
  石巻市事業復活補助金について 

  新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、売上が減少した市内の事業者の

うち、国の事業復活支援金の対象とならない方に、事業の継続を支え、事業復活の

糧とするため、石巻市事業復活補助金を交付します。 

１ 補助金の概要 

新型コロナウイルス感染症の影響により、対象月の売上が、比較月の売上と比較し

て２０％以上３０％未満減少した事業者に対し補助金を交付します。 

対象月・・・令和３年１１月から令和４年３月までのいずれかの１か月 

比較月・・・平成３０年１１月から令和３年３月までの対象月と同じ月 

 

２ 対象者 

  次の各号に掲げる要件を全て満たす中小法人等(みなし大企業は除く。)又は個人 

  事業主の方 

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、対象月の売上が、比較月の売上と比

較して２０％以上３０％未満減少した方 

(2) 令和４年１月１日現在で石巻市内に本社又は本店を有する方 

(3) 国の事業復活支援金の対象にならない方 

〈国の事業復活支援金〉 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、対象月の売上と基準月の売上を比較して、

３０％以上減少した事業者に対する国の支援金です。 

 対象月・・・令和３年１１月から令和４年３月までのいずれかの１か月 

 基準月・・・平成３０年１１月から令和３年３月までの対象月と同じ月 

 減少率に応じて 

 中小法人等の場合は 最大で２５０万円 個人事業主の場合は 最大で５０万円 

 給付されます。 

(4) 平成３０年以前から事業により売上を得ており、今後も事業を継続する意思が

ある方 

(5) 比較する月の年度(年)における売上総額が１２０万円以上である方 

 ※ 補助金の交付を受ける場合は不正受給防止のため、交付対象者名・対象施設

名・対象施設所在地等の公表に同意していただく必要があります。 

３ 不交付要件 

  下記に該当する方は対象外です。 

(1) 公共法人、政治団体、宗教上の組織や団体、性風俗関連特殊営業、暴力団、暴

力団員に該当する方 

(2) 補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する方 



４ 補助金の額 

  対象月の売上金額と比較月の売上金額を比較し、減少した額に応じた金額とし、

次の表に定めるとおりです。 

中小法人等の場合 個人事業主の場合 

売上減少額 補助金額 売上減少額 補助金額 

２００万円未満 １５万円 ５０万円未満 ５万円 

２００万円以上 ２５万円 ５０万円以上 １０万円 

  

≪参考≫ 

【減少率と減少額の計算方法】 

 

 

 

【比較月の売上額が 100,000円の場合における交付要件を満たすか否かの計算例】 

対象月の売上額の例 交付要件を満たすか否か 

65,000円 
減少率 35％（30％以上）で交付要件を満たしません。国の事

業復活支援金の給付対象です。 

75,000円 減少率 25％（20％以上 30％未満）で交付要件を満たします。 

95,000円 減少率 5％（20％以上 30％未満）で交付要件を満たしません。 

110,000円 
比較月の売上額より大きく、売上額が減少していないため交付

要件を満たしません。 

 

 

補助金額の算定事例（石巻市の補助金対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減少額 ＝ 比較月の売上額 － 対象月の売上額 

減少率 ＝ 減少額 ÷ 比較月の売上額 × １００ 

平成30年度

比較月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 50万円 100万円 50万円 40万円 40万円

令和元年度

比較月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 45万円 90万円 45万円 30万円 30万円

令和2年度

比較月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 40万円 75万円 40万円 30万円 30万円

対象月

対象月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 40万円 75万円 40万円 30万円 30万円

全ての期間を比較して30％以上減少月が無いこと

令和3年 令和4年

25％減少　減少額25万円

補助金額：法人15万円　個人5万円

平成30年 平成31年

令和元年 令和2年

令和2年 令和3年



補助金額の算定事例（国の支援金対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 交付申請 

  補助金の交付を受けようとする事業者の方は、石巻市事業復活補助金交付申請書

兼請求書（様式第１号）に必要書類を添えて市長に申請してください。 

※ 申請書類は、ホームページからダウンロードしてください。ダウンロードできない

方は、産業部商工課、各総合支所地域振興課及び各支所の窓口に準備しています。 

 

６ 必要書類 

ア 受付日時が記載されている確定申告書類の写し 

  ※確定申告の申請期限を延長されるなど確定申告が完了していない場合は、売上

台帳や帳簿等で代用できますので、ご相談ください。 

 イ 市内で事業を営んでいることが確認できる書類 

法人の場合 履歴事項全部証明書 または 現在事項全部証明書 

個人事業主の場合 
確定申告書に屋号を記載している場合 → 不要 

記載していない場合 → 許認可証、賃貸借契約書等の写し 

法人の場合 

平成３０年１１月から令和４年３月までの期間の売り上げが記載された全ての 

・確定申告書別表一の控え 

・法人事業概況説明書の控え ※ 

個人事業主の場合 

〈青色申告の場合〉 

●平成３０年から令和３年までの全ての 

・確定申告書別表一の控え 

・所得税青色申告決算書の控え ※ 

●令和４年１月から３月までの売上台帳 

〈白色申告の場合〉 

●平成３０年から令和３年までの全ての 

・確定申告書別表一の控え ※ 

・月別の売り上げが分かる書類 

●令和４年１月から３月までの売上台帳 

平成30年度

比較月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 50万円 100万円 50万円 40万円 40万円

令和元年度

比較月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 45万円 90万円 45万円 30万円 30万円

令和2年度

比較月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 40万円 75万円 40万円 30万円 30万円

対象月

対象月 11月 12月 1月 2月 3月

売上高 40万円 75万円 30万円 30万円 30万円

40％減少　減少額20万円。30％以上減少のため、国の支援金対象

国の支援金：法人60万円　個人30万円

令和2年 令和3年

令和3年 令和4年

平成30年 平成31年

令和元年 令和2年



 ウ 申請を行う代表者の本人確認書類の写し（運転免許証、個人番号カード等） 

 エ 通帳を開いた１・２ページ目の写し（金融機関、口座名義、番号等が確認 

できるもの） ※通帳がない場合は上記内容が確認できる書類 

 オ その他市長が必要と認める書類 

 

７ 申請方法 

   窓口へ持参又は郵送（郵便事故防止のため、特定記録や書留など記録が確認でき

る方法を推奨します） 

面談等により申請を行う場合は、新型コロナウイルス感染予防のため、 

事前予約（95-1111内線 3523・3524）のうえ来庁願います。 

 

郵送先 〒986-8501 宮城県石巻市穀町 14番 1号 

石巻市産業部商工課石巻市事業復活補助金担当 

 

８ 申請期間 

  令和４年４月１日から令和４年５月２５日まで ※当日消印有効 

 

 

※ 次のいずれかに該当する場合、国の事業復活支援金の取扱いの例によりますの

で、詳しくはお問合せください。 

 (1) 平成３１年１月から令和３年１０月までの間に設立した中小法人等又は開業

した個人事業主等である場合 

 (2) 月当たりの売上高の変動が大きい中小法人等又は個人事業主等である場合 

 (3) 法人事業収入を比較する２つの月の間に合併を行っている場合 

 (4) 連結納税を行っている中小法人等 

 (5) 平成３０年又は平成３１年(令和元年)に罹災したことを証明する罹災証明書

等を有する場合 

 (6) 事業収入等を比較する２つの月の間に個人事業者から法人化した場合 

 (7) 特定非営利活動法人及び公益法人等（法人税法別表第２に規定する公益法人

等に該当する法人）の場合 

 (8) 個人事業収入を比較する２つの月の間に事業の承継を受けた場合 


