
大分県中小企業・小規模事業者事業継続支援金（第２期）　Q＆A
令和３年９月15日現在

■給付対象・要件
No. 質問 回答

1 対象になる業種の指定はありますか。
業種の指定はありません。業種は問わず対象となります。
ただし、風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営
業」を行う事業者は対象となりません。

2 農林漁業者は対象となりますか。 要件を満たせば対象となります。

3 協同組合などは対象になりますか。 法人格があり、要件を満たせば対象となります。

4
NPO法人や一般財団法人、一般社団法人は対象となり
ますか。

要件を満たせば対象となります。
要件の詳細は「NPO法人・公益法人等特例」の内容を確認してください。

5
大分県が要請した飲食店への時短営業や、県民への外
出自粛要請等の影響を受けていることの証明はどのよう
に行えばよいですか。

８月又は９月の売上が、前年又は前々年と比較して３０％以上減少していることがわかる書
類と、申請の要件を全て満たしていることを記載した同意・宣誓書（第２号様式）を提出してい
ただき、確認します。
飲食店との取引を示す書類等による証明までは求めません。

6
もともと収入のある時期が決まっており、昨年も一昨年も
８月と９月には収入がありません。他の月の収入は減っ
ていますが対象になりませんか？

事業継続支援金は今年の８月又は９月の売上が昨年又は一昨年と比較して３０％以上減少
していることが要件ですので、対象になりません。

7 資本金や従業員数の基準日はいつでしょうか。 申請日時点となります。

8
大分県内に本店・本社又は主たる事業所を有する法人、
個人事業者とはどういった事業者ですか。

原則として、法人は登記上の住所、個人事業者は確定申告書記載の住所が大分県内にある
事業者です。

9
本社・本店は県外ですが、県内に事業所があります。対
象になりませんか。

登記上の住所や個人事業主の確定申告書記載の住所は県外だが、事実上の事業所は大分
県内しかない場合など、主たる事業所にあたるかどうかは、個別に判断することになります。

10 複数の店舗がある場合、店舗ごとに申請できますか。 できません。１事業者につき、１度の申請となります。

11
複数の事業を行っています。事業者全体では売上が３
０％以上減少していませんが、一部の事業単位では売上
が３０％以上減少しています。対象となりますか。

県の事業継続支援金は、事業者単位で給付を行うものであり、事業者全体で要件を満たさな
ければ対象とはなりません。
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12
今年になって開業したため、昨年の９月以前の売上があ
りません。対象になりませんか。

2019年１月１日から2021年７月３１日までの間に開業した事業者には「新規開業特例」を設け
ています。開業した年の月平均売上と今年の８月又は９月の売上を比較し、要件を満たして
いれば対象となります。
なお、2021年８月１日以降に開業した者は、対象となりません。

13
確定申告書第一表において、売上を「事業」欄以外の
「雑」収入や「給与」収入で申告している場合は、対象に
なりませんか。

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による収入であり、それが事業者に
とって主たる収入であることなどの要件を満たせば、対象となります。
要件の詳細は「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者に関する特例」の
内容を確認してください。
なお、「不動産」収入などその他の欄で申告している場合は、事業収入と認められず対象とな
りません。

14
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事
業者」とは、どのような事業者が該当するのですか。

フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業
活動からの収入を主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で確定申告をしている
方が該当します。（確定申告において事業所得に係る収入がある方は該当しません。）

〈一例〉
・委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など「生徒に教える」という役割を委任されて
いる方
・請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、
イラストレーター、ライターなど
・業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など特定取引先の商品を届け、集金する業務を委
託されている方など

※上記の職種であっても、会社等に雇用されている方（サラリーマンの方、パート、アルバイ
ト、派遣、日雇い労働等の方を含む。）は該当しません。

15 国の月次支援金を受給していますが対象となりますか。

国の月次支援金は、４月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置の影響を受け、売
上が５０％以上減少した事業者を支援する制度で、月ごとに審査、給付されています。
この月次支援金の８月分と９月分を両方とも受給した場合、今回の県の事業継続支援金の
対象とはなりません。
なお、７月分など８月分、９月分以外の月次支援金を受給している場合は、事業継続支援金
の申請は可能です。
また、月次支援金を８月分のみ、または９月分のみ受給している場合も事業継続支援金の申
請は可能ですが、給付額及び上限額が２分の１となります。
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16
国の月次支援金を申請中ですが、まだ給付は決定してい
ません。県の事業継続支援金はいつ申請すればよいで
すか。

８月分又は９月分のどちらか一月分の月次支援金を申請中の場合は、月次支援金を受給で
きるものとして、事業継続支援金を申請してください。もし、月次支援金を受給できなかった場
合は、すみやかに事業継続支援金相談窓口（コールセンター）に連絡してください。（給付額
及び上限額の２分の１要件が外れることになります。）
また、月次支援金について８月分と９月分の両方を申請中の場合は、事業継続支援金の申
請はお控えください。もし月次支援金を受給できなかった場合は、事業継続支援金の申請を
行ってください。

17 国の一時支援金を受給していますが対象となりますか。
国の一時支援金は、１月以降の緊急事態宣言の影響を受けて１～３月の売上が５０％以上
減少した事業者を支援する制度です。
この一時支援金を受給していても、今回の県の事業継続支援金への申請は可能です。

18
大分県の時短要請協力金（第３期：８月と９月を対象に出
された要請に係る分）を受給していますが対象となります
か。

対象とはなりません。

19
大分県の時短要請協力金（第１期又は第２期：５月と６月
を対象に出された要請に係る分）を受給していますが対
象となりますか。

第１期又は第２期の大分県時短要請協力金を受給している場合でも、第３期の協力金を受給
していなければ対象となります。

20
もともと２１時以降営業しておらず、今回の時短要請の対
象となっていない飲食店は対象となりますか。

要件を満たせば対象となります。

21
複数の飲食店を有しており、大分県の時短要請協力金を
受給した店舗と受給していない店舗があります。受給して
ない店舗が要件を満たしていれば、申請できますか。

県の事業継続支援金は、事業者単位で給付を行うものですので、事業者単位で時短要請協
力金を受給していれば対象外となり、申請できません。

22
複数の事業（例：飲食店と小売業）を行っています。飲食
店は大分県の時短要請協力金の給付を受けましたが、
小売業で要件を満たしていれば、申請できますか。

県の事業継続支援金は、事業者単位で給付を行うものですので、事業者単位で時短要請協
力金を受給していれば対象外となり、申請できません。

23
大分県中小企業・小規模事業者応援金の給付を受けま
したが、対象となりますか。

対象となります。

24
大分県内の市町村から別の支援金の給付を受けました
が、対象となりますか。

対象となります。ただし、市町村が県の事業継続支援金との重複申請を不可としていない
か、給付要件を確認してください。

25
第１期の事業継続支援金（５月・６月対象）を受給しました
が、対象となりますか。

対象となります。また、第１期の事業継続支援金を申請した際に提出した書類で、今回の申
請に必要な事項が確認できる場合は、一部書類の提出が不要となります。詳しくは申請要領
を参照してください。
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■算定方法

26
８月も９月も売上が３０％以上減少しています。どちらの
月の売上を使って給付額を計算すればよいですか。

どちらでも選択できますが、通常であれば少ない方の売上を選択した方が給付額が大きくな
ります。

27
2019年又は2020年の売上に、時短営業や外出自粛等の
影響と関係がない売上が含まれている場合、これを売上
から除いて算定する必要がありますか。

複数の事業を行っている場合であっても、当該事業者全体の売上で算定するので、除外する
必要はありません。

28
2021年８月の売上減少率を計算すると、２９．９％でした。
この場合は小数点以下を切り上げで３０％とみなして良
いですか。

小数点以下の切り上げ、四捨五入は行いません。よって、お尋ねのケースは対象外となりま
す。

29
2021年８月の売上は２０％減少。９月は３０％以上減少す
る可能性が高いが、まだ確定していません。３０％以上減
少はほぼ間違いないので見込みで申請してよいですか。

見込みでは申請できません。

30
2021年８月の売上は３０％減少していますが。９月はまだ
確定していません。９月が確定しないと申請できません
か。

８月が３０％減少していれば、９月の確定を待たずに申請可能です。ただし、算定した給付額
が上限額に満たない場合は、９月の確定を待って算定した方がよい場合がありますので、ご
注意ください。

31
８月分の月次支援金を受給しましたが、９月分は受給し
ていません。県の事業継続支援金について８月を対象月
にして算定してもよいでしょうか。

結構です。ただし、給付額及び上限額は２分の１となります。

32
今年になって開業したため、昨年の９月以前の売上があ
りません。どのように計算すればよいですか。

2019年１月１日から2021年７月３１日までの間に開業した事業者には「新規開業特例」を設け
ています。今年になって開業した場合は、開業した月から７月までの月平均売上（開業した月
は一月として計算）と今年の８月又は９月の売上を比較してください。
なお、2021年８月１日以降に開業した者は、対象となりません。

33

農業と飲食店の２つの事業を営んでいる個人事業者で、
確定申告は青色申告を行っています。
基準年の対象月（８月・９月）の売上はどのように計算す
ればよいでしょうか。

確定申告書に記載されている農業の年間事業収入を１２で除した額を、飲食店の８月、９月
の事業収入にそれぞれ加えて計算してください。
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■申請書類

34
郵送で申請したいのですが、パソコンをもっていないた
め、申請書等の様式を入手できません。紙の申請書等は
どこで入手できますか。

大分県の各振興局地域創生部、県内の商工会議所又は商工会、市町村の商工担当課など
で入手可能です。
なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から、持参による申請窓口は設けていません。申
請内容や添付書類に不備がある場合や確認が必要な場合は、事業継続支援金事務局から
連絡先電話番号に問い合わせを行いますのでご了承ください。

35
登記事項全部証明書や本人確認書類、確定申告書類な
どの添付書類は原本でなく写しでよいですか。

写しでよいです。

36
法人の登記事項全部証明書は３ヵ月以内に発行された
ものでなければいけませんか。

本店の場所等を確認する必要がありますので、３ヵ月以内に発行されたものを提出してくださ
い。
ただし、第１期の事業継続支援金を受給した者で、第１期の申請時に既に提出済みものから
変更がない場合は、今回の提出は不要です。

37
紙の通帳がない場合は、何を添付書類として提出すれば
よいですか。

電子通帳等の画面の画像を提出してください。口座情報（金融機関名、支店名、預金種別、
口座番号、口座名義）のわかる画面をお願いします。

38
確定申告書類は比較する年の８月又は９月が含まれる
年の分だけ提出すればよいですか。

よいです。比較しない年の確定申告書類は提出不要です。

39 確定申告をしていない場合、どうすればよいですか。

確定申告の義務がない場合など、合理的な理由がある場合は、住民税（市町村民税・都道
府県民税）の申告書類を代わりに提出してください（詳細は個人事業者向けの申請要領P11
参照）。
確定申告の義務があるにもかかわらず行っていない場合は、税務署に相談のうえ、すみや
かに確定申告を行ってください。

40

法人で事業期間は９月から翌年８月までとなっています。
基準年を2019年とした場合、提出する確定申告書類は、
2019年８月を含む事業期間の確定申告書類と2019年９
月を含む事業期間の確定申告書類の２年度分必要とい
うことでよいですか。

お見込みのとおりです。

41 売上台帳はどんな書類を用意すればよいですか。

対象月（８月又は９月）の事業収入額が確認できる書類を提出してください。
基本的な事項（対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等）が記載されている
書類であれば、フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エク
セルデータ、手書きの売上帳などもでかまいません。書類の名称が「売上台帳」でなくてもか
まいません。
ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること、及び対象月の事業収入の合計額
が明記されている資料を提出してください。（2021年●月と明確に記載、合計額にはマーカー
等で印をつけるなど）
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42
申請書類の作成支援を受けられるサポート会場はありま
せんか。

サポート会場はありません。ご不明な点は、専用コールセンターへお尋ねください。
◆コールセンター：050-6868-9277
　　（月～金　8：30～17：30　土、日、祝祭日は除く）
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■申請方法

43 スマートフォンやiPadでも申請することはできますか。 申請可能です。なお、ガラケーからは申請はできません。

44
添付書類を申請画面に添付することができません。
どうすればよいですか。

添付できるファイルの容量は１ファイルにつき１０MB、合計２０MBまでとなっています。
お手数ですが、ファイルを圧縮して再度試みるか、郵送でご提出ください。

45
オンライン申請が確かにできたかどうか、確認する方法
はありますか。

オンライン申請ができた場合は、登録いただいたメールアドレスに受信通知を送信します。
denshishinsei@harp.asp.lgwan.jpから受信メールが届きますので、受信できるよう設定をお願
いします。
本システム上、入力が完了している場合でも、何度でも入力・送信が可能となっています。入
力の際には十分留意の上、入力してください。２回以上入力した場合は、事業継続支援金事
務局で重複申請のチェックを行います。事務局から確認のための電話連絡（連絡先電話番
号宛て）をさせていただく場合があります。

46 郵送は普通郵便でよいですか。
郵送方法についての指定はありませんが、個人情報を含む書類が多いため、簡易書留など
郵送状況が確認できる方法をおすすめします。

■給付

47 申請後、どれくらいで給付されますか。
申請書類に不備がなければ、２～３週間程度での給付を想定しています。
なお、受付開始当初は、申請件数が多くなることが予想されるため、時間がかかる場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

48
給付まで２～３週間程度とのことですが、もう少し早く支
給できませんか。

我々としても、事業者の皆様の手元に少しでも早く本支援金を届けたいと考えています。その
ため、添付書類も必要最小限としており、事業者の方に配慮しているところです。書類の確
認、支払事務については専属のスタッフにより事務処理を行っていますのでご理解願いま
す。

49 事業継続支援金が振り込まれた連絡が来ますか。
銀行口座への振込をもって決定の通知に代えさせていただきます。メールや郵送での連絡は
行いませんので、あらかじめご了承ください。なお、振込の際は「オオイタケンジギョウシエン」
と記帳されます。

50 事業継続支援金の使途に制限はありますか。 使途の制限はありません。個々の状況に応じて事業継続のために広くお使いいただけます。

■その他

51 事業継続支援金は課税の対象となりますか。

法人は法人税、個人事業者は所得税の課税対象となります。課税所得を計算する際は、益
金（個人事業者の場合は、総収入金額）に算入して下さい。個人事業者の場合、「事業所得」
もしくは「雑所得」として算入することになると思われますが、詳しくは税務署（個人課税部門）
にお問い合わせください。
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