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１ 概要 

 

沖縄県にまん延防止等重点措置が適用され、飲食店等に対する営業時間短縮等の要請が発出された

ことに伴い、本要項所定の支給要件を満たしたことが確認された飲食店等に対して、感染拡大防止対

策協力金（第 10 期）を支給します。 

 

・ 本協力金は感染拡大防止の観点から、各要請期間の全期間、営業時間短縮等の要請内容にご協力

いただいた店舗に対して支給するものです。 

・ 時短営業による売上減少に伴う補償や、店舗の新規開店の支援をする趣旨ではありません。 

 

２ 第 10 期の主な注意点 

 

注意点 
該当 

ページ 

・令和４年１月７日（まん延防止等重点措置の当初の要請発出日）までに適正な

飲食店営業許可を取得し、通常営業している飲食店等が対象です。 
P３ 

・確認書は廃止となりました。要請内容を遵守したことを証明する書類（時短の

貼り紙等）などはご自身で提出いただく必要があります。 
P９ 

・電子申請サポート窓口は、第９期と異なり、嘉手納町商工会と糸満市商工会に

は設置していません。 
P２１ 

・口座の通帳の表紙と表紙うら面の写しは事業者 ID が発行されていても、今回は

必須です。（口座廃止による振込不能等が多発していたため。） 
P６ 

・通常営業終了時間が 20 時までの店舗は対象外です。 

（事業者 ID は過去に協力金を受給した全ての事業者に発行していますので、

事業者 ID が届いていても協力金の支給対象であるとは限りません。） 

P３ 

P４ 

・これまで協力金を受給していない店舗の申請には、営業実態を確認する書類の

提出が必要です。 
P９ 

・要請 A に協力したか、要請 B に協力したかによって、協力金の支給額が異なり

ます。要請 B に協力するとは、各期間の全期間を通して 20 時までの時短営業

をし、酒類の提供を停止することをいいます。 

P２ 

P１３ 

・メールのドメインが新しくなりました。（新：okinawa-kyo.jp） 

このドメインからのメールを受信できるよう設定してください。 
P１９ 

 

・今回、特に注意を要すると思われるものを挙げています。 

・これ以外の点についても本要項で十分ご確認の上、申請するようにしてください。 

・以下、本要項において、支給額は大企業（売上高減少額方式）の場合であることが明記されている

もの以外は、中小企業者の場合の支給額を記載しています。 
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３ 対象地域 

 

・沖縄県内全 41 市町村 

└ 沖縄県内 39 市町村：令和４年１月９日～２月 20 日 

└ 宮古島市・多良間村：令和４年１月９日～２月６日 

  

４ 要請期間 

 

期間 要請期間 要請発出日 日数 
対象 

市町村 
区分 

W 期間 
令和４年１月９日 

～１月 31 日 
１月７日 23 日間 全 41 市町村 

まん延防止等

重点措置 

X 期間 
令和４年２月１日 

～２月 20 日 
１月 27 日※ 20 日間 39 市町村 

まん延防止等

重点措置 

Y 期間 
令和４年２月１日 

～２月６日 
１月 27 日※ ６日間 

宮古島市・多

良間村 

まん延防止等

重点措置 

 

第 10 期協力金は、まん延防止等重点措置の当初の要請発出日である令和４年１月７日

までに適正な飲食店営業許可を取得し、通常営業している飲食店等が対象です。 

 

 

５ 主な要請内容 

 

 【 要請 A 】 【 要請 B 】 

感染防止対策

認証店 

・営業時間を５時から 21 時まで（酒類

の提供は、11 時から 20 時まで）とす

る 

・同一グループ・同一テーブル原則４人

以内（例外：介助や介護を要する場合） 

・営業時間を５時から 20 時までとす

る。（酒類の提供（持込含む）を行わ

ないこと） 

・同一グループ・同一テーブル原則４人

以内（例外：介助や介護を要する場合） その他 

（非認証店） 
 

 

・非認証店で飲食を主とする店舗（カラオケボックス以外（カラオケ喫茶・カラオケスナック等））

は、上表に加えてカラオケ設備利用の自粛をすること。 

 

注意！ 
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６ 対象施設  

 

県内で通常営業を行っている以下の（１）（２）の施設 

 

 施設の種類 備考 

（１） 飲食店 

・宿泊客等特定客のみの飲食店（ホテルのラウン

ジ等）を含みます。 

・いずれの期間も、宅配・テイクアウト・スーパ

ーやコンビニや弁当屋等のイートイン・移動可

能な店舗（自動車営業・キッチンカー・移動式

屋台等）は対象外です。 

（２） 遊興施設・結婚式場等 
・バー、カラオケボックス・結婚式場等で食品衛

生法の飲食店営業許可を受けている店舗 

 

・（１）、（２）のいずれも屋内施設に限りません。 

 

７ 支給要件 

 

✔ 令和４年１月７日まで（まん延防止等重点措置の当初の要請発出日まで）に、適正な飲食店営業

許可に基づき、県内で通常営業している飲食店または遊興施設、結婚式場等であること。 

 

✔ 各要請期間ごとに全期間要請に協力していること。 

 

認証店 

✔ 通常営業として 21 時超～５時の時間帯を含む営業を行っている店舗は、営業時間を５時～21 時

まで（酒類の提供は 11 時～20 時まで）に短縮すること。【要請 A】 

もしくは、営業時間を５時から 20 時までに短縮（酒類の提供（持込含む）は停止）または休業す

ること。【要請 B】 

✔ 通常営業終了時間が 20 時超～21 時の店舗は、営業時間を５時から 20 時までに短縮（酒類の提

供（持込含む）は停止）または休業すること。【要請 B】 

✔ 同一グループ・同一テーブル原則４人以内（例外：介助や介護を要する場合）であることを案内

すること。【AB 共通】 

 

非認証店 

✔ 通常営業として 20 時超～５時の時間帯を含む営業を行っている店舗であること。 

✔ 営業時間を５時～20 時までに短縮（酒類の提供（持込含む）は停止）または休業すること。【要

請 B】 



 

-４- 

 

✔ 飲食を主とする店舗は、カラオケ設備の利用を自粛（提供を停止）すること。 

└ 飲食を主とする店舗とはカラオケボックス以外（カラオケ喫茶・カラオケスナック等）をいい

ます。 

✔ 同一グループ・同一テーブル原則４人以内（例外：介助や介護を要する場合）であることを案内

すること。【AB 共通】 

 

協力金支給対象確認表 

 

 

その他の支給要件 

 

 感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であること（沖縄県版感染防止チェックリスト・

業種別ガイドラインの遵守）。 

 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沖縄県暴力団排除条

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に該当せず、かつ、将来にわ

たっても該当しないこと、また、上記の暴力団及び暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画

していないこと。 

 

 事業者の規模にかかわらず県内で対象店舗を運営する事業者であれば、支給対象となります。 

（中小企業基本法等に定める「中小企業」・「小規模企業」以外の中堅企業・大企業も対象） 

通常営業

終了時間

認証の
有無

時短後の営業時間

注釈
～20時（営業時間）
酒類提供なし

～20時（営業時間）
酒類提供あり

～21時（営業時間）
～20時（酒類提供）

休業

21時超
（例：22時閉店）

認証店 ◎ 〇 〇 ◎

非認証店 ◎ × × ◎
※各期間途中で認証され、
21時までの時短に切り替
えるとその期間は○

20時超～21時
（例：20：30閉店、
21時閉店）

認証店 ◎ × × ◎

非認証店 ◎ × × ◎
※各期間途中で認証され
た場合、引き続き全期間
20時までの時短（酒類提
供なし）を継続すればその
期間は◎

20時以前
（例：19時閉店、
２０時閉店）

認証店 × × × ×

非認証店 × × × ×

第10期 協力金支給対象確認表（W～Y期間共通）

・この表以外の支給要件等も十分ご確認ください。

◎ 3万円～10万円 〇 2.5万円～7.5万円 ✕ 支給対象外

※

※

・令和４年１月７日の要請発出日までに飲食店営業許可証を取得し、
通常営業している飲食店が要請に応じた場合に申請できます。

・支給額は中小企業者の場合です。
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 複数の店舗を運営する事業者は、要請対象店舗のすべてについて要請に協力することが必要で

す。 

 

 

次に該当する店舗は基本的に協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

・営業実態があるとは、現に営業している場合のほかに、要請を受けて休業中ではあるが営業に必要

な設備等を備えており、要請が解除されればいつでも営業を再開できる状態にあり、なおかつ事業

者に要請解除後に営業を継続する意思及び予定のある状態のことをいいます。 

・飲食店等であれば通常想定されないほど著しく売上が過小である、著しく営業日が少ないといった

状態（要請に応じた結果として売上が少ないといった場合はこれに含まれません）で、社会通念上、

協力金を目的とした開店が強く疑われる場合は、営業実態が確認できないものとみなすことがあ

ります。 

・営業実態は協力金支給後に確認する場合もあります。その場合、正当な理由なく営業実態がない状

態にあること（店舗の経営者が死亡した、経営状況が悪化し営業継続が困難となった等のやむを得

ない理由により閉店した場合はこれに含まれません）が確認されれば、協力金の返還を求める等の

対応を取ることがあります。 

 

 食品衛生法上、適正な飲食店営業許可を取得していない店舗 

 営業許可証の種類が「簡易営業（R3.5.31 までに発行）」または「臨時営業（R3.6.1

以降に発行）」である店舗 

宅配、テイクアウト、移動可能店舗（自動車営業・キッチンカー・移動式屋台等）、 

スーパー・コンビニや弁当屋等のイートイン 

 既に閉業した店舗や要請発出日以前から休業中の店舗 

 デリバリーヘルス・その他性風俗店 

 店舗の運営等に関する関係法令に違反している店舗 

 営業実態が確認できない、要請対象店舗であることが確認できない等、その他知

事が適切でないと判断する店舗 

営業実態について 

 

注意！ 
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８ 準備する書類 

  

申請に必要な書類 

 

店舗の内観・外観が確認できる写真 

 

✔ 外観写真は店名が分かるもの、内観写真は店内もしくは屋外に飲食スペースがあることが分か

るもの、店内もしくは屋外飲食スペース全体が写っているもの。  

✔ 飲食スペースとはイートインスペースを含まないため、イートインスペースしか写っていない

内観写真は認められません。 

 

店舗で購入した持ち帰り向けの飲食物を店内で飲食させるスペースを指します。 

たとえばコンビニ、スーパー、弁当屋等の中にある飲食スペースがこれに該当します。 

 

口座の通帳の表紙と表紙うら面の写し 

 

✔ 口座番号と名義人氏名（振込用のフリガナ）が確認できる箇所 

✔ 口座の名義人と申請者（代表者）が異なる場合、原則支給できません 

 

本人確認書類（写し） 

 

【法人】法人代表者の運転免許証・国民健康保険証等の書類 

【個人】運転免許証、国民健康保険証等の書類 

 

✔ 申請者（代表者）の自宅住所が確認でき、かつ申請書記載の自宅住所と一致しているもの。 

✔ 上記書類で申請書記載の自宅住所が確認できない場合は、確認できる住民票等を併せて添付す

ること。  

✔ 有効期限が切れているものは認められません。                                                              

✔ 国民健康保険証以外の保険証等で住所が手書きで記載されている場合は併せて住民票（発行か

ら３ケ月以内）が必要です。 

 

食品衛生法に基づく、飲食店営業許可証の写し 

 

✔ 原則として、申請者（代表者）と営業許可を受けた名義人が同一である許可証の添付が必要

です。 

✔ 申請者（代表者）と許可の名義人が異なる場合（例：許可名義人が夫婦などの家族の場合や、

従業員、業務委託関係にある場合など）は、その関係が確認できる書類（例：家族関係を確

イートインスペースとは 

１ 

２ 

３ 

４ 
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認できる住民票、雇用関係を確認できる書類、業務委託契約書の写しなど）の添付が必要で

す。 

✔ 協力金を申請する各期間の全ての日に対して有効な営業許可証である必要があります。期間

の途中で有効期限が切れている場合は、更新前と更新後の営業許可証を両方添付してくださ

い。 

 

要請内容を遵守したことを証明する書類 

 

認証店 

・認証ステッカーの掲示状況を撮影した写真 

 

▶要請 A に協力した場合 

└ 21 時までの営業時間短縮（酒類の提供は 20 時まで）を実施したことが分かる資料 

 

▶要請 B に協力した場合 

└ 20 時までの営業時間短縮（酒類の提供は停止）を実施したことが分かる資料 

 

非認証店 

・20 時までの営業時間短縮（酒類の提供は停止）を実施したことが分かる資料。 

✔ カラオケ設備がある飲食を主とする店舗は、カラオケ設備の利用自粛をしたことが分かる資

料も必要です。 

 

共通 

・同一グループ・同一テーブル４人以内に制限する案内の貼り紙 

 

【証明書類の例】 

① 店舗のホームページ・SNS の写真・スクリーンショット 

② 店頭貼り紙・ポスター等の掲示状況を撮影した写真 

③ チラシ、ＤＭ等 

 

必ず「期間（○月○日～○月○日）」「休業したこと/時短後の営業時間（○時～○時）」

「店舗名」の全てが記載されている必要があります。 

  

５ 

注意！ 
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【 「5 要請内容を遵守したことを証明する書類」の見本 】 

 

 

 

 

 

 

・あくまで見本なので、必要事項の記載があれば、任意の貼り紙（手書き可）でかまいません。  

カラオケ利用自粛

した場合は追記 要請 A に協力 要請 B に協力 

認証ステッカーの掲示状況写真 ４人以内の案内 
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業種別ガイドラインを遵守したことを証明する書類 

＜以下の①～③の全てをご準備ください＞ 

 

① 入口付近に消毒液を設置していることを証する写真 

② 飛沫感染対策を店舗全体で実施していることを証する写真 

（例：アクリル板の設置、隣席と１メートル以上の間隔保持、隣席着席不可の案内等） 

③ 食事中以外はマスクの着用をお願いする旨を掲示した写真 

 

・全期間休業した場合や「認証店」は、①～③の写真は不要です。 

 

営業実態を確認する書類（これまで協力金を受給していない店舗） 

電気、ガス、水道のうちいずれか２つ以上の検針票、領収書等で、2021 年

11 月、12 月、2022 年１月の３ヵ月分の水道光熱費が分かるもの。 

 

✔ 店舗の所在地が記載されているものに限ります。 

✔「契約者」「契約住所」「期間」「金額」がしっかり確認できる状態で提出し

てください。 

✔ 過去に協力金を受給している店舗の申請では原則不要です。ただし、必要に応じて後にこれら

の提出を求める場合があります。 

✔ これらの資料でも営業実態を確認できない場合は、必要に応じて、賃貸借契約書、確定申告書

等の追加書類の提出を求める場合があります。 

 

その他 

 

上記１～７以外に、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。 

 

確認書の発行（廃止） 

  

今回から「確認書」は廃止となりました。 

└ 「確認書」の廃止に関する理由等は「１４ よくある質問」の P３５の Q10-22、Q10-23 をご確

認ください。 

  

６ 

８ 

7 
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下限額以外での申請の場合に必要な書類 

 

「申請に必要な書類」に加えて、飲食業売上高（税別）を証明する書類の準備が必要です。 

 

１日あたり売上高が８万 3333 円以下（全期間要請 B に協力した場合 7.5 万円以下）の

中小企業者は、下限額での申請になるため飲食業売上高を証明する書類は不要です。 

 

飲食業売上高とは、営業時間短縮の要請の対象となる飲食業の売上（税別）のことを指

します。（宅配、テイクアウト等の売り上げは含みません）。 

 

中小企業者 

 

2019 年、2020 年、2021 年、2022 年の１月と２月の１日あたり飲食業売上高（税別）を証明

する資料 

【法人】 

・ 法人税の確定申告書別表一の控え 

・ 法人事業概況説明書の控え（月別売上高[２ページ目]も含む） 

【個人事業主】 

[青色申告の場合] 

・ 所得税の確定申告書第一表の控え 

・ 青色申告決算書（月別売上高）の控え等 

[白色申告の場合] 

・ 所得税の確定申告書第一表の控え 

・ 収支内訳書の売上（収入）金額を記載したページの控え等 

[市町村にて事業所得の申告を行っている場合] 

・ 住民税申告書の控え 

・ 事業所得の収支計算書記載欄のあるページの控え等 

【法人・個人事業主共通】 

・ 売上台帳等の帳簿の写し 

【保存書類】 

・ 確定申告書の作成の根拠となった資料、レジの日計表・会計伝票等 

└提出は不要ですが、後に調査する場合がありますので、確実に保存してください。 

 

 

大企業（または「売上高減少額方式」を選択する中小企業者） 

 

2019 年、2020 年、2021 年から 2022 年の１月と２月の１日あたりの飲食業売上高の減少額（税

別）を証明する資料 

注意！ 

注意！ 
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・ 法人税の確定申告書別表一の控え 

・ 法人事業概況説明書の控え（月別売上高[２ページ目]も含む） 

・ 会社事業概況書の控え（資本金１億円以上の法人の場合） 

・ 売上台帳等の帳簿の写し 

【保存書類】 

・ 確定申告書の作成の根拠となった資料、レジの日計表・会計伝票等 

└提出は不要ですが、後に調査する場合がありますので、確実に保存してください。 

 

 

確定申告書別表一は税務署の受付印（書面提出の場合）、もしくは受付番号（e-tax の場

合）があるものを提出してください（中小企業者、大企業共通）。 

 

W 期間のみを申請する場合は２月の売上台帳は不要です。また、X・Y 期間のみを申請

する場合は１月の売上台帳は不要です。 

注意！ 

注意！ 
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（１ページ目） 

 

（２ページ目） 

 

 

20○○年○月分

税抜き 税込み 税抜き 税込み 税抜き 税込み

1 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

2 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

3 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

4 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

5 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

29 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

30 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

31 150,000 165,000 10,000 10,800 160,000 175,800

合計 3,600,000 3,960,000 240,000 259,200 3,840,000 4,219,200

売　上　台　帳

売上（内訳）

店内 テイクアウト
売上（合計）

日

この数値を使います。

法人事業概況説明書 

売上台帳 
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９ 支給額  

 

支給額 

 

中小企業者（個人事業主含む） 

 

▶要請 A に協力した場合（認証店のみ） 

└１日あたり 2.5 万円～7.5 万円／店舗×要請期間の日数 

 

▶要請 B に協力した場合（認証店、非認証店共通） 

└１日あたり３万円～１０万円／店舗×要請期間の日数 

 

 

・ただし、事例④は P１５の W-1 の場合を除きます。 

 

 

大企業 

１日あたり０円～２０万円／店舗×要請期間の日数 

 

B

B A

2.5万円～
7.5万円

３万円～
10万円

2.5万円～
7.5万円

３万円～
10万円

B A

事例

①
・全期間認証店
・全期間21時まで（酒類提供20時まで）の時短営業

事例

②
・全期間認証店
・全期間 20時までの時短営業かつ酒類提供なし

事例

③
・全期間認証店
・要請期間中「20時までの時短営業かつ酒類提供なし」から
「21時まで（酒類提供20時まで）の時短営業」に変更した

事例

④
・全期間認証店
・要請期間中「21時まで（酒類提供20時まで）の時短営業」
にした期間が１日でもあった

事例

⑥
・非認証店から認証店になった
・全期間20時までの時短営業かつ酒類提供なし

支給額

Ｂ 20時までの時短営業かつ酒類提供なし
（営業時間が20時を超える、または酒類を提供する場合はAとなります。）

Ａ 21時までの時短営業（酒類の提供は20時まで）認証店であった期間

非認証店であった期間

認証店・非認証店別、応じた要請内容別の支給額（W期間～Y期間 共通）

Ａ

Ｂ

B A B

2.5万円～
7.5万円

事例

⑤
・非認証店から認証店になった
・非認証時 20時までの時短営業かつ酒類提供なし
・認証後 21時まで（酒類提供20時まで）の時短営業

2.5万円～
7.5万円

初日 最終日
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支給額早見表 

 

 

 

 

第10期協力金支給額早見表（要請 A に協力した場合）

1/9　～ 1/31 (23日間) 2/1　～ 2/20 (20日間) 2/1　～ 2/6 (6日間)

～8.33 万円 2.5 万円 (57.5万円) 2.5 万円 (50.0万円) 2.5 万円 (15.0万円)

10 万円 3 万円 (69.0万円) 3 万円 (60.0万円) 3 万円 (18.0万円)

12 万円 3.6 万円 (82.8万円) 3.6 万円 (72.0万円) 3.6 万円 (21.6万円)

14 万円 4.2 万円 (96.6万円) 4.2 万円 (84.0万円) 4.2 万円 (25.2万円)

16 万円 4.8 万円 (110.4万円) 4.8 万円 (96.0万円) 4.8 万円 (28.8万円)

18 万円 5.4 万円 (124.2万円) 5.4 万円 (108.0万円) 5.4 万円 (32.4万円)

20 万円 6 万円 (138.0万円) 6 万円 (120.0万円) 6 万円 (36.0万円)

22 万円 6.6 万円 (151.8万円) 6.6 万円 (132.0万円) 6.6 万円 (39.6万円)

25 万円～ 7.5 万円 (172.5万円) 7.5 万円 (150.0万円) 7.5 万円 (45.0万円)

1/9　～ 1/31 (23日間) 2/1　～ 2/20 (20日間) 2/1　～ 2/6 (6日間)

0 万円 0 万円 (0.0万円) 0 万円 (0.0万円) 0 万円 (0.0万円)

5 万円 2 万円 (46.0万円) 2 万円 (40.0万円) 2 万円 (12.0万円)

10 万円 4 万円 (92.0万円) 4 万円 (80.0万円) 4 万円 (24.0万円)

15 万円 6 万円 (138.0万円) 6 万円 (120.0万円) 6 万円 (36.0万円)

20 万円 8 万円 (184.0万円) 8 万円 (160.0万円) 8 万円 (48.0万円)

25 万円 10 万円 (230.0万円) 10 万円 (200.0万円) 10 万円 (60.0万円)

30 万円 12 万円 (276.0万円) 12 万円 (240.0万円) 12 万円 (72.0万円)

35 万円 14 万円 (322.0万円) 14 万円 (280.0万円) 14 万円 (84.0万円)

40 万円 16 万円 (368.0万円) 16 万円 (320.0万円) 16 万円 (96.0万円)

45 万円 18 万円 (414.0万円) 18 万円 (360.0万円) 18 万円 (108.0万円)

50 万円～ 20 万円 (460.0万円) 20 万円 (400.0万円) 20 万円 (120.0万円)

※金額はあくまで目安です。

※大企業方式は、上表に加えて「2019年、2020年、2021年のうちいずれかの年の売上高参照月の１日当たり売上高×0.3」が1日当たりの上限額となります。

中小企業者

W　期間 X　期間１日あたりの

売上高

Y　期間

Y　期間

大企業（中小企業者も選択可）

１日あたりの

売上減少額

W　期間 X　期間

宮古島市・多良間村はY期間

（それ以外はX期間)

第10期協力金支給額早見表（要請 B に協力した場合）

1/9　～ 1/31 (23日間) 2/1　～ 2/20 (20日間) 2/1　～ 2/6 (6日間)

～7.5 万円 3 万円 (69.0万円) 3 万円 (60.0万円) 3 万円 (18.0万円)

10 万円 4 万円 (92.0万円) 4 万円 (80.0万円) 4 万円 (24.0万円)

12 万円 4.8 万円 (110.4万円) 4.8 万円 (96.0万円) 4.8 万円 (28.8万円)

14 万円 5.6 万円 (128.8万円) 5.6 万円 (112.0万円) 5.6 万円 (33.6万円)

16 万円 6.4 万円 (147.2万円) 6.4 万円 (128.0万円) 6.4 万円 (38.4万円)

18 万円 7.2 万円 (165.6万円) 7.2 万円 (144.0万円) 7.2 万円 (43.2万円)

20 万円 8 万円 (184.0万円) 8 万円 (160.0万円) 8 万円 (48.0万円)

22 万円 8.8 万円 (202.4万円) 8.8 万円 (176.0万円) 8.8 万円 (52.8万円)

25 万円～ 10 万円 (230.0万円) 10 万円 (200.0万円) 10 万円 (60.0万円)

1/9　～ 1/31 (23日間) 2/1　～ 2/20 (20日間) 2/1　～ 2/6 (6日間)

0 万円 0 万円 (0.0万円) 0 万円 (0.0万円) 0 万円 (0.0万円)

5 万円 2 万円 (46.0万円) 2 万円 (40.0万円) 2 万円 (12.0万円)

10 万円 4 万円 (92.0万円) 4 万円 (80.0万円) 4 万円 (24.0万円)

15 万円 6 万円 (138.0万円) 6 万円 (120.0万円) 6 万円 (36.0万円)

20 万円 8 万円 (184.0万円) 8 万円 (160.0万円) 8 万円 (48.0万円)

25 万円 10 万円 (230.0万円) 10 万円 (200.0万円) 10 万円 (60.0万円)

30 万円 12 万円 (276.0万円) 12 万円 (240.0万円) 12 万円 (72.0万円)

35 万円 14 万円 (322.0万円) 14 万円 (280.0万円) 14 万円 (84.0万円)

40 万円 16 万円 (368.0万円) 16 万円 (320.0万円) 16 万円 (96.0万円)

45 万円 18 万円 (414.0万円) 18 万円 (360.0万円) 18 万円 (108.0万円)

50 万円～ 20 万円 (460.0万円) 20 万円 (400.0万円) 20 万円 (120.0万円)

※金額はあくまで目安です。

１日あたりの

売上減少額

W　期間 X　期間 Y　期間

中小企業者

１日あたりの

売上高

W　期間 X　期間 Y　期間

大企業（中小企業者も選択可）

宮古島市・多良間村はY期間

（それ以外はX期間)
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W 期間のみの取扱い 

 

 

└ 1 月 9 日から１月 14 日までの期間：１日あたり 2.5 万円～7.5 万円 

└ 1 月 15 日から 1 月 31 日までの期間：１日あたり３万円～10 万円 

・ 支給額は中小企業者の場合です。大企業の場合は 1/9～1/14、1/15～1/31 のいずれの期間

も０～20 万円です。 

 

 

└ １月 15 日から１月 31 日までの期間：１日あたり３万円～10 万円 

・ 支給額は中小企業者の場合です。大企業の場合は 1/15～1/31 の支給額が０～20 万円とな

ります。 

 

 

 

 

認証店・非認証店別、応じた要請内容別の支給額（W期間のみ）

〇通常営業終了時間が20時超～21時までの認証店は、県の当初の対処方針（1月7日）では時短要請の対象外（＝協力金の対象外）であった。

〇県の対処方針の一部修正（ 1月12日付）により、通常営業終了時間が20時超～21時までの認証店も時短要請の対象となった。

○これにより、以下の①～④の条件を全て満たした場合、1月15日～1月31日の期間に対して協力金を申請できるものとする。

支給額

W-2

・通常営業終了時間が20時超から21時の店舗

（例：20：30閉店、21時閉店）

・全期間認証店

・1/9～1/14 21時まで（酒類提供は20時まで）の範囲で営業した

・1/15～1/31 20時までの時短営業（酒類提供なし）または休業をした

３万円～
10万円

1月15日

① 通常営業終了時間が20時超～21時（例：通常20：30閉店、21時閉店）である。

② 要請期間当初から認証店である。

③ 1/9～1/14の全期間、営業時間を５時から21時まで、酒類の提供は11時から20時までの範囲で営業していた

（＝認証店に対する対処方針の要請の範囲で営業していた。）

④ 1/15～1/31の全期間、20時までの時短営業（休業含む）をし、酒類の提供を停止した。

※1/9～1/31の全期間、20時までの時短営業

（酒類提供なし）または休業した認証店は、1/9～
1/31の期間の支給額が３万円～１０万円となります。

B

W-１
・全期間認証店
・～1/14 21時まで（酒類提供20時まで）の時短営業
・1/15～ 20時までの時短営業かつ酒類提供なし

Ａ Ｂ
1月15日 【1月9日～1月14日】

2.5万円～7.5万円

【1月15日～1月31日】

３万円～10万円

W-２について

1/9 1/31

1/9 1/31

W-１ 
認証店が１月９日から 14 日まで要請 A に協力し、15 日から 31 日まで要請 B に協力

した場合 

W-２ 
通常営業終了時間が 20 時超～21 時までの認証店が、１月９日から 14 日まで要請 A

の範囲で営業をし、15 日から 31 日まで要請 B に協力した場合 
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１０ 協力金の計算方法 

 

中小企業者（売上高方式）   

  

2019 年、2020 年、2021 年の売上高参照月の１日あたり飲食業売上高に応じて計算方法が変わりま

す。  

 

 

W 期間は１月、X 期間と Y 期間は２月です。 

 

▶ 要請 A に協力した場合（認証店のみ） 

１日あたり売上高 計算方法 

8 万 3333 円以下の店舗 2.5 万円／日（下限額） 

8 万 3333 円を超える額 

～25 万円以下の店舗 

[2019 年、2020 年、2021 年のうちのいずれかの年の 

売上高参照月の１日あたり飲食業売上高] 

×０.3 の額／日 

25 万円を超える額の店舗 7.5 万円／日（上限額） 

 

▶ 要請 B に協力した場合（認証店、非認証店共通） 

１日あたり売上高 計算方法 

7.5 万円以下の店舗 ３万円／日（下限額） 

7.5 万円を超える額 

～25 万円以下の店舗 

[2019 年、2020 年、2021 年のうちのいずれかの年の 

売上高参照月の１日あたり飲食業売上高] 

×０.4 の額／日 

25 万円を超える額の店舗 10 万円／日（上限額） 

 

 

大企業（売上高減少額方式）  

 

2019 年、2020 年、2021 年のうちのいずれかの年の売上高参照月から 2022 年の売上高参照月の

１日あたりの売上高の減少額×０.４ 

・０円／日～２０万円／日の範囲で支給します。 

・中小企業者もこの方式を選択可能です。 

 

▶ 要請 A に協力した場合（認証店のみ） 

・上記に加えて、2019 年、2020 年、2021 年のうちのいずれかの年の売上高参照月の１日あたり

飲食業売上高×0.3 が１日あたりの上限額となります。 

売上高参照月は何月？ 
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・要請 B に協力した場合は、この上限額の適用はありません。 

 

売上高減少額方式 計算例  

 

 
 

 

計算方法の特例 

 

2021 年１月２日から 2021 年 12 月 31 日までの間に開店した店舗 

以下のとおり１日あたり飲食業売上高や１日あたり飲食業売上高減少額を算出してください。 

 

中小企業者 

（ア）÷（イ）により１日あたり飲食業売上高を算出 

 

（ア） 開店日から 2021 年 12 月 31 日までの飲食業売上高 

（イ） 開店日から 2021 年 12 月 31 日までの歴日数 

 

大企業 

【計算例１】
１日あたり売上高 2019年 30万円 2020年 10万円 2021年 5万円 2022年 20万円

a (30万円－20万円)×0.4＝4万円

b 20万円

c 30万円×0.3＝9万円 支給額：４万円／日（a）
b＞c＞a

【計算例２】
１日あたり売上高 2019年 10万円 2020年 80万円 2021年 5万円 2022年 20万円

a (80万円－20万円)×0.4＝24万円

b 20万円

c 80万円×0.3＝24万円 支給額：20万円／日（b）
a＝c＞b

【計算例３】
１日あたり売上高 2019年 30万円 2020年 10万円 2021年 5万円 2022年 5万円

a (30万円－5万円)×0.4＝10万円

b 20万円

c 30万円×0.3＝9万円

要請Aに協力した場合

└支給額：９万円／日（c）

要請Bに協力した場合

└支給額：10万円／日（a）

b＞a＞c

第10期 売上高減少額方式 計算例（W～Y期間共通）

a：[2019年または2020年または2021年]から2022年の１日あたりの売上高の減少額×0.4
b：20万円（売上高減少額方式の上限額）

c：[2019年または2020年または2021年]の１日あたり売上高×0.3

・要請Aに協力  a～cのうち最も低いものが適用 ・要請Bに協力 a、bのうち低い方が適用

※売上高参照月はW期間は１月、X・Y期間は２月です。金額は目安です。
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（ア）－（イ）により１日あたり飲食業売上高減少額を算出 

 

（ア） 開店日から 2021 年 12 月 31 日までの飲食業売上高 ÷ 開店日から 2021 年 12 月 31 日

までの歴日数 

（イ） 2022 年の売上高参照月の１日あたり飲食業売上高 

 

2022 年１月１日以降に開店した店舗 

売上高方式の下限額を支給します。（中小企業者、大企業共通） 

・売上高方式の下限額は要請 A に協力した場合は 2.5 万円／日、要請 B に協力した場合は３万円

／日です。 

・2022 年１月８日以降に開店した店舗は協力金の支給対象外です。 

 

注意事項 

 

  飲食業売上高は消費税・地方消費税を除いて計算します。 

  １日あたり売上高の計算に用いる日数（分母）は歴日数です。営業日数ではありません。例えば１

月の場合は 31 日です。 

  １日あたり協力金支給額の計算結果に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、1,000 円未満を切り上

げます。 

  「2019 年または 2020 年または 2021 年の売上高参照月の１日あたり売上高｣や「売上高参照月の

１日あたり売上高の減少額｣は確定申告書の内容等により算出します。 

  確定申告をしていない場合は、下限額での申請になります。確定申告をしている年の飲食業売上高

では支給額の計算結果が下限額となる場合も同様です。 

  申請者が飲食業以外の事業を営んでいる場合には、飲食部門の売上高、売上高減少額により算出し

ます（飲食業以外の売上は除いて計算します）。 

  飲食業売上高には、要請の対象外であるテイクアウト・デリバリー等の売上は含めません。 

  飲食業売上高には、協力金の収入は含めません。その他の支援金、給付金等も同様です。 
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１１ 申請について 

 

申請方法 

 

電子申請（郵送等による申請は実施しません） 

 

受付期間 

 

３月１日（火）～４月 15 日（金） 

 

・以下２つのドメインからのメールを受信できるよう設定してください。 

okinawa-kyo.jp（第10期から新しくなりました） 

logoform.jp 

 

・メール受信設定の操作方法はコールセンターや申請サポート窓口では対応できません。 

 

申請の流れ 

 

① 対象となる店舗についての申請（店舗申請） 

② 事業者についての申請（事業者申請） 

・対象店舗が複数ある場合は先に➀で全店舗申請後、➁の申請を行ってください。 

・②で４店舗以上申請する場合は、店舗別申請金額一覧表（３９ページ参照）が必要となります。

（①の申請をもとに作成してください。） 
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電子申請のサポート窓口（完全予約制） 

 

✔ サポート窓口の受付は３月４日（金）からです。 

・予約は３月１日（火）AM９時から受付を開始します。 

 

✔ ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、電子申請をサポートする窓口を設置します。 

 

✔ 添付書類の内容や審査に関わる質疑には対応できません。 

・「所得税申告の控えとして提出する書類があっているか」「店内飲食での売上の計算方法が正し

いか」などにはお答えできません。協力金の申請全般についてご不明な点があれば沖縄県感染

症対策協力金コールセンターへお問い合わせください。 

 

✔ 申請に必要な書類をすべて揃えて申請サポートを受けてください。 

・書類が揃っていない場合はサポートすることができません。 

・申請に必要な書類は原本、もしくは紙などに印刷した写しを持参してください。 

・下限額での申請でも売上を入力する項目がありますので、2019 年～2022 年の１月（W 期間を

申請する場合）、２月（X・Y 期間を申請する場合）の売上が分かる帳簿等も持参してください。 

・別紙チェックリスト（３６ページ）をご活用ください。 

 

✔ サポート窓口で申請をしたことは、協力金の支給を保証するものではありません。 

注意！ 
１店舗の場合でも➀と➁の両方の申請が必要です。 

➁ 事業者申請 

https://logoform.jp/form/BSEt/u010-2 

 

 

➀ 店舗申請 

https://logoform.jp/form/BSEt/u010-1

 

必ず 

https://logoform.jp/form/BSEt/u010-2
https://logoform.jp/form/BSEt/u010-1
https://logoform.jp/form/BSEt/u010-1
https://logoform.jp/form/BSEt/u010-1
https://logoform.jp/form/BSEt/u010-1
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・サポート窓口は、あくまでも電子機器操作のサポートを行う窓口です。 

・持参された必要書類に不備がないかの確認や、協力金が支給されるかの確認・判断はできかね

ます。ご予約の際は、ご自身で要項等を十分ご確認ください。 

・申請内容に不備があれば追加書類の提出を求めることもあります。 

・支給要件を満たしていない場合は不支給となります。 

 

✔ 検温で３７．５度以上の方、風邪症状のある方、マスクを着用いただけない方はご利用できませ

ん。 

 

対象者 

ご自身・ご家族等がパソコン・スマートフォン等の電子機器をお持ちでない方、または電子機器の操 

作に不慣れな方。 

 

予約方法 

完全予約制です。電話または web サイトにて予約してください。 

 

 

 

設置場所 

・ 各設置場所への直接のお問い合わせはしないようお願いいたします。直接お問い合わせ頂いても

予約等の対応はできません。 

・ 各設置場所は、駐車場がない、もしくは台数が限られている場合があります。なるべく公共交通

機関や近隣の有料駐車場等をご活用ください。 

 

圏域 名称 所在地 

北部 名護市産業支援センター ２階 名護市大中１丁目１９−２４ 

電話予約（３/１(火)AM９時受付開始） 

感染症対策協力金コールセンター 

 

 

電話：0120-332-107 

受付：平日９時～17 時 

Web 予約（３/１(火)AM９時受付開始） 

https://logoform.jp/form/BSEt/u010-support

 

https://logoform.jp/form/BSEt/u010-support
https://logoform.jp/form/BSEt/u010-support
https://logoform.jp/form/BSEt/u010-support
https://logoform.jp/form/BSEt/u010-support
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圏域 名称 所在地 

中部 沖縄商工会議所 沖縄市中央４丁目１５−２０ 

那覇・南部 壷川ビル １階 那覇市壺川３丁目２−６ 

宮古 シェアオフィス＆コワーキング 

「MUGI」 
宮古島市平良西里４６５−１−１０２ 

八重山 県八重山合同庁舎 １階 石垣市真栄里４３８−１ 

 

・ その他、加盟する商工会、社交業組合等においても支援を受けられる場合がありますので、各団

体にお問い合わせください。 

 

第 10 期は嘉手納町商工会と糸満市商工会にはサポート窓口は設置されません。 

 

 

支給について 

 

・ 申請内容が適正と認められた場合は、指定の口座に協力金を振り込みます。 

・ 支給した場合の通知は行いません（申請に使用した口座をご確認ください）。 

・ 不支給の場合は通知を行います（書面、メール、電話のいずれかの方法）。 

・ 振込日をもって支給決定日と取り扱います。 

・ 振込日の指定や相談には対応いたしかねます。 

・ 審査の結果によっては申請金額と実際の支給額に差額が生じる場合があります。 

 

 

１２ 留意事項 

 

協力金の審査・支給について 

 

１. 本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、申請者には、本協

力金を返還していただきます。 

２. 虚偽の内容を申告した、偽造・変造した書類を提出した等、偽りその他不正な手段により協力金

の申請をした場合は、申請したすべての店舗の協力金を不支給とすることがあります。 

３. 申請受付期間終了後の申請は一切受付できません。店舗申請のみ完了したが事業者申請を済ませ

ていない場合も同様です。申請受付期間終了後は、申請内容の誤りを理由とした再申請の受付も

できませんので、申請内容を十分ご確認の上、申請してください。 

４. 申請内容に疑義や不備等があった場合は、申請時に入力したメールアドレスまたは電話番号に個

別にご連絡し、追加書類の提出等を求める場合があります。追加書類の提出期限（メールの場合

はメール本文に記載）までに追加資料の提出がない場合や、一定経過しても応答がない又は疑義

注意！ 
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や不備等が解消されない場合は、申請を取下げたものとみなし、協力金を不支給とすることがあ

ります。 

５. 協力金支給後は、申請した売上高が誤っていた等の理由により、支給額の増額を求めることはで

きません。 

６. 最終の支給完了後に第 10 期の審査や支給の業務をすべて終了します。その後は再審査や追加支

給の受付はできません。 

７. 新規に申請があった店舗に対しては、営業実態の確認のための審査が必要となるため、その他の

店舗に比べて支給までに日数を要します。 

８. 審査には順番がありますので、個別に早期支給の要求に応じることはできません。同じ日に申請

していても申請内容や疑義の状況等によって支給日が異なることがあります。 

９. 県は、本協力金の適正な給付を行うため、協力金支給前又は支給後に、必要な検査の実施、報告

又は是正のための措置を求めることがあります。その場合、申請事業者はこれに応じる必要があ

ります。その際、協力金を支給された事業者が保存書類（確定申告書の根拠となった資料）を保

存していないことが確認された場合は、協力金の返還を求める場合があります。 

１０. 審査の段階で、店舗の実態や通常営業時間等の確認のため、現地調査等をするにあたっては、

「申請があった店舗名」「申請があるという事実」「申請で入力された通常営業時間」等の内容（個

人情報や法人の経営上の秘匿事項は含みません。）を元に、第三者に対して聴き取りをすることが

ありますので、予めご了承ください。 

１１. 県が実施する時短協力金に関連して、市町村が上乗せ給付等を行う場合や、国等の行政機関が

支援金等の支給要件の該当性を確認する場合等に、関係行政機関等からの求めに応じて、本協力

金の申請書及び提出資料に記載された情報を提供する場合があります。なお、国税事務所に対し

ては協力金の支給実績の情報を提供しています。予めご了承ください。 

１２. 支給された協力金は課税対象となります。詳しくは最寄りの国税事務所にお問い合わせ頂くか、

国税庁のホームページをご参照ください。 

１３. 無資格者による協力金の代理申請（有償）の勧誘や、協力金の支給を装った詐欺にはくれぐ

れもご注意ください。 

 

虚偽申請及び不正受給への対応 

 

１. 今回の時短要請にご協力いただき、本協力金を受給した事業者は、協力金のホームページにおい

て店舗名を公表させていただきます。 

２. 申請内容の審査及び一般からの各種情報提供等により、虚偽申請・不正受給が疑われる事業者に

ついては、所轄警察署等へ速やかに通報するとともに、協力金を不正受給した事実が判明した場

合は、支給した協力金全額の返還を求めます。また、悪質な場合は刑事告訴する等して、厳正に

対処するとともに、協力金のホームページ等に不正受給を行った事業者名や代表者名等を公表す

ることがあります。 
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３. 安易な考えで次のような虚偽申請を行うことは重大な結果を招くことになります。虚偽の申請は

絶対に行わないようご注意ください。 

① 実際には要請に応じていないにもかかわらず、休業や時短営業をしたように装ったり、酒

類・カラオケ設備の提供を停止したように装ったりすることで、要請に応じたように見せか

ける。 

② 休業または時短営業の要請の対象外であるにもかかわらず、虚偽の通常営業時間等を申告

することによって、協力金の支給対象であるかのように見せかける。 

③ 以前から閉業・休業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかける。 

④ 対象となる飲食店等を運営する事業者（事業主）でないにもかかわらず対象事業者を装い申

請する。 

⑤ 営業の意思がないにもかかわらず、新規開店したかのように見せかける。 

⑥ 営業許可証その他の提出書類を偽造して申請する。 

⑦ その他協力金の不正受給を目的とした虚偽申請全般。 

 

不正受給の場合に構成する犯罪 

 

詐欺罪（または詐欺未遂罪） 

＜刑法＞ 

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 

第 246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 

第 250条 この章の罪の未遂は、罰する 

 

詐欺罪…虚偽の申請で協力金を不正に受給した場合 

詐欺未遂罪…協力金の受給に至らなくても、不正受給を目的に虚偽の申請をした場合 

 

 

１３ お問い合わせ先 

 

沖縄県感染症対策協力金コールセンター 

電話：0120-332-107 （月曜～金曜 ９時～17 時 ＊土日祝は休業です） 

 

審査状況、審査内容、支払日に関しての詳細は回答致しかねます。 

申請受付開始直後・９時～10 時・月曜日は、混雑が予想されます。 

 

  

注意！ 
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１４ よくある質問 

 

協力金全般に関すること 

 

総論、提出書類について 

 

Q1-1 協力金を支給する趣旨は何ですか。 

A 感染拡大防止の観点から、各要請期間の全期間、営業時間短縮等の要請内容にご協力いただいた

店舗に対して支給するものです。時短営業による売上減少に伴う補償や店舗の新規開店の支援を

する趣旨ではありません。 

 

Q1-2 時短要請期間中に定休日がありますが、これは支給対象外となりますか。 

A 支給対象となります。感染拡大防止の観点から定休日も含めて各要請期間の全期間、要請内容に

ご協力いただいた店舗に対して支給する趣旨であるためです。 

 

Q1-3 通常営業時間とは要請前の営業時間でしょうか。それとも要請期間中の、要請に協力した結

果の営業時間でしょうか。 

A 要請以前と要請終了後の店舗の常態としての営業時間をいいます。 

 

Q1-4 時短営業をしたことをどのように証明するのですか。 

A 時短営業を知らせる店頭貼り出し紙（時短営業の期間、店舗名、時短後の営業時間を明記するこ

と）の写真や、店舗のホームページ・SNS 等で時短営業をお知らせした画面のスクリーンショッ

ト等により証明します。 

 

Q1-5 時短（休業）をした証明の貼り紙は、要請期間ごとに個別に作成しなければなりませんか。 

A いいえ、実際に時短（休業）をした期間が分かるようであれば、要請期間ごとに個別に作成する

必要はありません。ただし、「当面の間」といった書き方ではなく、「〇月〇日から〇月〇日まで」

というように時短（休業）をした開始日と終了日が分かるような貼り紙にしてください。 

 

Q1-6 住民票は本人確認書類として使うことできますか。 

A 本人確認書類としては使うことはできません。ただし、本人確認書類では現住所が確認できない

場合は別途住民票が必要となります。 

 

Q1-7 休業した場合も消毒液やアクリル板の設置の写真は必要ですか。 

A 全期間通して完全に休業していたのであれば不要です。 
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Q1-8 認証店も消毒液やアクリル板の設置の写真は必要ですか。 

A 認証店の場合は、不要です。 

 

Q1-9 中小企業者の定義とはなんですか。 

A 以下の要件に該当する必要があります。 

 

【飲食業】 

資本金等の額が 5,000 万円以下の会社又は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 万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の

会社及び個人。 

 

Q1-10 中小企業者には、個人事業主も含まれますか。 

A はい、含まれます。 

 

Q1-11 支給を受けた協力金は課税対象となりますか。 

A はい、課税対象となります。申告等の詳細については、最寄りの国税事務所へお問い合わせする

か、国税庁のホームページをご参照ください。 

 

支給対象について 

 

Q2-1 時短営業をして、閉店後、テイクアウトサービスやデリバリーのみを続けた場合、協力金の

対象となりますか。 

A はい、通常の営業時間を短縮して、お客様を店舗内から退店させていれば、協力金の対象となり

ます。なお、協力金の支給額の算定に用いる飲食業売上高からは、テイクアウトやデリバリー分

の売上は除きますので、ご注意ください。 

 

Q2-2 営業時間の短縮ではなく、要請期間の全期間休業した場合も、協力金の対象となりますか。 

A 要請発出日まで営業実態のある店舗が要請に応じて休業した場合は、協力金の支給対象となりま

す。要請発出日以前から閉業、休業していた店舗は対象となりません。 

 

Q2-3 マリンレジャーは対象施設に含まれますか。 

A 飲食店営業許可証を取得して営業している場合は、基本的に対象施設に含まれます。ただし、宅

配・テイクアウトのみの場合や、移動可能な店舗である場合は対象施設に含まれません。 
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Q2-4 「宿泊客等特定客のみの飲食店」にはホテルのラウンジ以外にどういったものが含まれます

か。 

A 社員食堂などがこれに含まれます。ただし、セルフサービスのドリンクコーナーのように飲食店

に該当しない場合は、基本的に要請の対象外であるため、協力金の支給対象外です。 

 

Q2-5 「宿泊客等特定客のみの飲食店」にはホテルのルームサービスは含まれますか。 

A 含まれません。 

 

Q2-6 どうしてキッチンカー等の移動可能な店舗は協力金の対象外なのですか。 

A 例えばキッチンカーは営業許可としては自動車営業となりますが、自動車営業の営業許可の範囲

に、固定席を設けて飲食サービスを提供するといったものは含まれません。よって、宅配やテイ

クアウトと同じ扱いとして、休業等の要請の対象外となり、結果として協力金の対象外となりま

す。 

 

Q2-7 飲食店営業許可の取得後、休業を継続している店舗やほとんど営業していない店舗は、協力

金の支給対象になりますか。 

A 要請発出日時点で通常営業している店舗が協力金の対象であることから、休業を継続している場

合は営業実態がないため基本的に支給対象外です。また、新規で飲食店営業許可を取得している

が、著しく売上高が少ない、著しく営業日が少ないといった状態で、社会通念上、協力金を目的

とした営業許可の取得が強く疑われる場合は、営業実態が確認できないものとみなすことがあり

ます。 

 

Q2-8 どうして簡易営業や臨時営業の営業許可は協力金の対象外なのですか。 

A 簡易営業（R3.5.31 以前）や臨時営業（R3.6.1 以降）は固定店舗を設置することを前提とした営

業許可でないため、移動可能店舗として休業等の要請の対象外となり、結果として協力金の対象

外となります。 

 

Q2-9 「簡易『な』営業」という営業許可は協力金の対象外ですか。 

A 令和３年６月１日以降は「簡易『な』営業」という営業許可の区分が設けられました。５月 31 日

以前の「簡易営業」とは異なった内容の許可です。これについては、固定店舗を設置することを

前提とする営業許可であるため、協力金の対象となります。 

 

Q2-10 要請期間中に飲食店営業許可が切れている期間がありました。協力金の支給対象になりま

すか。 

A 要請期間の全ての日に対して有効な営業許可を取得している必要があるため、この場合は協力金

の支給対象になりません。 
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認証制度について 

 

Q3-1 「認証ステッカー」とは何でしょうか。 

A 沖縄県では、飲食店等における感染防止対策の強化を図るため、県の定める感染防止対策に係る

基準に沿って、調査員が店舗調査を行ったうえで、基準を全て満たした店舗に「認証ステッカー」

を交付しています。詳細は「沖縄県感染防止対策認証制度」の Web ページをご確認ください。ま

たは、以下のコールセンターにお問い合わせください。 

 

沖縄県感染防止対策認証制度（第三者認証） 

https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/taisaku/okininsho.html 

 

電話：050-5526-3041（９時～17 時 土日祝日除く） 

 

 

Q3-2 認証店は協力金の支給対象ということでしょうか。 

A いいえ。協力金の支給要件と認証店となるための要件は別ですので、認証店であっても、必ず協

力金の支給がされるとは限りません。 

 

Q3-3 「認証ステッカーの掲示状況を撮影した写真」はなるべく店舗名が分かるよう撮影してくだ

さいとのことですが、位置関係から店舗名が写らない場合はどうすればよいですか。 

A 認証ステッカーと店の看板等との位置関係から店舗名が写らない場合は、店舗の外観または内観

がある程度分かるように撮影してください。その場合、あまり近くから認証ステッカーを撮影す

るとこれらが写りにくいかと思われますので、少し離して撮影するようお願いします。 

 

Q3-4 配布された認証ステッカーそのものではなく、それを拡大したものや、「のぼり」を店舗で使

用しています。これを撮影した写真でも問題ないですか。 

A はい、確実に認証を受けている場合は、店舗で実際に使用しているものでも構いません。なお、

認証を受けていない店舗がこういったものを申請に使用すると虚偽申請になりますので、絶対に

避けてください。実際に認証を受けているかどうかは、審査の際に、認証店舗の台帳でも確認し

ます。 

 

Q3-5 認証日を忘れてしまいました。どのように確認すればよいですか。 

A 認証の通知文書の右上に日付が記載されているかと思います。その日付が認証日です。 

 

 

https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kansen/taisaku/okininsho.html
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下限額以外での申請について 

 

Q4-1 確定申告を e-tax で行いましたが、別表第一に受付番号の記載がありません。どうすればよ

いでしょうか。 

A e-tax の受信通知に受付番号が記載されているかと思いますので、受信通知のスクリーンショッ

トや PDF ファイル等を併せて提出してください。 

 

Q4-2 １日あたりの飲食業売上高とは営業日数を分母で計算するのですか。それともその月の日数

を分母にするのですか。 

A その月の日数を分母にします。たとえば、１月の１日あたりの売上高を計算するときは、１月の

売上を 31 で割ります。 

 

Q4-3 協力金の収入は飲食業売上高に含めますか。 

A いいえ、含めません。同様に協力金以外のその他の支援金、給付金も飲食業売上高には含めませ

ん。 

 

Q4-4 大企業ですが、当社は調査課所管法人であるため、法人事業概況説明書を作成していません。

この場合、何を提出すればよいですか。 

A 会社事業概況書を提出してください。 

 

Q4-5 確定申告はしているが、控えを紛失しました。どうすればよいですか。 

A 税務署の窓口もしくは郵送で再発行の手続きを行ってください。再発行にはある程度日数を要す

ると思われるので、お早めに手続きすることをおすすめします。 

 

Q4-6 確定申告はしていますが、売上台帳等の売上の内訳を確認できる書類は紛失しました。確定

申告だけで売上は認定されますか。 

A 確定申告のみでは、それがどの店舗の売上であるか、飲食業の売上であるかといった内訳を確認

することができません。よって、この場合は、下限額での申請になります。 

 

Q4-7 売上帳簿で、テイクアウトやデリバリーも混在して記載しているので、今からテイクアウト

やデリバリーを分けることが困難です。どうすればよいですか。 

A どうしても分けることができない場合は、恐れ入りますが売上高を認定することはできかねます。

よって、中小企業者の場合は、下限額で申請していただくことになります。大企業（売上高減少

額方式）の場合は、減少前の売上高を認定することができないため、協力金の支給対象外となり

ます。予めご了承ください。 
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申請、支給について 

 

Q5-1 電子申請がされているかどうか確認する方法はありますか。 

A 電子申請が完了した場合、自動配信メールにて受付番号が記載された受付完了メールが送付され

ます。店舗申請は U10S−から始まる数字８桁の受付番号、事業者申請は U10-から始まる数字８

桁の受付番号が発行され、申請完了となります。携帯電話やスマホ等で受信拒否の設定等がされ

ていた場合、メールが届きませんので、事前に設定を変更いただきますようよろしくお願いしま

す。 

 

Q5-2 申請内容を間違えてしまいました。どうすればよいでしょうか。 

A 重複しての申請はできませんので、一旦先に「申請取り消し」をしてから、再申請するようにし

てください。なお、申請期間終了後は再申請の受付はできませんので、申請内容を十分にご確認

の上、申請するようにしてください。 

 

Q5-3 支給が決定した場合は通知や連絡はありますか。 

A 個別に支給決定の連絡や通知は行っておりません。支給の確認は、申請の際に使用した口座をご

確認ください。なお、不支給の場合は書面、メール、電話のいずれかの方法で通知します。 

 

Q5-4 振り込み予定日の確認はできますか。 

A 協力金の振込日につきましては、書類審査が完了した順番で事業者さまごとに支給しております

ので、具体的な日付はお答えできかねます。申請の処理状況については、第 10 期協力金のホーム

ページ記載の「申請状況照会フォーム」にて「U10-」から始まる受付番号を入力することで確認

することができます。振込が完了した場合も、ここで確認することができます。なお、全体の支

給状況の進捗（支給件数等）は、支給開始後にホームページで公開します。 

 

Q5-5 振込日を指定したいのですが、可能でしょうか。 

A 審査が終了し支給が決定次第、振込みをしますので、振込日の指定や相談等には対応いたしかね

ます。 

 

Q5-6 申請状況が「審査中」からずっと変わらないのですが、どういうことでしょうか。 

A 基本の表示ステータスは「受付」「審査中」「追加資料待ち」「振込済」「不支給」「申請者からの取

消」の６種類です。「審査中」と表示されていれば審査は進められている状況です。申請内容に疑

義がある場合は、慎重に判断する必要もあることから、支給までお時間をいただくこともあるか

と思いますが、適正な協力金の支給のためにも、ご理解のほどよろしくお願いします。 
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Q5-7 営業委託を受けている事業者（飲食店営業許可書の名義は委託元）が、協力金の申請を行う

ことはできますか。 

A 本協力金の申請者は、飲食店営業許可を受けた事業者としているため、原則として申請者と営業

許可証の名義が一致している必要があります。ただし、業務委託契約が締結され、委任状等によ

り委託元事業者の了承が確認できた場合は、委託先事業者からの申請を可能とします。 

 

特に第 10 期協力金に関すること 

 

Q10-1 要請 A に協力する、要請 B に協力するとは具体的にどういったことをすればよいですか。 

A 要請 A に協力するとは、営業時間を５時～21 時まで（酒類の提供は 11 時～20 時まで）に短縮す

ることに加えて、同一グループ・同一テーブル原則４人以内の案内をすることをいいます。要請

B に協力するとは、各要請期間の全期間、営業時間を５時から 20 時までに短縮し、酒類の提供を

停止（持込も禁止）するとともに、同一グループ・同一テーブル原則４人以内の案内をすること

をいいます。各要請期間の全期間休業した場合も要請 B に協力したことになります。各要請期間

中に１日でも 20 時を超えての営業や、酒類の提供や持込の許可をした場合は、要請 B に協力し

たことにはなりませんので、ご注意ください。 

なお、非認証店の場合は、要請 A は対象外であることと、カラオケボックス以外であればカラオ

ケ設備の利用自粛も必要であることにご注意ください。 

 

Q10-2 休業した場合はどのように扱われますか。 

A 20 時までの時短営業をし、酒類の提供を停止した場合と同様に取り扱われます。よって、認証店、

非認証のいずれであっても各要請期間の全期間休業した場合は、要請 B に協力したこととなり、

支給要件を満たせば支給額は３万円～10 万円／日（中小企業者の場合）となります。 

 

Q10-3 認証店と非認証店で協力金の計算方法は異なりますか。 

A 中小企業者の場合、応じた要請の内容によって、売上高に乗じる数値と下限額、上限額が異なり

ます。要請 A に協力した場合は、１日あたり飲食業売上高×0.3 が支給額（日額）で、2.5 万円～

7.5 万円の範囲での支給です。要請 B に協力した場合は、１日あたり飲食業売上高×0.4 が支給額

（日額）で、３万円～10 万円の範囲での支給です。 

また、大企業（中小企業者も選択可）の場合は、１日あたり飲食業売上高の「減少額」×0.4 です。

認証店と非認証店で下限額と上限額も同じですが、要請 B に協力した場合は、「2019 年、2020

年、2021 年のうちいずれかの年の売上高参照月の１日あたり売上高×0.3」という上限がありま

せん。 

 

Q10-4 通常営業終了時間が 20 時 30 分や 21 時の認証店は 20 時まで時短営業すれば協力金の支給

対象になりますか。 

A 全期間、20 時までの時短営業をし、酒類の提供を停止（要請 B に協力）すれば、協力金の支給対

象となります。この場合、支給額は３万円～10 万円／日（中小企業者の場合）です。なお、20 時
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までの時短営業をしても、酒類の提供をすれば、協力金の支給対象外となりますのでご留意くだ

さい。 

 

Q10-5 （W 期間限定）認証店ですが、1/14 まで要請 A に協力していました。1/15 から要請 B に

協力すれば、その後の協力金支給額は３万円～10 万円となりますか。 

A１月 15 日から１月 31 日までの間、要請 B に協力すれば、この期間分は、支給額が３万円～10 万

円となります。この場合、１月９日～１月 14 日の期間分は、支給額は 2.5 万円～7.5 万円となり

ます。なお、１月 15 日を過ぎて要請 B に協力した場合は、W 期間の支給額は 2.5 万円～7.5 万円

となります。（金額は中小企業者の場合です。） 

 

Q10-6 非認証店ですが、要請期間の途中で認証店となる予定です。認証を取得した日から 21 時ま

で営業をしたり、酒類の提供をした場合、協力金の支給対象となりますか。 

A 認証日以降も要請 A に協力していれば協力金の支給対象となりますが、支給額は 2.5 万円～7.5

万円（中小企業者の場合）となります。 

 

Q10-7 非認証店ですが、要請期間の途中で認証店となる予定です。非認証店の間の全期間、20 時

までの時短営業をし、酒類の提供を停止していました。認証を取得した日からも要請期間終了ま

でこれを継続した場合、協力金の支給額はどうなりますか。 

A この場合、要請 B に協力したことになるので、支給額は３万円～10 万円／日（中小企業者の場

合）となります。 

 

Q10-8 認証店はカラオケ設備の提供はできますか。 

A はい、可能です。カラオケ設備の提供をする場合は、利用者の密を避けて、換気の確保等の感染

対策の徹底をお願いします。 

 

Q10-9 非認証店はカラオケ設備の提供はできますか。 

A 飲食を主とする非認証店はカラオケ設備の提供の自粛を要請しているため、カラオケ設備の提供

をすると協力金の支給対象外となります。なお、飲食を主とする店舗とは、カラオケ喫茶・カラ

オケスナック等のカラオケボックス以外のことをいいます。 

 

Q10-10 通常営業終了時間が 20 時までの店舗が酒類提供の停止のみをした場合は協力金の支給対

象ですか。 

A いいえ、支給対象外です。（認証店、非認証店共通） 

 

Q10-11 （W 期間限定）通常営業終了時間が 20 時 30 分までや 21 時までの認証店が酒類の提供を

して、20 時までの時短営業をした場合は協力金の支給対象ですか。 

A 通常営業終了時間が 20 時超～21 時までの認証店が協力金の支給対象となるには、20 時までの時

短営業をし、酒類の提供を停止する必要があります。よって、20 時までの時短営業をしていても、
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酒類の提供をしていれば、協力金の支給対象外となります。 

ただし、以下の条件をすべて満たした店舗については、1/9（日）～1/14（金）の期間に 20 時ま

での時短営業（酒類の提供は停止）していなくても、1/15（土）～1/31（月）の期間に対しては、

協力金の支給対象になります。（支給額：３万円～10 万円） 

 

・通常営業終了が 20 時超～21 時（例：通常 20：30 閉店）の店舗である。 

・要請期間当初から認証店である。 

・1/9（日）～1/14（金）の全期間、営業時間を５時から 21 時まで、酒類の提供は 11 時から 20

時までの範囲で営業していた（＝認証店に対する対処方針の要請の範囲で営業していた。） 

・1/15（土）～1/31（月）の全期間、20 時までの時短営業（休業含む）をし、酒類の提供を停止

した。 

 

Q10-12 新型コロナ感染者の増加を受けて要請発出前の１月４日から自主的に休業していました。

協力金の申請はできないのでしょうか。 

A 第 10 期協力金は最初の要請発出日（令和４年１月７日）までに適正な飲食店営業許可を受けて

通常営業している飲食店を対象としていますが、１月４日までに営業実態のある店舗が、県内の

警戒レベルが「レベル２」になった１月４日から要請期間開始日の前日である１月８日までの間、

自主的に臨時休業した場合については、この期間は通常営業しているものとみなし、要請に応じ

た場合に協力金を申請できるものとしています。ただし、協力金は自主的に臨時休業した期間は

発生せず、あくまでも要請期間に対して発生しますので、ご留意ください。 

 

Q10-13 第 10 期の協力金の対象店舗は何月何日時点で飲食店営業許可を取得して、通常営業して

いる店舗ですか。 

A まん延防止等重点措置の要請が今年最初に発出された令和４年１月７日（金）時点で適正な飲食

店営業許可を取得して、通常営業している店舗が対象となります（W 期間～Y 期間共通）。この日

より後に飲食店営業許可を取得して新規開店している店舗は、恐れ入りますが、対象外ですので

ご理解のほどお願いします。 

 

Q10-14 W 期間～Y 期間の協力金の申請は、一括で受付するのですか。 

A はい、第 10 期として一括で申請を受付します。 

 

Q10-15 当店は認証店です。W 期間は 21 時まで営業して、酒類の提供もしていました。X 期間か

らは 20 時までの時短営業にし、酒類の提供も停止します。この場合、X 期間の支給額はどうなり

ますか。 

A 中小企業者の場合、３万円～10 万円となります。支給額が３万円～10 万円となる条件は、同一

期間の全期間、20 時までの時短営業をし、酒類の提供を停止することです。同一期間の全期間と

いうのはアルファベットが割り振られた各期間のうちの全期間（X 期間で言うと 2/1～2/20）を

いいます。したがって、W 期間に 21 時まで営業していたり、酒類の提供をしていたとしても、

X 期間から 20 時までの時短営業（酒類の提供停止）をした場合は、X 期間の支給額は３万円～10
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万円となります。 

 

Q10-16 当店は認証店です。W 期間は 20 時までの時短営業をして、酒類の提供も停止していまし

た。X 期間からは 21 時までの時短営業にし、酒類の提供もする予定です。この場合、W 期間の

支給額の下限額は３万円から 2.5 万円に減額となるのでしょうか。 

A いいえ、減額にはなりません。支給額は W、X それぞれの期間ごとに判断されます。よって、W

期間に 20 時までの時短営業（酒類提供の停止）をしていて、X 期間からは 21 時まで営業したり、

酒類の提供をしたりしても、W 期間の支給額の計算に影響はありません。 

 

Q10-17 W 期間と X 期間で支給額の計算方法に変更はありますか。 

A１日あたりの支給額の範囲（下限額と上限額）には変更はありません。計算方法も基本的には同じ

ですが、売上高参照月は異なります。W 期間の売上高参照月は１月、X 期間の売上高参照月は２

月です。 

 

Q10-18 W 期間と X 期間で１日あたり支給額に差が出る可能性はありますか。 

A 下限額以外での申請や大企業の場合は異なる可能性があります。W 期間と X 期間で売上高参照月

が異なるため、１月、２月の１日あたり飲食業売上高が異なる店舗の場合は、支給額の計算結果

に差が出る可能性があります。 

 

Q10-19 W 期間は要請に応じていませんでした。X 期間から要請に応じようと思いますが、X 期間

分の協力金は支給対象となりますか。 

A W 期間と X 期間は別期間として取り扱われます。したがって、W 期間に要請に協力していなく

ても、X 期間から要請に協力し支給要件を満たせば、X 期間分の協力金は支給対象となります。 

 

Q10-20 当店は 2021 年 12 月１日に新規開店しました。「営業実態を確認する書類」の水道光熱費

のうち、2021 年 11 月分を提出することができません。どうしたらいいですか。 

A 2021 年 12 月分と 2022 年１月分の２か月分の水道光熱費が分かる資料を提出してください。 

 

Q10-21 当店は 2021 年 11 月１日に新規開店しました。電気・ガス水道の検針票や領収書を探し

ているのですが見当たりません。どうしたらいいですか。 

A 検針票や領収書の再発行依頼や、個人情報の開示請求ができる場合があります。詳しくは、契約

している電力会社、ガス会社、水道局にお問い合わせいただくか、ホームページ等をご確認くだ

さい。この場合、発行までに日数を要するものと考えられます。第 10 期の申請までに余裕をもっ

てお早めにお問い合わせください。至急発行の要求をすると業務に支障をきたすおそれがありま

すので、くれぐれもお控えください。 
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Q10-22 確認書はなぜ廃止になったのですか。 

A 確認書は元々、申請の負担を軽減し、早期の支給に繋げるという目的で、当初より実施しており

ました。しかし、認証制度の導入等により協力金の制度が複雑化したことから、確認書に記載さ

れた内容に誤りがあることや、確認書に記載された内容と申請内容が一致しないというケースが

多く見られるようになりました。これにより、確認書の内容に疑義が生じ、追加書類の提出を求

めることで、結果的に支給の遅れに繋がることもありました。こういった事実を踏まえて、当初

の目的である早期の支給という観点からは、確認書の廃止が適当であると判断しました。 

 

Q10-23 確認書の廃止によって、店舗の外観・内観写真等を改めて提出する必要があるのですか。 

A 過去に協力金を受給している事業者に対してはこれまで通り事業者 ID を発行します。事業者 ID

を申請の際に入力することによって、店舗の内観・外観写真、本人確認書類は省略することがで

きます。ただし、要請に応じたことを証明する書類（時短の貼り紙等）や同一グループ・同一テ

ーブル４人以内の案内の貼り紙等は、事業者 ID では省略できませんので、申請の際に提出してく

ださい。また、確認書の発行が新規申請の店舗は対象外であったことと同様に、事業者 ID があっ

ても新規申請の店舗は内観・外観写真等は省略できません。 

 

Q10-24 宮古島市や多良間村の店舗は、２月 20 日まで 20 時までの時短営業をすれば、２月 20 日

までの協力金は支給されますか。 

A いいえ、宮古島市と多良間村は、要請の前倒し解除があったことから、要請期間は W 期間と Y 期

間となります。W 期間は１月９日～１月 31 日、Y 期間は２月１日～２月６日のため、協力金も

この期間が支給対象となります。 
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１５ 関係書類 

 

準備書類チェックリスト 

 

１ すべての申請に必要な書類 

以下の（１）～（３）は、内容に変更がなければ「事業者 ID」で省略できます  

 （１）店舗の内観・外観が確認できる写真 

✔ 店内もしくは屋外飲食スペース全体が写っているもの 

✔ 外観写真は店舗看板と店舗全体が確認できるもの 

 

（２）本人確認書類（写し） 

【法人】法人代表者の運転免許証・保険証等の書類 

【個人】運転免許証、保険証等の書類 

✔ 申請書記載の自宅住所と一致しているもの 

 

上記書類で申請書記載の自宅住所が確認できない場合、裏面の住所が手書きの場合 

⇒現住所を確認できる住民票等（発行３ヶ月以内）を併せて添付 
 

（３）業種別ガイドラインを遵守したことを証明する書類 

① 入口付近に消毒液を設置していることを証する写真 

② 飛沫感染対策を店舗全体で実施していることを証する写真 

（例：アクリル板の設置、隣席と１メートル以上の間隔保持、隣席着席不可の案内等） 

③ 食事中以外はマスクの着用をお願いする旨を掲示した写真 

✔ ①～③の全てが必要 

✔ 全期間通して休業していた店舗や「認証店」の場合は不要です。 

 

（４）口座の通帳の表紙と表紙うら面の写し 

✔ 口座番号と名義人氏名（振込用のフリガナ）が確認できる箇所 
 

（５）食品衛生法に基づく、飲食店営業許可証の写し 

✔ 原則として、申請者（代表者）と名義が同一のもの 
 

申請者（代表者）と営業許可証の名義人が異なる場合 

（例：許可名義人が夫婦などの家族の場合や、従業員、業務委託関係にある場合） 

⇒家族関係を確認できる住民票、雇用関係を確認できる書類、業務委託契約書の写しなど、

その関係が確認できる書類 

 

（６）要請内容を遵守したことを証明する書類 

【認証店】 

認証ステッカーの掲示状況を撮影した写真 

＜要請 A に協力した場合＞ 

21 時までの営業時間短縮（酒類提供は 20 時まで）を実施したことが分かる資料 

＜要請 B に協力した場合＞ 

20 時までの営業時間短縮（酒類の提供は停止）を実施したことが分かる資料 

 

（非認証店は次のページ） 
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（前ページからの続き） 

 

【非認証店】 

20 時までの営業時間短縮（酒類の提供は停止）を実施したことが分かる資料 

✔ 非認証店でカラオケ設備がある飲食を主とする店舗は、 カラオケ設備の利用自粛をした

ことが分かる資料も必要です。 

【共通】同一グループ・同一テーブル４人以内に制限する案内の貼り紙（全期間休業の場合は不要） 

（７）営業実態を確認する書類（これまで協力金を受給していない店舗） 

電気、ガス、水道のうちいずれか２つ以上の検針票、領収書等で、2021 年 11 月、2021 年 

12 月、2022 年１月の３ヵ月分の水道光熱費が分かるもの。 

✔ 店舗の所在地が記載されているものに限ります。 

✔ 過去に協力金を受給している店舗の申請では原則不要です。 

 

２ 下限額以外での申請の場合に必要な書類 

・１日あたり売上高が 8 万 3333 円以下の中小企業者は下限額での申請になるため、提出は不要です。 

・ただし、下限額でも売上高の入力項目はありますので、電子申請サポート窓口には持参してください。 

（１）所得の申告に関する書類 

【法人】 

・法人税の確定申告書別表一の控え 

・法人事業概況説明書の控え（月別売上高[２ページ目]も含む） 

・会社事業概況書の控え（資本金１億円以上の法人） 

【個人事業主】（青色申告の場合） 

・所得税の確定申告書第一表の控え 

・青色申告決算書（月別売上高）の控え等 

【個人事業主】（白色申告の場合） 

・所得税の確定申告書第一表の控え 

・収支内訳書の売上（収入）金額記載したページの控え等 

【個人事業主】（市町村にて事業所得の申告を行っている場合） 

・住民税申告書の控え 

・事業所得の収支計算書記載欄のあるページの控え等 

 

（２）店舗毎の飲食業売上高等を証する書類（売上台帳等） 

✔ 2019～2022 年の 1 月と２月の売上を証する書類 

・ 新規開店、休業等により売上がない場合は不要です。 

・ W 期間のみ申請：２月の売上台帳は不要です。 

・ X・Y 期間のみを申請する場合は１月の売上台帳は不要です。 

 

2021 年１月２日から 2021 年 12 月 31 日までの間に開店した店舗の場合 

⇒開店日～2021 年 12 月 31 日までの売上を証する書類 

・新規開店、休業等により売上がない場合は不要です。 

 

（３）確定申告書等の作成の根拠となった資料、レジの日計表・会計伝票等（保存書類） 

・提出不要ですが、後に調査する場合がありますので確実に保存してください。 
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３ その他の書類 

申請する店舗数が４店舗以上の場合 

⇒店舗別申請金額一覧表 
 

４ 店舗の開店した年月日 

店舗の開店年月日が分かる資料 

提出不要ですが、電子申請時に入力が必要ですので、店舗の開店年月日（最初の売上を

計上した日等）が分かる資料を準備してください。 

・プレオープンやグランドオープンに関わらず開店日として取り扱います。 

・2021 年１月１日以前に開店し正確な日付が不明な場合 

⇒おおよその年月日を入力 

・2021 年１月２日以降に開店した場合 

⇒必ず正確な年月日を入力 
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店舗別申請金額一覧表 

 

 

No. 店舗名 受付番号 営業許可番号 申請金額

1 U10S-

2 U10S-

3 U10S-

4 U10S-

5 U10S-

6 U10S-

7 U10S-

8 U10S-

9 U10S-

10 U10S-

11 U10S-

12 U10S-

13 U10S-

14 U10S-

15 U10S-

16 U10S-

17 U10S-

18 U10S-

19 U10S-

20 U10S-

21 U10S-

22 U10S-

23 U10S-

24 U10S-

25 U10S-

26 U10S-

27 U10S-

28 U10S-

29 U10S-

30 U10S-

 円

事業者名

うちなーんちゅ応援プロジェクト（第10期） 店舗別申請金額一覧表

申請金額合計
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記入例 

 

 

様式のダウンロード 

 

第 10 期協力金のホームページに様式のファイルを掲載しております。ダウンロードしてご活用くだ

さい。 

No. 店舗名 受付番号 営業許可証 許可番号 申請金額

1 ■■食堂 U10S-12345679 12345678 2,400,000 円

2 ◇◇食堂 U10S-23456799 12345678901 3,300,000 円

3 △△食堂 U10S-23456799 12345678901 3,300,000 円

4 ☆☆食堂 U10S-23456799 12345678901 3,300,000 円

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12,300,000 円

うちなーんちゅ応援プロジェクト（第10期） 店舗別申請金額一覧表

事業者名 株式会社○○

申請金額合計

事業者申請の申請者（名称）を記入

店舗別申請の対象店舗（名称）を記入

U010S-から始まる受付番号を記入

営業許可証の通り記入 店舗別申請の申請金額（合計）を記入

申請金額の合計を記入



 

 

 

≪メ モ 欄 ≫（受付番号のメモなどにご活用ください） 
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