です。 

  ※１事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。 

 

４ 申請手続き 

（１）申請書類 

   ① 県内事業者緊急支援金申請書【８～９月影響分】（様式第Ａ－１号） 

   ② 県内事業者緊急支援金請求書【８～９月影響分】（様式第Ａ－２号） 

   ③ 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書【８～９月影響分】（様式第３号） 

（新規開業者のみ） 

   ④ 売上帳等の売上高が確認できる書類の写し 

※売上が０円の場合でも必要です。 

   ⑤ 直近１期分の確定申告書の写し（個人事業者の場合は令和２年分の所得税の確定申

告書（第一表）。法人の場合は法人税の確定申告書（別表第一）。消費税の確定申告

書の写しは不可。今年開業・設立された方は税務署の受付印のある開業届の写し又は

税務署の受付印のある法人設立届出書の写し。） 
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受付印 

(イメージ) 

受信通知 

(イメージ) 

メール等による受信通知(例) 

 

Ａ：令和３年８月又は９月のいずれかの売上が令和元年又は令和２年の同月と比較して５０％以上減少している方 

 

【確定申告書の写しの提出にあたっての補足】 

 ・確定申告書の写しの提出にあたっては、税務署の受付印（電子申告の場合は受信

通知）が必要です。なお、税理士が代理申告した際の「電子申請済」の押印は認

められません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・確定申告書に税務署の受付印がない場合は、以下ａ～ｃのいずれかの資料を提出

してください。 

ａ 税務署にて「所得税又は法人税の納税証明書（その２ 所得金額用）」を 

請求いただき、追加で提出してください。 

ｂ 税務署にて再発行（開示請求）手続きをしていただき、支援金の申請期限 

内に提出をお願いします（再発行には時間を要する場合があります）。 

ｃ 税務署に閲覧申請し、窓口で撮影した写真を提出してください。 

なお、文字等がはっきり分かるように撮影・印刷してください。 

 

 

※受付印及び受信通知の日付 

等はイメージです。 

※受信通知の内容はイメージ 

です。 
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Ａ：令和３年８月又は９月のいずれかの売上が令和元年又は令和２年の同月と比較して５０％以上減少している方 

 

     ・令和３年５月の県独自の緊急事態宣言に係る県内事業者緊急支援金を受給した方

については、確定申告書の写し（今年開業・設立された方は開業届の写し又は法

人設立届出書の写し、所得税の確定申告が不要で住民税の申告のみの方は市町村

民税・県民税の申告書類の写し）の提出は不要です。 

      ただし、前回提出後に納税地または主たる事業所・本店の変更があった場合は、

変更したことが分かる書類（※）の提出が必要です。 

       ※個人事業者の場合 

・開廃業等届出書（事業所等を移転した場合） 

・住民票（住所を変更した場合） 

・納税地の変更に関する届出書（納税地を変更した場合） 

※法人の場合 

・法人異動届出書 

・登記簿 

また、法人の場合は、直近の決算期の確定申告書の写しを５月申請分で提出して

いない場合は、提出が必要です。 

 ・所得税の確定申告が不要で、住民税の申告のみの方は、令和３年度の「市町村民

税・県民税の申告書類」の写し（受付印が押印されたもの（電子申告の場合は受

信通知））が必要です。 

 ・個人事業者でマイナンバーを記載している場合は、マイナンバーが隠れるよう、

マスキング等の処理を行った上で提出してください。 

 ・個人事業者で居住地が県外、主たる事業所が県内の場合、確定申告書の住所が居

住地となっているケースがあります。この場合、主たる事業所の所在を確認でき

る資料があれば対象とします。詳細はコールセンターにお尋ねください。 

   ⑥ 法人事業概況説明書の写し【両面】（法人のみ） 

     ※⑤の直近１期分の確定申告書の写しに添付しているものの写しを提出してくださ 

い。 

   ⑦ 本人確認書類（個人事業者のみ） 

     ・令和３年５月の県独自の緊急事態宣言に係る県内事業者緊急支援金を受給した方

については、本人確認書類の提出は不要です。 

     ※運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険被保険者証（いわゆる「保険証」）

等の写しなど（有効期限が切れていないもの） 

     ※マイナンバーカードの写しを提出する場合は、マイナンバーが隠れるように、ま

た、健康保険被保険者証（いわゆる「保険証」）等の写しを提出する場合は、保

険者番号、被保険者等記号・番号等及び２次元バーコード（ある場合に限る）が

隠れるように、マスキング等の処理を行った上で提出してください。 
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Ａ：令和３年８月又は９月のいずれかの売上が令和元年又は令和２年の同月と比較して５０％以上減少している方 

 

   ⑧ ②の請求書に記載した振込口座の確認できる書類（通帳の表紙及び見開き１ページ

目のコピー等） 

     ※必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義す

べてが分かるものを提出してください。 

     ※キャッシュカードの写しは不可です。 

     ※ゆうちょ銀行の場合は、表紙をめくった下のページにある「この口座を他金融機

関からの振込の受取口座として利用される際・・・」の下に口座番号等の情報が

記載されています。 

     ※インターネット銀行の場合、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、

カタカナの口座名義が分かる書類（パソコン画面のハードコピーなど）を提出し

てください。 

   ⑨ 法人の場合は丸印（役職印）を押印してください。 

なお、社名しか記載されていない角印（実印）を押印する場合は、印鑑証明書を添

付してください。 

   ⑩ その他、書類審査にあたり必要となる書類の提出をお願いすることがあります。 
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Ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年又は令和２年の同月と比較していずれも５０％以上減少している 

かつ令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上ある 

 

 

（２）次の①及び②いずれも満たすこと（売上要件） 

①令和３年８月及び９月の売上がいずれも５０％以上減少していること 

※令和３年売上と比較するのは、令和元年又は令和２年の同月です。 

   ②令和元年又は令和２年の８月と９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上 

であること 

※行政機関からの給付金や補助金等は売上から除いてください。 

 

【不動産収入の取扱い】 

 不動産収入については、不動産売買・賃貸が主な事業であるか副業であるかを問わ 

ず、確定申告の不動産収入が１２０万円以上（※）の場合にのみ、比較するそれぞれ 

の月に収入のあった額を売上に含めます。 

具体的には、個人事業者の場合は確定申告書第一表の不動産収入の欄に計上された 

額、法人の場合は法人事業概況説明書の「月別の売上高等の状況」欄に計上された売 

上げで判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※直近の決算期が１２か月に満たない法人又は令和２年１月２日から令和３年７月 

３１日の間に新規開業した個人事業者については、（２）売上要件②の特例に準 

じ、（開業日以降決算期又は年末までの月数）×１０万円以上 

 

 

 

 

 

 

不動産収入が 120 万円以上の場合に、それぞれ比較

する月の不動産に係る収入を各月の売上に算入

（120 万円未満の場合には算入しない） 
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Ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年又は令和２年の同月と比較していずれも５０％以上減少している 

かつ令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上ある 

 

【令和２年８月１日以前に開業・設立された方】 

＜令和元年の売上との比較により申請する場合：対象となる例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ：令和３年８月及び９月の売上をそれぞれ令和元年同月の売上と比較 

ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年同月比でいずれも５０％以上 

（小数点以下切り捨て）減少 

ｃ：令和元年８月と９月の売上合計額が２０万円以上 

 

 

＜令和２年の売上との比較により申請する場合：対象となる例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ａ：令和３年８月及び９月の売上をそれぞれ令和２年同月の売上と比較 

ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和２年同月比でいずれも５０％以上 

（小数点以下切り捨て）減少 

ｃ：令和２年８月と９月の売上合計額が２０万円以上 

ａ ｃ 

ｂ 

比較 比較 

ｃ ａ 

ｂ 

比較 比較 
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Ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年又は令和２年の同月と比較していずれも５０％以上減少している 

かつ令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上ある 

 

【令和２年８月２日～令和３年７月３１日の間に開業・設立された方】 

＜対象となる例：令和３年３月１日に開業・設立した場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ：令和３年８月及び９月の売上をそれぞれ月平均売上額と比較 

ｂ：令和３年８月及び９月の売上がいずれも５０％以上（小数点以下切り捨て）減少 

ｃ：月平均売上合計額が２０万円以上 

 

（３）支援金の支給対象となる事業承継の期間 

令和３年７月３１日までの承継（一部承継を含む） 

 

３ 支援金の額 

支援金の額は１事業者あたり２０万円で、支給回数は１回です。 

  ※１事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。 

 

４ 申請手続き 

（１）申請書類 

   ① 県内事業者緊急支援金申請書【８～９月影響分】（様式第Ｂ－１号） 

   ② 県内事業者緊急支援金請求書【８～９月影響分】（様式第Ｂ－２号） 

比較 比較 

ａ 

ｃ 

ａ 

ｂ 
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受付印 

(イメージ) 

受信通知 

(イメージ) 

メール等による受信通知(例) 

 

Ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年又は令和２年の同月と比較していずれも５０％以上減少している 

かつ令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上ある 

 

   ③ 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書【８～９月影響分】（様式第４号） 

（新規開業者のみ） 

   ④ 売上帳等の売上高が確認できる書類の写し 

※売上が０円の場合でも必要です。 

   ⑤ 直近１期分の確定申告書の写し（個人事業者の場合は令和２年分の所得税の確定申

告書（第一表）。法人の場合は法人税の確定申告書（別表第一）。消費税の確定申告

書の写しは不可。）今年開業・設立された方は税務署の受付印のある開業届の写し又

は税務署の受付印のある法人設立届出書の写し。） 

 

【確定申告書の写しの提出にあたっての補足】 

 ・確定申告書の写しの提出にあたっては、税務署の受付印（電子申告の場合は受信

通知）が必要です。なお、税理士が代理申告した際の「電子申請済」の押印は認

められません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付印及び受信通知の日付 

等はイメージです。 

※受信通知の内容はイメージ 

です。 
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Ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年又は令和２年の同月と比較していずれも５０％以上減少している 

かつ令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上ある 

 

 ・確定申告書に税務署の受付印がない場合は、以下ａ～ｃのいずれかの資料を提出

してください。 

ａ 税務署にて「所得税又は法人税の納税証明書（その２ 所得金額用）」を 

請求いただき、追加で提出してください。 

ｂ 税務署にて再発行（開示請求）手続きをしていただき、支援金の申請期限 

内に提出をお願いします（再発行には時間を要する場合があります）。 

ｃ 税務署に閲覧申請し、窓口で撮影した写真を提出してください。 

なお、文字等がはっきり分かるように撮影・印刷してください。 

     ・令和３年５月の県独自の緊急事態宣言に係る県内事業者緊急支援金を受給した方

については、確定申告書の写し（今年開業・設立された方は開業届の写し又は法

人設立届出書の写し、所得税の確定申告が不要で住民税の申告のみの方は市町村

民税・県民税の申告書類の写し）の提出は不要です。 

      ただし、前回提出後に納税地または主たる事業所・本店の変更があった場合は、

変更したことが分かる書類（※）の提出が必要です。 

       ※個人事業者の場合 

・開廃業等届出書（事業所等を移転した場合） 

・住民票（住所を変更した場合） 

・納税地の変更に関する届出書（納税地を変更した場合） 

※法人の場合 

・法人異動届出書 

・登記簿 

また、法人の場合は、直近の決算期の確定申告書の写しを５月申請分で提出して

いない場合は、提出が必要です。 

 ・所得税の確定申告が不要で、住民税の申告のみの方は、令和３年度の「市町村民

税・県民税の申告書類」の写し（受付印が押印されたもの（電子申告の場合は受

信通知））が必要です。 

 ・個人事業者でマイナンバーを記載している場合は、マイナンバーが隠れるよう、

マスキング等の処理を行った上で提出してください。 

 ・個人事業者で居住地が県外、主たる事業所が県内の場合、確定申告書の住所が居

住地となっているケースがあります。この場合、主たる事業所の所在を確認でき

る資料があれば対象とします。詳細はコールセンターにお尋ねください。 

   ⑥ 法人事業概況説明書の写し【両面】（法人のみ） 

     ※⑤の直近１期分の確定申告書の写しに添付しているものの写しを提出してくださ 

い。 
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Ｂ：令和３年８月及び９月の売上が令和元年又は令和２年の同月と比較していずれも５０％以上減少している 

かつ令和元年又は令和２年の８月及び９月（同年に限る）の売上合計額が２０万円以上ある 

 

   ⑦ 本人確認書類（個人事業者のみ） 

     ・令和３年５月の県独自の緊急事態宣言に係る県内事業者緊急支援金を受給した方

については、本人確認書類の提出は不要です。 

     ※運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険被保険者証（いわゆる「保険証」）

等の写しなど（有効期限が切れていないもの） 

     ※マイナンバーカードの写しを提出する場合は、マイナンバーが隠れるように、ま

た、健康保険被保険者証（いわゆる「保険証」）等の写しを提出する場合は、保

険者番号、被保険者等記号・番号等及び２次元バーコード（ある場合に限る）が

隠れるように、マスキング等の処理を行った上で提出してください。 

   ⑧ ②の請求書に記載した振込口座の確認できる書類（通帳の表紙及び見開き１ページ

目のコピー等） 

     ※必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義す

べてが分かるものを提出してください。 

     ※キャッシュカードの写しは不可です。 

     ※ゆうちょ銀行の場合は、表紙をめくった下のページにある「この口座を他金融機

関からの振込の受取口座として利用される際・・・」の下に口座番号等の情報が

記載されています。 

     ※インターネット銀行の場合、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、

カタカナの口座名義が分かる書類（パソコン画面のハードコピーなど）を提出し

てください。 

   ⑨ 法人の場合は丸印（役職印）を押印してください。 

なお、社名しか記載されていない角印（実印）を押印する場合は、印鑑証明書を添

付してください。 

   ⑩ その他、書類審査にあたり必要となる書類の提出をお願いすることがあります。 
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共通事項 

 

４ 申請手続き 

（２）申請受付 

令和３年１０月１１日（月）から令和３年１２月１０日（金）（消印有効） 

 

     確定申告書に記載された住所が存する地域を管轄する商工会議所又は商工会（別紙の

とおり）に郵送で提出してください。 

    ※県外居住の個人事業者で、主たる事業所が県内にある場合には、主たる事業所の所

在地で判断してください。 

     提出いただいた申請書は、商工会議所又は宮崎県商工会連合会で審査を行い、その後、

県に送付されます。申請書に不備がある場合や支給要件を満たさない場合は関係書類を

返送させていただきます。 

 

（３）問い合わせ先 

   申請書の記載方法や提出書類など、不明な点は下記のコールセンターまでお問い合わ

せください。 

 

県内事業者緊急支援金コールセンター：０５７０－６６６－３５６ 

 

   ［期間］令和３年１０月４日（月）から令和３年１２月１０日（金） 

［時間］午前９時から午後５時（※土曜日、日曜日、休日を除く） 

 

５ 支援金の支払い 

所要の審査を行い、要件が確認でき次第、指定された口座に振り込みます。支払決定や支

払日等の通知は行いません。入金されましたら、通帳に「ミヤケンショウコウセイサク」と

表示されますのでご確認ください。 

なお、振り込みまでに申請から１か月程度（書類に不備がない場合）の期間を要しますの

でご了承ください。 

 

６ 支援金の返還 

支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合、その他不正

が判明した場合は、調査の上、支援金を返還していただきます。 

 

７ その他 

支援金による収入は、法人税及び所得税における課税対象となり、消費税は不課税となり

ます。 



別紙（申請窓口一覧）

申請窓口 郵便番号 住所 電話番号

下記以外の宮崎市 宮崎商工会議所 880-0811 宮崎市錦町１番１０号宮崎グリーンスフィア壱番館７階 0985-22-2161

清武町 清武町商工会 889-1613 宮崎市清武町西新町９－７ 0985-85-0173

田野町 田野町商工会 889-1702 宮崎市田野町乙９４１８－１ 0985-86-0133

跡江、柏原、細江、長嶺、
有田、富吉、浮田、生目、
小松、小松台東、小松台西、
小松台北、大塚台西

宮崎市生目商工会 880-2111 宮崎市大字柏原４４９－３ 0985-47-6827

佐土原町 佐土原町商工会 880-0211 宮崎市佐土原町下田島２０７３２－５３ 0985-73-2567

高岡町 高岡町商工会 880-2222 宮崎市高岡町五町２６８－２ 0985-82-0154

下記以外の都城市 都城商工会議所 885-8611 都城市姫城町４街区１号 0986-23-0001

安久町、豊満町、梅北町 中郷商工会 885-0044 都城市安久町６８６７ 0986-39-0334

山之口町 山之口町商工会 889-1802 都城市山之口町花木２０３９－６ 0986-57-2016

高城町 高城町商工会 885-1202 都城市高城町穂満坊３０６番地 都城市高城総合支所内 0986-58-2020

庄内町、菓子野町、乙房町、
関之尾町、美川町、高野町、
吉之元町、夏尾町、御池町

荘内商工会 885-0114 都城市庄内町８６０８－２ 0986-37-0024

山田町 山田町商工会 889-4602 都城市山田町中霧島２９３９－２ 0986-64-2057

高崎町 高崎町商工会 889-4505 都城市高崎町大牟田１２４７－９６ 0986-62-3131

下記以外の延岡市 延岡商工会議所 882-0824 延岡市中央通３丁目５－１ 0982-33-6666

延岡市三北商工会 889-0301 延岡市北浦町古江２５２２－９ 0982-45-2278

　　〃　　北方支所 882-0125 延岡市北方町川水流卯７７３ 0982-47-2046

　　〃　　北川支所 889-0101 延岡市北川町川内名７２６１－６ 0982-46-2039

下記以外の日南市 日南商工会議所 887-0012 日南市園田２丁目１番１号 0987-23-2211

北郷町 北郷町商工会 889-2402 日南市北郷町郷之原乙１７３８－４ 0987-55-3639

南郷町 南郷町商工会 889-3207 日南市南郷町東町１４－１１ 0987-64-1125

下記以外の小林市 小林商工会議所 886-8502 小林市細野１８９７番地TENAMUビル２階 0984-23-4121

野尻町 野尻町商工会 886-0212 小林市野尻町東麓１１６３－２ 0984-44-1221

須木 すき商工会 886-0111 小林市須木中原１７２８ 0984-48-2459

下記以外の日向市 日向商工会議所 883-0044 日向市上町３番１５号 0982-52-5131

東郷町 東郷町商工会 883-0102 日向市東郷町山陰丙１２６５－２ 0982-69-2075

串間市 全域 串間商工会議所 888-8691 串間市大字西方５６５７ 0987-72-0254

下記以外の西都市 西都商工会議所 881-0033 西都市大字妻１５３８番地１ 0983-43-2111

上三財、下三財、藤田、加勢 西都市三財商工会 881-0113 西都市大字下三財３３９６－５ 0983-44-5107

えびの市 全域 えびの市商工会 889-4221 えびの市大字栗下５１ 0984-35-1544

北諸県郡 三股町 三股町商工会 889-1901 北諸県郡三股町大字樺山４４２１－２２ 0986-52-2226

西諸県郡 高原町 高原町商工会 889-4412 西諸県郡高原町大字西麓６２７－７ 0984-42-1158

国富町 国富町商工会 880-1101 東諸県郡国富町大字本庄４０４９ 0985-75-2211

綾町 綾町商工会 880-1303 東諸県郡綾町大字南俣３２９－１ 0985-77-0017

高鍋町 高鍋商工会議所 884-0006 高鍋町大字上江８３３５番地２ 0983-22-1333

新富町 新富町商工会 889-1414 児湯郡新富町富田南１－１１２－２ 0983-33-1231

西米良村 西米良村商工会 881-1411 児湯郡西米良村大字村所９６－１ 0983-36-1056

木城町 木城町商工会 884-0101 児湯郡木城町大字高城４０４０－１ 0983-32-2070

川南町 川南町商工会 889-1301 児湯郡川南町大字川南１３６８０－１ 0983-27-0263

都農町 都農町商工会 889-1201 児湯郡都農町大字川北５１２９ 0983-25-0200

門川町 門川町商工会 889-0611 東臼杵郡門川町大字門川尾末９２４６－２ 0982-63-1514

諸塚村 諸塚村商工会 883-1301 東臼杵郡諸塚村大字家代２６３８－１８ 0982-65-1197

椎葉村 椎葉村商工会 883-1601 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７４７－３８ 0982-67-2005

美郷町商工会 883-1101 東臼杵郡美郷町西郷田代２９－１ 0982-66-2023

　　〃　　南郷支所 883-0306 東臼杵郡美郷町南郷神門１０１４－４ 0982-59-0106

　　〃　　北郷支所 889-0901 東臼杵郡美郷町北郷宇納間３５－１ 0982-62-5895

高千穂町 高千穂町商工会 882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井７７８ 0982-72-2350

日之影町 日之影町商工会 882-0401 西臼杵郡日之影町大字七折３４６１ 0982-87-2210

五ヶ瀬町 五ケ瀬町商工会 882-1203 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所２１１８ 0982-82-0072

本店・主たる事業所所在地

市
　
部

宮崎市

都城市

延岡市
北浦町、北方町、北川町

日南市

小林市

日向市

西都市

町
　
村
　
部

東諸県郡

児湯郡

東臼杵郡

美郷町西郷、南郷、北郷

西臼杵郡


