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岡山県時短要請協力金（第９期）のよくある質問                            
 

このＦＡＱ（よくある質問）における措置区域は、次のとおりです。 

措 置 区 域：岡山県全域 

 

＜申請について＞ 

 

 

（答）第９期の受付は、要請期間終了後速やかに開始することを想定しています。（ただ

し、時短要請期間延長等の場合は、受付期間を変更する場合があります。） 

   申請書類等の詳細は準備が整い次第、ホームページ等で公表予定です。申請は、電

子申請（準備中のため別途ＨＰでお知らせ）又は郵送で受付します。 

   また、申請に係る負担を軽減できるように、過去に第１期等の支給決定を受けてい

る方は、一部書類の省略も可能としています。 

   （なお、第９期については、早期支給はありません。） 

 

 

 

（答）申請書類に不備等がない場合、受付完了後１か月程度での支給を見込んでおりま

す。受付期間の締め切り間際は申請が集中し、審査に時間を要する可能性があります

ので、早めの申請をお願いします。 

   （なお、第９期については、早期支給はありません。） 

 

 

 

（答）複数店舗を持っていたとしても、店舗ごとでなく、事業者が一度にまとめて申請し

ていただきます。 

 

 

＜申請主体について＞ 

 

 

（答）要件を満たせば対象となります。事業者の本社所在地は支給要件に含まれていませ

ん。 

 

 

 

（答）要件を満たせば対象となります。事業者の規模は給付要件に含まれていません。 

 

 

問２ 申請後、どの程度の期間で協力金が支給されるのか。 

問１ 協力金の申請期間、申請方法はどうか。 

問３ 複数の店舗で時短営業を行った場合、申請は店舗ごとに行う必要があるのか。 

問５ 大企業も協力金の対象となるのか。 

問４ 対象地域外に本社がある企業は協力金の対象となるのか。 
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（答）以前の要請に協力いただけなかった飲食店等が、今回の要請に協力いただいている

場合は、支給要件を満たしていれば支給対象となります。以前の要請に協力いただい

たことは支給要件に含まれていません。 

 

 

 

 

 

（答）食品衛生法の営業許可を取得している飲食店等を運営するなど、要件を満たせば協

力金の支給対象となります。 

 

 

＜期間について＞ 

 

 

 

（答）全期間について時短営業をした場合に限り協力金の対象となるため、途中で営業時

間短縮を止めた場合には、協力金は支給されません。 

 

 

＜対象施設について＞ 

 

 

 

（答）食品衛生法の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）による改正前の食品

衛生法第５２条（改正後にあっては第５５条）に定める営業の許可を取得している飲

食店又は喫茶店が、次に示す要請に協力いただいた場合に協力金の対象になります。 

【認証店の場合】 

・通常２１時を超え営業している店舗の営業時間を５時～２１時に短縮（休業す

る場合を含む）し、酒類の提供は１１時～２０時に短縮する場合 

・通常２０時を超え営業している店舗の営業時間を５時～２０時に短縮（休業す

る場合を含む）し、酒類を提供（持ち込みを含む）しない場合 

【認証店以外の場合】 

・通常２０時を超え営業している店舗の営業時間を５時～２０時に短縮（休業す

る場合を含む）し、酒類を提供（持ち込みを含む）しない場合 

 

 

 

問７ 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

金の支給対象となるのか。 

問８ 全期間について時短要請への協力が必要なのか。途中で協力をやめた場合はど

うなるのか。 

問６ 今回の要請から協力する場合でも、協力金の支給対象となるのか。 

問９ どういった施設が協力金の対象となるのか。 
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（答）令和３年１０月以降に、実際に開店し、お客様に対し飲食（テイクアウトや宿泊者

への提供は対象外）の提供を行ったか、または行おうとしたことを確認します。 

   そのため、原則として、令和３年１０月以降、要請日前日までの期間において、飲

食の提供による売上が存在したことを示す書類（売上台帳やレジの記録など）により

確認します。 

   また、売上が存在しない場合は、飲食の提供を行おうとしたことを確認するため、

食材の仕入れに係る請求書等の写しにより確認します。 

   なお、継続的な営業活動であるため、複数日（例：任意の１月分又は１週間分）で

の営業が確認できる書類が必要となります。 

 

 

 

 

 

（答）イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは協力金の対象となり

ません。 

 

 

 

（答）フードコート内の飲食店が営業時間短縮にご協力いただいた場合は対象となりま

す。 

   なお、フードコートの飲食スペース全体の時間短縮が困難な場合でも、ご協力いた

だいた個別店舗は対象となりますが、可能な限り飲食スペース全体が要請内容にご協

力いただけるよう働き掛けをお願いします。 

 

 

 

 

 

（答）人々が集まった飲食につながらないテイクアウトや宅配は要請の対象外です。    

 

 

 

 

 

（答）イートインは要請の対象となります。一方、人々が集まった飲食につながらないテ

イクアウトや宅配は要請の対象外です。テイクアウトや宅配に係る売上高は、協力金

算定に使用する売上高には含まれません。 

問 11 フードコート内の飲食店は協力金の対象となるのか。 

問 12 テイクアウト形式の飲食店（例：たい焼き屋）だが、要請の対象となるのか。 

問 10 イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、協力金の対象

となるのか。 

問 13 飲食店で、イートインとテイクアウトの両方を行っているが、どう対応すべき

か。 

問 9-1 令和３年１０月以降の継続的な営業活動は、どうやって確認するのか。 
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（答）専用の飲食スペースがない場合は、要請の対象外となります。ただし、簡易なテー

ブル、椅子であっても、お客様が入る飲食スペースを恒常的に確保していれば要請対

象となり、協力金の支給対象となります。 

 

 

 

 

（答）複数店舗全てが対象となります。 

 

 

 

（答）措置区域内の飲食店営業許可を受けているカラオケボックスは、要請に協力した場

合に、協力金の支給対象となります。 

なお、飲食店営業許可を受けていないカラオケボックスやカラオケ店は、要請対

象施設に該当しないため、第９期の協力金の対象になりません。 

 

 

 

 

 

（答）下記の要請に応じていただいた場合、協力金を支給いたします。 

【認証店の場合】 

・通常２１時を超え営業している店舗の営業時間を５時～２１時に短縮（休業す

る場合を含む）し、酒類の提供は１１時～２０時に短縮する場合 

・通常２０時を超え営業している店舗の営業時間を５時～２０時に短縮（休業す

る場合を含む）し、酒類を提供（持ち込みを含む）しない場合 

【認証店以外の場合】 

・通常２０時を超え営業している店舗の営業時間を５時～２０時に短縮（休業す

る場合を含む）し、酒類を提供（持ち込みを含む）しない場合 

に、協力金の対象になります。 

 

ただし、協力金算定に使用する飲食部門の売上高からは、宿泊者の飲食代を除き

ます。 

 

 

 

 

 

問 15 対象施設を複数店舗有している場合は、複数店舗全てに支給されるのか。 

問 16 カラオケボックスは、第９期協力金の支給対象となるのか。 

問 14 キッチンカーや屋台などは要請の対象となるのか。 

問17 旅館を経営しているが、飲食店の営業許可を受け、宿泊者ではない一般客を対

象に、宴会場を会場にして、酒類を提供しているが、どうすればいいのか。 
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＜時短の態様について＞ 

 

 

 

（答）第９期の協力金は、元々の営業時間が５時～２０時までの場合、認証店・認証店以

外を問わず、時短要請の対象外となります。 

   そのため、元々の営業時間が２０時までの店舗が休業した場合でも、協力金の対象

にはなりません。 

 

 

 

 

 

（答）第９期の協力金は、元々の営業時間（通常営業時間）が５時～２０時までの場合、

認証店・認証店以外を問わず、時短要請の対象外となり、協力金の支給対象ではあり

ません。 

   ただし、令和３年１０月以降に、予約等による超過営業（２０時を超えた店内飲

食）の状況が、売上高などのわかる客観的な書類により、継続的な営業活動として認

められる場合は、協力金の支給対象となることがあります。 

 

 

 

（答）要請に協力いただいた場合は、定休日も対象となります。 

 

 

 

 

 

（答）時短営業とは、２０時（又は２１時）には閉店し、お客様がいない状態にあること

をいいます。そのため、２０時（又は２１時）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。 

 

 

 

 

 

 

（答）要請期間中の全期間について時短営業した場合に限り協力金の対象となるため、短

縮できなかった日が１日でもある場合は、協力金は支給されません。 

（第９期については、猶予期間を設けていません。） 

問 18 元々の営業時間が２０時までの店舗は、第９期協力金では支給対象になるの

か。 

問 19 要請期間中に定休日が含まれるが、協力金の支給対象となるのか。 

問 20 ２０時（又は２１時）までの時短営業とは、具体的にどういった状態か。どう

対応したらよいのか。 

問 21 要請期間中、営業時間を短縮できずに２０時（又は２１時）以降も営業した日

がある場合、協力金はどのように支給されるのか。また、猶予期間はないのか。 

問 18-1 元々の営業時間（通常営業時間）は１９時までの店舗であるが、予約があっ

たときのみ、２０時を超えて営業することもある営業形態である。この場合、第

９期協力金では支給対象になるのか。 
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（答）感染拡大防止の観点から可能な限り全店舗における時短営業へのご協力をお願いし

ます。しかし、やむを得ず協力していただけなかった店舗がある場合には、対象店舗

毎に、全期間、要請内容に応じていただいたかどうかで判断します。この例の場合

は、Ａ店舗のみ支給対象となります。 

 

 

 

 

（答）終日酒類の提供を行わなかったとしても、時短への協力がない限り、協力金の支給

対象になりません。（認証店であるか否かにかかわらず） 

 

 

 

 

 

（答）今回の要請内容には、カラオケ利用の自粛は含まれていません。 

そのため、カラオケ利用は可能ですが、業種別ガイドラインの遵守等、感染症対策

を行った上で提供するようにお願いいたします。 

 

 

＜支給金額の算定について＞ 

 

 

（答）対象になる店舗単位の飲食部門の売上高（税抜）を用います。申請いただく店舗ご

とに１日当たりの売上高（税抜）を算出いただきます。 

 

 

 

（答）飲食部門の売上高に、テイクアウト、デリバリー等要請の対象外となる売上高が

含まれる場合は、それらを除外してください。 

支給後にテイクアウト、デリバリー等の売上高が含まれていることが判明した場

合は、協力金の一部を返納いただきます。 

   ※返納にあたって、不明な点があればコールセンター（086-226-7005）にお問い合

わせください。 

 

問 25 １日当たりの売上高は全事業所の売上高を用いるのか。 

問 22 要請対象となる複数の店舗を持っている。Ａ店は要請期間の全期間で営業時間

の短縮を行ったが、Ｂ店はやむを得ず営業時間の短縮に協力ができなかった。こ

の場合、協力金はどう支給されるのか。全店舗で要請に協力しないと受け取れな

いのか。 

問 23 営業時間の短縮を伴わず、酒類の提供を行わないことにのみ協力した場合、協

力金の支給対象になるか。 

問 26 飲食部門の売上高に、テイクアウト、デリバリーの売上高も入れてよいか。 

問 24 今回の要請にはカラオケ利用について触れていないが、カラオケは利用できる

のか。 
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（答）自主的な感染防止のための取組を進めるため、関係団体等により、業種ごとに策定

されたガイドラインです。自身の業種に沿ったガイドラインの遵守をお願いします。

ガイドラインの一覧は、内閣官房のＨＰをご覧ください。 

 【飲食店関係のガイドラインの例】 

  ・「外食業の事業継続のためのガイドライン」 

  ・「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 

  ・「オーセンティックバーにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」 

 

 

 

 

（答）税務署から協力金は課税の対象になると聞いています。詳細については税務署にご

確認ください。 

   新型コロナウイルス感染症の影響をふまえて、国や地方公共団体から支給される給

付金、助成金などは、支援の対象者や目的などにより、課税対象となるかが異なりま

す。詳しくは、国税庁ホームページ掲載の「国税における新型コロナウイルス感染症

拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するＦＡＱ」をご確

認ください。 

 

 

 

 

（答）協力金の支給完了後に、ホームページに店舗の屋号等を公表いたします。 

 

  

問 28 協力金は課税の対象となるのか。 

問 29 協力金が支給された店舗は公表するのか。 

問 27 業種別ガイドラインとは何か。どこで確認できるのか。 
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（答）飲食店の営業許可を有し、宿泊者でない一般客が利用する施設は、今回の飲食店等

に対する要請の対象となります。 

   ただし、協力金算定に使用する飲食部門の売上高からは、宿泊者の飲食代を除きま

す。 

 

 

 

 

（答）・宿泊者に対して提供するルームサービスは要請の対象外です。 

・宿泊者のみが利用する宿泊施設内のレストラン等で、宿泊者へ飲食（酒類を含

む）を提供する場合は要請の対象外です。 

 

 

 

 

 

 

（答）・一般客の利用については、営業時間短縮及び酒類提供停止（認証店は20時まで提

供することを選択することも可能）の要請の対象となります。 

・宿泊者に対する飲食（酒類は含まない）の提供については、宿泊サービスの一

つとして必要であることから営業時間短縮の要請の対象外ですが、一般客との混

乱を避けるため、できるだけ20時まで（認証店は21時までを選択することも可

能）に終えるよう努めてください。なお。酒類の提供については、宿泊者も含め

て停止（認証店は20時まで提供することを選択することも可能）してください。 

 

 

 

 

 

 

（答）・宿泊施設内のレストラン等において、一般客の利用時間を全部休止する場合や、

利用時間を区切って一部を休止する場合は、一般客の利用ができない間は、要請

の対象外となるため、その間は、宿泊施設内のレストラン等での宿泊者への酒類

の提供ができます。 

   ・なお、この場合、一般客の利用する営業時間の短縮となり、この短縮が要請内容

を満たす場合は、協力金の支給対象となります。 

 

問 30 旅館・ホテル内の食事処、居酒屋、カラオケ喫茶、ラウンジなど外部の方の利

用が可能な施設の扱いはどうなるのか。 

問 32 一般客も利用するホテル・旅館内のレストラン等は、営業時間短縮等の要請の

対象となるのか？ 

問 31 ホテル・旅館が宿泊者に対して提供する飲食やルームサービスは、営業時間短

縮等の要請の対象となるのか？ 

問 33 宿泊施設内のレストラン等において、一般客の利用時間を全部休止する場合

や、利用時間を区切って一部を休止する場合、酒類の提供や協力金はどうなる

のか。 
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＜岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業における認証店＞ 

 

 

（答）認証店は、１１時～２０時に限り、酒類を提供できます。 

ただし、酒類を提供しながら協力金の対象となるには、通常の営業時間が５時～

２１時を超える店舗が２１時までの時短をする場合のみとなります。 

 

 

 

 

（答）２０時まで時短（又は休業）し、かつ、酒類の提供を終日行わなければ、協力金の

支給対象となります。（認証店・認証店以外とも） 

 

 

 

 

 

（答）５時～２０時（又は２１時）を超えていないため、協力金の支給対象外です。 

なお、酒類の提供については１１時～２０時とされているため、認証店であっても

５時～１１時の営業時間中に提供することはできません。 

 

 

 

 

（答）原則として、当初に選択した協力の内容を継続してください。なお、１日でも２１

時までの時短や酒類の提供（１１時～２０時まで）を行った場合は、協力金は全期間

にわたって１日あたり２．５万円～７．５万円となります。（詳しくはホームページ

の資料をご覧ください。） 

 

 

 

 

 

（答）1/27～2/20までの協力内容について、2/21以降の期間、別の要請内容に変更するこ

とは可能です。ただし、変更した内容は、要請期間中、継続するようお願いします。 

   協力金は第８期（1/27～2/20）と第９期（2/21以降）で別々になるため、それぞれ

の期間において、協力内容に応じた金額を支給することになります。 

 

 

 

問 34 認証店では要請期間中、酒類を提供できるのか。 

問 35 時短前の通常の営業時間が 20:30 閉店の場合は、どうなるのか。 

問 36 時短前の通常の営業時間が５時～１１時の店舗は協力金の支給対象となるの

か。 

問 37 認証店が要請期間の中途で協力内容を変えたらどうなるのか。 

問 38 まん延防止等重点措置が延長されたが、このタイミングで認証店は協力する要

請内容を変更できるのか。 
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（答）認証を受けた際に選択した協力の内容によっては、１日あたりの協力金の額が異な

る場合があります。（詳しくはホームページの資料をご覧ください。） 

   なお、通常の営業時間が５時から２０時超２１時までの店舗については、認証後、

通常の営業時間に戻すことや酒類の提供も１１時～２０時まで可能です。ただし、こ

れらの場合は協力金の対象外となるので、ご注意ください。 

 

 

 

（答）担当事務局から送付される認証通知書に記載されている日付となります。 

   詳しくは、岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業事務局（086-222-5611）へお

問い合わせください。 

 

 

 

（答）認証店用の貼り紙は全部で４種類あります。認証店として認められた時に、協力す

る要請内容を変更する場合は、既存の貼り紙を残しながら、該当する貼り紙を貼り足

してください。（当初の協力がいつから始まったのかがわからなくなるため） 

 なお、協力する要請内容を変更しない場合は、既存の貼り紙をそのまま使用しても

問題はありません。 

例：２１時までの時短（酒類の提供は１１時～２０時まで）に変更する場合は、

認証店用の貼り紙Ｂを使用 

 

  （注）認証店用の貼り紙は全部で４種類あります。 

 

 

 

（答）協力金の支給対象外となります。 

 

 

＜その他＞ 

 

 

（答）条件を満たせば併給は可能です。 

県の時短要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応

じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入した上で、事業復活支援金の給

付要件を満たす場合は給付対象となります（国の事業復活支援金QA参考）。 

詳しくは、事業復活支援金事務局相談窓口（電話0120-789-140）へお問い合わせ

ください。 

問 43 協力金と国の事業復活支援金はどちらも受給できるか。 

問 39 要請期間中に、認証店となった場合はどうなるのか 

問 42 要請期間中に、認証を取り消された場合はどうなるのか。 

問 40 第三者認証を申請中だが、認証店として認められる日はいつなのか。 

問 41 要請期間中に認証店として認められた場合、貼り紙はどうすればよいのか。 
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（答）岡山県が支給する全ての協力金には、協力要請推進枠交付金が財源の一部として充

てられています。また、協力金に対する協力要請推進枠交付金の財源充当率は、８割

となっています。 

  （例：１００万円の協力金の場合、８０万円が協力要請推進枠交付金となります。） 

 

 

 

 

 

（答）協力金（第９期）と県の飲食店等一時支援金（第３期）は、対象月（７～９月）が

異なることから、併給可能です。 

 

 

 

 

（答）協力金の額は、国の通知に基づき、賃料、販促費、水道光熱費、厨房器具、カラオ

ケ設備のリース料といった、売上高に占める平均的な飲食店の固定費負担（人件費除

く）をカバーできる水準を基礎に設定しております。 

 

 

 

 

（答）酒税法ではアルコール度数1.0％未満であれば酒類には含まれません。 

問 46 協力金の額はどのような考え方で設定しているのか。 

問 47 微アルコールは酒類に含まれるのか。 

問 45 協力金（第９期）と県の飲食店等一時支援金（第３期、対象月：７～９月）は

両方受給できるか。 

問 44 今回の協力金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、

協力要請推進枠交付金は充てられているのか。 


