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第２回テナント賃料支援金 
【申請のご案内】 

【支援金の額】 

1 店舗
．．

・事業所
．．．

あたり最大３０万円 
※1 ヶ月１０万円×3 ヶ月（８月・９月・１０月分） 

【受付期間】 

令和３年１０月２５日（月） から 

令和４年１月３１日（月）15:00 まで 

【申請方法】 

 ・オンライン https://www.yokkaichi-tenant.com 
        ※オンラインによる申請は 11 月 1 日～となります。 

・郵   送 令和４年１月３１日（月）（当日消印有効） 

        ※申請書などの様式は、上記ホームページからダウンロード

してください。 

【郵送先】 

 〒510-8５01 三重県四日市市諏訪町２番５号 

 四日市商工会議所３階 テナント賃料支援金事務局 宛て 

  

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から持参による提出は一切受け付け 

いたしません。 

※料金が不足する場合は受け付けいたしません。  

※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下さい。 

【お問い合わせ先】 

※窓口では申請等の相談は行っておりませんので、お電話でお問合せ下さい。 

四日市商工会議所３階 テナント賃料支援金事務局 

電話番号 ０５９-３５０-２５３０ 

受付時間 ９時 ３0 分～１２時００分、１３時００分～1７時００分 

      （月～金・土日祝日除く） 

令和 3年 10月 25日版 

https://www.yokkaichi-tenant.com/
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※必ずお読みください※ 

 

１ 支援金の支給決定後、虚偽又は支給要件に該当しない事実等が

判明した場合は、支援金の支給決定を取り消します。支援金を振

込済みの場合、申請者は、支援金を全額返還することとなりま

す。 

 

２ 支援金支給事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて

申請者の営業実態等について、検査又は説明を求めることがあり

ます。 

 

３ 提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者（又は問合せ

担当者）へ追加の書類提出を求める通知を行います。必要書類が

提出されない場合等、申請内容の不備又は不足が、四日市商工会

議所の指定する期間内に解消しなかった時は、申請者が支援金の

支給を受けることを辞退したものとみなし、不支給の決定を行い

ます。 

 

４ 支援金の虚偽申請や不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給

等が判明した場合、直ちに申請者名等を警察へ通報します。 
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１ テナント賃料支援金について 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している中小事業者

や個人事業者の賃料等固定費の一部について、支援を行うことにより、事業

の継続を下支えする制度です。 

 

 

２ 支援金の対象となる方 

  以下の要件を満たす中小企業、小規模事業者、個人事業者。 

（１）市内で事業を行っていること。 

（２）申請時点で営業実態があること。 

（３）市内の店舗等で賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること。 

（４）新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年２月～令和 3 年９月

の事業収入が、1 ヶ月で前年または前々年同月比 50％以上減少してい

る、又は連続する 3 ヶ月の合計で前年または前々年同期比 30％以上減

少していること。 

（５）令和３年８月 1 日時点で次のいずれかに該当すること（法人の場合）。 

業 種 資本金 従業員 

製造業・建設業・運送業・その他 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

医療を主たる事業とする法人  ――― ３００人以下 

上記業種のうち、以下の業種の資本金・従業員の要件は以下の通りです。 

①ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下 

②ソフトウェア業 ３億円以下 ３００人以下 

③情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下 

④旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下 

 

注１：ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業

ならびに工業用ベルト製造業を除きます。 

注２：企業規模は、資本金か従業員数のどちらか一方に該当していれば対象と

なります。 

注３：組合は、構成員の２/３以上が上記に該当していれば対象となります。 

注４：農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人等も対象です。 

注５：従業員数は、常時使用している従業員を指します。
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※法人、個人事業者が以下に該当する場合、支給の対象になりません。 

■法人税法別表第 1 に規定する公共法人 

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関

連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者 

 ■四日市市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関

係者 

 ■政治団体 

 ■宗教上の組織・団体 

■その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でない者 

  

※賃貸借契約が以下に該当する場合、支給の対象になりません。 

 ■転貸を目的としたもの 

 ■賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物であるもの 

  賃貸人が賃借人の代表取締役である場合や、賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有してい

る場合など、会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合 

■賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内であるもの 

 

令和２年１０月以降に創業した場合や、令和２年２月から９月までの間に設

立した法人であって令和２年９月以前の事業収入がない場合などであっても、

支援金の対象となる場合があります。 

詳しくはテナント賃料支援金事務局までお問い合わせください。 

 

３ 対象経費 

  令和 3 年８月分・９月分・１０月分の固定費で以下のもの。 

（１）市内にある店舗等の賃料（地代も含む） 

（２）共益費・管理費 

※上記以外の経費についても、契約書において、賃料と区分されておらず、

賃料として一括計上されている場合には、支援額の算定の基礎に含むこと

があります。 

 

４ 支援金額 

  1 店舗・事業所ごとに対象経費の 1/2、上限月額 10 万円 

 

 （例）市内に A 店（賃料 10 万円）、B 店（賃料 14 万円）、C 店（賃料 22

万円）がある場合 

     A 店分 10 万円 × 1/2 ＝ ５万円 

     B 店分 14 万円 × 1/2 ＝ 7 万円 

     C 店分 22 万円 × 1/2 ＝11 万円 → 上限 10 万円 

     5 万円 ＋ 7 万円 ＋ 10 万円 ＝ 22 万円 

     22 万円 × ３か月分 ＝ 66 万円 
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５ 申請手続の方法 

（１）オンライン申請 

   テナント賃料支援金専用ホームページ 

（https://www.yokkaichi-tenant.com/）からご申請ください。 

 

（２）郵送申請 

  四日市商工会議所へ必要書類を郵送してください。 

   

  郵送先 

〒510-8５01 

三重県四日市市諏訪町２番５号 

   四日市商工会議所３階 テナント賃料支援金事務局 宛て 

 

  ※申請書類は（１）のテナント賃料支援金ホームページからダウンロードし

て下さい。 

  ※申請書の郵送を希望される場合は、210 円切手を貼り付けた返信用封筒

（角形２号サイズ）を封筒に入れ、「申請書請求」と記入の上、上記の申請

書提出先まで郵送してください。（応援支援金の申請書も必要な方はその旨

を記載し、２５０円切手を貼って下さい） 

  ※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は１月２１日（金）ま

でとします。 

  ※返信用封筒の料金が不足する場合、返送できませんのでご注意ください。 

 

６ 申請期間 

 オンライン：令和３年１１月１日（月）～ 

令和４年１月３１日（月）15:00 まで 

 郵   送：令和３年１０月２５日（月）～ 

令和４年１月３１日（月）（当日消印有効） 
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７ お手続きの流れ 

  固定費の支払い完了後、支援金交付を申請してください。 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ①まず、各月の固定費を賃貸人へ通常通りお支払いください。 

 ②支払いが終了してから、商工会議所へ申請手続きを行ってください。 

   ※申請・請求は以下のどちらかの方法で行ってください。 

   ・1 ヶ月ごとに固定費の支払い完了後、申請・請求 

   ・3 ヶ月すべての固定費の支払い完了後、一括払いで申請・請求 

   ※申請に必要な書類（p7 以降）で規程する申請書類及び添付書類につい

て、必要な書類全てを提出してください。 

   ※郵送で申請する場合は、提出書類のサイズを A4 サイズに統一し、提出

書類チェックシートの順に並べて提出してください。 

   ※申請書類等の返却はいたしません。 

③支援金の額を確定し、申請者名義の預貯金口座に振り込みます。 

 （不備・不足等がなければ、内容確認後２週間程度を目途に振り込む予定です。） 

 

８ 書類等の保存 

 本申請にかかる書類一式（写し）については、事業完了後５年間は保管してく

ださい。（オンライン申請者は除く） 

 

９ 審査 

 必要書類に不足がないか、支給要件に該当しているか等を審査します。 

提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者（又は問合せ担当者）へ追加の

書類提出を求める通知を行います。（郵送申請者は書面、オンライン申請者はメー

ル）また、必要があれば申請書類等に関して説明を求めることがあります。 

 

１０ 支給・不支給の決定及び給付金の支給について 

支援金の支給・不支給を決定し、給付者には 2 週間を目途に順次支援金を振り

込みます。また、給付者には振込完了後に、不支給者には審査完了後に支給・不

支給の通知を行います。（郵送申請者は書面、オンライン申請者はメール） 

賃貸人 賃借人 

(申請者) 

商工会議所 

③支援金振込 

②申請 

①固定費の支払 
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 申請に必要な書類一覧 チェック 

１ テナント賃料支援金申請書【様式１－１】 ☐ 

2 

対象経費の金額が分かる書類（領収書・振込明細書等の写し） 

令和３年８月、９月、１０月分の賃料等を支払った事実を確認できること 

 

※賃貸者名と振込先名義が異なる場合は、事務局までご連絡ください。 

☐ 

3 

賃貸借契約について確認できる書類（賃貸借契約書等の写し、公正証書も可） 

※① 

賃貸人の氏名と押印、賃借人の氏名と押印、対象となる物件の所在地、契

約期間、賃料等の額が分かるページを提出してください。 

 

※次のア～エに該当する場合は、【様式３】を加えて添付してください。 

ア．契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合 

イ．契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合 

ウ．契約書等の契約期間に申請日が含まれていない場合 

エ．契約書等が存在しない場合 

☐ 

4 

令和３年２月～令和３年９月までの事業収入が１か月で前年同月比または

前々年同月比 50％以上減少している、又は連続する３か月の合計で前年同期

比または前々年同期比 30％以上減少していることが分かる書類 

 

（法人の場合） 

  (1)事業年度の直前又は二年度前の事業年度の「確定申告書別表一の控

え」（※１）及び「法人事業概況説明書の控え」 

  (2)今年度の確定申告の基礎となる書類（売上台帳等） 

 

（個人の場合） 

  (1)前年度又は前々年度の「確定申告書第一表の控え」（※１） 

  (2)前年度又は前々年度の「各月の事業収入等が記入された所得税青色

申告決算書」の控え 

  (3)今年度の確定申告の基礎となる書類（売上台帳等） 

  ※１ 収受日付印が押されていること。ｅ－Ｔａｘによる申告の場合は、受信

通知を添付すること。 

 

☐ 

5 

発行後３ヶ月以内の法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（法人の場合） 

※インターネットの登記情報提供サービスで取得した書面は証明書ではありませ

んので認められません。 
☐ 



8 

 

6 

本人確認ができる以下の書類の写し（個人の場合） 

 (1)運転免許証（両面）、（返納している場合は運転経歴証明書） 

 (2)個人番号カード（表面のみ） 

 (3)写真付きの住民基本台帳カード（表面のみ） 

 (4)在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書（在留資格特別永

住者のみ）※（両面） 

 (5)身体障碍者手帳、療育手帳又は精神障碍者保健福祉手帳（全ページ、カ

ードの場合は両面） 

 (6)(1)～(5)の書類を保有していない場合、住民票とパスポート（顔写真掲

載ページ）、又は住民票と各種健康保険証 

 

7 誓約書【様式１－２】 ☐ 

8 

四日市市の完納証明書（令和３年１０月２５日以降に取得したもの） 

  ※個人事業の場合は代表者、法人の場合は法人のもの 

※四日市市市民税課で発行可（有料） 

  ※市税の徴収猶予を受けている方は、そのことがわかる資料 

  ※市外の個人、法人の方も四日市市の完納証明書を取得してください。 

   

完納証明書のお問合せ：四日市市 市民税課 

四日市市諏訪町 1番 5号（本庁舎 2F） 

電話番号 059-354-8132 

 

☐ 

9 

支援金振込先通帳の写し（申請者名と振込先名義が同一のもの）※② 

 (1)通帳の表紙 

(2)通帳を開いた 1ページ目  

※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるページ 

 ※電子通帳など紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面のコピーを提出してく

ださい。 

☐ 

 

※①前回のテナント賃料支援金（令和３年２月１５日～５月３１日受付）申請

者の方で賃貸借契約（賃貸人の氏名、賃借人の氏名、対象となる物件の所

在地、契約期間、賃料）に変更がなく、８月、９月、１０月分家賃の支払

額にも変更がない場合は、添付を省略できます。 

 

※②前回のテナント賃料支援金（令和３年２月１５日～５月３１日受付）申請

者の方で振込先に変更がない場合は、添付を省略できます。 

 


