
｜申請受付期間

酒類販売事業者支援給付金

10月分

電子申請の手順

｜神奈川県ホームページ

2021年11月10日（水）～2022年２月28日（月）

「酒類販売事業者支援給付金（10月分）」

酒類販売事業者支援給付金（10月分） 検索



１．県のホームページにアクセスします

１

県のホームページ内の「酒類販売事業者支援給付金（10月分）」
のページにアクセスします。
「申請方法」の項目の「電子申請はこちら」ボタンをクリックすると、
県の電子申請システム「e-KANAGAWA」のページに移動します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



２．電子申請システムにアクセスします その１

２

「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックします。

※ 利用者登録は必須ではありません。
利用者登録をした場合、今後本サービスを利用して別の手続きをする際に、登録した情報を
利用できるため、入力が簡素化されます。

※ ４～６月分または7～9月分の申請で利用者登録をしていただいた方は、利用者IDとパスワード
を入力してログインしていただいてもかまいません。
ログイン後、手続き内容や利用規約をご確認いただき、規約に「同意する」ボタンをクリックしてくだ
さい。その後の手順については５ページ以降をご覧ください。

酒類販売事業者支援給付金（10月分）の受付

2021年11月10日９時00分～



２．電子申請システムにアクセスします その２

３

手続き内容や利用規約をご確認いただき、同意いただける
場合は、「同意する」をクリックします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

酒類販売事業者支援給付金（10月分）の受付



２．電子申請システムにアクセスします その３

4

連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」をクリックします。
入力していただいたメールアドレスあてにメールが自動送信され
ますので、そちらに記載のURLより申込フォームにアクセスして
ください。

酒類販売事業者支援給付金（10月分）の受付



５

4～6月分または7～9月分の酒類販売事業者支援給付金を
受給された方は簡易申請が可能です！

４～６月分または7～9月分の本県の酒類販売事業者支援給付金を受給された方は、申請

書の記入項目や、提出書類の一部を省略することができます（簡易申請）。

簡易申請が可能かどうか、下記の図によりご確認をお願いします。

４～６月分または7～9月分の本県の酒類販売事業者支援給付金を受給した。

通常申請を
行ってください。

１2ページをご覧ください。

４～６月分または７～９月分で申請した申請者情報
（日中連絡先を除く）に変更がない。

簡易申請が可能です。

次ページをご覧ください。

４～６月分または７～９月分で提出した書類※ に変更が
ない。

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

※４～６月分または7～9月分で提出した書類とは以下の書類を指します。
・振込先の通帳等の写し
・（酒類販売業者）酒類販売業免許の通知書の写しまたは酒類販売管理者の選任（解任）の

届出書の写し(所管税務署の収受印付)
(酒類製造業者） 酒類製造免許の通知書の写しまたは当該免許を有していることがわかる
証明書の写し(所管税務署発行のもの）

・（法人の場合のみ）履歴事項全部証明書の写し
・(個人事業者の場合のみ）本人確認書類
・2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての事業年度の確定申

告書の写し

３．簡易申請の対象者は？



４．申請フォームに申請内容を入力します（簡易申請 その１）

６

申請フォーム 入力例
※通常申請の方は12ページ以降をご覧ください。

❷ 法人番号

13桁の法人番号を入力してくだ
さい。

❶ ４～６月分または7～9
月分の給付金受給の有無

４～６月分または7～9月分の
本県の酒類販売事業者支援給
付金を受給した方で、要件にあ
てはまる場合（５ページ参照）は
「受給した（簡易申請）」を選択し
てください。入力項目が自動的
に省略されます。
あてはまらない場合は「受給し
た（通常申請）」、受給していな
い場合は「受給していない」を
選択してください。（12ページ
以降をご覧ください。）

❸ 日中連絡先

日中連絡が取れる方の情報を入
力してください。

❹ 月次支援金の受給

国の月次支援金を受給した場合
は、受給した月にチェックを入れ
るとともに、各月の申請IDを入
力してください。

簡易申請
（法人の場合）

～～～～～～～～～～～～～～～～

❶

❸

❹

❷



４．申請フォームに申請内容を入力します（簡易申請 その２）

7

❼ 給付金振込先口座情報

〇振込先
・通帳等に記載されているとおり正確に入力してください。
・口座名義人は、法人の場合は申請する法人名義、個人事業者の場合は代表者本人の名義
に限ります。

〇金融機関名等
・金融機関コードは「金融機関コード(「申請の手引き」23ページ）」をご確認下さい。
・ゆうちょ銀行の場合、通帳等に記載の記号・番号は支店コード・口座番号とは異なります。
ゆうちょ銀行のホームページ又はお近くのゆうちょ銀行でご確認下さい。

〇口座名義人
・預金通帳等の表紙を１ページめくった中表紙の見開きのカナ口座名義人をそのまま転記
して下さい。

申請フォーム 入力例

❼

全申請共通
（法人の場合）



４．申請フォームに申請内容を入力します（簡易申請 その３）

8

❻ 時短要請対象飲食店と
の直接取引がある事業者

対象措置の影響を受けた主な
飲食店を入力してください。
「主な理由」欄は該当する項目
すべてをチェックしてください。

❽❾ 時短要請対象飲食店
との直接・間接の取引がな
い場合
(要件1-1、1-2 時短要請対象飲食店等
との取引に該当する場合は記載不要)

外出・移動自粛要請等による
影響を具体的に入力してくだ
さい。

❼時短要請対象飲食店との
間接取引がある事業者

時短対象飲食店と直接取引が
ない場合は、酒類を納入する
事業者名を入力してください。
「主な理由」欄は該当する項目
すべてをチェックしてください。

❾

続きは
１8ページ以降をご覧ください。

入力後、ページ下部にある
「確認へ進む」をクリックして
ください。

❺ 売上減少要因
主な売上減少要因として考え
られるものを少なくとも１つ選
択してください（複数選択可）。

➏
～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～
❽

簡易申請
（法人の場合）

申請フォーム 入力例
※通常申請の方は12ページ以降をご覧ください。

❼



４．申請フォームに申請内容を入力します（簡易申請 その4）

9

簡易申請
（個人事業者等の場合）

申請フォーム 入力例
※通常申請の方は15ページ以降をご覧ください。

❶

❷

❸

❹

❷ 生年月日

西暦で入力してください。

❸日中連絡先

日中連絡が取れる方の情報を記
入してください。

❹ 月次支援金の受給

国の月次支援金を受給した場合
は、受給した月にチェックを入れ
るとともに、各月の申請IDを入
力してください。

❶ ４～６月分または7～9
月分の給付金受給の有無

４～６月分または7～9月分の
本県の酒類販売事業者支援給
付金を受給した方で、要件にあ
てはまる場合（５ページ参照）は
「受給した（簡易申請）」を選択し
てください。入力項目が自動的
に省略されます。
あてはまらない場合は「受給し
た（通常申請）」、受給していな
い場合は「受給していない」を
選択してください。（15ページ
以降をご覧ください。）

～～～～～～～～～～～～～～～～



４．申請フォームに申請内容を入力します（簡易申請 その5）

10

❼ 給付金振込先口座情報

〇振込先
・通帳等に記載されているとおり正確に入力してください。
・口座名義人は、法人の場合は申請する法人名義、個人事業者の場合は代表者本人の名義
に限ります。

〇金融機関名等
・金融機関コードは「金融機関コード(「申請の手引き」23ページ）」をご確認下さい。
・ゆうちょ銀行の場合、通帳等に記載の記号・番号は支店コード・口座番号とは異なります。
ゆうちょ銀行のホームページ又はお近くのゆうちょ銀行でご確認下さい。

〇口座名義人
・預金通帳等の表紙を１ページめくった中表紙の見開きのカナ口座名義人をそのまま転記
して下さい。

申請フォーム 入力例

❼

全申請共通
（個人の場合）



４．申請フォームに申請内容を入力します（簡易申請 その6）

11

❻ 時短要請対象飲食店と
の直接取引がある事業者

対象措置の影響を受けた主な
飲食店を入力してください。
「主な理由」欄は該当する項目
すべてをチェックしてください。

❽❾ 時短要請対象飲食店
との直接・間接の取引がな
い場合
(要件1-1、1-2 時短要請対象飲食店等
との取引に該当する場合は記載不要)

外出・移動自粛要請等による
影響を具体的に入力してくだ
さい。

❼ 時短要請対象飲食店と
の間接取引がある事業者

時短要請対象飲食店と直接取
引がない場合は、酒類を納入
する事業者名を入力してくだ
さい。「主な理由」欄は該当す
る項目すべてをチェックしてく
ださい。

続きは
１8ページ以降をご覧ください。

入力後、ページ下部にある
「確認へ進む」をクリックして
ください。

❺ 売上減少要因
主な売上減少要因として考え
られるものを少なくとも１つ選
択してください（複数選択可）。

❻
～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～
❽

簡易申請
（個人事業者等の場合）

申請フォーム 入力例
※通常申請の方は15ページ以降をご覧ください。

❼

❾



４．申請フォームに申請内容を入力します （通常申請 その１）

12

申請フォーム 入力例

通常申請
（法人の場合）

～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～

❹ 法人番号

13桁の法人番号を入力してくだ
さい。

❸ 免許年月日

酒類製造・販売免許通知書の年
月日を入力してください。

❺ 日中連絡先

日中連絡が取れる方の情報を入
力してください。

❷ 酒類製造・販売所在地

税務署に申請した製造・販売所

在地の住所を入力してください。

❶ ４～6月分または7～9月
分の給付金受給の有無

４～６月分または7～9月分の
本県の酒類販売事業者支援給
付金を受給した方で、簡易申請
の要件にあてはまらない場合は
「受給した（通常申請）」、受給し
ていない場合は「受給していな
い」を選択してください。

❶

❸

❹

➎

❷

❻

❻ 月次支援金の受給

国の月次支援金を受給した場合
は、受給した月にチェックを入れ
るとともに、各月の申請IDを入
力してください。



４．申請フォームに申請内容を入力します（通常申請 その２）

13

❼ 給付金振込先口座情報

〇振込先
・通帳等に記載されているとおり正確に入力してください。
・口座名義人は、法人の場合は申請する法人名義、個人事業者の場合は代表者本人の名義
に限ります。

〇金融機関名等
・金融機関コードは「金融機関コード(「申請の手引き」23ページ）」をご確認下さい。
・ゆうちょ銀行の場合、通帳等に記載の記号・番号は支店コード・口座番号とは異なります。
ゆうちょ銀行のホームページ又はお近くのゆうちょ銀行でご確認下さい。

〇口座名義人
・預金通帳等の表紙を１ページめくった中表紙の見開きのカナ口座名義人をそのまま転記
して下さい。

申請フォーム 入力例

❼

通常申請
（法人の場合）



４．申請フォームに申請内容を入力します（通常申請 その３）

14

❾ 時短要請対象飲食店と
の直接取引がある事業者

対象措置の影響を受けた主な
飲食店を入力して下さい。
「主な理由」欄は該当する項目
すべてをチェックしてください。

⓫⓬ 時短要請対象飲食店
との直接・間接の取引がな
い場合
(要件1-1、1-2 時短要請対象飲食店等
との取引に該当する場合は記載不要)

外出・移動自粛要請等による
影響を具体的に入力してくだ
さい。

❿ 時短要請対象飲食店と
の間接取引がある事業者

時短要請対象飲食店と直接取
引がない場合は、酒類を納入
する事業者名を入力して下さ
い。「主な理由」欄は該当する
項目すべてをチェックしてくだ
さい。

⓬

⓫

続きは
１8ページ以降をご覧ください。

入力後、ページ下部にある
「確認へ進む」をクリックして
ください。

申請フォーム 入力例

❽ 売上減少要因
主な売上減少要因として考え
られるものを少なくとも１つ選
択してください（複数選択可）。

❽

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

❾

通常申請
（法人の場合）

❿



４．申請フォームに申請内容を入力します（通常申請 その４）

15

申請フォーム 入力例

❹ 生年月日

西暦で入力してください。

❸ 免許年月日

酒類製造・販売免許通知書の年
月日を入力してください。

❺ 日中連絡先

日中連絡が取れる電話番号を入
力してください。

❷ 酒類製造・販売所在地

税務署に申請した製造・販売所

在地の住所を入力してください。

通常申請
（個人事業者等の場合）

～～～～～～～～～～～～～～～～～

❶

❷

❸

❹

➎

❶ ４～６月分または7～9月
分の給付金受給の有無

４～６月分または7～9月分の
本県の酒類販売事業者支援給
付金を受給した方で、簡易申請
の要件にあてはまらない場合
（５ページ参照）は「受給した（通
常申請）」、受給していない場合
は「受給していない」を選択して
ください。

❻

❻ 月次支援金の受給

国の月次支援金を受給した場合
は、受給した月にチェックを入れ
るとともに、各月の申請IDを入
力してください。



４．申請フォームに申請内容を入力します（通常申請 その５）

16

❼ 給付金振込先口座情報

〇振込先
・通帳等に記載されているとおり正確に入力してください。
・口座名義人は、法人の場合は申請する法人名義、個人事業者の場合は代表者本人の名義
に限ります。

〇金融機関名等
・金融機関コードは「金融機関コード（23ページ）」をご確認ください。
・ゆうちょ銀行の場合、通帳等に記載の記号・番号は支店コード・口座番号とは異なります。
ゆうちょ銀行のホームページ又はお近くのゆうちょ銀行でご確認ください。

〇口座名義人
・預金通帳等の表紙を１ページめくった中表紙の見開きのカナ口座名義人をそのまま転記
してください。

申請フォーム 入力例

❼

通常申請
（個人事業者等の場合）



４．申請フォームに申請内容を入力します（通常申請 その６）

17

❾ 時短要請対象飲食店と
の直接取引がある事業者

対象措置の影響を受けた主な
飲食店を入力してください。
「主な理由」欄は該当する項目
すべてをチェックしてください。

⓫⓬ 時短要請対象飲食店
との直接・間接の取引がな
い場合
(要件1-1、1-2 時短要請対象飲食店等
との取引に該当する場合は記載不要)

外出・移動自粛要請等による
影響を具体的に入力してくだ
さい。

❿ 時短要請対象飲食店と
の間接取引がある事業者

時短要請対象飲食店と直接取
引がない場合は、酒類を納入
する事業者名を入力してくだ
さい。
「主な理由」欄は該当する項目
すべてをチェックしてください。

❽

⓫

続きは
１8ページ以降をご覧ください。

入力後、ページ下部にある
「確認へ進む」をクリックして
ください。

申請フォーム 入力例

❽ 売上減少要因
主な売上減少要因として考え
られるものを少なくとも１つ選
択してください（複数選択可）。

⓬

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～

❾

通常申請
（個人事業者等の場合）

❿



５．申込みを確定させます
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申込内容に誤りがないか確認し、申込みをします。
申込完了画面に表示される「整理番号」及び「パスワード」は必ず記録
しておいてください。（ご登録いただいたメールアドレスあてにメール
が自動送信されますので、そちらでご確認いただくことも可能です。）

（注意）
提出書類の「給付計算書」の右上、「整理番号」欄に必ず電子申請で付与され
た整理番号をご記入ください。

※この段階では、まだ申請は完了していません。
必ず次頁以降に記載の必要書類を2022年2月28日（月）
（当日消印有効）までにご提出ください。

酒類販売事業者支援給付金（10月分）の受付

＜給付計算書＞

123456789

aAbBcCdDeE



１

給付申請書兼宣誓・同意書４ページ「計算書」
※ 必ず右上に電子申請時に取得した整理番号及び

氏名等必要事項を記入して提出してください。
※ ４ページの「計算書」のみ提出してください。紙の

申請書の１～３枚目（申請者情報や要件１を記入する
ページ）の提出は不要です。

２

2021年対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等

２か月連続で売上減少率が15%以上で申請される方は、２か月分の売上台帳
を必ず提出してください。
（10月分の申請→9月と10月の売上台帳）

・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。
・対象月の月間事業収入であること及び対象月の月間事業収入の合計額であることが明記さ
れている資料を添付してください。

・酒類部門のみでなく、全ての事業収入を記載してください。

３

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に
含む全ての事業年度の確定申告書の写し ※該当者のみ

※ ４～６月分あるいは7～9月分申請申請の際に提出した確定申告書
に今回申請する対象月同月が含まれていない方のみご提出をお願
いいたします。

（法人の場合）
確定申告書別表一の控、法人事業概況説明書の控

（個人事業者の場合）
【青色申告を行っている場合】

確定申告書第一表の控、所得税青色申告決算書の控
【白色申告を行っている場合】

確定申告書第一表の控
※ 確定申告書別表一及び第一表の控には、収受日付印が押印（税務署において e-Tax に

より申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。なお、 e-
Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知
（メール詳細）」を添付することが必要です。

４ 月次支援金の給付通知書の写し 国の月次支援金を受給した場合のみ

６．電子申請後に必要な提出書類は？ （簡易申請）
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簡易申請の場合

提出書類一覧

申請いただいた内容の確認に使用しますので、下記の書類は必ずご提出を
お願いいたします。ご提出がない場合、給付金のお支払いはできかねます。
各書類の詳細な説明は、県ホームページに掲載している「申請の手引き」も
あわせてご覧下さい。

※通常申請の場合は20ページ以降をご覧ください。



６．電子申請後に必要な提出書類は？（通常申請 その１）
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提出書類一覧

１

給付申請書兼宣誓・同意書４ページ「計算書」
※ 必ず右上に電子申請時に取得した整理番号を記入

して提出してください。
※ 4ページの「計算書」のみ提出してください。

紙の申請書の１～３枚目（申請者情報や要件１を
記入するページ）の提出は不要です。

２

振込先の通帳等の写し
「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、

「口座名義人（フリガナ）」がわかること

（法人）法人名義の振込口座の通帳の写し

（個人事業者）代表者本人名義の振込先口座の通帳の写し

※ 委任等による申請会社名義以外及び本人名義以外

の口座への振込は対応不可。

※  預金通帳の場合、表紙を１ページめくった中表紙の見開き

インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ

３

(酒類販売事業者）
酒類販売業免許の通知書の写しまたは酒類販売管理者の選任（解任）の
届出書の写し(所管税務署の収受印付)

(酒類製造業者）
酒類製造免許の通知書の写しまたは当該免許を有していることがわかる
証明書の写し(所管税務署発行のもの）

４ 履歴事項全部証明書の写し 法人のみ
提出時から３か月以内に発行されたものをご提出ください。

５

本人確認書面 個人事業者等のみ
運転免許証、保険証等の写し（住所等が裏面記載の
場合は裏面を含む）
マイナンバーカードを提出される場合は表面のみ
提出してください。

「申請の手引き」
８ページ

申請いただいた内容の確認に使用しますので、下記の書類は必ずご提出を
お願いいたします。ご提出がない場合、給付金のお支払いはできかねます。
各書類の詳細な説明は、県ホームページに掲載している「申請の手引き」も
あわせてご覧下さい。

＜計算書＞

通常申請の場合



６．電子申請後に必要な提出書類は？(通常申請 その２）
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６

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に
含む全ての事業年度の確定申告書の写し
（法人の場合）

確定申告書別表一の控、法人事業概況説明書の控

（個人事業者の場合）
【青色申告を行っている場合】

確定申告書第一表の控、所得税青色決算書の控

【白色申告を行っている場合】
確定申告書第一表の控

※ 確定申告書別表一又は第一表の控には、収受日付印が押印（税務署において e-Tax 
により申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字）されていることが必要です。なお、
e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知
（メール詳細）」を添付する ことが必要です。

７

2021年対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等

２カ月連続で売上減少率が15%以上で申請される方は、２カ月分の売上台帳を必ず
提出してください。
（10月分の申請→9月と10月の売上台帳）

・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。
・対象月の月間事業収入であること及び対象月の月間事業収入の合計額が明記されている
資料を添付してください。
・酒類部門のみでなく、全ての事業収入を記載してください。

８ 月次支援金の給付通知書の写し 国の月次支援金を受給した場合のみ

「申請の手引き」
13～15ページ

「申請の手引き」
16ページ

＜提出書類郵送先＞
〒231-0021

横浜市中区日本大通７ 日本大通7ビル２階
神奈川県酒類販売事業者支援給付金事務局 宛

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、持参による提出書類の受付はいたしません。

恐れ入りますが、提出書類は、郵便でお送り下さい。なお、県は郵便事故における責任は負いかねるとともに、
郵送物の到達確認の問合せには対応しかねますので、到達状況の確認ができる簡易書留やレターパックなど
でお送りいただくことを推奨します。

ご提出前に必ず「７．よくある書類の不備」（次ページ）をご確認ください。



９．よくある書類の不備
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給付申請書兼宣誓・同意書（４ページ目「計算書」）

申請内容や書類に不備がある場合は、不備補正をお願いするため、審査に時間を要します。

申請前に必ず下記を参考に、申請内容や提出書類が適切かどうかをご確認下さい。

「計算書」の事業収入欄に記載された額と、確定申告や売上台帳等に記載されている事業収入の

額が一致していない。

→ご提出いただいた確定申告書や売上台帳等に記載された事業収入と計算書に記載する事業収

入の額を一致させてください。

※ただし、会計処理上の理由や新型コロナウイルス感染症対策として受給した給付金等を除外した

ことなどにより一致させることができない場合を除きます。

※一致しない場合、追加の書類提出などをお願いすることがございます。

2021年対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等

→2021年の確定申告の基礎となり、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をご提出ください。

フォーマットの指定はありません。経理ソフト等から

抽出した売上台帳等や、エクセルで作成したもの、

手書きのものなどでも構いません。

日付 内容 数量 金額

10月1日 ビール 100 20,000
10月2日 焼酎 15 22,500
10月3日 ビール 150 30,000

10月29日 ビール 100 20,000
10月30日 ビール 150 30,000
10月31日 焼酎 15 22,500

600,000合計

売上台帳
2021年10月分

・月間事業収入（売上台帳等）の合計額のみ記載されていて、詳細がわからない。

・月間事業収入（売上台帳等）が酒類部門のみとなっている（事業収入全体となっていない）。

・基準月の月間事業収入は税抜きであるが対象月の月間事業収入（売上台帳等）が税込みで

記載されている（税込み、税抜きが揃っていない）。

・月間事業収入（売上台帳等）の合計金額が明記されていない。

→税務署の収受印が押印されているか

どうか確認してください。

また、e-Taxの場合は、受付日時及び

受付番号が印字されていること、印字

されていない場合は、受信通知（メール

詳細）を同封していることを確認して

ください。

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての事業年度の
確定申告書の写し

確定申告書に税務署の収受印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び

受付番号の印字）がない。

e-Taxによる申告で、受付日時及び受付番号が印字されていない場合に、「受信通知（メール

詳細）」が提出されていない。


