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臨時特別協力要請に係る休業要請協力金申請要領 

 

１ 趣 旨 

山梨県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法

（以下「特措法」という。）第２４条第９項の規定に基づき、令和３年８月１３日に公表した「新

型コロナウイルス感染拡大防止への臨時特別協力要請について」に応じていただいた事業者に対

し、協力金を交付します。 

 

２ 協力金の内容 

やまなしグリーン・ゾーン認証を受けた施設（令和３年８月１２日申請（消印有効）まで含む）

のうち、次に掲げる県の要請に応じて休業等にご協力いただいた事業者に対し、臨時特別協力要請

に係る「山梨県休業要請協力金」を交付します。 

  

〈臨時特別協力要請に係る休業要請について〉 

要請区域：山梨県全域 

要請期間：令和３年８月１４日（土）０時から令和３年８月２２日（日）２４時まで 

対象施設※及び要請内容 

施設の種類 内訳 要請内容 

遊興施設 

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、

バー・スナック（接待又はカラオケを伴う

ものに限る。）、カラオケボックス、ライブ

ハウス 

休業を要請 

ただし、要請期間中は接待や遊

興を伴わず食事提供施設と同様

のサービスとする場合は、食事

提供施設とみなす。 

食事提供施設 

飲食店（居酒屋、接待及びカラオケを伴わ

ないバー・スナックを含む。）、  

料理店、喫茶店 等（宅配・テイクアウト

サービスのみを提供する場合を除く。） 

休業を要請 

ただし、グリーン・ゾーン認証施

設は営業時間を５時～２０時ま

でに短縮（ホテル・旅館において

は飲食提供時間）することも可

とする。 
ホテル・旅館 

ホテル又は旅館のうち、宴会場など専ら飲

食を提供するスペース（宿泊客への個別の

飲食の提供で使用する場合を除く。） 

※休業の協力要請の対象とならない事業の例 

    イ. 宅配やテイクアウトサービス 

    ロ. ホテル・旅館の宿泊客への個別の飲食の提供 

    ハ. イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店 

    ニ. 自動販売機（自動販売機内で調理を行うホットスナックなど）コーナー 

    ホ. ネットカフェ・漫画喫茶 

    ヘ. 飲食スペースを有さないキッチンカー 

    ト. 不特定多数の利用者に対する飲食の提供を行わない施設（学生食堂など） 
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（１）交付金額 

申請店舗の飲食部門の「令和元年又は令和２年の８月における売上高（消費税及び地方消費税

を除く）を基に、売上高方式又は売上高減少額方式により計算した１日当たりの協力金交付額（千

円未満切り上げ）に８月２２日まで連続して休業又は時短営業（※１）した日数を乗じた金額を交

付します。なお、中小企業（※２）は、売上高方式か売上高減少方式のいずれかを選択可能ですが、

大企業（中小企業以外）は売上高減少方式によります。 

（※１）通常時に５時から２０時を超えた時間帯に営業しているグリーン・ゾーン認証施設（食事

提供施設及びホテル・旅館に限る）が、営業時間を５時から２０時までに短縮（ホテル・旅

館においては宿泊客以外への飲食提供時間。以下同様。）した場合に、時短営業の協力金の

交付対象となります。なお、通常時に５時から２０時までの時間帯に営業しているグリー

ン・ゾーン認証施設（食事提供施設及びホテル・旅館に限る）は、時短営業の協力金の交付

対象ではありませんが、休業した場合は協力金の交付対象となります。 

 （※２）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。）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に該当すれば中小企業、該当しなけれ

ば大企業になります。 

    ＜中小企業の範囲＞     

営む主たる事業の区分 資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員数 

小売業（飲食業を含む） ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業（カラオケ店・宿泊業等） ５千万円以下 １００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

その他 ３億円以下 ３００人以下 

 

〇休業の日の１日当たりの協力金交付額 

【売上高方式】 

大企業は選択不可 

令和元年又は令和 2 年の８月の１日当たりの売上高 

75,000 円以下 75,000 円超～25 万円 25 万円超 

3 万円 上記売上高×0.4 10 万円 

【売上高減少額方式】 令和元年又は令和 2 年８月の１日当たりの売上高と 

令和３年 8 月の 1 日当たりの売上高を比較した売上高減少額×0.4 

（上限は 20 万円又は令和元年若しくは令和２年 8 月の 1 日当た

りの売上高×0.3 のいずれか低い額） 

〇時短営業の日の 1 日当たりの協力金交付額 

【売上高方式】 

大企業は選択不可 

令和元年又は令和 2 年の８月の１日当たりの売上高 

83,333 円以下 83,333 円超～25 万円 25 万円超 

2.5 万円 上記売上高×0.3 7.5 万円 

【売上高減少額方式】 令和元年又は令和 2 年８月の１日当たりの売上高と 

令和３年 8 月の 1 日当たりの売上高を比較した売上高減少額×0.4 

（上限は 20 万円又は令和元年若しくは令和２年 8 月の 1 日当た

りの売上高×0.3 のいずれか低い額） 



3 

 

（※３）ここでの売上高には、宅配やテイクアウトサービスなど休業要請の対象とならない事業の

売上高及び物販など飲食サービス以外の売上高を除くとともに、消費税及び地方消費税を

含めないでください。 

（※４）８月の１日当たりの売上高は、申請者が選択する次のいずれかの方式で計算します（1

円未満切り上げ）。 

イ. 月単位方式 

令和元年又は令和２年の８月の売上高の合計を８月の全日数（31 日）で割ることで

計算した金額 

ロ. 要請期間方式 

  令和元年又は令和 2 年の 8 月 14 日から 8 月 22 日までの期間の売上高を合計し、要

請期間の日数（9 日）で割ることで計算した金額 

ハ. 令和２年 9月以降に新規開店した店舗に関する特例 

  開店後のいずれかの月の売上高を当該月の全ての日数で割って計算した金額、又は 

開店日から令和 3 年 8 月 13 日までの売上高をその期間の全日数で割って計算した金 

額（ここでいう「開店」とは、不特定多数のお客様に対して営業を始めることを言い、 

関係者や親族等のみを対象に行ったプレオープン等は、「開店」には当たりません。） 

 

（２）交付要件 

次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと 

ア 山梨県内に交付対象店舗・施設を有すること 

イ 交付対象店舗・施設において、令和３年８月１４日０時から令和３年８月２２日２４時までの

期間、休業又は時短営業を連続して行うこと 

   ただし、仕入れ業者等の関係者との調整、従業員の配置調整その他の理由により令和３年８月

１４日０時からの休業に応じることが困難であった者については、令和３年８月１４日以降の

日から令和３年８月２２日まで連続して休業又は時短営業すること 

なお、期間中に休業又は時短営業をしなかった日がある場合は、その日までの分は交付対象外

となります。定休日は休業した日とみなします。 

ウ 対象店舗・施設にかかる食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づく営業許可証（飲食店

又は喫茶店にかかる許可に限る。）に記載されている営業者であること 

  ホテル・旅館においては、食品衛生法に基づく営業許可証及び旅館業法（昭和 23 年法律第 138

号）に基づく営業許可証に記載されている営業者であること 

エ 令和３年８月１３日（休業要請日）時点で、必要な許認可等を取得し、対象店舗・施設におい

て営業の実態があること。また、当該許可等の有効期限が令和３年８月２２日（休業要請期間の

最終日）以降であること   

オ 対象店舗・施設において、休業又は時短営業の案内を掲示していること 

カ 山梨県暴力団排除条例（平成 22 年山梨県条例第 35 号）に規定する暴力団又は暴力団員が営

業に関与する事業者等でないこと 

キ やまなしグリーン・ゾーン認証を取得していること（令和３年８月１２日申請（消印有効）ま

で含む。ただし、協力金は原則として令和４年１月３１日迄にグリーン・ゾーン認証を受けた場

合に交付されます。） 
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３ 申請方法 

（１）申請受付期間 

申請書の受付は、令和３年８月３１日（火）から令和３年１１月１日（月）まで（郵送の場合

は同日の消印有効）となります。 

※ グリーン・ゾーン認証を申請中の施設についても、必ず上記申請受付期間中に協力金の申

請を行ってください。 

 

（２）郵送（令和３年８月３１日から受け付け開始） 

  申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付してレターパックや簡易書留等、郵便物の追跡 

ができる方法で郵送してください。 

（事務局）〒４００－００３１ 甲府市丸の内二丁目２９－３ 高山ビル２階  

     山梨県休業等要請協力金事務局 

 

（３）オンライン申請（令和３年８月末時点で準備中です。） 

  県のホームページから、本協力金の電子申請受付システムに必要事項を入力し、送信していただ

くこととなります。 

   ○県ホームページアドレス https://www.pref.yamanashi.jp/ 

  

（４）留意点 

ア 複数の飲食店等を運営している事業者は、グリーン・ゾーン認証を受けている店舗ごとに申請

してください。 

イ 感染拡大防止のため、窓口での申請受付は行いません。 

ウ 郵送する場合は、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してくださ

い。また、レターパックの「ご依頼主様保管用シール」など申請書を発送した証明となるものは

大切に保管しておいてください。 

エ 文字の判別が困難になる恐れがあるため、ＦＡＸによる提出は不可とします。 

オ 電子メールによる提出も不可とします。 

カ 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めたり、確認のためにご連絡することがあります

ので、書類は控えをとるようにしてください。 

キ 申請書類等は返却しません。また、申請に係る費用は申請者自身の負担となります。 

ク 申請書類を受理後、内容を審査し、適正と認められる場合に順次、協力金を支給します。なお、

申請等に不備がある場合は、その確認を行うため別途期間を要します。 

ケ 申請書類の到達の確認は、郵便追跡サービス等をご利用いただき、申請書の到達に関する電話

でのお問い合わせはなるべくご遠慮ください。 

コ 申請書類を受理後、内容を審査し、協力金を交付する旨の決定をしたときは、協力金の交付を

もって通知に変えます。各月の中旬と下旬に９月末から振込を行いますので、お手数ですが、指

定振込口座への振込（名義「ヤマナシケンキヨウリヨクキン」）をご確認ください。 

 なお、協力金を交付しない旨を決定したときは、不交付に関する通知を発送します。 
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４ 申請に必要な書類 

  申請書類は追加・修正する場合があります。 

➀交付申請書【様式１－１】 

②誓約書【様式１－２】 

③飲食店等については食品衛生法の飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し、ホテル・旅館

については飲食店営業許可証及び旅館業法の営業許可証の写し 

④振込先の通帳等の写し【様式１－３】 

  ・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人（フリガナ）」がわかるこ 

   と 

  ・預金通帳の場合、表紙裏側の中表紙の見開き 

  ・インターネットバンキングの場合は、上記の情報がわかるサイトのページ 

⑤対象店舗・施設において「休業の案内」（又は営業時間短縮の案内）を掲示したことがわかるも 

  の【様式１－４】 

  ・店先や施設内に掲示した案内の写真又はホームページの写し等を提出してください。 

⑥対象店舗・施設の営業時間及び要請期間中の営業の状況【様式１－５】 

⑦１日当たりの売上高及び協力金交付額計算書【様式１－６】 

  下記の確定申告書類の写し、各月の売上帳簿等の写しを添付してください。また、特例に該当

する施設は、その特例に該当することを証明するために必要な書類の写しを提出してください。

なお、売上高方式の下限額（休業の場合３万円、時短営業の場合２.５万円）に該当する施設は、

各月の売上高を確認するための書類を申請書へ添付する必要はありませんが、審査に必要な場

合などに書類の提出を求めることがありますので、県の求めに応じて提出できるよう準備して

おいてください。 

【各月の売上高を確認するための書類】 

１ 確定申告書

類の写し 

（法人の場合） 

 法人税確定申告書別表一、法人事業概況説明書 

（個人の場合） 

 確定申告書 B 第一表、青色申告決算書、収支内訳書、住民税申告書 

２ 各月の売上

高帳簿等の写

し 

試算表、売上台帳、出納帳等 

※ 審査をスムーズに進めるため、売上高の計算に使った金額には、

下線を引く、目印（○など）を付けるなどしてください。 

※  売上帳簿には必ず「協力金支給申請額計算書」に合わせて売上

高を集計し記入してください。 

※  宅配・テイクアウトや飲食以外の売上などが含まれる場合は、

その売上を除いた売上高を集計し、帳簿に必ず記入してください。

会計伝票をまとめて記載している等、やむを得ない場合は、①法

人事業概況説明書「１２事業形態」欄における「兼業割合」を利用

する、②令和２年８月以降の任意の月の売上高に占める飲食部門

の比率を使って計算する、などの方法で算出してください。その

場合、申請書にその計算式を記載した書類と根拠となる売上帳簿

等の資料を添付してください。 
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３ 令和２年９

月以降に新規

開店した店舗

に関する特例

による場合 

・「法人設立届出書」又は「個人事業の開業・廃業等の届出書」 

 ・開業日から令和３年７月末までの売上台帳 

  

４ 合併・法人

成り・事業承

継に係る特例

による場合 

 

合併・法人成り・事業承継等により、令和３年８月と令和元年又は令 

和２年の事業者が異なっているものの、事業継続性があると認められ 

る場合、過去の売上高を基準として、１日当たりの売上高を算定する 

ことができます。但し、継続性を確認するため、次の書類の提出が必 

要となります。 

（合併の場合） 

 ・発行３か月以内の法人登記の履歴事項全部証明書の写し（合併年月

日の確認のため） 

（法人成りの場合（次の全ての書類）） 

 ・法人設立届出書の写し（設立の形態の確認のため）※税務署の受付

印があるもの 

 ・個人事業主の廃業届の写し（廃業の事実確認のため）※税務署の受

付印があるもの 

 ・発行３か月以内の履歴事項全部証明書の写し（設立年月日の確認の

ため） 

（事業承継の場合） 

 ・開業届の写し（被承継人の確認のため）※税務署の受付印があるも

の 

（死亡による事業承継の場合） 

 ・所得税の青色申告承認申請書（被相続人の氏名と申請者の一致確認

のため） 

   ※上記売上高や営業日数の算出に使用した「試算表」、「レジの日計表」、「会計伝票」などの

根拠資料は、後日調査させていただく場合がありますので、必ず保存しておいてください。 

⑧飲食店等営業許可に係る申立書【様式１-７】 

  申請者と飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けた方が異なる場合は、その理由を記入す

るとともに、その事実を証する資料を添付してください。  

 

５ その他 

①  山梨県の「まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業等要請協力金」と重複する期間（令

和３年８月２０日から令和３年８月２２日まで）の協力金については、重複して交付を受ける

ことはできません。両方の協力金が支給対象となる施設は、有利な方を選択して申請してくだ

さい。 

②  支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象店舗・施設の営業時間の短縮

等の取組状況や対象施設の運営等の再開に関する検査、報告又は是正のための措置を求めるこ

とがあります。 
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③  申請に必要な書類に不足があった場合は、確認のための連絡を行い、追加の書類提出を求め

ます。確認のための連絡が取れない場合や必要書類が提出されない場合等、申請内容の不備が、

山梨県が指定する期間内に解消しなかった場合、申請者が協力金の支給を受けることを辞退し

たものとみなし、不交付の決定を行います。 

④  協力金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、山梨県補助

金等交付規則（昭和 38 年山梨県規則第 25 号）の規定に基づき、交付決定を取り消すととも

に、協力金の返還を命じます。協力金の返還を命じたときは、この命令にかかる協力金の受領

日から納付日までの日数に応じ、返還すべき協力金の額に、国の債権の管理等に関する法律施

行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計

算した額（加算額）を県に納付しなければなりません。また、協力金の返還を命じられたにも

かかわらず、返還すべき協力金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日

の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納

利息の率の割合で計算した額（延滞金）を支払っていただきます。 

⑤  上記④の場合において、協力金の交付を受けた事業者名、対象店舗・施設などの情報を公表

することがあります。 

⑥  協力金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給が判明した場合、協力金の支給を受けた

事業者名等を警察へ通報する場合があります。 

⑦  本協力金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を活用し

ており、本協力金の支給対象となる事業者は、国の月次支援金（８月分）の支給対象外となり

ます。 

 

６ 問合せ先 

山梨県休業等要請協力金事務局 

山梨県甲府市丸の内二丁目２９－３ 高山ビル２階 

電話 ０５５－２２２－６１１１（受付時間：平日１０時から１７時） 

E-mail  yamanashikr@gmail.com（電子メールによる申請書の提出は不可） 


