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宮崎県大規模集客施設等時短要請協力金申請の手引き 

（R3.9.13～9.30 時短要請） 

 

                          令和３年９月１３日 

                           福祉保健部福祉保健課 

                                          

 １．協力金の概要 

 

（１） 趣旨 

宮崎県では、急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけ

るため、人流抑制の観点から大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特

別措置法第２４条第９項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、営業時間の短縮にご

協力いただいた大規模集客施設等に対し、「宮崎県大規模集客施設等時短要請協力金」

を交付します。 

 

（２） 要請期間（交付対象期間） 

     令和３年９月１３日（月）から令和３年９月３０日（木） 

 

 

 

 

（３） 対象区域  

     宮崎市全域 

 

（４） 対象施設（大規模集客施設） 

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第１１条第１項各号に規定する施設のう

ち、対象区域内（宮崎市）で通常時に２０時を超えて営業し、多数の者が利用する施設で、

建築物の床面積の合計が１，０００㎡を超える施設として、営業時間短縮要請を行うもの

とされた施設かつ営業時間短縮要請に応じた施設（その施設の一部について、生活必

需物資の小売関係等を行うことから当該部分のみ休業していない場合を含む。） 

※営業時間短縮を要請する施設については、P1１参考１「時短要請対象施設（1，０００ 

㎡を超える施設）」を参照してください。 

      ※建築物の床面積の考え方については、P1３参考 3「時短要請対象施設か否かの考

え方（総床面積の考え方）」を参照してください。 

      ※劇場、集会場、ホテル・旅館等の施設は協力金の対象外となります。 

 

  （５） 対象事業者 

     対象区域（宮崎市）に立地する大規模集客施設（建築物の床面積が１，０００㎡を超え、

大規模集客施設運営事業者用 

※なお、令和３年８月２７日（金）（遅くとも８月３０日（月））以降、 
上記要請期間も引き続き営業時間の短縮にご協力いただいている場合、
R3.8.27～9.12 時短要請分と R3.9.13～9.30 時短要請分をまとめて申請す
ることができます。   
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多数の者が利用する施設）の運営により収益を得る事業を行う者であって、当該施設

の営業時間短縮等を決定する権限を有する者 

※大規模集客施設の一部を賃借するテナント事業者等は、支給金額の算定方法等が 

異なりますので、「宮崎県大規模集客施設等時短要請協力金【テナント事業者等用】 

＜申請の手引き＞」を参照してください。 

 

（６） 要請内容（営業時間短縮とは） 

２０時までの営業時間の短縮（２０時より翌日午前５時までの営業の休止） 

    ※営業時間の短縮に替えて終日休業とすることも可。 

    ※映画館と不特定多数に向けて集客する単発の興行等（演劇、音楽コンサート、スポ

ーツイベント等）は、２１時までの営業時間の短縮要請となります。 

 

（７） 交付額 

対象施設における、支給の対象となる面積（以下、「自己利用部分面積」という。）を算

定する必要があります。自己利用部分面積は、対象施設の運営事業者自らが一般消費

者向け事業の用に直接供している部分の面積から、生活必需物資の販売部分などを除

いた面積となります。 

    ※自己利用部分面積の考え方については、P１５参考４「協力金算定時の面積の考え方」 

も参照してください。 

 

 

～算定方法～ 

 

①の方法により算定してください。 

 ①自己利用部分面積（生活必需物資販売部分やテナント等を除く）に関する算定 

 

 

     自己利用部分面積１，０００㎡を１単位とし、１単位未満を切捨てとします。ただし、 

自己利用部分面積の合計が１，０００㎡未満（ただし０㎡は除く）の場合は、１，０００㎡

（１単位）とみなします。 

     

     （例）自己利用部分面積が以下の場合 

              ８００㎡＝１単位（１，０００㎡とみなす） 

            １，２００㎡＝１単位（単位未満切捨て） 

            ２，５００㎡＝２単位（単位未満切捨て） 

 

  ※「自己利用部分面積」は、大規模集客施設運営事業者自らが一般消費者向け事 

１，０００㎡（１単位）毎に２０万円×時短率(※1)×時短日数 
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業の用に直接供している部分であり、営業時間短縮要請に応じて営業時間短縮を

行っている部分の面積（P１５参考４「協力金算定時の面積の考え方」参照） 

 

なお、特定の事業者は②、③、④の方法で算定した額を追加することができます。 

（①が該当しない場合でも、要件に合致すれば②、③、④の申請は可能です。） 

②テナント事業者（※2）等の管理把握に関する算定 

 

 

運営する施設内に、テナント事業者として協力金の交付対象となる店舗及び特定

百貨店店舗が、合わせて１０以上存在する場合に該当します。テナント事業者として

協力金の支給対象となる店舗とは、下記の全てを満たす店舗をいいます。 

 

（特定百貨店店舗には条件はありませんので、全ての店舗数を算定してください。） 

・対外的に周知している通常時の営業時間が２０時を超えていること。 

・入居する対象大規模集客施設が営業時間短縮の要請に応じたことにより、２０時までの営業時間短縮

となったこと。 

・飲食店以外の事業を営むもの。ただし飲食店であっても、 テイクアウト専門店、キッチンカー（対象大

規模集客施設との契約に基づき、継続的に事業を営むものに限る）等は対象となる。 

③特定百貨店店舗数に関する算定 

 

 

     運営する施設内に１以上の特定百貨店店舗が存在する場合に該当します。 

 

④映画館を運営する事業者に関する算定 

    

 

 

 

対象施設である映画館の運営事業者が該当します。 

【注】映画配給会社については、「宮崎県大規模集客施設等時短要請協力金【テナント等事業者等用】

＜申請の手引き＞」を参照してください。 

      ※映画館運営事業者が映画配給会社と調整の上で、映画配給会社向け協力金分 

（「テナント事業者等用申請の手引き」P２参照）を併せて申請することも可能です。 

その場合は、上記算定式で算出した額の 2 倍の額を申請してください（その後、 

      映画館運営事業者が各配給会社に分配することとなります）。 

 

（テナント店舗（※3）数＋特定百貨店店舗（※4）数）×２千円×時短率×時短日数 

 

特定百貨店店舗数×２万円×時短率×時短日数 

 

時短営業要請に応じた常設スクリーン数×２万円×（時短営業要請に応じたことに

より上映できないこととなった映画の回数÷時短営業の期間中に本来上映する予

定であった映画の回数）×時短日数 
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※1 時短率 

営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間÷本来の営業時間 

営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間とは、時短を要請する時間帯（２０時から翌日５時）ま 

での間において短縮した時間をいう 

 

※2 テナント事業者 

     契約に基づき、大規模集客施設の区画を賃借し、分譲を受けて、自己の名義等で出店し、大規模集客 

施設を利用する一般消費者向けに、大規模集客施設の運営者に対して一定の自律性をもって店舗を運 

営する事業者 

 

   ※3 テナント店舗 

      テナント事業者が運営する店舗 

 

※4 特定百貨店店舗 

当該店舗の売上が当該百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店

等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律

性をもって事業を営んでいる店舗 

 

～計算例～ 

 

①大規模集客施設 運営事業者Ａ 
 a.本来の営業時間：１０時～２４時（１４時間） 

 b.短縮した時間 ：２０時～２４時（４時間） 

 c.自己利用部分面積：２，５００㎡（２単位） 

 d.協力金交付対象テナント数＊：１０店舗 

 e.特定百貨店店舗：５店舗 

 f.時短日数：１８日 

 単位数 単価 時短率 時短

日数 

計 
(円未満切り上げ) 

① 自己利用部分面積に

関する算定(c) 

２ ２００,０００円 ２/７ １８ ２,０５７,１４３ 

②テナント事業者等の管

理把握に関する算定（ｄ

+e） 

１５ ２,０００円 ２/７ １８ １５４，２８６ 

③特定百貨店店舗数に関

する算定（e） 

５ ２０,０００円 ２/７ １８ ５１４,２８６ 

① ～③合計 2,725,715 円    → 千円未満切上げ → 2,726,000 円 

４/１４=２/７（時短率） 

１０+５=１５（管理把握算定店舗） 
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      ＊時短要請の対象外店舗（通常夜 8 時までに閉店、又は、生活必需物資販売店等）であり、 

時短営業を実施しなかった店舗や、施設運営事業者からの要請に応じず協力金の 

対象外となる店舗は、ｄから除きます。 

②大規模集客施設 運営事業者Ｂ（映画館運営事業者） 

   a.本来の営業時間：１０時～２４時（１４時間） 

 b.短縮した時間 ：２１時～２４時（３時間） 

 c.自己利用部分面積：１，０００㎡（１単位） 

 d.常設スクリーン数：５ 

 e.本来の上映回数：３０回 

 f.上映できなくなった回数：５回 

 g.時短日数：１８日 

 単位数 単価 時短率 

（※） 

時短

日数 

計 
(円未満切り上げ) 

①自己利用部分面積に関する

算定（c） 

１ ２００,０００円 ３/１４ １８ ７７１,４２９ 

②映画館を運営する事業者

に関する算定（d） 

５ ２０,０００円 1/６ １８ ３００,０００ 

① ～②合計 1,071,429 円   → 千円未満切上げ → 1,072,000 円 

     (※)②映画館を運営する事業者に関する算定においては、時短率を「上映できなくなった回数／本来の上映 

回数」としている。 

 

 ２．申請要件 

 

協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす事業者等（以下「申請者」という。）とします。 

※要件確認用の簡易フローチャート（「参考２」（P１２））も参照してください。\ 

※大規模集客施設運営事業者とテナント事業者等の両要件とも該当する場合は、どちらか

一方の申請の手引きに基づき申請してください。 

 

１ 対象区域（宮崎市）に立地する大規模集客施設（建築物の床面積が１，０００㎡を超え、

多数の者が利用する施設）の運営により収益を得る事業を行う者であって、当該施設の

営業時間短縮等を決定する権限を有する者。 

※建築物の床面積の算定については、「参考３」（P１３）を参照してください。  

 

２ 通常（営業時間短縮開始前）の営業終了時刻が２０時（映画館及び不特定多数に向けて

集客する単発のイベントに関しては２１時）を超えており、そのことが対外的に広く周知さ

れていること。 

 

３ 時短要請の全期間（令和３年９月１３日から９月３０日まで）営業時間短縮に全面的に協

力（※）したこと。 

３/１４（時短率） 

１/６（時短率） 
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※「全面的に協力」とは、上記要請期間中の全ての日において、営業時間の短縮にご協 

力いただくことをいいます。営業時間の短縮とは、２０時（映画館及び不特定多数に向け 

て集客する単発のイベントに関しては２１時）から翌日午前５時まで営業を行わないこと 

をいいます。 

なお、営業時間の短縮に替えて、終日休業していただく場合や、営業時間の短縮と休 

業を組み合わせて実施していただく場合も対象となります。 

 

  

４ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。 

  ※業種別ガイドラインはこちらを参照ください。 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210406 

 

５ コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金、月次支援金、「ARTS for the 

future！コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業」、県内事業者緊急

支援金、宮崎県飲食関連事業者等支援金、飲食業等に係る感染症対策休業要請等協力

金のいずれかについて、期間を重複して受給した事業者でないこと。 

 

６ 暴力団排除条例（平成２３年宮崎県条例第１８号）に規定する暴力団、暴力団員等又は

暴力団関係者に該当しないこと。 

 

 ３．申請手続等 

 

（１） 問い合わせ先 

宮崎県福祉保健課 大規模集客施設等時短要請協力金コールセンター 

電話番号 ： ０９８５－４４－２７９１ 

受付時間 ： 平日の９：００～１７：００ 

 

（２） 申請書類 

     下記の書類全てを準備し、提出してください。（※詳細は P８～１０別表１を参照） 

     なお、大規模集客施設運営事業者に出店するテナント事業者等が、「テナント事業者

等用申請の手引き」に基づき申請書を提出する際、大規模集客施設運営事業者が、テ

ナント事業者等分もとりまとめて提出することも可能です。 

また、映画館運営事業者が映画配給会社と調整の上で、映画配給会社分を加算して

申請する場合は、下記書類と併せて、申出書【参考様式】を追加して提出してください。

（この場合、映画配給会社からの個別申請はできませんのでご注意ください） 

 

※必要に応じて追加書類の提出および説明を求めることがあります。 

※申請書類の返却はいたしません。 

１ 宮崎県大規模集客施設等時短要請協力金 ２ 大規模集客施設情報記入シート 
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交付申請書兼請求書（第１号様式） （第１号様式別紙①） 

３ 大規模集客施設の面積が確認できる

書類（第１号様式別紙②） 

４ 誓約書（第２号様式） 

５ 提出書類チェックシート ６ 本来の営業時間が分かる書類の写しまたは

写真（告知文や大規模集客施設のホームペ

ージなど） 

７ 営業時間短縮を実施したことが確認で

きる書類 

８ 大規模集客施設のテナント店舗及び特定百

貨店店舗一覧表【該当者のみ】 

９ 大規模集客施設の外観及び内観写真

（カラー） 

１０ 映画館の上映回数を記した書類 

【該当者のみ】 

１１ 登記事項証明書の写し（個人事業主

の場合は、本人確認書類の写し） 

１２ 通帳の写し 

 

(３) 本協力金の申請受付期間および申請方法 

① 申請受付期間 

令和３年１０月５日（火）から同年１１月５日（金）まで（消印有効） 

② 申請方法 

申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。 

※持参による申請は、感染防止の観点から原則として受け付けておりません。 

 

 

 

 

 

(４) 交付 

  申請書が届いた後、所要の審査を行い、要件が確認でき次第、宮崎県から御指定の

口座に振り込みます(通常、3 週間から 1 か月かかります。)。支払決定や支払日等の通

知は行いません。入金されましたら、通帳に「ミヤケンフクシホケン」と表示されますので

ご確認ください。 

また、審査の結果、協力金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、その旨の通知

を発送いたします。 

 

 

 ４．その他留意事項 

 

（１） 申請要件に該当しない事実や申請書類等に不正等が疑われる場合は、対象店舗の

営業時間短縮の取組みに係る実施状況や対象店舗の運営状況に関する検査を実施し、

又は報告を求めることがあります。 

（２） 協力金の交付後、交付要件に該当しない事実や申請書類に不正が発覚した場合等

＜宛先＞ 〒８８０－８５０１   宮崎県福祉保健課 大規模集客施設時短要請協力金係 

※切手を貼り付けのうえ、必ず、裏面に差出人の住所および氏名をご記載ください。 

※必ず、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。 
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は、交付決定を取り消すとともに、協力金の返金を求めます。 

（３） 申請内容に不正が発覚するなど知事が必要と認めた場合、事業者名、対象施設など

の情報を公表することがあります。 

【別表１】 

１ 宮崎県大規模集客施設等時短要請協力金交付申請書兼請求書（第１号様式） 

２ 大規模集客施設情報記入シート（第１号様式別紙①） 

※複数の対象施設を有する場合は、すべての施設分の記載が必要です。 

３ 大規模集客施設の面積が確認できる書類（第１号様式別紙②） 

 

参考資料として以下を添付してください。 

 ①建築物の総床面積が１，０００㎡を超えていることが確認できる書類の写し 

（例）登記事項証明書の写し、最新の建築確認申請書の写し、大規模小売店舗立地法上の届

出の写しなど 

②協力金の対象として申請する面積（自己利用部分面積）を確認できる書類。 

→面積を把握できる公的資料等が望ましいが、そうしたものがない場合、該当部分を色塗り

した平面図及び全体フロアマップ（施設内の位置関係を把握するもの）などで該当部分の

面積を示してください。 

４ 誓約書（第２号様式） 

 

申請者が法人の場合は、記名押印（代表者の印）又は代表者本人が自署してください。 

申請者が個人の場合は、申請者本人が自署してください。 

 

５ 提出書類チェックシート 

 

提出前にすべての書類についてチェックし、チェックシートにチェックを入れて添付してくださ

い。 

 

６ 本来の営業時間が分かる書類の写し又は写真 

（告知文や大規模集客施設のホームページなど） 

   

営業時間短縮前から通常の営業時間を対外的に広く周知しているものを添付してください。 

（例）営業時間が記載された看板の写真、告知文、ホームページの印刷など 

  ※通常の営業時間とは、時短要請期間以前の営業時間のことです。 

 

７ 営業時間短縮を実施したことが確認できる書類 

 

営業時間短縮を実施したことを対外的に広く周知しているものを添付してください。 

（例）宮崎県ホームページに掲載している時短ポスターの掲示写真、告知文、ホームページ

の印刷など 
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８ 大規模集客施設のテナント店舗及び特定百貨店店舗一覧表【該当者のみ】 

 

本要領Ｐ3「交付額」の「②テナント事業者の把握管理等に関する算定」、「③特定百貨店店舗

数に関する算定」にて申請する場合のみ提出してください。 

 

９ 大規模集客施設の外観及び内観写真（カラー） 

 

 以下のすべてが判別できるものを添付ください。 

  ①施設全体（施設名を含む外観） 

  ②営業時間短縮を実施した自己利用部分面積（自己の直営店舗、催事広場等） 

 

１０ 映画館の上映回数を記した書類【該当者のみ】 

 

本要領Ｐ３「交付額」の「④映画館を運営する事業者に関する算定」にて申請する場合のみ提

出してください。 
 

参考資料として以下を添付してください。 

 スクリーンごとに下記の内容を確認できる書類（パンフレット等又は任意様式） 

 ・２１時までの営業時間短縮により上映できなくなった映画の回数 

 ・営業時間短縮の期間中、本来上映する予定であった映画の回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例：任意様式】 

 

A B C D E
予定上映回数 5 5 5 5 5 25
　うち時短営業で上映できなくなった回数 1 1 1 1 1 5

A B C D E
予定上映回数 5 5 5 5 5 25
　うち時短営業で上映できなくなった回数 1 1 1 1 1 5

A B C D E
予定上映回数 5 5 5 5 5 25
　うち時短営業で上映できなくなった回数 1 1 1 1 1 5

（・・・以下同様）

A B C D E
予定上映回数 85 85 85 85 85 425
　うち時短営業で上映できなくなった回数 17 17 17 17 17 85

計

8月27日～9月12日（17日）
常設スクリーン

計

計

計

常設スクリーン
8月27日

8月28日
常設スクリーン

8月29日
常設スクリーン

※日ごとに常設スクリーン数や予定上映回数・時短営業で上映できなくなった回数等が異なる場合の記載

方法やそれに伴う協力金算定例を、Q&A に掲載していますので参照ください。 
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１１ 登記事項証明書の写し（個人事業主の場合は、本人確認書類の写し） 

 

法人の場合は、現在の会社情報が記載されている登記事項証明書の写しを提出してくださ

い。 

個人事業主の場合は、代表者本人の運転免許証等を提出してください。 

※運転免許証がない場合は、パスポートや健康保険証等の写しでも申請可能ですが、必ず、

現住所が確認できる書類を併せて提出してください。 

 

１２ 通帳の写し 

 

振込先口座の通帳のオモテ面、通帳を開いた１・２ページ目（カナ名義がわかるもの）の両方

の写し 

 ※必ず、以下の全ての項目が確認できる部分の写しを添付してください。 

①金融機関名 

②支店名 

③口座番号 

④口座名義人（漢字、フリガナ） 
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施設の類型 施設の種類 施設例

劇場等※ 劇場、観覧場、映画館、演芸場 など

集会場等※１ 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール など

ホテル等※１ ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

運動施設※１
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング
場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、
屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 など

博物館等 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など

運動施設 スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ など

遊技場 麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター など

遊興施設
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、
勝馬投票販売所、場外車券売場 など

物品販売業を営む店舗
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店 など
（※２ 生活必需物資を除く）

サービス業を営む店舗
ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業など
（※２ 生活必需サービスを除く）

※１大規模集客施設等時短要請協力金については対象外です。

※２スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド、葬祭場、図書館、ネットカフェ、漫画喫茶、理容店、美容店

　　質屋、貸衣装屋、クリーニング店などは、時短要請の対象外です。

　　また、銭湯（スーパー銭湯含む）については、公衆衛生上の生活必需サービスとして、対象外です。

　　一般的な感染防止対策の徹底と、入場者の整理誘導等の実施に御協力ください。

時短要請対象施設（1,000㎡を超える施設）

イベント関連施
設等

イベントを開催
する場合がある
施設

参加者が自由に
移動でき、入場
整理等が推奨さ

れる施設

参考１ 
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宮崎県大規模集客施設等時短要請協力金
要件確認用フローチャート（大規模集客施設運営事業者版）

対象施設は、宮崎市内にありますか？

はい
いいえ

協力金
対象外

協力金の対象となる可能性があります。

※詳細は、「申請の手引き」を参照してください。

申請者が運営する（営業時間短縮等を決定する権限を有す
る）施設は、営業時間短縮要請の対象施設（※）であり、
かつ建物の総床面積が１千㎡を超えていますか？
（※）参考１を御確認ください。 いいえ

はい

業種別ガイドライン（※）を遵守して、感染防止対策を講
じていますか？
（※）内閣官房 新型コロナウイルス感染症
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210406

このチャートは簡易的な要件確認用と
なりますので、「申請の手引き」でも
必ずご確認ください。

対象施設の２０時まで（映画館は２１時まで）の時短営業
に全面的に協力いただきましたか？（令和３年９月１３日
から９月３０日までのすべての期間、または、令和３年８
月２７日［遅くとも８月３０日］から９月３０日までのす
べての期間）

はい

いいえ

いいえ

はい

参考２ 



13 

 

 

参考３ 
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参考４ 


