
(令和4年3月24日HP掲載)

◆和歌山県営業時間短縮要請協力金（第3期）に関するよくあるお問合せ【前期】

１．全般（概要）

問 1 要請の対象市町村を教えてほしい。

和歌山県内全市町村になります。

問 2 要請期間を教えてほしい。

要請期間が延長されたため、令和４年２月５日（土）０時から３月６日（日）23時59分までとなります。
　前期：令和４年２月５日（土）０時から２月27日（日）23時59分まで
　後期：令和４年２月28日（月）０時から３月６日（日）23時59分まで

問 3 要請の内容を教えてほしい。

今回の要請は、飲食店等に対して、営業時間の短縮をお願いするものです。
認証店については、要請①又は要請②のいずれかを選択することができます。
　要請①：営業時間を5時から21時までに短縮し、酒類の提供は20時までとする。
　要請②：営業時間を5時から20時までに短縮し、酒類の提供は終日停止する。
非認証店については、要請②に協力してください。
　要請②：営業時間を5時から20時までに短縮し、酒類の提供は終日停止する。
（要請に応じて休業する際の考え方は「問26」「問26-1」を参照）

問 3-1

「申請要領P1＞１協力金概要＞（２）要請内容」に
「要請①：…ただし、21時から翌5時までに通常の営業時間が含まれる店舗に限る。」
「要請②：…ただし、20時から翌日5時までに通常の営業時間が含まれる店舗に限る。」とあるが、
21時00分又は20時00分に営業を終了する店舗は、協力金の対象となるか。

本協力金では、
要請前の通常の営業時間が「要請①：5時から21時までの店舗」「要請②：5時から20時までの店舗」
については除外店舗として、協力金は支給されません。
したがって、質問の「要請①：21時00分」「要請②：20時00分」に営業を終了する店舗は協力金の対象
とはなりません。
（申請要領P2－２協力金（第３期）の支給要件－（１）【除外店舗】－⑩⑪）

問 4 認証店とは何か。

県が各施設の「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の遵守状況について調査のうえ認証した「和歌山県
新型コロナウイルス感染症予防対策認証施設」です。認証店には認証マークが交付されています。
認証取得を申請中の施設については、認証日から認証店として取り扱います。
なお、その際の協力金の金額は、問27や問28の該当部分をご参照ください。

和歌山県営業時間短縮要請協力金に係る対象期間を
令和4年2月5日（土）から2月27日（日）までを【前期】
令和4年2月28日（月）から3月6日（日）までを【後期】として取り扱います。

認証マーク

認証に関する問合せ先：県危機管理局（TEL：073-441-2271）
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問 5 要請の対象施設を教えてほしい。

食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて営業する
　 以下の店舗が対象になります。
　 ・飲食店：飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等
　 ・遊興施設等：カラオケボックス、バー等
　 ・通常、２０時から翌日５時までを含む時間帯に営業している店舗

　 ※県内に店舗があれば、県外の事業者も対象になります。

問 6 飲食店営業許可を持っていれば協力要請の対象施設となるのか。

飲食店営業許可を持っていても、協力要請の対象外となる場合があります。
具体的には以下の施設は協力要請の対象外施設です。
（１） 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
（２） ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
（３） 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
（４） 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）
（５） ネットカフェ・漫画喫茶（宿泊を目的としない場合等を除く）
（６） 飲食スペースを有さないキッチンカー
（７） ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
（８） 変更（R4.2.6）　結婚式場等を要請の対象とします。
        （理由：飲食店等への営業時間の短縮は「感染リスクが高いと指摘される飲食の場を避ける」観点から
           要請するものであって、国通知等からも要請対象施設であると判断したため。）
（９） 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
（10）行事や祭り、イベント等で出店を行う場合
　　　（飲食店営業許可証に「露店」と記載されているもののうち営業所所在地が「県内一円」など地域である
　　　　もの。実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの。）

問 7 旅館やホテルも協力金の対象になりますか。

食品衛生法上の飲食店営業許可を受けて、飲食するスペースを設け、宿泊客以外に飲食を提供する場合は対
象になります。

問 8 ホテル内のレストラン･バーが営業時間を短縮した場合、支給対象になりますか。

レストラン･バーごとに飲食店営業許可を受けており、宿泊客以外にも飲食を提供している場合は、協力金の
対象となります。

問 9 キャバクラやホストクラブなど、いわゆる「夜の店」は対象になりますか。

要請対象となる遊興施設であり、支給要件を満たしている場合、協力金の支給対象になります。

問 10 飲食スペースを有するキッチンカーは全て営業時間短縮要請の対象になりますか。

飲食店許可のうち、営業の条件等が移動販売車や自動車営業となっており、かつ営業所所在地や許可条件に
「県内一円」など地域や地域名、市町村名があるものは、営業時間の短縮要請の対象外です。

問 11 飲食店や喫茶店の営業許可があれば、露店は全て営業時間短縮要請の対象になりますか。

露店に係る飲食店許可の店舗については、営業所の所在地が「県内一円」など地域や地域名、市町村名であ
るものは営業時間の短縮要請の対象外です。
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問 12 結婚式場や葬祭場等における冠婚葬祭に伴う飲食は対象ですか。

※変更（R4.2.6）　結婚式場等を要請の対象とします。
（理由：飲食店等への営業時間の短縮は「感染リスクが高いと指摘される飲食の場を避ける」観点から要請
するものであって、国通知等からも要請対象施設であると判断したため。）

問 13
「業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること」とは具体的にどのようなことで
すか。

次のガイドラインに沿って、感染防止の対策に取り組んでいることをいいます。
・各業種別ガイドライン
　※業種別ガイドライン掲載ホームページ
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00204243.html

問 14

「同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること」とあるが、5人以上のグループの場合、どうすればよい
ですか。
同居家族の場合も、このルールは適用されますか。
また、酒類を提供する客に限られますか。

5人以上のグループの場合、同一テーブル4人以内となるよう複数のテーブルに分けて案内してください。同
居家族で5人以上の場合も同様です。
また、酒類提供を問わず、全てのお客様が対象になります。
異なるテーブル間での交流が生じないようにしてください。
また、大きなテーブル等において、座席間隔の確保など、必要な感染防止対策を実施した上で、同一テーブ
ルを複数のグループに利用させることは可能です。

ただし、認証店であり、「対象者全員検査」による行動制限の緩和の適用を受けることを県に登録した店舗
が、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可能とし
ます。

問 15 ノンアルコール飲料や微アルコールは「酒類提供」に含まれますか。

ノンアルコールや微アルコール（含有アルコール量が1％未満の飲料）は酒類には含まれないので、酒類提供
には含まれません。

【参考】酒税法第二条第一項（酒類の定義及び種類）

問 16 「通常の営業時間」とは、いつの時点の営業時間ですか。

通常の営業時間とは、コロナの影響前の営業時間や、要請期間以前の営業時間をいいます。

問 17 営業時間短縮とは、具体的にどういった状態のことをいいますか。

21時までの営業時間短縮を実施している店舗にあっては、21時までに会計を完了し、店内にお客様がいな
い状態にあることをいいます。
20時までの営業時間短縮を実施している店舗にあっては、20時までに会計を完了し、店内にお客様がいな
い状態にあることをいいます。
そのため、所定の時間に閉店できるようラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いしま
す。

問 17-1 認証店で21時までの時短を選択した場合、酒類の提供は20時までとされているが、20時までにラストオーダーをすれ
ばよいですか。

酒類の提供については、20時までにお客様に提供（テーブルに配膳）してください。

問 18 ワクチン・検査パッケージの適用はないですか。

ワクチン・検査パッケージの適用はありません。

問 19 カラオケ施設の利用自粛は要請内容に含まれますか。

利用自粛は求めていませんが、利用者の密を避ける、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、基
本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
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２．協力金概要

問 20 営業時間短縮要請に協力した場合、協力金の額はいくらになりますか。

問 21 中小企業の定義とは。

中小企業の定義は、中小企業基本法において定義されており、具体的には次のとおりです。
飲食業については、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
及び個人です。
カラオケなどのサービス業については、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100人以下の会社及び個人です。

問 22
大企業、みなし大企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人（NPO法人）、個人事業主は協力金の対象となり
ますか。

食品衛生法上の飲食店営業の許可を得て、支給要件を満たせば、協力金の対象となります。

問 22-1 みなし大企業の場合、協力金算出のための計算方法はどれが選択できますか。

「みなし大企業」は中小企業等として取り扱いますので、売上高方式又は売上高減少額方式のいずれかを選
択することができます。

３．支給要件

問 23 営業時間短縮要請の期間中、全ての日において、営業時間短縮に取り組む必要がありますか。

営業時間短縮要請期間（令和4年2月5日から2月27日まで）の全ての期間において営業時間短縮又は休業を
していただく必要があります。
ただし、準備等のため、令和4年2月5日からのご協力が困難な場合には、2月8日までに営業時間短縮又は休
業にご協力いただければ、協力金の支給対象となります。
この場合、その協力開始日から要請終了日（2月27日）まで連続して営業時間短縮又は休業を実施していた
だく必要があります。

問 24 要請期間中に定休日があるが、この間は協力したことになりますか。

営業時間短縮要請に全期間全面的に協力いただいている店舗であれば、定休日であっても協力金の対象とな
る日数に含みます。

以下の計算方法等により、売上高に応じて協力金を支給します。
中小企業については、売上高による方法又は売上高減少額による方法のいずれかの算定方法を選択すること
ができます。
大企業については、売上高減少額による方法で算出してください。

※中小企業・大企業ともに、営業時間短縮要請月を基準に開店１年未満の店舗に対する特例を別途設けま
す。売上高の計算方法については、問53参照。

8万3333円以下 8万3333円超～25万円以下 25万円超

2.5万円～7.5万円／日

（１日の売上高の3割）

7万5千円以下 7万5千円超～25万円以下 25万円超

3万円～10万円／日

（１日の売上高の4割）

2019年、2020年又は2021年の１日当たりの売上高

中

小

企

業

Ａ

売

上

高

に

よ

る

方

法

【認証店】要請①
・21時までの時短

・酒類提供あり
2.5万円／日 7.5万円／日

B　売上高減少額による方法
　（要請①、②共通）

【計算式】

１日当たりの協力金額＝2019年、2020年又は2021年からの１日当たり売上高減少額×0.4

　大企業

　（売上高減少額による方法）

　（要請①、②共通）

【上限額（１日当たり）】

20万円

※要請①の場合の上限額は以下のとおり。

「20万円」又は「2019年、2020年又は2021年の１日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い額

3万円／日 10万円／日

【認証店】【非認証店】

要請②
・20時までの時短又は休業

・酒類提供なし
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問 25 営業時間短縮ではなく、終日休業した場合は協力金の対象になりますか。

通常、20時を超えて翌日5時まで営業していた店舗が要請により休業した場合は協力金の対象となります。
なお、提出された書類により支給要件を満たしているかどうかを審査させていただいた上で支給を決定しま
す。

問 26 営業時間短縮要請に協力した期間に、協力に伴う休業と時間短縮営業が混在している場合は、対象となりますか。

休業と営業時間短縮が混在している場合も、対象となります。ただし、営業時間短縮実施チラシと休業実施
チラシの両方を掲示し、休業日と営業時間短縮日を明記してください。さらに、要請協力開始日（2月5日か
ら2月8日までのいずれかの日）から要請終了日（2月27日）まで継続して営業時間短縮と休業していること
が必要です。

問 26-1 認証店で、当初21時までの営業時間短縮を選択していたが、要請期間途中に休業に変更できますか。

途中で時間短縮営業から休業に変更することは可能です。
ただし、全期間を通じて、協力金の金額は1日当たり2.5万円～7.5万円（売上高方式で計算した場合）とな
ります。
途中で変更した場合は、営業時間短縮実施チラシと休業実施チラシの両方を掲示してください。

問 26-2 認証店で、当初21時までの営業時間短縮を選択していたが、要請期間途中に20時までの営業時間短縮に変更するこ
とはできますか。

認証店については、途中で協力内容を変更することはできません。
ただし、やむを得ず、途中から20時までの営業時間短縮に変更した場合は、全期間を通じて、協力金の金額
は1日当たり2.5万円～7.5万円（売上高方式で計算した場合）となります。
途中で変更した場合は、「20時までの営業時間短縮実施チラシ」と「２１時までの営業時間短縮実施チラ
シ」の両方を掲示してください。

問 27 要請期間中に認証店になった場合、途中から21時までの営業時間短縮に変更できますか。

要請期間中に認証を取得すれば、認証日から21時までの営業時間短縮（20時までの酒類提供）を選択する
ことができます。※通常の営業時間が21時を超える場合に限る。
ただし、変更した場合、協力金の支給額は全期間を通じて、1日当たり2.5万円～7.5万円（売上高方式で計
算した場合）となります。
要請期間中も認証の申請を受け付けていますので、認証を取得していない店舗については、感染防止対策の
観点から認証の取得を検討してください。
【認証取得に関する問合せ先】県危機管理局（073-441-2271)

問 28 1日当たりの協力金の支給額を整理して示してほしい。

1日当たりの協力金の支給額は以下の表で確認してください。
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問 29 要請期間中に予約がすでに入っており、その日は21時又は20時以降に営業した場合は支給対象となりますか。

要請協力開始日（2月5日から2月8日まで）から要請期間の最終日（2月27日）まで、全ての期間において
連続して営業時間短縮に取り組んでいただく必要があります。
したがって、2月8日以降、1日でも営業時間短縮又は休業にご協力いただけない日がある場合は、協力金の
対象外となります。

問 30 20時以降に、テイクアウトやデリバリーのみに切り替えて営業する場合、協力金の対象になりますか。

店内で飲食しているお客様がいなければ、テイクアウトやデリバリーを行っていても協力金の対象になりま
す。ただし、協力金の算定については、テイクアウト・デリバリーの売上高を除いた飲食の売上高を用いて
計算してください。

問 31 営業時間短縮要請以前から新型コロナウイルス感染症対策により、自主的に時間短縮営業又は休業をしている場合
は協力金の対象となりますか。

協力要請期間以前に、20時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた実績があり、コロナの影響により現在
時短営業又は休業している場合は対象となります。自主的な時短営業又は休業を告知したお知らせなど、以
前に20時から翌朝5時を含む時間帯に営業し、現在は時短営業又は休業していることを確認できるものを提
出してください。なお、コロナの影響とは関係ない自主的な時短営業又は休業の場合は対象外となります。

問 32 20時までに営業時間を短縮することにしましたが、合わせて開店時間を早めることにしました。
営業時間の長さは従来と変わらない場合でも、協力金の対象となりますか。

営業時間短縮要請の対象となる店舗で、営業時間の長さは変えない場合でも、20時までに営業を終了してい
ただければ、協力金の対象となります。
（例：通常の営業時間が19時から23時まで（4時間）の店舗が、16時から20時まで（4時間）に営業時間
を短縮）

問 33 24時間営業の飲食店は、どうすれば協力金の対象となりますか。

令和4年2月5日（土）0時から令和4年2月27日（日）23時59分 までの間、以下のとおり営業時間短縮を
実施していただければ、協力金の対象となります。
認証店：5時から21時までの営業時間短縮（酒類の提供は20時まで）又は5時から20時までの営業時間短
　　　　縮（酒類の提供は終日停止）
非認証店：5時から20時までの営業時間短縮（酒類の提供は終日停止）

問 34 認証店で、通常の営業時間は21時までだが、酒類の提供を20時30分まで行っていた店舗において、酒類の提供を20
時までとした場合、協力金の対象になりますか。

通常の営業時間が5時から21時までの範囲内で営業している店舗となるため、対象とはなりません。
（通常の営業時間が5時から20時までの範囲内で営業している店舗が酒類の提供を終日やめた場合も同様）

問 35 営業の態様に制限はありますか。

和歌山県内に実店舗を有し、お客様の飲食スペースを設けて営業していることが必要です。

問 36 営業時間短縮の協力要請の対象になっている複数の店舗を経営しています。全ての店舗で営業時間の短縮を行わな
いと対象になりませんか。

店舗ごとの判断となるため、協力していただいた店舗の対象日数分を支給させていただきます。
なお、要請の趣旨をご理解いただき、全ての店舗の営業時間の短縮にご協力をお願いします。

問 37 申請できる店舗数に上限はありますか。

ありません。
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問 38 フランチャイズの個人オーナーとして飲食店を経営しているが、この場合は対象になりますか。

経営している店舗が、営業時間短縮要請の対象になっており、要請にご協力いただいた場合は支給対象にな
ります。

問 39 臨時休業を要請期間前に開始し、要請期間終了日まで継続していた場合、協力金の対象となりますか。

通常、20時から翌日５時までの時間帯に営業していた店舗が、コロナの影響による臨時休業であれば支給の
対象となります。

問 40 要請期間前に閉店しました。協力金の対象となりますか。

要請に応じた営業時間の短縮と言えず、対象外です。

問 41 協力金申請に当たって、「営業時間短縮実施チラシ」や「休業実施チラシ」はいつまでに掲示が必要ですか。

原則として、営業時間短縮又は休業に協力を開始する日から掲示してください。
ただし、やむを得ず掲示が間に合わなかった場合は、速やかに掲示していただければ結構です。

４．申請方法・申請書類等

問 42 協力金（第3期）の申請はいつからできますか。

申請は令和4年3月7日（月）から開始します。前期分・後期分合わせての申請となります。
郵送とWEBで受け付けますが、WEBでの申請受付は令和4年3月11日（金）9時からとなります。
また、締切は、両申請とも4月27日（水）までです。
郵送申請については、令和4年4月27日（水）消印有効です。
WEB申請については、令和4年4月27日（水）23時59分までに申請を完了する必要があります。

協力金についての申請方法、計算方法等の詳細は下記までお問合せください。
和歌山県営業時間短縮要請協力金事務局
（電話番号）0120-907-127
（対応時間）9：00～17：00（土日祝を除く）

問 43 ＨＰが見れない場合はどうしたらよいですか。

申請要領など申請書類については、県庁、県内各振興局、県内各市町村、県内各商工会議所・各商工会に置
いていますので、お近くでお求めください。

問 44 協力金の早期支給制度があると思うが、和歌山県では行わないのか。

早期給付を実施する予定はありません。できる限り早期に支給できるよう、事務手続きを進めています。

問 45 複数施設について協力金を申請する場合、すべての営業許可証の提出が必要ですか。

複数の施設分を申請する場合は、申請する施設すべての営業許可証を提出していただきます。

問 46 飲食店を経営しているが、営業許可証がない。対象になりますか。

飲食店を営業をするためには、食品衛生法上の飲食店の営業許可が必要であり、取得又は更新されていない
（許可の有効期限が切れている）店舗につきましては、対象になりません（営業できません）。
なお、飲食店営業許可については、食品・生活衛生課（073-441-2636）にお尋ねください。

（参考）食品衛生法
第55条　前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許
可を受けなければならない。
第82条　第13条第2項(第68条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第16条
(第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第19条第2項(第68条第1項において準用する場
合を含む。)、第20条(第68条第1項において準用する場合を含む。)又は第55条第1項(第68条第1項におい
て準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
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問 46-1 要請期間の途中で営業許可を更新している場合は 、更新前・ 更新後のいずれを提出すればよいですか。

要請期間の途中で営業許可を更新している場合は、更新前・更新後の両方の営業許可証を提出してくださ
い。
更新前・更新後の両方の許可証で、要請に協力いただいた全ての日において飲食店営業許可を受けていたか
どうか確認させていただきます。

問 46-2
要請期間中に飲食店営業許可証を取得し、飲食店を開店した。この場合、飲食店営業許可証の有効期間が、要請に
対応した期間全てを含んでいないが、申請はできますか。

要請期間中に新たに飲食店営業許可証を取得した場合で、要請期間中に新たに開店した場合は、新規創業者
等特例が適用されるため、他の支給要件を満たしていれば申請は可能です。
ただし、開業届などの開業したことがわかる書類や、開店日を確認できる書類、店舗としての実態を確認で
きる書類を追加で提出いただく必要があります。
具体的な提出書類等は申請要領でご確認ください。

問 47 飲食店営業許可証（喫茶店営業許可証）の名義と申請者が異なる。この場合は対象となりますか。

原則として、申請者と営業許可証の名義は一致している必要があります。
共同経営等の場合で営業許可証の名義と申請者が異なる場合、飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係
る申立書に許可書名義人と申請者がそれぞれ自書で署名の上、提出することで対象となります。

問 47-1 複数の対象店舗で営業時間短縮を行った場合、申請は店舗ごとに行う必要がありますか。

複数の対象店舗がある場合には、店舗毎に申請していただきます。
ただし、複数店舗を営業している方で郵送申請により一度に申請を希望される場合は、必要申請書類を該当
店舗数分ご準備いただき、各店舗の申請書類が混同しないように店舗単位ごとにクリアファイルに入れるな
どし、郵送してください。

問 47-2 入金日や決済日等により、確定申告書に記載の月別売上高と、売上台帳に記載している金額が違う。
この場合、どのように売上台帳を提出すればよいですか。

確定申告書に記載の金額と突合できる（売上台帳における確定申告書の各月に相当する期間が分かる）よ
う、売上台帳に注釈を付記した上で提出してください。
不明な点があれば、事務局から確認させていただきます。

なお、法人事業概況説明書又は青色申告決算書（月別売上高）を提出し、かつ１店舗しか経営しておらず、
さらに月単位方式又は年単位方式を用いて1日当たり売上高等を計算する場合は、売上台帳の写しの添付は不
要です。

問 47-3 住居表示の実施により、営業許可証の営業所所在地と現在の店舗所在地の表記が異なるが、どうすればよいです
か。

申請書類の店舗所在地は、住居表示実施後の住所を記入ください。
また、住居表示が変更されたことがわかる書類(例：市町村のホームページ)の写し等を追加で添付してくださ
い。

問 48 申請時に必要な「本人確認書類の写し」は何を提出すればよいですか。
また、法人の場合はどうしたらよいですか。

氏名、住所が分かる書類（運転免許証の写し、健康保険証の写し、マイナンバーカードの写し等）を提出し
てください。
マイナンバーカードの写しを提出していただく場合は、表面（写真の面）のみコピーしてください。マイナ
ンバーが記載された裏面のコピーは提出しないでください。
本人確認書類は個人事業主の方のみ提出が必要な書類ですので、法人の場合は提出は不要です。

問 48-1
ビルに入居している店舗のため、店舗名がわかる看板がビルの集合看板しかない。
この場合、店舗の外観写真はどのような写真を提出すればよいですか。

ビルの集合看板の写真と店舗入口の写真を提出してください。

問 48-2 1階と2階が店舗スペースの場合、店舗の内観写真は1階、2階の写真をそれぞれ提出する必要がありますか。

飲食スペースが確認でき、感染拡大予防ガイドラインの遵守状況がわかる写真（問48-3参照）であれば、各
階の写真をそれぞれ提出いただく必要はありません。
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問 48-3 提出書類のうち、申請店舗の内観写真は感染拡大予防ガイドラインの遵守状況がわかるものが必要とあるが、具体的
にどのような写真を提出すればよいですか。

以下の①から④までの項目が必ず確認できる写真を提出していただく必要があります。

　①アクリル板などの設置（座席の間隔の確保）…アクリル板の設置又は１ｍ以上の間隔を空けて座れる
　　ように配置していること等がわかる写真
　②手指消毒の徹底…店内入口に手指消毒用のアルコール消毒液が設置されていること等がわかる写真
　③食事中以外のマスク着用の推奨…店舗入口及び店内に、食事中以外は適切なマスクの着用及び
　　咳エチケットの徹底をお願いする旨の掲示していることがわかる写真

　

　※上記ポスターは下記URLからダウンロードできます。
　　（お話する時はマスクをつけてね）
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00204243_d/fil/04.pdf
　　（ガイドラインを守って営業中！）
　　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00204243_d/fil/32.pdf

　④換気の徹底…窓・ドア等を開けて換気していることがわかる写真や換気扇等の空調設備の設置状況が
　　わかる写真

掲示例１ 掲示例２
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問 49 営業時間短縮の実施状況が分かるもの」とは何ですか。

営業時間短縮を実施していることを示す次のチラシを撮った写真又はそれと同等の内容が含まれた掲示物を
撮った写真を提出してください。

【営業時間短縮を実

施する場合に必要な

情報】

・県の要請に協力

していること

・実施期間

・時短後の営業時間

・通常の営業時間

・酒類提供の有無

・店舗名

（認証店のみ）

認証を受けている

【休業する際に

必要な情報】

・県の要請に協力

していること

・実施期間

・休業していること

・通常の営業時間

・店舗名

要請①認証店（酒類提供あり） 要請②認証店（酒類提供なし）

要請②非認証店 休業
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５．協力金の計算方法

問 50 1日当たりの売上高の計算方法について詳細を教えてほしい。

（中小企業で売上高方式を選択した場合）
次のいずれかの方法で、「1日あたりの売上高」を計算してください。
なお、1日あたりの売上高を算出する際の営業日数は、定休日も含めて計算します。

問 51 売上高に消費税は含まれますか。

消費税及び地方消費税は含まれません。
なお、税込経理方式を採用している場合など、税抜き売上高が分からない場合は、税込売上高を「１．１」
で割り（令和元年９月以前分は「１．０８」で割り）、小数点以下を切り上げて税抜き売上高を算出してく
ださい。

問 52 飲食業以外にも事業を営んでいる場合、売上高に飲食業以外の売上も含めてよいですか。
また、飲食業の売上高のうち、テイクアウトやデリバリーの売上は含めてもよいですか。

飲食業以外の他事業の売上は売上高に含みません。
また、テイクアウトやデリバリーは時短要請の対象になっていないため、その売上についても売上高に含み
ません。

問 53 店舗をオープンしたばかりで前年の売上実績がありませんが、売上高をどのように算出すればよいですか。

開店1年未満の店舗に対する特例を設けています。
売上高方式での計算方法、売上高減少額方式での計算方法は以下のとおりです。
前期要請期間の場合は申請要領のP26、後期要請期間の場合は申請要領のP27をご確認ください。
（例）令和3年2月5日から令和4年2月4日までに開店又は新たに店舗を設けた場合
①売上高方式の場合
　「開店から令和4年2月4日までの売上高」÷「開店から令和4年2月4日までの日数（定休日含む）」
②売上高減少額方式の場合
　「開店から令和4年2月4日までの売上高」÷「開店から令和4年2月4日までの日数（定休日含む）」
　　ー「令和4年2月5日から令和4年2月27日までの売上高」÷23日

問 53-1 要請期間中に開店した場合、1日あたりの協力金の支給額はいくらになりますか。

要請期間途中に開店又は店舗を新たに設けた場合の1日あたりの協力金の支給額は、21時までの営業時間短
縮を選択した場合は25,000円、20時までの営業時間短縮又は休業を選択した場合は、30,000円となりま
す（売上高方式を選択した場合）。
なお、大企業の場合、売上高減少額方式のみ選択できますので、要請期間途中に開店又は店舗を新たに設け
た場合は、協力金の支給の対象にはなりません。

※後期分の１日当たりの売上高の計算方法は、よくあるお問合せ【後期】の問11参照
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６．その他

問 54 今回の協力金は課税対象になりますか。

法令に則ると、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとのことです。
詳しくは、お近くの税務署にお問合せください。

問 55 営業時間短縮の実施状況をどのように確認するのですか。

申請時に提出いただく営業時間短縮実施チラシの掲示写真等で確認します。
また、営業時間短縮の取組の状況を確認するため、見回り調査を行い、状況に応じて店内の確認をさせてい
ただきます。その確認の結果、営業時間短縮の実態がないなど、要請に応じていただいていないことが判明
した時には、協力金は支給しません。

問 56 営業時間短縮に係る協力金を受給する場合、国が行う事業復活支援金は申請できますか。

事業復活支援金の申請はできます。
ただし、営業時間短縮要請に応じた月を対象月として売上比較をする場合、時短要請等に応じた分に相当す
る協力金の額を、対象月の月間事業収入に加えた上で売上の減少率を確認することとされています。
支給要件等詳細につきましては、事業復活支援金事務局（0120-789-140）にお問合せください。

問 57 今回の措置に係る問合せ先はどこですか。

問合せ先は以下のとおりです。
〇全般・要請内容・見回りに関すること
　和歌山県危機管理局
　電話：073-441-2275 　FAX：073-422-7652
〇認証制度に関すること
　和歌山県危機管理局
　電話：073-441-2271 　FAX：073-422-7652
〇食品衛生法上の営業許可に関すること
　和歌山県環境生活部食品・生活衛生課
　電話：073-441-2636 　FAX：073-432-1952
〇協力金に関すること
　和歌山県営業時間短縮要請協力金事務局
　電話：0120-907-127
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