
登米市
ビジネスサポート給付金

令和３年10月4日時点

登米市 産業経済部 地域ビジネス支援課

令和３年10月18日（月）から

令和４年 １月31日（月）まで

※原則郵送にて申請（当日消印有効）

申請の手引き

受付期間
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背景・目的

〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者に「登米市ビジネ

スサポート給付金」を交付することにより、事業継続の下支えすることを

目的としています。

〇新型コロナウイルス感染症の影響により、市内事業者の売上が減少し、

家賃や人件費等固定費の負担となり事業継続が困難となっている。

支援金額

１事業者あたり 一律１５万円
※市内に複数事業所等を有している場合も、１事業者につき
１申請となります。

対象者

登米市内で事業活動を行う中小企業者等
※ただし農業、林業、漁業を主とする事業者は除きます。

○法人の場合
市内に事務所または事業所を有する方
（登記上の本店所在地が登米市内であること）

○個人事業者の場合
・市内に主たる事務所または事業所を有する方
・市内に住所を有する方で、主たる収入が雇用契約によら
ない業務委託契約等に基づく事業収入を得ている方
（保険外交員、プログラマーなど）
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交付の要件

□① 新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年１月から同年９月

までの間で、申請者が選択する連続した３ヶ月間（以下、「対象期

間」）の平均事業収入と令和元年または令和２年（いずれかの年

を選ぶ。以下、「基準年」）の同期間（以下、「基準期間」）の平均

事業収入を比較し、15万円以上かつ30％以上減少していること

（計算方法については4ページ参照。なお、令和２年１月から同年

12月までに創業した方は8ページ参照）

□② 年間事業収入が100万円以上であること

法 人 の 場 合 ：基準期間を含む事業年度分

個人事業主の場合：基準年分

（令和２年１月から12月までに創業した方は8ページ参照）

□③ 【個人事業者のみ確認】

基準年における事業収入が他の収入の合計額以上であること

（5ページ参照）

□④ 登米市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を

受けていないこと（令和３年度に実施した協力金になります。）

次の①から⑧のすべてに当てはまる方が給付金交付の対象と
なります。各項目をチェックし、該当となるか確認してみましょう。
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交付の要件

□⑤ 事業継続の意思があること

□⑥ 市税を滞納していないこと

※登米市外の方については、住民登録地の市町村税を滞納して

いないことが要件となります。

□⑦ 令和３年１月１日前から事業を行っており、営業の実態があること

※令和３年１月１日以降に新規創業した事業者は対象となりま

せん。

□⑧ 日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）における

下表のいずれかの業種に該当すること

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）
第２条第６項から第10項まで及び第13項の規定に該当する者は除く。

大分類

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 Ｋ 不動産業、物品賃貸業

Ｄ 建設業 Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業

Ｅ 製造業 Ｍ 宿泊業、飲食サービス業

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業

G 情報通信業 Ｏ 教育、学習支援業

Ｈ 運輸業、郵便業 Ｐ 医療、福祉

Ｉ 卸売業、小売業 Ｑ 複合サービス事業

Ｊ 金融業、保険業 Ｒ サービス業（他に分類されないもの）
※宗教、政治・経済・文化団体を除く
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交付の要件（補足説明）

１ 令和３年７月から９月までの売上減少が著しい

売上：７月70万円、８月50万円、9月40万円
⇒３ヶ月間の平均事業収入を計算
（70万円＋50万円＋40万円）÷３ヶ月
＝160万円÷３ヶ月＝533,333円（小数点以下切捨）

２ コロナ前の令和元年売上と比較する（元年を選択した場合）
⇒令和元年7月から９月の平均事業収入を計算
売上：７月150万円、８月100万円、９月90万円
⇒３ヶ月間の平均事業収入（コロナ影響前）
（150万円＋100万円＋90万円）÷３ヶ月
＝340万円÷３ヶ月＝1,133,333円（小数点以下切捨）

３ コロナ影響後（１で算出）とコロナ影響前（２で算出）を比較
⇒まずは平均事業収入が15万円以上減少したかを計算
②1,133,333円ー①533,333円＝600,000円
【減少額600,000円≧150,000円】となるので
15万円以上の売上減少を確認

⇒つぎに平均事業収入が30％以上減少したかを計算
（②1,133,333円－①533,333円）÷②1,133,333円×100
＝600,000円÷1,133,333円×100＝52.9％ （小数点第２位以下四捨五入）
【減少率52.9％≧30％】となるので30％以上の減少率についても確認

４ 以上により交付の要件①を満たすことを確認
※減少額または減少率どちらか一方でも要件を満たしていない場合は、交付の対象とはな
りません。

交付の要件①について（計算例）

【令和元年と２年、どちらと比較するか】
コロナの影響もなく売上も平年同水準だから、うちのお店は元年の売上
と比べよう。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

Ｒ３ 100万 90万 100万 80万 80万 90万 70万 50万 40万

10月～

●●万～

売上減少が著しい

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

Ｒ1 120万 130万 100万 90万 100万 90万 150万 100万 90万

10月～

●●万～

【Ｒ１年分】１で選択した７～９月の平均事業収入を計算
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交付の要件（補足説明）

基準年（令和元年か２年の選択した年分）の申告書にて
事業収入が他の収入より多いかを確認を行います。

交付の要件③について（個人事業者のみ）

Ａ事業収入200万円

【Ｂ事業以外の収入】
不動産収入100万円
給与収入 50万円
合 計 150万円

【事業収入と事業以外の収入を比較】
⇒Ａ（事業収入）≧Ｂ（事業以外の収入）
Ａ（200万円）≧Ｂ（150万円）
事業収入が他の収入より多いため要件を満たす

パターン①：確定申告を行った方で要件を満たす場合
⇒「確定申告書Ｂ」の第一表を確認

パターン②：住民税（市・県民税）申告を行った方で要件を満たさない場合
⇒「市民税・県民税申告書」（表面。画像は登米市様式）を確認

Ａ事業収入120万円

【Ｂ事業以外の収入】
不動産収入 90万円
給与収入 210万円
合 計 300万円

【事業収入と事業以外の収入を比較】
⇒Ａ（事業収入）≧Ｂ（事業以外の収入）
Ａ（120万円）＜Ｂ（300万円）
事業収入が他の収入より少ないため給付金の対象とならない
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申請書類（法人の方）

□① 交付申請書兼請求書（様式第１号）
□② 法人税の確定申告書（別表一）の控えの写し

・基準期間を含む事業年度分のもの（決算月によっては２期に渡る場合もあります）

・税務署収受日付印が押されていること
・e-Taxの場合は受付日時が印字されているか、ない場合は受信通知の控えが必要

□③ 法人税の確定申告書（法人事業概況説明書）の控え（写しの両面）
・基準期間を含む事業年度分のもの（決算月によっては２期に渡る場合もあります）

□④ 売上減少となった期間（令和３年１月～９月の連続する３ヶ月間）
の売上が分かる書類の写し

・売上台帳など

□⑤ 誓約書（様式第２号）
□⑥ 法人名義の預金通帳の写し（表面及び通帳見返し）
□⑦ 未納の税額がないことの証明（発行の日から3ヶ月以内のもの）
⑧ その他市長が必要と認める書類（個別に提出を依頼する場合があります）

法人の方（令和２年中に設立（創業）した方は８ページもご確認ください）

申請書類イメージ

②法人税の確定申告書（別表一）

③法人税の確定申告書（法人事業概況説明書）の両面

⑤法人名義の預金通帳の写し
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申請書類（個人事業者の方）

□① 交付申請書兼請求書（様式第１号）

□② 所得税の確定申告書（第一表）の控えの写し

・令和元年を基準年とした場合⇒令和元年分

・令和２年を基準年とした場合⇒令和２年分

・税務署収受日付印が押されていること

・e-Taxの場合は受付日時が印字されているか、ない場合は受信通知の控えが必要

「市（町村）民税県民税申告書」（表）の控えの写しを提出してください

・令和元年を基準年とした場合⇒令和２年度分

・令和２年を基準年とした場合⇒令和３年度分

・申告した市町村の収受日付印が押されていること（登米市の場合は登米市税務課の印）

□③ 基準期間の売上を確認できる書類の写し

○青色申告者の場合

所得税青色申告決算書の控えの写し（1、２ページ目）

・令和元年を基準年とした場合⇒令和元年分のみ

・令和２年を基準年とした場合⇒令和２年分のみ

○白色申告者または住民税申告者の場合

基準年の１月から12月までの期間に係る月間事業収入（各月）が

分かるものの写し（売上台帳など）

□④ 売上減少となった期間（令和３年１月～９月の連続する３ヶ月間）

の売上が分かる書類の写し（売上台帳など）

□⑤ 誓約書（様式第２号）

□⑥ 申請者名義の預金通帳の写し（表面及び通帳見返し）

□⑦ 未納の税額がないことの証明（発行の日から３ヶ月以内のもの）

⑧ その他市長が必要と認める書類（個別に提出を依頼する場合があります）

個人事業者の方（令和２年中に開業した方は８ページもご確認ください）

③所得税青色申告決算書の控えの写し（1、２ページ目）

※住民税のみ申告された方（所得税の申告義務がない場合）

申請書類イメージ ②所得税の確定申告書（第一表）
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新規創業者の方について（補足説明）

あ

令和２年１月から12月までの間に創業された方の支給要件について

令和２年に創業（法人設立又は個人事業開業）した月から12月までの平均
事業収入と比較し、令和３年の１月から９月までの連続した３ヶ月間の平均
事業収入が15万円以上かつ30％以上減少していること
※事業を開始した月は操業日数に関わらず１ヶ月とします。
【参考】令和２年５月20日に開業した個人事業者の平均事業収入計算例
令和２年の年間事業収入600万円（８ヶ月間分（５月～12月））
⇒令和２年分の平均事業収入＝600万÷８ヶ月＝75万円となる
※その他、本手引き4ページや交付申請書（令和２年１月以降創業者向け）
裏面などを参考に計算をしてください

交付の要件①について（手引き2ページ）

令和２年の法人設立又は個人事業開業した月から12月までの平均事業収入
に12を乗じて得た金額が100万円以上であること
【参考】令和２年10月５日に設立した法人の事業収入計算例
令和２年の年間事業収入90万円（3ヶ月間分（10月～12月））
⇒令和２年分の平均事業収入＝90万÷３ヶ月＝30万円
⇒平均事業収入30万円×12ヶ月＝360万円≧100万円
12ヶ月で換算した事業収入が100万円以上なので支給要件を満たす

※その他、交付申請書（令和２年１月以降創業者向け）裏面などを参考に
計算をしてください

交付の要件②について（手引き２ページ）

令和２年１月から12月までの間に設立又は創業された方の申請書類について
・本手引き6、7ページに記載したもののほか、下記の書類の提出をお願いします

○履歴事項全部証明書の写し
（発行の日から３ヶ月以内のもの）

○法人税の確定申告書については、
法人設立月から同年12月までを
その期間に含む事業年度分のもの

※決算期未到来等の理由で、提出ができな
い場合は申告予定の月次月間事業収入
が確認できる売上台帳等で代替できる

法人の方

次のいずれかの書類の写し

①個人事業の開業届出書
※税務署の収受受付印が押されていること
※e-Taxの場合は、受信通知の控えが必要

②事業開始等申告書
※県の収受受付印が押されていること

個人事業者の方
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お問い合わせ先等

あ

住 所：９８７－０６０２
宮城県登米市中田町上沼字西桜場18番地

登米市役所
産業経済部 地域ビジネス支援課
給付金支給担当係
ＴＥＬ：０２２０－３４－２７０６
ＦＡＸ：０２２０－３４－２８０２

申請に関するお問い合わせ先

※電話、窓口でのご対応は午前８時30分から午後５時15分までと
なっています（土日祝日、年末年始を除く）。

※原則郵送での申請となります。上記お問い合わせ先を点線のとおり
切り取ったものを宛先として使用していただいてもかまいません。

申請書の設置場所

１．登米市役所 産業経済部 地域ビジネス支援課（中田庁舎２階）
２．登米市役所 各町総合支所の市民課窓口
３．各商工会窓口

⇒登米中央商工会、登米みなみ商工会、みやぎ北上商工会
４．登米市ホームページ（「登米市ビジネスサポート給付金」について）

新型コロナウイルス関連の給付金等を装った詐欺にご注意ください

虚偽の内容による申請等不正な手段により交付を受けた場合は、
協力金の返還を求めるとともに、加算金等の請求、事業者名の公
表等の措置を行う場合があります

注意事項


