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事業復活支援金とは 

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大

きな影響を受け（以下これらの影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」とい

う）、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等

に対して、2021 年 11 月から 2022 年 3 月までの期間（以下「対象期間」という）にお

ける影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般

に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。 

申請期間 

〇2022 年 1月 31日（月）～5 月 31 日（火） 

給付対象 

〇中小法人等 

資本金 10 億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人につい

ても対象となります。 

〇個人事業者等（事業所得） 

フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。 

〇個人事業者等（主たる収入を雑所得・給与所得） 

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

ている方等が対象となります。ただし、被扶養者の方は除きます。 

 

給付（上限）額 

給付額＝基準期間の売上髙―対象月の売上高×５ 

 

売上高減少率 

 

個人事業者 

法人 

年間売上高 

１億円以下 

年間売上高 

１億～５億円 

年間売上高 

５億円以上 

▲５０％以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円 

▲３０％以上 

５０％未満 
３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円 



4 

 

中小法人等の給付対象 

① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により

大きな影響を受けていること。 

 

② ①の影響を受け、自らの判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて 

50％以上又は 30％以上 50％未満減少していること。 

 

※ 中小法人については、上記に加え、以下の（１）～（３）のいずれの要件も満た

す必要があります。 

 

（１） 2022 年 1 月 1日時点において、次の①又は②のうちいずれかを満たす法人（国内に

本店又は主たる事務所を有する設立登記法人をいう。以下同じ）であること。ただ

し、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構

成員たる事業者の 3分の 2以上が個人又は次の①又は②のうちいずれかを満たす法

人であること。 

① 資本金の額又は出資の総額が 10億円未満であること。 

② 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の

数が 2,000 人以下であること。 

 

（２） 2019 年以前から事業を行っている者であって、基準期間をその期間内に含む事業年

度のうちいずれかの事業年度及び対象期間において、法人事業収入（売上）を得て

おり、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。 

 

（３） 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に

基準期間の同月と比較して、月間の法人事業収入が 30％以上減少した月が存在する

こと。 

 

 

 

 

 



5 

 

個人事業者等（事業所得）の給付対象 

① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により

大きな影響を受けていること。 

 

② ①の影響を受け、自らの判断のよらずに対象月の売上は基準期間の同月と比べて 50％

以上又は 30％以上 50％未満減していること。 

 

※ フリーランスを含む個人事業者については、上記に加え、以下の（１）、（２）の

いずれの要件も満たす必要があります。 

 

（１）2019 年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準期間をその

期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入（売上）

を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があるこ

と。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基

準期間の同月と比較して、月間の個人事業収入が 30％以上減少した月が存在するこ

と。 
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個人事業者等（主たる収入を雑所得・給与所得）の給付対象 

① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により

大きな影響を受けていること。 

 

② ①の影響を受け、自らの判断のよらずに対象月の売上は基準期間の同月と比べて 50％

以上又は 30％以上 50％未満減していること。 

 

※ 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した、フリーランスを含む個人事業者

については、上記に加え、以下の（１）～（３）のいずれの要件も満たす必要が

あります。 

 

（１） 2019 年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、2019 年及び

2020 年並びに基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間

において、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で、

税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるもの（以下「業務委託契約等

収入」という。）を主たる収入として得ており（個人確定申告書第一表における「収

入金額等」の「雑 業務」、「雑 その他」及び「給与」の欄に記載される収入金

額のうち、業務委託契約等収入であるもの（以下「年間業務委託契約等収入」と

いう）が、他のいずれの収入（個人確定申告書第一表における「収入金額等」及

び当該個人確定申告書第一表と同年分の個人確定申告書第三表における「収入金

額」のそれぞれの所得区分（税務上、譲渡所得又は一時所得として扱われるもの

を除く）の収入欄に記載される収入金額（ただし、それぞれの所得区分の収入欄

に記載される収入金額に業務委託契約等収入が含まれる場合には、当該業務委託

契約等収入を差し引いたもの）をいう）も下回らないことをいう）、今後も事業の

継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。 

 

（２） 新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に

基準期間の同月と比較して、月間の業務委託契約等収入が 30％以上減少した月が

存在すること。 

 

（３） 基準期間及び対象期間以降において、被雇用者又は被扶養者ではないこと。 
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中小法人等・個人事業者等 共通事項 

不給付要件 

下記の（1）から（7）までのいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。 

（１）事業復活支援金に関する給付通知を受け取った者 

（２）持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金に係る不正受給を行った者 

（３）国、法人税法別表第 1に規定する公共法人 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）に規 

定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者 

（５）政治団体 

（６）宗教上の組織又は団体 

（７）（1）~（6）に掲げる者のほか、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと

中小企業庁長官が判断する者 

 

基準月について 

対象期間 2021 年 11 月から 2022 年 3 月までの期間。 

基準期間 2018 年 11 月から 2019 年 3 月まで、2019 年 11 月から 2020 年 3 月まで又は 

2020 年 11月から 2021 年 3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの

期間。 

対 象 月 対象期間のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の業務委

託契約等収入が 30％以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月ま

での中から申請者が選択するひと月。 

基 準 月 基準期間の対象月と同じ月。 

 

 

 

 

 



8 

 

申請にあたり 

〇事前確認 

 事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。 

※過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金

の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。 

 

事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、

申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい

るか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録

した「登録確認機関」が TV 会議または対面で事前に確認します。 

なお、登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、帳簿書類の有無の確認を省略す

ることができ、また、電話で上記②③に関する質疑応答のみの事前確認とすることが可能

です。さらに登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上

減少の要因を把握している場合は上記②を省略することも可能です。 

 

〇申請方法 

 事業復活支援金ホームページからの「電子申請」を基本とします。 

  https://jigyou-fukkatsu.go.jp 
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〇必要書類 

１－１．本人確認書類 

下記のいずれか 

・マイナンバーカード（オモテ面のみ） 

・運転免許証（両面） 

・写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ） 

・在留カード 

・特別永住者証明書 

・外国人登録証明書 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・住民票及びパスポート 

・住民票及び各種健康保険証 

 

１－２．委任状（中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ） 

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委

任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。 

※委任内容、委任者、受任者が明確である限り書式は自由です。 

※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の

氏名の一致を確認させていただきます。 

 

 １－３．履歴事項全部証明書（中小法人等のみ） 

申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。 

※申請時から 3 ヶ月以内に発行されたものに限ります。 

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。 

※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書

類に記載の氏名が一致していることを確認ください。 

※履歴事項全部証明書は、法務局の HPからの申し込みにより、オンラインで

の請求が可能です。 

 

 

 

 

 

 



10 

 

２．確定申告書の控え 

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。 

（中小法人等の場合） 

2019 年 11月、2020 年 11 月、基準期間を含む全ての事業年度 

（個人事業者等の場合） 

2019 年、2020 年、基準期間を含む全ての年分。 

 

※2019 年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。 

※「基準期間」とは、2018 年 11 月から 2019 年３月まで、2019 年 11 月から 2020 

年３月まで又は 2020 年 11 月から 2021 年３月までの期間のうち、申請者が選

択するいずれかの期間を言います。 

 

３．帳簿書類（2018 年 11 月から対象月までの各月） 

2018 年 11月から対象月までの各月の帳簿書類（売上台帳、請求書、領収書等）を

ご準備ください。 

書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合におい

ては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機

関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能

とします。 

 

4．通帳（2018 年 11 月以降の全ての事業の取引を記録しているもの） 

2018 年 11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。 

登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等（※）との取引内容に 

ついて、通帳の入出金履歴（取引先名称、金額）と「３．帳簿書類（2018 年 11 月

から対象月までの各月）」における請求書又は領収書等を基に確認します。 

※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個

人事業者も含む。 

 

５．宣誓・同意書 

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」

をご準備ください。 

 ※「宣誓・同意書」はＨＰにてダウンロード可 
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注意事項 

・事業復活支援金の概要を簡易的にまとめたものです。 

・申請方法、必要書類は日々変化します。 

・申請の際にはお取引のある士業者、金融機関、商工会議所へのご相談を推奨します。 

・申請の手順、詳細、最新情報、不明点は必ず公式ＨＰをご確認ください。 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp 


