第９弾（R4 年 1 月 21 日～R4 年 3 月 6 日分）本申請分
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾）
【本申請分・申請受付要項】
【受付期間】
令和４年３月７日（月）から令和４年５月６日（金）まで
※早期支給分を申請（対象外決定分を除く）した方は、その額（１店舗あたり３６万
円）を差し引いた額で申請してください。
【受付方法】
１ 申請書類の提出

別表１―１

・申請書類は、郵送での申請のみ受付します。
・提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします（新型コロナ
ウイルス感染防止の観点から、持参による申請は受付しておりません）。
※令和４年５月６日（金）の当日消印有効です。期限を過ぎた申請は受付できません。
※差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※「協力金（第９弾）本申請分

申請書在中」と朱書きしてください。

※オンラインによる申請受付は行っておりません。
※送料は申請者側でご負担をお願いします（料金不足の場合は受付できません）。
＜宛先＞
〒500-8358

岐阜県岐阜市六条南２－１１－１

岐阜産業会館

新型コロナウイルス協力金（第９弾）本申請分
２

２階
受付係

宛

申請に必要な書類の入手方法
次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。
・岐阜県のウェブサイトからダウンロード
（https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/196002.html）

・各県事務所の振興防災課
・各市町村役場の所定の窓口

別表２

【お問合せ先】
○岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金相談窓口（コールセンター）
電話番号：０５８－２７２－８１９２
受付時間：９時００分～１７時００分
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<注意事項＞
◎本協力金（第９弾）を申請する方は、オミクロン株対策特別支援金を申請・受給するこ
とはできません（併給は不可です）。
◎早期支給分を申請（対象外決定分を除く）した方は、支給申請額（総額）から早期支給
分（１店舗あたり３６万円）を差し引いた額で申請してください。
◎算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみです。
同一店舗で飲食業と飲食業以外の事業を行っている場合は、その店舗の売上高のうち、営業時間
短縮要請等の対象となっている飲食業の売上高のみが算定の対象となります。
営業時間短縮要請等の対象とならない事業を行っている場合、それらの事業を除外して飲食業売
上高を算出する必要があります。
＜飲食事業の売上高に含まれないものの例＞
・飲食品のテイクアウトに係る売上高
・飲食業に合わせて行う物品販売やカラオケに係る売上高
・旅館業に伴う宿泊事業の売上高 など

◎各計算書に使用する飲食業売上高は

「税抜き」 で記入してください。

各計算書において使用する飲食業売上高は「税抜き」で記入してください。
なお、税込経理方式を採用している場合など、税抜き売上高が分からない場合は、税込売上高を
「1.1」（平成３１年分の売上高を使用する場合は「1.08」
）で割り、小数点以下を切り上げて税抜売
上高を算出してください。
協力金は売上高等を提出書類や計算書等に基づき確認する必要がありますので、提出書類の不足
が無いよう事前に十分ご確認のうえ提出してください。
必要書類や記載内容に不足がある場合は、確認のための連絡や追加の書類提出を求めるなど審査
に時間を要し、協力金の支給が遅れますので予めご了承ください。
なお、確認のための連絡が取れない場合、必要書類が提出されない場合、提出された書類に疑義が
ある場合など、申請内容の不備が県の補正を指定する期限内に解消されなかった場合は、不支給決
定を行います。
その他下記事項についても十分ご承知のうえ申請をお願いします。

１．協力金の不正受給は犯罪です。客観的な店舗の状況等に基づき虚偽申請や不正受給等が
判明した場合は、警察へ通報し、厳正に対処します。
２．協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、協力金の支
給決定を取り消します。この場合、申請者は協力金の全額返還と加算金の支払いに応じてい
ただくとともに、事業者名等が公表されることがあります。
３．協力金の審査・支給事務を円滑にかつ適正に進めるため、必要に応じて対象店舗の時短営
業の取組み状況等について、現地調査又は説明を求めることがあります。
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変更点（第８弾から変わった点）
○参照年を、平成 31 年～令和３年（過去３年）のいずれかの年としました。
○１日あたりの支給単価が下限額（３万円／日）の店舗
（新規開業等特例で申請する事業者を除く）

１）協力金支給申請額計算書を省略しました。
・下限額の店舗については、様式１に申請額を記入する方法にしました。

２）申請時点で確定申告書類の提出を不要としました。
・ただし、審査段階で提出をお願いする可能性がありますので、速やかに提出で
きるよう、必ず保存をお願いします。

申請書作成の大まかな手順について
第９弾協力金の申請に当たっては、まず店舗ごとの協力金の支給申請額の計算が必要です。
＜申請書作成の大まかな手順＞
ステップ１

店舗ごとに「協力金支給申請額計算書」を作成
・事業規模によって、使用する計算書が異なります。
どの計算書を使用するかは p14 のフローチャートでご確認ください。
※売上高方式の下限額の店舗は、計算書㋐を作成する必要はありません。

ステップ２

申請書を作成
・計算した協力金申請額をもとに申請書様式１「４

時短営業等を実施し

た店舗の協力金申請額」に、店舗ごとに申請金額を記入。
・「４

時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」申請額合計欄に記入

した金額を、「３ 協力金申請額」に転記してください。

具体的な申請書・計算書の作成方法
平成３１年から令和３年のいずれかの年の売上高のうち、時短等要請された月（１～
３月）の１日あたりの平均売上高が、７５，０００円以下の場合は３０，０００円／日の
定額支給になります。
●まん延防止等重点措置による要請（１/２１～３/６）
認証店及び非認証店：
「７５，０００円（税抜）以下／日」の場合は「１日当たり３０，０００円（定額）」
具体的な申請書・計算書の作成方法は、次ページ以降を参照ください。
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（１）１日あたりの平均売上高が一定額（75,000 円（税抜）
）以下の場合
一定額以下の場合は、「協力金支給申請額計算書」を作成する必要はありません。

＜手順＞
➊様式１の「４

時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」を記入

➋様式１の「２

時短営業等を実施した岐阜県内の全店舗数」及び「３

協力金申請額」

を記入
例：申請者：法人Ａ（中小企業）、飲食店を１店舗「居酒屋薮田」を経営
売上高を算定する年：令和２年（日数：91 日（31 日+29 日+31 日））
売上（税抜）：1 月

210 万円／2 月

160 万円／3 月

180 万円

※参考（210 万円+160 万円+180 万円）÷91 = 60,440 ≦ 75,000 円（一定額以下）

➊様式１の「４ 時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」を記入します。
・１店舗目➀の欄の店舗名（屋号等）に記入
・協力期間（時短等期間）欄を記入
全期間協力した場合は「１月２１日～３月６日（４５日間）」。１月２３日から協力
した場合は「１月２３日～３月６日（４３日間）」と記入
・１日あたりの支給単価が下限額（３万円）の店舗の欄を記入
□にチェックし、協力日数と早期支給分（対象外決定分を除く）で受給した３６万円
を引いて、申請金額を算出します。
協力期間を記入

上段にチェック

全ての店舗の合計申
請額を記入

協力日数と早期支給
分を記入し、１店舗
の申請額を記入

➋様式１の「２

時短営業等を実施した岐阜県内の全店舗数」及び「３

協力金申請額」

を記入します。
「４時短営業等を実
施した店舗の協力金
申請額」の合計申請
額を転記
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（２）１日あたりの平均売上高が一定額（75,000 円（税抜））を超える等の場合
「協力金支給申請額計算書」を作成する必要があります。
＜手順＞「店舗ごとの協力金支給申請額計算書」の下記➊～➏まで記入してください。
❶～➍

別紙「店舗ごとの協力金支給申請額計算書」

➎

様式１の「４

➏

様式１の「２

時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」
時短営業等を実施した岐阜県内の全店舗数」、
「３

協力金申請額」

例：申請者：法人Ａ（中小企業）、飲食店を１店舗経営
売上高を算定する年：令和２年（日数：91 日（31 日+29 日+31 日））
売上（税抜）：1 月

310 万円 ／

2月

240 万円

／

3月

270 万円

➊計算書を選択（上記（例）では中小企業、１店舗で申請するため、計算書㋐を１枚作成）
➋算定対象とならないテイクアウトに係る売上高や物品販売に係る売上高などを、売上高
に算入していないことを確認し、チェックを記入（他の計算書も同様）
➌平成３１～令和３年のいずれかの年の１～３月の飲食業売上高（税抜き）を合計して１月
の１か月の合計日数（３１日）と２月の合計日数（２９日又は２８日）と３月の合計日数
（３１日）の合計９０日又は９１日で割り、１日当たりの平均売上高を算出
（注：令和２年と、平成３１年及び令和３年の２月の日数が異なるので注意）
＜例＞令和２年の１～３月の売上高の平均
310 万円+240 万円+270 万円÷91 日（31 日+29 日+31 日）＝90,109.89 円
→（小数点以下切り上げ）→90,110 円
１日当たりの売上高 90,110 円 ≧ 75,000 円のため、そのまま次の計算に進む。
➊中小企業の定義に該当するか
確認

➊

➋算定対象となる売上高は飲食
業の売上高のみ。
・営業時間短縮要請等の対象と
ならない事業の売上を除外し
ていることを確認
（申請要項ｐ１６参照）
・□にチェックを記入
・売上高を参照する年（H31～R3）
のいずれかの□にチェックを
記入

➋
➌

➌売上高を参照する年
の１～３月の１日当た
りの売上高を算出
・売上高（税抜）を
それぞれ算出し、
１～３月の合計日数
で割り、1 日当たり売
上高を算出
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➍順番に計算書を記入していき、⑧の欄に「時短等協力日数」（全期間協力した場合は
「４５」日を記入し、➈でこの店舗の申請額を算出し、最後にチェックを入れて計算書の作
成は終了です。
➍時短等協力日数（全
期間協力の場合は
「４５」日を記入し、
当該店舗の申請額を
算出。
・最後に□にチェック
を記入して終了で
す。

➍

➎様式１の「４ 時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」を記入します。
・１店舗目➀の欄の店舗名（屋号等）に記入
・協力期間（時短等期間）欄を記入
全期間協力した場合は「１月２１日～３月６日（４５日間）」。１月２３日から協力した場合は
「１月２３日～３月６日（４３日間）」と記入
・１日あたりの支給単価が下限額以外の店舗欄を記入
□にチェックし、協力日数と早期支給分（対象外決定分を除く）で受給した３６万円を引いて、申
請金額を算出し、店舗ごとの合計金額を最上段の申請額合計欄に記入します。
・下段にチェック

協力期間を記入

・計算書から申請額を転記
➎申請する全ての店舗の
合計申請額を記入

➎

計算書から転記した金
額から早期支給分３６
万円を引いて１店舗の
申請額を記入

➏様式１の「２

時短営業等を実施した岐阜県内の全店舗数」及び「３

を記入。

➏
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協力金申請額」

➏申請合計店舗数を「２ 時
短営業等を実施した岐阜県
内の全店舗数」に、
「４ 時短
営業等を実施した店舗の協
力金申請額」の申請額合計
の金額を「３ 協力金申請
額」に転記

第９弾（R4 年 1 月 21 日～R4 年 3 月 6 日分）本申請分
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾）
本申請分 申請受付要項
令和４年３月７日
新型コロナウイルス感染症が感染拡大する中、県の要請に応じて対象店舗の時短営業等に全面的
にご協力いただいた事業者の皆様に対して、岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第
９弾）を支給しますのでお知らせします。
記

■要請対象区域及びその期間
要請期間
対象区域

岐阜県内全４２市町村

令和４年１月２１日（金）～令和４年３月６日（日）

まん延防止等重点措置による要請

■要請内容等
○まん延防止等重点措置による要請期間（令和４年１月２１日（金）～３月６日（日）
）
※令和４年１月２２日（土）又は２３日（日）からの協力開始も可

・要請内容：第三者認証店（ステッカー取得済店舗）
・非認証店（ステッカー未取得店舗）共通
・５時～２０時までの営業時間短縮
・終日、酒類提供を行わないこと（利用者による酒類の店内持ち込みを含む）
・同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食は避ける
※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。

・要請対象：２０時を超えて翌５時までの時間帯に営業を行っている下記の店舗
①飲食店：飲食店（居酒屋を含む。
）、喫茶店等
※宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い。
②遊興施設等：バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗
※ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。）

■協力金
県からの要請に応じて対象の全期間、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただいた店舗に対し、
１店舗あたり売上高又は売上高減少額に基づいた額を支給します。
（時間短縮等による営業補償金と
して支給するものではありません）
なお、早期支給分を申請し受給された方は、その受給済額を減額した残額を支給します。
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支給申請額
第９弾協力金については「規模別協力金」であり、事業所・売上の規模に応じて支給申請額を計算のう
え申請する必要があります。計算の方法は規模等により、中小企業・小規模企業（個人事業者含む）が選
択できる「売上高方式」と、大企業等が選択できる「売上高減少額方式」があります。
申請者は、ｐ１４のフローチャートを基に、申請する方式を確認してください。

１店舗あたりの支給単価額

１日当たり支給単価×協力日数

第三者認証店（ステッカー取得済店舗）・非認証店（ステッカー未取得店舗）共通
区分
中小企業・小規模企業
（個人事業者含む）

計算方式

まん延防止等重点措置による要請（1/21～3/6）

売上高方式

※売上高減少額方式も選択可
売上高減少額
方式

大企業等

１日当たり売上高

１日当たり支給単価

75,000 円以下

30,000 円

75,000 円超
25 万円以下

売上高の 4 割

25 万円超

10 万円

１日当たり支給単価：１日当たり売上減少額の４割

（上限：「20 万円」）
※売上高方式を選択できるのは、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条に規定する中小企業者及び会社以外の法人等
（人格なき社団等を含む。以下同じ。）で、その営む主たる事業の区分に応じ、従業員数が中小企業基本法における中小企業の基準以
下の法人等（以下「中小企業」という。）です。具体的には、飲食業については、資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社
並びに常時使用する従業員数が 50 人以下の会社及び個人、カラオケなどのサービス業については、資本金の額又は出資の総額が
5,000 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人です。

計算方式
（１）売上高方式（中小企業・小規模企業（個人事業者を含む））
営業時間短縮要請等に応じた１日当たりの支給単価は、対象店舗における前々々年（平成 31 年、
前々年（令和２年）又は前年（令和３年）のいずれかの年の要請月と同じ月（１～３月）の１日当たりの
飲食業売上高（消費税・地方消費税抜き）に、まん延防止等重点措置による要請区域にあっては 0.4
を乗じて得られた金額につき、１千円未満を切り上げて得られた金額とします。
なお、１日当たり支給単価は、下限３万円～上限１０万円とします。
○売上高方式イメージ【中小企業・まん延防止等重点措置による要請の場合】
協力金/日・店舗

上限１０万円

１０ 万円
売上高×0.4

C

B
３万円

Ａ
7.5 万円
年間 2,737.5 万円

25 万円
年間 9,125 万
円

前年度、前々年度又は
前々々年の売上高/日

【支給申請額の計算例（まん延防止等重点措置による要請（1/21～３/６）の場合）】
◆計算式
平成 31 年～令和３年のいずれかの年の１月～３月の飲食業売上高÷（31 日（1 月）＋
29 日(R2.2 月)or28 日(H31.2 月 orR3.2 月)＋31 日（3 月）） ＝１日当たり飲食業売上高
◆協力金支給申請額
Ａ．１日当たり飲食業売上高が 75,000 円以下 → ３０，０００円×協力日数
Ｂ．〃 75,000 円超 250,000 円以下
→ １日当たり飲食業売上高×０.４×協力日数
Ｃ．〃 250,000 円超
→ １００，０００円×協力日数
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（２）売上高減少額方式（大企業等）※中小企業等（個人事業者を含む）においても選択可
営業時間短縮要請等に応じた１日当たりの支給単価は、対象店舗における、平成 31～令和
３年のいずれかの年の１月～３月の１日当たりの飲食業売上高計（消費税及び地方消費税抜き）
から、営業時間短縮要請月（令和４年１月～３月）の１日当たりの飲食業売上高計を控除して得
られた金額に 0.4 を乗じて得られた金額につき、
１千円未満を切り上げて得られた金額とします。
なお、１日当たり支給単価の上限は２０万円とします。
また、この方式は大企業（中小企業以外の事業者）が対象ですが、本方式を選択した中小企業・
小規模企業（個人事業者含む）も対象（早期支給分を申請（対象外決定分を除く）した店舗を除く）となります。
○売上高減少額方式イメージ【大企業等の場合】
上限：２０万円

協力金/日・店舗

２０万円
売上高減少額×0.4

前年度、前々年度又は前々々
50 万円
年間 1 億 8,250 万 年度の売上高減少額/日
円

【支給申請額の計算例（まん延防止等重点措置による要請（1/21～3/6）の場合）】

◆計算式（例）
平成 31 年～令和３年のいずれかの年の１～３月の飲食業売上高÷（31 日+29or28 日＋31 日）
＝平成 31 年～令和３年のいずれかの年の１日当たり飲食業売上高
（ここでは令和２年度対象月分の１日当たり飲食業売上高１００万円と仮定）
令和４年１～３月の売上高÷（９０日）＝令和４年の１日当たり飲食業売上高
（ここでは令和４年度対象月分の１日当たり飲食業売上高 ６０万円と仮定）
減少額：１００万円－６０万円＝４０万円
支給単価：４０万円×０.４＝１６万円
上限額：２０万円
※「支給単価」で算出した額が各「上限額」を下回るため、１６万円が支給単価となる。
り

（３）罹災特例
災害の影響を受けて平成 31～令和３年の１～３月の売上高が減っている場合に、例外とし
て、罹災証明書等の提出により平成 30 年の１～３月の売上高を基準に算出可能です。

（４）新規開店等特例（開店１年未満等）
時短要請月を基準として、開店１年未満の店舗については前年又は前々年の参照する売上高が存
在しないことから、例外として開店後の売上高等を基準に１日当たりの支給単価を算出してくださ
い（支給単価の下限額・上限額は、売上高方式、売上高減少額方式と同様）。
なお、適切に売上高が把握できない場合等については、売上高方式の支給単価は下限額、売上高
減少額方式の支給単価は０円となります。
※申請内容を確認するため、税務申告が確定した後、書類等の提出をお願いする場合があり
ます。
※新規開店特例を利用される店舗については、審査に時間を要するため、支給まで相当期
間をいただきます。他の店舗より支給が遅れますので、予めご了承ください。
※営業許可書の有効期限の初日が要請開始日以降の場合は、支給対象となりません。
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申請要件
本協力金の申請にあたっては、下記の申請要件全てに該当する必要があります。

＜まん延防止等重点措置による要請にご協力いただいた店舗の申請要件＞
【対象期間及び対象区域】
対象期間：令和４年１月２１日（金）～令和４年３月６日（日）（４５日間）
※令和４年１月２２日（土）又は２３日（日）からの協力開始も可

対象区域：岐阜県内全４２市町村
【対象要件】（第三者認証店・非認証店共通）
・５時～２０時までの間に営業時間短縮
・終日、酒類の提供（利用者による持込みを含む）を行わないこと
・同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食回避
※ワクチン・検査パッケージ制度及び対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。

【対象業種】
①対象区域内に所在する食品衛生法の「飲食店営業許可」又は「喫茶店営業許可」を
受けて営業している飲食店
②対象区域の遊興施設等のうち、食品衛生法の「飲食店営業許可」を受けて営業して
いる店舗
○下記の対象施設であること（第三者認証店・非認証店共通）。
・飲食店：飲食店（居酒屋を含む。）、喫茶店等
※宅配、テイクアウトサービスは除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い。
・遊興施設等：バー等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程
度見込まれる施設を除く。
※要請対象期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を全て取得している
ことが必要です。
※コンビニ等のイートインスペース、テイクアウト、デリバリー、キッチンカー、露店営
業、自動販売機等により飲食提供をする店舗等については対象外です。
○対象施設が２０時を超えて翌５時までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等
であること。
※営業時間が２０時を超えて翌５時までの時間帯であることが広く周知され営業してい
たことを明確に確認できる客観的な資料が必要です。
○要請対象期間において、営業時間の短縮要請及び終日、酒類の提供は行わないこと（利用
者による持込み含む）に全面的にご協力いただいた事業者であること。
※全面的：上記対象期間の全てにおいて、営業時間の短縮等にご協力いただくことを言
います。なお、対象事業者が対象期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象
となります。
※営業時間の短縮要請：
「２０時を超えて翌５時までの休業を要請すること」を言います。
ただし、対象期間最終日は２４時までの要請になります。
○同一グループの同一テーブルでの５人以上の会食を避けること。
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○営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、店舗の形態を成して継続的に営業してい
る実態が客観的な資料等でも明らかに確認できる店舗及び事業者であること。
※第１波による時短要請（令和２年４月１８日）以降、新型コロナウイルス感染拡大防止
を目的として、要請を踏まえて自主的に時短営業をしている店舗についても対象とな
ります（半年以上等相当期間にわたり営業実績が確認できない休業の場合を除く）。
※店舗の形態を成し恒常的に営業していることが外景・内景からも明らかである場合に
限ります。なお、要請期間終了後においても、広く集客し営業しているかを確認させて
いただく場合があります。
〇要請期間において岐阜県内の市町村に所在する店舗であること、かつ申請者は営業時間・
営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
〇関係法令等又はこれに基づく知事の処分における違反、詐欺等の犯罪行為のほか、これ
まで全ての岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請における虚偽・不正
申請等が無いこと。
※法人と個人を問わず同一店舗を対象とした重複申請は、不正申請となり全て不支給と
なる場合があります。
○暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となってい
る法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
〇まん延防止等重点措置による要請期間において、新型コロナウイルス感染症のクラスタ
ーが発生するなど、感染防止対策が不十分であるなどの理由により、新型コロナウイル
ス感染症の感染を拡大させたと知事が認める店舗以外の店舗であること。
○業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守していること。
○申請時点において、国及び県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給してい
ないこと（例：岐阜県オミクロン株対策特別支援金 など）。

早期支給分の取扱いについて
早期支給分を申請された場合は、必ず支給申請額から早期支給分申請額（１店舗あたり
３６万円。対象外決定分を除く）を控除して、売上高方式により本申請の申請を行ってく
ださい。
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申請手続
■申請受付期間
令和４年３月７日（月）～令和４年５月６日（金）
※令和４年５月６日（金）の消印有効です。期限を過ぎた申請は受付できません。

■申請方法
申請書類の提出は、郵送でのみ受付します。
提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から、持参による申請は受付しておりません。
＜宛先＞
〒500-8358

岐阜県岐阜市六条南２－１１－１ 岐阜産業会館２階
新型コロナウイルス協力金（第９弾）本申請分 受付係 宛

※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※「協力金（第９弾）本申請分 申請書在中」と朱書きしてください。
※オンラインによる申請受付は行っておりません。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。料金不足の場合は返送されますので、ご注意ください。

■申請に必要な書類
別表１－１に示す書類で該当するもの全てを添付し申請してください。
※提出書類はＡ４サイズに統一してください。
※様式１～３は、インク又はボールペンで記載してください。
（修正液、修正テープ等での訂正は不
可。消せるボールペンは使用不可。
）
※別表１－２についても☑チェックを記入のうえ、各種申請書類と一緒に同封のうえ提出してくだ
さい。
※店舗ごとに申請・添付書類は異なりますので、ご注意ください。
※給付要件を満たさない恐れがある場合は、その他の書類の提出及び説明を求めることがあります。
※申請書類の返却はいたしません。
※この度の申請に必要な書類の他、レジの日計表等、売上高を証明する証拠書類については、後日
の提出を求める等調査を行う場合がありますので、求めに応じて速やかに提出できるよう、７年
間の保存をお願いします。

■申請書類の入手方法
次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。
・岐阜県のウェブサイトからダウンロード
・各県事務所の振興防災課
・各市町村役場の所定の窓口（別表２）
■その他注意事項
複数店舗を運営される事業者の方については、複数店舗分まとめて１つの申請として
ください。
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協力金の支給について
■協力金の支給
申請書の審査が終了したものから順次支給します。
本協力金の支給は１店舗につき１回限りです。
■支給決定に係る通知等
申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金のお支払
いをもって通知に代えさせていただきます（別途通知はしません）。
申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給決
定通知を発送いたします。
■支給決定の取消し
本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等を確認した場合は、本協
力金の支給決定を取り消します。既に支給済みの場合、申請者は、協力金を返還のうえ、
協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金（協力金の額に年率 10.95％
の割合で計算した額）を併せて納付していただきます。
■現地確認等について
申請いただいた店舗が申請要件に該当しているか確認するため現地確認をさせていた
だく場合があります。
現地確認にご協力いただけない場合や、現地確認の結果、不正が確認されたり、提出い
ただいた資料の真正性が認められない場合、その他申請要件に該当すると判断できない
場合等は不支給とさせていただきます。
■不正等について
次のような虚偽申請等があった場合は、不支給となる場合があります。
（主なものの例）
・誓約書に誓約した内容に偽りや違反がある。
・１つの店舗について複数の申請を提出する。
・提出資料を改ざんするなどにより、売上高を粉飾する。
・時短要請している時間を越えて客を滞在させて営業しているにも関わらず、時短要請に応じたよう
に偽る。
・既に廃業しているにも関わらず営業実態があるように偽る。
・通常の営業時間が時短要請時間内であるにも関わらず、表示を差し替えるなど対象事業者のように偽る。
・飲食店等を運営する事業者でないにも関わらず、対象事業者を装い申請する。
・故意又は重大な過失が認められる場合、並びに犯罪行為等により有罪が確定するなど関係法令に違
反していると認められる場合
など

申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、協力金の支給を受けた事業者
名、対象店舗などの情報を公表することがあります。

その他
■問い合わせ先
本協力金の申請等に関する質問は、以下の相談窓口にお問い合わせください。
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 相談窓口（コールセンター）
電話番号：０５８－２７２－８１９２ 受付時間：９：００～１７：００

■協力金の課税の取扱いについて
支給された協力金については、事業所得等に区分されるものであるため、所得税等の課
税対象となります。
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申請方式の確認及び提出書類について
フローチャートについて
あたりの支給額
いずれの計算パターンにあたるのかを、以下のフローチャートに沿って確認してください。
また、パターンに合った計算書を使用してください。
＜第三者認証店（ステッカー取得店舗）・非認証店（ステッカー未取得店舗）共通＞
１．中小企業・小規模企業（個人事業者）ですか？
○中小企業
飲食業：資本金又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人
カラオケなどのサービス業：資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人

いいえ

はい
パターンＡ

２．平成３１～令和３年のいずれ
かの年の１～３月の飲食部門にお
ける１日当たりの売上高が以下の
どれに当たりますか？
①75,000 円以下（不明な場合等も含む）
②75,000 円超 250,000 円以下
③250,000 円超

①

①250,000 円以下
②250,000 円超

➡計算書 不要
（申請書を記入）

パターンＢ

②

【売上高方式】

30,000 円

③
３．平成３１～令和３年のいずれ
かの年の１～３月と、令和４年の
１～３月の飲食部門における
１日当たりの売上高減少額が以下
のどれに当たりますか？

【売上高方式】
30,000 円/日

➡計算書 ㋐
(記入例：18 ページ)

～100,000 円/日

①

【売上高方式】
100,000 円/日

➡計算書 ㋐
(記入例：18 ページ)

パターンＣ
【売上高減少額方式】

②
➡計算書 ㋑
(記入例：19 ページ)

上限：200,000 円/日

上記のパターンによって、添付書類が異なります。
＜新規開業特例で申請される方＞
売上高方式の場合は計算書㋐Ⅱ、売上高減少額方式の場合は計算書㋑Ⅱを使用
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各パターンに基づく必要な書類
前頁のパターンに応じて申請に必要な書類をご提出ください。
なお、詳細については別表１－１（p２１～p24）及び別表１－２（p25）も併せてご確認ください。
支給申請額計算書

（提出必要

パターンＢ：計算書㋐、パターンＣ：計算書㋑、特例：計算書㋐Ⅱor㋑Ⅱ）

○計算書㋐（売上高方式）
○計算書㋑（売上高減少額方式）
※売上高方式の下限額の店舗（特例を除く）は提出不要です。
※各計算書（売上高方式・売上高減少方式・新規開店特例用等の計算書）については、
下記 URL、QR コードにアクセスし計算書をダウンロードして作成してください。

■URL：https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/196002.html
全てのパターン 提出書類

（★は直近受給済店舗で変更無しの場合は再提出省略可）

○［様式１］ 申請書
★通帳の写し
★本人確認書類（運転免許証、健康保険証の写し等）※個人事業者のみ
○［様式２の１枚目］ 申請する店舗ごとの外景・内景写真
・店舗の住所、申請する店舗ごとの外景・内景の写真等
○［様式２の２枚目］ 営業時間短縮・休業等の状況が分かるもの
・通常営業時間・酒類の提供有無・営業時間短縮等実施前後の写真、終日酒類の
提供を取りやめたこと等の状況がわかるもの
○［様式２の３枚目］ 業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類の写し（令和
４年１月２１日から３月６日までの要請期間中に営業許可が有効なもの）、
※その他添付資料の詳細は、別表１－１を参照）
○［様式３］ 誓約書
○［別表１－２] チェックリスト
パターン B・Ｃ 提出書類
○［様式２の３枚目］
＜法人の場合＞

上記の書類に加えて次の書類が必要です。
確定申告書類

➀前年(度)、前々年(度)、前々々年(度)のいずれかの年(度)分
➁最新の事業年(度)分
・法人税申告書別表一各事業年度の所得に係る申告書（税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの）の写し
・法人事業概況説明書（１枚目及び２枚目）の写し
※税務署の収受印又は税理士の証明印があるものを提出してください。
※電子申告（e-Tax）で提出した場合は、受信通知の写し（電子申告申請等完了報告書）と申告書（第一表）の写しの２点を提出してください。
※比較する年が最新の事業年度の場合、過去年度に係る書類は提出不要です。

＜個人事業者等の場合＞
➀前年、前々年、前々々年のいずれかの年分
➁直近の事業年（令和３年）分
・所得税の確定申告書 B 第一表（税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの）の写し
・青色申告決算書又は収支内訳書（いずれも１枚目及び２枚目）の写し
※税務署の収受印又は税理士の証明印があるものを提出してください。
※電子申告（e-Tax）で提出した場合は、受信通知の写し（電子申告申請等完了報告書）と申告書（第一表）の写しの２点を提出してください。
※比較する年が最新の事業年度の場合、過去年度に係る書類は提出不要です。

○［様式２の３枚目］ 平成 31 年～令和３年のいずれかの年の１～３月分の飲食事業売上高明細及び経費

支出を含む経理帳簿の写し
＜法人・個人事業者等共通＞
・平成 31～令和３年（度）のいずれかの年の１～３月の飲食事業売上高明細及び経費支出を含む経理帳簿の写し
（店舗別に飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの）
※確定申告書類の写しを提出する年と必ず一致した年のものを提出してください。

パターン C 提出書類
○［様式２の３枚目］

上記パターンＢ・Ｃ提出書類に加えて、次の書類が必要です。
令和４年の１月～３月分の飲食業売上高明細及び経費支出を含む経理帳簿の写し
（店舗別に飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの）
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店舗ごとの支給申請額計算書について
○店舗ごとの支給申請額計算書について
計算方式によってそれぞれ使用する支給申請額計算書が異なります。
なお、支給申請額計算書は、店舗ごとに作成のうえ提出してください（下限額での申請を除く）。

売 上 高 方 式 ：

計算書 ㋐

（新規開店等特例：計算書 ㋐Ⅱ）

売上高減少額方式： 計算書 ㋑

（新規開店等特例：計算書 ㋑Ⅱ）

支給申請額計算書

記入にあたっての留意事項

（１）飲食事業の売上高について
◆算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみです。
同一店舗で飲食業と飲食業以外の事業を行っている場合は、その店舗の売上高のうち、
営業時間短縮要請等の対象となっている飲食業の売上高のみが算定の対象となります。
例えば、飲食品のテイクアウトに係る売上高や、飲食業に合わせて行う物品販売やカラオ
ケに係る売上高、旅館業に伴う宿泊事業の売上高など、営業時間短縮要請等の対象とならな
い事業を行っている場合、それらの事業を除外して飲食業売上高を算出する必要があります。

◆飲食業以外の売上高を飲食業売上高に含めて計算することが可能な場合
同一店舗で行っている飲食業以外の事業が、飲食物の提供に付随する小規模のものであ
る場合や、飲食業を行わなければ単独では成立しがたいものである場合等、当該事業を単独
で行うことが困難であり、飲食業に対する営業時間短縮要請の影響を必然的に受けることと
なる場合には、飲食業以外の事業の売上高を飲食業売上高に含めて計算することが可能です。

◆複数の店舗があり、店舗ごとの飲食業売上高の把握が困難な場合
全店舗の飲食業売上高を全店舗数で割った金額を１店舗あたりの飲食業売上高として算
定することができます。

（２）店舗ごとの協力金支給申請額計算書について
◆各計算書に使用する売上高（月額）は、営業時間短縮要請のあった月（１～３月）
の１日当たり売上高になります。
例）まん延防止等重点措置による要請（1/21～3/6）の場合
要請月は 1 月～3 月のため、３ヶ月の売り上げの合計をその期間の合計日数の 90 日
又は 91 日（令和 2 年を参照する場合は、2 月が 29 日のため）で割って１日当たり売
上高を算出します。

◆各計算書に使用する飲食業売上高は 「税抜き」 で記入して下さい。
各計算書において使用する飲食業売上高は「税抜き」で記入してください。なお、税込
経理方式を採用している場合など、税抜き売上高が分からない場合は、税込売上高を「1.1」
（平成３１年分の売上高を使用する場合は「1.08」
）で割り、小数点以下を切り上げて税抜
売上高を算出してください。
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各計算書作成の際にご用意いただくもの
○確定申告書類
（注意事項）
・協力金（第９弾）においても、売上高により支給申請額を確認するため、売上高の偽
装など不正を防止する観点等から、確定申告書類等売上高を証明する書類については、
原則、税務署等行政機関等の受付印が押してあることが必要です。
・税務署の収受印や税理士の証明印が無い場合、客観的に過去の売上高が把握できる証
拠書類が無い場合（例：無申告）などは、下限額での支給になる場合がありますので、
予めご了承願います（飲食業等の営業実態が確認できない等により不支給と判断する
場合は除く）
。
【法人の場合】
（前年度、前々年度又は前々々年度分いずれかの年度分を選択してください）
・法人税申告書別表一 各年度の所得に係る申告書（税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの）の写し
・法人事業概況説明書（月別売上高、１枚目・２枚目の両方）の写し
◆新規開業（１年未満）のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合等は、次の書
類を提出してください。
・「法人設立届出書」の写し（税務署の収受印・受付番号があるものが必要です）
・開店日から時短協力日前日までの売上高明細及び経費支出を含む経理帳簿の写し
【個人事業者の場合】（平成 31 年～令和３年分いずれかの年分を選択してください）
・所得税の確定申告書 B（第一表）（税務署の収受印又は税理士の証明印が有るもの）の写し
・青色申告決算書（月別売上高）又は収支内訳書（いずれも１枚目・２枚目の両方）の
写し
※電子申告（e-TAX）で提出した場合は、
「受信通知の写し（電子申告申請等完了報告書）」
と申告書（第一表）の写しの２点を提出してください。
※個人番号（マイナンバー）記載欄を見えないように黒塗りしてください。
◆新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合等は、次の書類を提出して
ください。
・
「個人事業の開業・廃業等の届出書」の写し（税務署の収受印・受付番号があるものが
必要です）
・開店日から時短協力日前日までの売上高明細及び経費支出を含む経理帳簿の写し
○経費支出を含む経理帳簿（平成３１～令和３年のいずれかの年、令和４年の１～３月）
の写し
・店舗別の飲食事業と他の事業の売上が分けて記載されているもの（下記参考例は売上
部分のみ抜粋）
日付

摘要

5/1

レストラン売上

現金売上

クレジット

売上合計

23,500

21,000

44,500

7,800

12,800

20,600

5/3

テイクアウト売上

14,350

33,150

47,500

5/4

テイクアウト売上

14,280

31,800

46,080

雑貨売上

3,850

2,100

5,950

レストラン売上

45,800

53,000

98,800

レストラン売上

56,800

55,800

112,600

テイクアウト売
上

7,800

19,500

27,300

レストラン売上

36,450

28,900

65,350

雑貨売上
5/5

5/6

日付

勘定科目

摘要

科目

6/1

現金

現金売上

飲食

残高

33,450

857,230

38,340

895,570

29,500

925,070

18,200

943,270

34,500

977,770

課税 10%
6/2

現金

現金売上

飲食
課税 10％

6/2

売掛金

カード売上

飲食
課税 10％

6/3

現金

売掛金
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部門

テイクアウト売

飲食

上

課税 8％

カード売上

飲食

❶事業者名・店舗名

主な計算書の記入例

店舗ごとの協力金支給申請額計算書記入例

・事業者名（申請者）・店舗名を記
入してください。

（売上高方式・まん延防止等重点措置による要請の例）
➋算定対象となる売上高は、
飲食業の売上高のみ

➊

・売上高から営業時間短縮要請等
の対象とならない事業の売上高
を除外したことを確認
・□にチェックを入れてください。

➌平成 31～令和３年のいずれかの年の１～３月の飲食
業売上高
・まん延防止等重点措置による要請が、1/21～3/6 なので、
１月～３月の３カ月で比較します。
・該当月の飲食業の売上高（税抜）を売上帳簿等経理帳簿など
から該当月ごとに参照してそれぞれの欄に記入し、合計して
ください。
・③には参照年が令和２年の場合は「91」（31 日+29 日+
31 日）、それ以外の年の場合は「90」を入れてください。

参照年（H31～R３）
・参照する年にチェックしてくださ
い。また日数を⑤日数計欄と合
わせてください。

➋

✓

・➌で得られた合計数を要請月の
日数で割って１日あたり売上高（税
抜）を算出してください。

❶

➌

令和２年参照の場合は 91 日

➍該当月の１日当たり飲食業売上高

➍

❶

❶

➎

➎一日当たりの支
給単価
・小数点以下は切り上
げてください。

➏
➏時短等協力日数
・時短等協力した日数を記入して当該
店舗の申請額を算出してください。
・□にチェックを入れて終了です。

・□にチェックを入れて
終了です。
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店舗ごとの協力金支給申請額計算書

❶事業者名・店舗名
・事業者名（申請者）・店舗名を記
入してください。

記入例（売上高減少額方式の例）

➋算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみ
・売上高から営業時間短縮要請等の対象とならない事業
の売上高を除外したことを確認し、
・□にチェックを入れてください。

参照年（H31～R３）
・参照する年にチェックしてください。
・日数を⑩日数計欄と合わせてください。

➌１日当たり売上高

✓

➋

➌
令和２年を参照する場合
１月（31 日）＋２月（29 日）+３月（31 日）＝91 日

・前年、前々年又は前々々年
の１月～３月の飲食業売上高
を合計し、参照する年の１月
～３月の合計日数で割って
ください。
・例示の場合、令和２年を参照
年とするため、⑤日数計欄に
「９１」を記入します。
・令和４年の１月～３月も同様
に 90 日で割って１日当たり
売上高を算出します。

➍１日当たり支給単価

➍
➎

➏
➎上限額の確認

・前年、前々年又は前々々年
の要請月の１日当たり飲食
業売上高から令和４年の１日
当たり飲食業売上高を引い
て、要請月の１日当たり売上
減少額を算出。その額に
0.4 を乗じてください。
・千円単位を切り上げて算出
してください。

✓

・「２０万円」を超えていないか確
認してください。

➏時短等協力日数
・時短等協力日数を記入して支給
申請額を算出してください。
・□にチェックを入れて終了です。
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店舗ごとの協力金支給申請額計算書
記入例（売上高方式（新規開店特例・開店１年未満）の例）

❶事業者名・店舗名
・事業者名（申請者）・店舗名
を記入してください。

➊
➌新規開店日
➍開店日から時短協力開始日の前日までの飲食業売上高
➎開店日から時短協力開始日の前日までの日数
➌新規開店日を記入して下さい（開業届と合わせてください）。
➍開店日から各対象区域の協力開始日の前日までの売上高（税抜）を
記入してください。（店舗所在地により異なります。）
➎開店日から各対象区域の協力開始日の前日までの日数を記入してく
ださい。

➋算定対象となる売上高
は、飲食業の売上高のみ
・売上高から営業時間短縮要
請等の対象とならない事業
の売上高を除外
・□にチェックを入れてくだ
さい。

➌
➋
➍

✓

➎

➏１日当たり平均飲食業
売上高から支給単価を
算出

➏

・１日あたり売上高（税抜）
が 75,000 円を超えて
いる方は、１日当たり支給
単価算出後、上限に注意
して協力日数を乗じ支給
申請額を算出してくださ
い。

➐

➐一日当たりの支
給単価
・小数点以下は切り上
げてください。

➑
✓
✓
➑時短等協力日数
・時短等協力した日数を記入して当該
店舗の申請額を算出してください。
・□にチェックを入れて終了です。
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・□にチェックを入れて
終了です。

別表１－１

申請書類について
※これらの書類はＡ４サイズに統一してください。（2～5 は申請者で１部、１・6～１2 は店舗ごと作成）
また、すべての書類のコピーを取り、申請者控えとして保管してください。

１ 協力金支給申請額計算書（別紙）
○店舗毎の協力金支給申請額計算書
・売上高方式/中小企業等用（計算書 ㋐ （新規開店等特例：計算書 ㋐Ⅱ））
・売上高減少額方式/大企業等用（計算書 ㋑ （新規開店等特例：計算書 ㋑Ⅱ））
・対象施設となる全ての店舗について、店舗ごとに作成し添付してください。
（提出必要

パターン B：計算書㋐、パターンＣ：計算書㋑、特例：計算書㋐Ⅱor㋑Ⅱ）

・計算書はホームページからダウンロードしてください。
※売上高方式の下限額の店舗（特例を除く）は提出不要です。

■URL：https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/196002.html

２ 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾）
本申請分 支給申請書（様式１）
・複数店舗を運営される事業者の方については、複数店舗分まとめて１つの申請
としてください。また、申請日は必ず記入してください。
・「１ 申請者」法人又は個人事業者別に、該当する箇所全てに漏れなく申請者情
報を記入してください。
・「２ 時短営業等を実施した岐阜県内の全店舗数」は今回申請する全店舗数を記
入してください。
・
「３ 協力金申請額」は「４ 時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」の申請
合計額欄を記入してください。
・「４ 時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」は、上記「３ 協力金申請額」
の内訳を店舗ごとに記入します。
※店舗ごとに店舗名と時短等協力期間を記入して下さい。（添付資料との整合性に注意して
ください。
）
※金額記載欄については、上段に１日あたりの支給単価が下限額の店舗について、下段には
下限額以外の店舗について記入してください。
※上段の下限額店舗計算欄については、協力日数と早期支給分を受給している場合は、その
額（３６万円）を引いて、申請額を記入してください。
なお、下限額の店舗については、今回から計算書の提出は不要としました。
※下段の下限額以外の店舗計算欄については、
「協力金支給申請額計算書」により１店舗あ
たりの申請額を算出した後、申請書様式１の「４ 時短営業等を「実施した店舗の協力金
申請額」の下段欄に転記し、早期支給分を受給している場合はその額（３６万円）を引い
て、当該店舗の申請額を記入してください。なお、金額等に記載間違いがある場合は事務
局で修正させていただく場合がありますので、予めご了承願います。

・「５振込先」については、５弾以降の直近申請から最新の振込先に変更が無い
場合は、
「１．変更なし」に○を付けてください。その場合、口座番号の記入及
び通帳の写しの貼付は省略可能です。
・別表１－２の各欄の該当する項目全てにチェックが入ったことを確認し、別表
１－２も同封のうえ提出してください。
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３ 通帳の写し
・振込先口座は必ず申請者名義の口座を指定してください。法人の場合は当該法
人口座に、個人事業者の場合は当該申請者本人の口座に限ります。
・様式１の「５ 振込先」には、金融機関名、口座名義人、口座番号、支店名が分
かるように通帳の写し（表紙をめくった見開きページ全体等）を貼付してくだ
さい。

４ 誓約書（様式３）
・誓約書を作成した日付は必ず記入してください。
・誓約書の最下部にある日付、所在地（個人事業主は自宅住所）、申請事業者名、
代表者役職・氏名欄は、必ず自署でお願いします。法人においてゴム印を使用
する場合は、登録された法人代表者印を必ず押印してください。

５ 本人確認書類（個人の場合のみ提出）（いずれか１つ）
○運転免許証の写し（申請者の住所と一致していること）
○健康保険証の写し（申請者の住所と一致していること）
○マイナンバーカードの表面の写し（裏面は提出しないこと）等
・必ず申請者のもので、かつ申請時点で有効なものを提出してください。
・個人番号が記載されたものは、個人番号部分は消して提出してください。
・Ａ４用紙にコピーして、そのまま提出してください。
・本人確認書類は、第５弾以降の直近申請から変更が無い場合は省略可能です。

６ 申請する店舗ごとの外景・内景の写真（様式２の１枚目）
・「１．店舗の住所」は、当該店舗の所在地を記入してください。
・「２．外景写真」は、店舗名や屋号等が分かる写真としてください。
・「３．内景写真」は、店舗内（客席まで）全体が分かる写真としてください。
※この様式は、店舗ごとに作成してください。

７

営業時間短縮・休業等の状況が分かるもの（様式２の２枚目）
・
「４．通常の営業時間」は、時短営業等に協力前の営業時間を記入してください。
・
「５．通常時酒類の提供の有無」は、提供の有無いずれかに○をつけてください。
・
「６．営業時間短縮前」は、時短前の営業時間が分かるもの（通常営業時間が分
かる写真等）を貼付してください。
※６ 営業時間短縮前欄に、通常営業時間及び店頭にて時短等の告知をした写真等状況がわ
かるものを添付してください。この営業時間短縮前の写真は、平時の営業時間が分かる写
真等としてください（例：店頭看板、WEB サイトの写し等）
。

・
「７．営業時間短縮後」は、時短後の営業時間及び時短期間が分かるもの（時短
後が分かる写真等）を貼付してください。
※７営業時間短縮後欄には、時短した後の営業時間とその時短期間が分かるものを提出し
てください。また、提出する資料は時間短縮を実施し不特定多数に幅広く告知したことが
分かる写真等状況が分かるものとしてください（例：WEB サイトの写し、営業時間短縮を
お知らせするチラシ等）
。

・
「７．酒類の提供停止」は、要請期間ごとに酒類の提供を取りやめたことが明確
に分かるもの（店内告知写真等）としてください。
※酒類の提供を停止をしていたことが明確に分かる資料（店内外の客に告知していた写真
等）を貼付してください。
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８

業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類（様式２の３枚目）
・要請の全期間中に有効な飲食店営業許可書の写しの他、風俗営業の許可証の写
し等営業に必要な許可書があれば全て提出してください。
・複数の店舗を申請する場合は、それぞれ全ての店舗分が必要です。
・要請期間中に有効期限を更新している場合は、新旧の許可書の写しが必要です。

９ 確定申告書類（様式２の３枚目）
＜法人＞
➀前年(度)、前々年(度)又は前々々年(度)のいずれかの年(度)分
➁最新の事業年(度)分
・法人税確定申告書別表一（各事業年度の所得に係る申告書）の写し
・法人事業概況説明書１枚目・２枚目の写し
※税務署の収受印又は税理士の証明印が有るものを提出してください。
※電子申告（e-Tax）で提出した場合は、受信通知の写し（電子申告申請等完了報告書）と申
告書（第一表）の写しの２点を提出してください。
※比較する年が最新の事業年(度)の場合、過去年(度)に係る書類は提出不要です。

＜個人事業者等＞
➀前年、前々年又は前々々年のいずれかの年分
➁直近の事業年（令和３年）分
・所得税確定申告書Ｂ（第一表）の写し
・青色申告決算書又は収支内訳書（各１枚目・２枚目の両方）の写し
※各確定申告書類の写しは、税務署に提出したもの（税務署の収受印又は税理士等の証明印
があるもの）の写しを提出してください。また、原則、期限内申告したものの写しとして
ください。
（注：確定申告書等公的な証明書等で確認ができない場合や客観的に過去の売上
高が把握できる証拠書類が無い場合（無申告など）については、支給額は売上高方式の場
合は下限額となりますので、あらかじめご了承ください。
※電子申告（e-Tax）で提出した場合は、受信通知の写し（電子申告申請等完了報告書）と申
告書（第一表）の写しの２点を提出してください。
※確定申告書の写しを提出いただく際は、マイナンバー記載欄を見えないように黒塗りにし
てください。
※比較する年が直近の事業年の場合、過去年に係る書類は提出不要です。

10 平成 31 年～令和３年のいずれかの年の１～３月分の飲食事
業売上高明細及び経費支出を含む経理帳簿の写し（様式２の３枚目）
※平成 31 年～令和３年のいずれかの年の時短要請月（１～３月）と同じ月の営業実績（飲
食事業売上高明細及び経費支出が分かる経理帳簿）の写しを添付してください。
※上記「９確定申告書類」の写しを提出する年と必ず一致した年のものを提出してください。
※飲食事業とその他事業が混在している場合は、飲食事業と他の事業の売上が分けて
記載されているものを提出してください（店舗別）
。
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11 令和４年の１～３月分の飲食事業売上高明細及び経費支出
を含む経理帳簿の写し（様式２の３枚目）
※時短要請期間中に営業時間を短縮して営業した要請月（１～３月）の営業実績（飲食事業
売上高明細及び経費支出が分かる経理帳簿）の写しを添付してください。
※休業等で売り上げがない場合については、支払い明細の他、固定経費（家賃・水道・電気
等）の支払いが分かる書類を提出してください。
※飲食事業とその他事業が混在している場合は、飲食事業と他の事業の売上が分けて記載
されているものを提出してください（店舗別）。

12

各特例用書類（様式２の３枚目）

◆特例１：新規開店特例（開店１年未満・決算期未到来）の場合
○法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等の届出書の写し
※いずれも税務署の収受印・受付番号が有るものを提出してください。

○開店日からの時短協力開始日前日までの売上高明細及び経費支出を
含む経理帳簿の写し
○家賃等固定経費の支払いが分かる書類の写し
※直近３カ月程度の支払い書類や口座引き落とし通帳の写し等を提出してください。
※客観的に営業収入、経費支出（固定経費等：家賃、水道、電気など含む）の状況等が確認
できない場合、開業から１月にも満たないような場合等は下限額での支給（営業実績が確
認できない場合等は不支給）となります。
り

◆特例２：罹災特例の場合
○罹災証明書の写し
※災害の影響を受けて前年、前々年又は前々々年の時短要請月と同じ月の売上高が減った
場合など、例外的な場合に提出してください。
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◎申請必要書類

一覧チェック表

※提出書類をご確認のうえ、チェック欄にチェックし、本表も申請書と一緒に提出してください。

別表１－２

（注：本表で提出を要しない書類でも、追加で提出をお願いすることがあります

【１．協力金支給申請額計算書】
計

法人・個人事業者

算 書

１ 協力金支給申請額計算書
・計算書㋐、㋐Ⅱ（売上高方式）
、
・計算書㋑、㋑Ⅱ（売上高減少額方式）

□
・該当する場合
・下限は不要
（特例除く）

備
考
店舗ごとに計算済みのものをそれぞれ店舗ごとにまとめて提出してください。
※計算書はホームページからダウンロードしてください。
※売上高方式の下限額以外の店舗について提出してください。
（提出必要 パターン B：計算書㋐、パターンＣ：計算書㋑、特例：計算書㋐Ⅱor㋑Ⅱ）

【２．申請者ごとに必要な書類】
申請書及び添付書類

全
て
の
パ
タ
ー
ン
で
必
要

２［様式１］岐阜県新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金（第９弾）
本申請分支給申請書
３［様式１］通帳の写し
※第５弾以降変更無い場合は省略可

４［様式３］誓約書
５

本人確認書類

※再提出省略可

個人
事業者

□

□

□

□

再提出
省略可

再提出
省略可

□

□

□
再提出
省略可

備

法人

－

考

１事業者１申請とし、複数店舗分まとめて申請してください。
様式１の「４」に店舗ごとの申請額を、１店舗づつ支給申請金額を算出して記
入してください。その後、
「２時短営業等を実施した岐阜県内の全店舗数」に店
舗数、
「３協力金申請額」に合計申請額を記入してください。
振込先口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認できる
通帳の表紙をめくった見開き部分の写しを提出してください。
※第５弾以降最新の振込先に変更ない場合は通帳の写しの添付を省略可能です。
法人の代表者又は個人事業主の方が自署してください。法人においてゴム印を
使用する場合は登録された法人代表者印を必ず押印してください。
氏名、生年月日、住所が分かる箇所を提出してください。
・マイナンバーが記載されている場合は黒塗りしてください。
※第５弾以降、最新の状況に変更ない場合は省略可能です。

【３．店舗ごとに必要な書類】
６［様式２］１枚目
申請する店舗ごとの外景・内景の写真
全
て
の
パ
タ
ー
ン

□

□

□

□

□

□

７［様式２］２枚目
営業時間短縮・休業等の状況が分かるもの
・時短前の通常営業時間が分かるもの
・時短後の営業時間及び時短期間が分かるもの
酒類の提供停止
・酒類の提供を取りやめたことが分かるもの
８

業種に係る営業に必要な許可等を全
て取得していることがわかる書類

９［様式２］３枚目 確定申告書類
＜法人＞
前年(度)、前々年(度)又は前々々年(度)のいずれかの年(度)分
最新の事業年(度)分

パ
タ
ー
ン
Ｂ
及
び
ｃ

パ
タ
ー
ン
ｃ

特
例

－

□

□

－

・法人税確定申告書別表一の写し
・法人事業概況説明書（１枚目・２枚目）の写し

＜個人事業者＞
前年、前々年又は前々々年のいずれかの年分
直近の事業年（令和３年）分
・所得税確定申告書Ｂ（第一表）の写し
・青色申告決算書又は収支内訳書（いずれも１枚
目・２枚目両方）の写し

10［様式２］３枚目
平成 31 年～令和３年のいずれかの
年の飲食事業売上高明細及び経費
支出を含む経理帳簿の写し
11［様式２］３枚目
令和４年(度)の飲食業売上高明細及び
経費支出を含む経理帳簿の写し
12［様式２］３枚目
（各特例用書類）
（特例）新規開店（１年未満等）の場合
・法人設立届出書又は個人事業の開業・
廃業等の届出書の写し
・開店日から時短要請日前日までの飲食業売上
高明細を含む経理帳簿の写し
・家賃等固定経費の支払いが分かる書類の写し
（特例）罹災特例の場合
・罹災証明書の写し

外景は店名・貼り紙が分かるように、内景写真は店舗内（客席まで）全体が分
かる写真としてください。
※必須４項目（➀アクリル板等の設置又は座席間隔確保、➁手指消毒の徹底、③食事中
以外のマスク着用推奨、④換気の徹底）の対策が確認できるものとしてください。
店舗ごとに通常営業時間を記入の後、その時短前の通常営業時間が分かる写真
等及び営業時間の短縮を行っていたことが分かる写真等を提出してください
（店頭看板、WEB サイト、告知チラシ等）。
時短後の営業時間と時短実施期間がわかる写真等についても同様に提出して
ください。（例：告知等した状況を撮影した写真等）
酒類の提供を取りやめたことを証明するもの（店内外へ告知していた写真等）
も同様です。
要請全期間中に有効な許可証の写しの他、風俗営業の許可証等営業に必要な許
可書があれば、その写しを提出してください（保健所の飲食店営業又は喫茶店営業許可は必須）。
※要請期間中に更新されている場合は新旧とも必要です。
平成 31 年（度）から令和３年（度）のいずれかの年（度）の１日当たりの売上
高が 75,000 円を超える方、若しくは大企業等に該当する方、初めて申請する
方のみ提出してください。なお、原則、期限内申告済のものを提出してくださ
い。
・青色申告書又は収支内訳書はいずれも１枚目・２枚目両方とも写しを提出し
てください。
※税務署の収受印又は税理士の証明印があるものを提出してください。
※経理帳簿と同一年（度）分を提出してください。
※比較する年（度）が最新（直近）の事業年(度)の場合、過去年(度)に係る書類は提出
不要です。

□

□

平成 31 年から令和３年のいずれかの年（度）の時短要請期間（１～３月）と同
じ月の経費支出を含む経理帳簿（売上高明細及び経費支出を含む経理帳簿）の
写しを添付してください。※同一店舗で飲食事業と飲食事業以外の事業が含ま
れている場合は、売上を分けて記載されているもの

□

□

令和４年の時短要請期間（１～３月）の経費支出を含む経理帳簿（売上高明細
及び経費支出を含む経理帳簿）の写しを添付してください。※同一店舗で飲食事
業と飲食事業以外の事業が含まれている場合は、売上を分けて記載されているもの。

□

□

該当す
る場合

該当す
る場合

＜新規開店特例（開店１年未満や決算期未到来等）の場合＞
法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等の届出書については、いずれも税
務署に提出し、収受印又は受付番号のあるものを提出してください。
新規開業の方は開店日から時短要請日前日までの売上高明細を含む経理帳簿
の他、家賃等の固定経費等経費支出状況が分かるものも提出をお願いします。
＜罹災特例の場合＞
罹災証明書の写しを提出してください。
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別表２
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾)市町村申請書配布窓口一覧
市町村名

申請書配布窓口

配布窓口開設時間（平日）

土日祝日の対応

経済部商工課

市町村名

申請書配布窓口

配布窓口開設時間（平日）

土日祝日の対応

飛騨市

商工観光部商工課

8：30～17：15

×

8：30～17：15

×

8：30～17：15

×

8：30～17：15

×

北部事務所

本庁舎地域調整課

西部事務所
岐阜市

南部東事務所
東部事務所

本巣市
8：45～17：30

×

糸貫分庁舎産業経済課

日光事務所

真正分庁舎地域調整課

南部西事務所

商工観光部商工課

柳津地域事務所

大和振興事務所

経済部商工観光課
大垣市

上石津地域事務所

白鳥振興事務所
8：30～17：15

×

郡上市

墨俣地域事務所
高山市

根尾分庁舎総務産業課

新型コロナウイルス総合窓口

高鷲振興事務所
美並振興事務所

9：00～17：00

明宝振興事務所

×

和良振興事務所
観光商工部商工課

多治見市役所本庁舎
経済部産業観光課
多治見市
多治見商工会議所

9：00～17：00

萩原振興事務所

×
下呂市

笠原町商工会
関市

産業経済部商工課

下呂振興事務所
8：30～17：15

金山振興事務所

○
（日直対応）

馬瀬振興事務所

商工観光部商業振興課

海津市

産業経済部商工観光課

8：30～17：15

×

政策推進部政策推進課

岐南町

総合政策部経済環境課

8：30～17：15

×

市民福祉部健康医療課

笠松町

企画環境経済部環境経済課

8：30～17：15

×

山口総合事務所

養老町

産業建設部産業観光課

8：30～17：15

×

垂井町

産業課

8：30～18：15

×

関ケ原町

地域振興課

8：30～17：15

×

神戸町

総務部総務課

8：30～17：15

×

輪之内町

産業課

8：30～19：00

×

坂下総合事務所
川上総合事務所
加子母総合事務所
中津川市

小坂振興事務所

付知総合事務所

8：30～17：15

×

福岡総合事務所
蛭川総合事務所
苗木事務所

安八町

総務課

8：30～17：15

×

坂本事務所

揖斐川町

産業建設部商工観光課

8：30～17：15

×

大野町

産業建設部まちづくり推進課

8：30～17：15

○
（日直対応）

池田町

建設部産業課

8：30～17：15

×

北方町

総務危機管理課

8：30～17：15

○
（日直対応）

落合事務所
阿木事務所
神坂事務所
美濃市

産業振興部産業課

8：30～17：15

×

瑞浪市

経済部商工課
※各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰでも配布

8：30～17：15

×

坂祝町

企画課

8：30～17：15

×

富加町

産業環境課

8：30～17：15

×

羽島市

産業振興部商工観光課

8：30～17：15

○
（夜間休日窓
口）

川辺町

産業環境課

8：30～17：15

×

恵那市

商工観光部商工課

8：30～17：15

×

七宗町

企画課

8：30～17：15

×

美濃加茂市

産業振興部商工観光課

8：30～17：15

×

八百津町

地域振興課

8：30～17：15

×

土岐市

地域振興部産業振興課

8：30～17：15

×

白川町

企画課商工観光係

8：30～17：15

○
（日直対応）

各務原市

産業活力部商工振興課

8：30～17：15

×

東白川村

地域振興課

8：30～17：15

×

可児市

観光経済部産業振興課

8：30～17：15

×
×

8：30～17：15

8：30～17：15

まちづくり課

まちづくり・企業支援課

御嵩町

山県市

○
（当直室（終日））

穂積庁舎企画部市民協働安全課

8：30～17：15

×

8：30～17：15

×

白川村

観光振興課

8：30～17：15

×

巣南庁舎商工農政観光課

瑞穂市
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協力金（第９弾）

各種申請書

記入例

①申請日

➊

受付期間内の日付で申請書を作成した
日にちを記入してください。

②申請者
・法人・個人事業者ごとに申請事業者名
は、法人の場合は法人名を、個人の場
合は個人事業者名を記入してください。
・法人は代表者印を押印してください。
・個人の場合で WORD 等で申請書を作成
される場合は押印もお願いします。
・所在地は申請事業者又は個人事業者の
住所を記入してください。

➋

※白枠を記入してください。

③２ 時短営業等を実施した岐阜
県内の全店舗数
３ 協力金申請額

➌

「４ 時短営業等を実施した店舗の協
力金申請額」から、合計店舗数と合計
申請額を転記してください。

④協力金支給申請額合計
「４ 時短営業等を実施した店舗の協力
金申請額」に記入した店舗について、全
店舗の合計申請額を記入してください。
記入した数字は「３ 協力金申請額」に
転記してください。

➍
➎

➄店舗ごとの申請額等
・店名（屋号等）
、時短協力期間・
協力日数を記入してください。
・上段は３万円／日の店舗用、
下段はそれ以外の店舗用です。
・上段と下段、記入する方にチェッ
クを入れ、その後、必要事項を記
入のうえ、申請額を店舗ごとに算
出してください。
※白枠を記入してください。
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⑥振込先
１．変更無しの場合も、本様式を提出して
※第５弾以降の最新の振込先に変更ない場合で、
ください。
１変更無しに○をした方は、記入・貼付は省略で
きます。
以下、変更ある方、新規の方は記入漏れの無いよ
う、必ず申請者名義の口座を指定してください。
・法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
・預金通帳等表紙裏面のカナ口座名義人を転記
してください。
・ゆうちょ銀行の場合は３桁の店番を支店名欄
に記入してください。

➏

⑦通帳の写し貼り付け欄

➐

必ず通帳等表紙の裏面（表紙をめく
った見開きページ全体）をコピーの
上、剥がれないようにのり等で貼付
してください。

⑧申請事業者名

➑

様式１の４に記載
した店舗名を記入
ください。

⑨１．店舗の住所
当該店舗の郵便番号と住所
を記入してください。

➒
⑩２．外景写真
・店舗名や屋号が分かるように店舗外観
を写真撮影してください。
・ステッカーや時短等の張り紙がある場
合は、それが明瞭に分かるように撮影
したものを提出してください。

➓
➉

⑪３．内景写真
・感染対策（特にアクリル板の設置、座
席の間隔確保、手指消毒の徹底、食事
中以外のマスク着用推奨、換気の徹底
等がされていることがわかるよう、店
舗内全体が含まれるように写真を撮っ
てください。
・店舗内で時短等を含む各種告知告知や
ステッカーを貼付されている場合は、
それを含めたものも提出してくださ
い。

⓫
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⑫４．通常の営業時間
・営業時間短縮等に協力する前の通常営業時
の営業時間を記入してください。

⑬５．通常時 酒類の提供の有無

⓬
⓭

・通常営業時に酒類を提供してい る場合は
「有」に○をつけてください。提供無い場合は
「無」に○をつけてください。

⑭６．営業時間短縮前（通常営業時間が

⓮

分かる写真等）
・店頭看板やチラシなど、時間短縮前通常の
営業時間が分かる資料等を添付してくださ
い。

・店舗名が貼り紙等から明瞭に分かるよう
に撮影して提出してください。

⑮７．営業時間短縮後（営業時間短縮・

⓯

休業等がわかる写真等）
・時短要請後の営業時間が分かる資料等を添
付してください。
（店内外への告知等チラシ
などが分かるように撮影してください。）

⓰

⑯７．酒類の提供停止
・酒類を提供していないことを証明するもの
（店内告知写真、メニュー表等）を提出して
ください。

⑰８．確定申告書類、営業許可証各写し
〇確定申告等書類、経理帳簿等
・法人、個人事業者それぞれに必要な、確定
申告書類の写しや売上高明細と経費支出を
含む経理帳簿の写し等をまとめて本書にと
じてください。
・新規開店特例の場合、法人の場合は法人設
立届の写し、個人事業者の場合は個人事業
の開業・廃業の届出書の写し（いずれも税
務署の収受印・受付番号のあるもの）を提
出してください。併せて開店日からの売上
高明細及び経費支出を含む経理帳簿の写し
を提出してください。
・罹災特例の場合は罹災日等記載された罹災
証明書を提出してください。

⓱

〇営業許可証
・要請の全期間中に有効な飲食店営業許可証
の写しの他、風俗営業の許可証の写し等営
業に必要な許可証があれば全て提出してく
ださい。

29

⑱署名年月日
・受付期間内の日付で、誓約書を作
成した日にちを記入してくださ
い。

⑲所在地
・法人の場合は会社の所在地を、個
人事業者の場合は自宅住所を記入
してください。

⑳申請事業者名

⓲

・法人の場合は、法人名を記入してく
ださい。個人事業者の場合は記入し
ないでください。

⓳
⓴
㉑

㉑代表者役職・氏名
・必ず自署でお願いします。
・法人においてゴム印を使用する場合は登
録された法人代表者印も必ず押印してく
ださい。
・個人事業者の場合は、申請者個人名を自署
により記入してください。
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第９弾（R4 年 1 月 21 日～R4 年 3 月 6 日）本申請分

様式１

年
岐阜県知事

月

日

様

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾）本申請分支給申請書
次のとおり岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給を受けたいので、関係書類を添え
て申請します。

１

申請者（法人又は個人事業者欄いずれかに記入してください）
フリガナ

法人名
フリガナ

フリガナ

代表者役職

代表者氏名

印

法人番号

法
人

(13 桁）

〒

－

本店住所
資 本金又 は
出資金
担当者

フ リ ガ ナ

所属部署

担当者氏名（※１）

連絡先

（電話）

－
㊞

氏 名
〒

自宅住所

人

－

フリガナ

個
人
事
業
者

常時雇用する
従業員数

円

生年月日
（西暦）

年

月

日生

－

（※２）

連絡先（※１）
（電話）

－

常時雇用する
従業員数

－

人

※１）本申請に関して問合せ対応できる方を記入してください。
※２）本人確認書類と同じ住所を記入してください。

２

時短営業等を実施した岐阜県内の全店舗数

３

協力金申請額

店舗

，０００円

次ページ「４ 時短営業等を実施した店舗の協力金申請額」の申請合計欄を記入してください。

※事務局記入欄②

※事務局記入欄①
第 5 弾番号

店

支・不

支給対象

第 6 弾番号

店

支・不

店舗数

第 7 弾番号

店

支・不

第 8 弾番号

店

支・不

第９弾早期番号

店

支・不

31

交付決定額

店
,０００円

４

時短営業等を実施した店舗の協力金申請額
店舗ごとの支給申請額等（前頁 ３ 協力金申請額の内訳）
※店舗ごとに記入してください。
※下限額（３万円／日）で申請する店舗は、計算書 ㋐ を作成する必要はありません。

協力金支給申請額合計（➀～➃）

（店
屋舗
号名
等
）

,０００円

金額

（右記金額は前ページ「３」へ）

協力期間（時短等期間）

フリガナ

月

日～

月

日（

日間）

,000 円

＝

,000 円

＝

,000 円

１日あたりの支給単価が下限額（３万円）の店舗

➀

□

３０ ,000 円 ×

日間 －

（早期支給分）

１日あたりの支給単価が下限額以外の店舗（各計算書から申請額を転記）

□
（店
屋舗
号名
等
）

,000

円

－

,000 円
（早期支給分）

協力期間（通算）

フリガナ

月

日～

月

日（

日間）

１日あたりの支給単価が下限額（３万円）の店舗

➁

□

３０ ,000 円 ×

日間 －

,000 円
（早期支給分）

＝

,000 円

１日あたりの支給単価が下限額（３万円）以外の店舗（各計算書から申請額を転記）

□
店
（
屋舗
号名
等
）

,000

円

－

,000 円
（早期支給分）

＝

,000 円

協力期間（通算）

フリガナ

月

日～

月

日（

日間）

１日あたりの支給単価が下限額（３万円）の店舗

➂

□

３０ ,000 円 ×

日間 －

,000 円
（早期支給分）

＝

,000 円

１日あたりの支給単価が下限額（３万円）以外の店舗（各計算書から申請額を転記）

□
（店
屋舗
号名
等
）

,000

円

－

,000 円
（早期支給分）

＝

,000 円

協力期間（通算）

フリガナ

月

日～

月

日（

日間）

１日あたりの支給単価が下限額（３万円）の店舗

➃

□

３０ ,000 円 ×

日間 －

,000 円
（早期支給分）

＝

,000 円

１日あたりの支給単価が下限額（３万円）以外の店舗（各計算書から申請額を転記）

□

,000

円

－

※５店舗以上ある場合は、本様式をコピーのうえ提出してください。
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,000 円
（早期支給分）

＝

,000 円

５

振込先

振込先の変更

１．変更なし

２．変更あり
協力金（第５弾）以降、振込先に変更ある場合は
下記に記入し、写しを貼付してください。

銀行 ・ 金庫 ・ 組合 ・ 農協 ・ 漁協

金融機関名

本店 ・ 支店 ・ 出張所 ・ 本所 ・ 支所

支店名
預金種類
（該当に○）

※ゆうちょ銀行の場合は３桁の店番を記載

１

普通

２ 当座

３ 納税準備

口座番号
（フリガナ）
口座名義人
※口座番号が６桁以下の場合、始めに「０」を記入してください。
※必ず申請者名義の口座を指定してください（申請者が法人の場合は当該法人、個人事業者の場合は
当該個人の口座に限ります）。また、通帳等に記載のとおり正確に記入してください。

通帳の写し（表紙をめくった見開きページ全体）を貼り付けてください。

注：等倍でコピーを貼ってください（写真不可）

注：等倍でコピーを貼ってください（写真不可）
。
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第９弾（R4 年 1 月 21 日～R4 年 3 月 6 日） 本申請分
様式２（１枚目）
店舗名
※様式１の店舗名と記載を合わせてください。
注意：以下のことに留意のうえ作成願います。
・この用紙にとれないように資料・写真等をのり付けして添付すること
・貼り切れない場合は、必要に応じコピーして作成すること
・複数店舗を有する場合は、店舗ごとそれぞれ作成すること

１．店舗の住所：〒

－

市・町・村

２．外景写真（屋号等がわかるもの）

しっかりのり付けしてください。
（A4 プリントの場合は、そのまま本紙とともに左上にホッチキス止め）
●店舗名・張り紙等が分かるように撮影してください。

居 酒 屋 薮 田
時短
告知

３．内景写真（感染対策がされていること※がわかるように内部全体を撮影したもの）
※主に、アクリル板設置、席間の距離確保、消毒液設置、マスク着用を促す告知等）

しっかりのり付けしてください。
（A4 プリントの場合は、そのまま本紙とともに左上にホッチキス止め）

●飛沫・感染対策なども分かるように撮影して下さい。
マスク着用
のお願い

マスク着用
のお願い
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第９弾（R4 年 1 月 21 日～R4 年 3 月 6 日） 本申請分

様式２（２枚目）

店舗名
※様式１の店舗名と記載を合わせてください。
注意：以下のことに留意のうえ作成願います。
・この用紙にとれないように資料・写真等をのり付けして添付すること
・貼り切れない場合は、必要に応じコピーして作成すること
・複数店舗を有する場合は、店舗ごとそれぞれ作成すること

４．通常の営業時間：AM・PM
５．通常時 酒類の提供の有無

時

分～AM・PM
有

・

無

時
（いずれかに〇）

６．営業時間短縮前（通常営業時間がわかる写真等）

しっかりのり付けしてください。
（A4 プリントの場合は、そのまま本紙とともに左上にホッチキス止め）

●屋外看板や WEB サイトなど、営業時間が分か
るものの写真等を提出して下さい。

薮田飯店

●店舗名・張り紙等が分かるように撮影して下さ
い。

営業時間
17:00～23:00

７．営業時間短縮後（営業時間短縮・休業等がわかる写真等）、酒類の提供停止
・営業時間を短縮し 20:00 までとしたことを証明するもの（店内外への告知が分かる写真等）
・酒類の提供をとりやめたことを証明するもの（店内外へ告知しているチラシを含めた店頭の写真等）

しっかりのり付けしてください。
（A4 プリントの場合は、そのまま本紙とともに左上にホッチキス止め）

●酒類の提供をしていない（停止
している）ことを証明するもの（店
内外への告知が分かる写真等）
※短縮した期間（日付、時間）が
わかること。
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第９弾（R4 年 1 月 21 日～R4 年 3 月 6 日） 本申請分
様式２（３枚目）
店舗名
※様式２の店舗名と記載を合わせてください。
注意：以下のことに留意のうえ作成願います。
・この用紙にとれないように資料・写真等をのり付けして添付すること
・貼り切れない場合は、必要に応じコピーして作成すること
・複数店舗を有する場合は、店舗ごとそれぞれ作成すること

８．確定申告書類等、関係書類の写し（この様式と一緒にとじて提出してください）。
※そのまま本紙とともに左上ホッチキス止めしてください。
（提出書類の詳細は別表１－１参照）
○全てのパターン（A,B,C 共通）
・業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
・申請必要書類一覧チェック表 （別紙１－２）
○パターン B 及び C
・店舗ごとの協力金支給申請額計算書
パターンＢ…計算書㋐（売上高方式）
パターンＣ…計算書㋑（売上高減少額方式）
・平成 31 年～令和３年のいずれかの年の 1～3 月分の飲食業売上高明細及び経費支
出を含む経理帳簿の写し
※確定申告書類の写しを提出する年と必ず一致した年のものを提出してください。
・確定申告書類＜法人＞
➀前年(度)、前々年(度)分又は前々々年(度)のいずれかの年度分
➁最新の事業年(度)分
・法人税確定申告書別表一（各事業年度の所得に係る申告書）の写し
・法人事業概況説明書（１枚目・２枚目）の写し
・確定申告書類＜個人事業者等＞
➀令和前年、前々年又は前々々年のいずれかの年分
➁直近の事業年(令和３年）分
・所得税確定申告書Ｂ（第一表）の写し
・青色申告決算書又は収支内訳書（いずれも１枚目・２枚目両方）の写し
※税務署の収受印又は税理士の証明印が有るものを提出してください。（法人・個人とも）
※電子申告（e-Tax）で提出した場合は、受信通知の写し（電子申告申請等完了報告書）と申告書（第
一表）の写しの２点を提出してください。

○パターン C
・令和４年の１～３月末まで（90 日分）の飲食業売上高明細及び経費支出を含む経理帳簿の写し
○特例の場合
新規開店（１年未満等）の場合
・法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等の届出書の写し
・開店日から時短要請日前日までの飲食業売上高明細を含む経理帳簿の写し
・家賃等固定経費の支払いが分かる書類の写し
罹災特例の場合
罹災証明書の写し
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第９弾（R4 年 1 月 21 日～R4 年 3 月 6 日） 本申請分
岐阜県知事

様式３

様

誓

約 書

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第９弾）の交付申請に当たり、次
のとおり誓約します。
１．本申請に必要な申請要件を全て満たしています。
２．申請書に記載の各店舗において、要請期間中、岐阜県からの酒類提供停止を伴う営業時間
短縮要請等に全面的に協力し、遵守しました。
３．各業種別ガイドラインの規定、コロナ社会を生き抜く行動指針の内容を確認・遵守し、感
染防止対策を実施しています。また、要請期間中、営業時間を短縮していること、休業して
いること、酒類を提供しないこと等を店頭等に掲示し、周知しました。
４．申請受付要項の内容を確認しており、申請書及び添付資料に記載した内容・情報・資料に
偽りはありません。
５．本申請の際には、早期支給申請分（対象外決定分を除く）がある場合は、その額を差し引
いて申請します。また、過分に協力金を受給した場合は、受給した協力金の返還の支払に応
じます。
６．要請期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を全て有しており、それを証明するも
のを添付しています。
７．証拠書類等申請に必要な資料については、申請日から 7 年間保存します。
８．協力金（第９弾）の交付後に要件を満たさないことが判明した場合又は申請内容に虚偽等
が判明した場合は協力金を返還するとともに、加算金の支払に応じます。また、事業者名、
店舗名等の情報が公表されることに同意します。
９．岐阜県から申請内容及び審査に関する調査・報告・是正のための依頼・措置等の求めがあ
った場合は、これに応じます。
10．申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、岐阜県暴力団
排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に
規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力
団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していません。
11．申請書類に記載された情報は、必要に応じて行政機関等（税務当局、警察署、保健所等）
に提供することに同意します。

【署名欄】

署名年月日

年

月

日

所在地（個人事業主の場合は自宅住所）
申請事業者名
代表者役職・氏名

印
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