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閉鎖店舗運営補助金 
事前申請チェックリスト | 2021年 3月 11日 

閉鎖店舗運営補助金の開始に伴い、経済援助法で定められるとおり、助成金の要件と資格要件の立

証に指定の書類の提出が必要になります。 

開始に先立ち、SVOG 申請に必要な資料の収集と準備の支援を目的に、SBA は求められるであろう

証明書類の限定リストを以下に提示します。書類はすべて判読可能で署名と日付を含む証明書類で

あることが求められます。このリストはすべての必要書類を含むリストではなく、申請条件と順守

要件を満たすために追加の書類が必要になる場合があります。旧版からの変更/追加項目について

は、各項目の前に*マークとして印されています。 

SVOG の申請手順は現在調整中であり、このリストは今後さらに改良が加えられる予定です。詳細

の書類の説明については以下のリストを確認してください。プログラムの申請資格、定義などに関

する追加の情報は、ウェブサイトおよび SVOG のよくある質問を参照してください。 

すべての申請者向け 

背景文書 

 補助金の必要性についての陳述書 

 企業文書（事業認可書、存在証明書、組織証明書、国家 LLC 契約、基本定款、あるいは情報条

款などを含む） 

 事業の所有者あるいは組織の主担当者の政府発行の写真付き身分証明書（正面と背後） 

 役職名月の従業員のリストおよび雇用状況（常勤あるいは非常勤） 

 免税資格に関する書状（非営利組織のみに必要） 

金融証書 

 2019年度確定申告書 

 提出済みであれば 2020年度確定申告書 

 組織の主担当者により署名された 2019年度ならびに 2020年度の四半期所得計算書 

 *直近の財務諸表監査（2019年）あるいは（該当する場合）単一監査のコピー。または報告書が

提示されているウェブサイトのリンク先。（財務諸表監査については、2019年度の通常の事業

過程でこの書類を取得した事業により提出されたものに限ります。単一監査については、2019

年の連邦助成金から 75万ドル以上を消費した事業体により提出されたものに限ります。） 

 監査部門機関からの間接的原価率契約（該当する場合） 

 2020年 2月 29日を含む給与計算書 

標準書式 

 標準書式（SF）-424B – 非規範的プログラム保証（grants.gov にて書式が取得可能） 

 違法薬物の使用されない職場の証明書 

 SBA フォーム 1623、法的締め出し、差し止め、およびその他の責任事項に関する認定書  

 SBAフォーム 1711、対政府広報活動のロビー活動 & 開示に関する認定書  

http://www.sba.gov/svogrant
https://www.sba.gov/document/support-shuttered-venue-operators-grants-faq
https://www.grants.gov/forms/sf-424-family.html
https://www.sba.gov/document/sba-form--drug-free-workplace-certification
https://www.sba.gov/document/sba-form-1623-certification-regarding-debarment-suspension-and-other-responsibility-matters-primary-covered
https://www.sba.gov/document/sba-form-1711-certification-regarding-lobbying
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申請者固有の書類 

ライブ店舗の運営者あるいは元締め、舞台プロデューサー、あるいは舞台芸術

実演組織の運営者向け 

 *申請者が店舗の運営者である場合：間取り図（あるいはそれに相当する書類で、定義される上

演と聴衆スペースを立証するもの、あるいは上演店舗として屋外が使用される場合は平面図を

立証するもの） 

 *申請者が店舗の運営者である場合：店舗にスタジオ調整装置、拡声装置、照明の配置があるこ

とを証明する書類 

 *申請者が、運営しない店舗において舞台実演企画の推進あるいは制作を行なっている場

合： 2019年 1月 1日から 2020年 2月 29日までの期間に、申請者がライブ企画の推進、制

作、管理あるいは開催を行ったことのある店舗のリスト。  

 イベントの主題、上演時間、および価格または入場条件（印刷物やソーシャルメディアの投稿

を提示しても可）を示す宣伝材料の一覧表 

 切符売り場/発券業務場所に関する報告書で、上演日時、芸術家、チケットの値段、および

2020年 2月に行われたすべての上演で販売されたチケット総数を示すもの（店舗が運営されて

いたものの 2020年 2月に上演が行われなかった場合は、2019年 1月から 2020年 1月までの期

間で 1ヶ月間を選択した上で同様の報告書を提出します。） 

映画館の運営者向け 

 映写室が認識できる施設の間取り図。間取り図の代わりにフィルム映写システムの存在証明「お

よび」施設内の少なくとも 1か所の聴衆ホールを示す証拠写真を提示することも可能です。 

o 聴衆ホールの写真には、上映スクリーンと固定された聴衆席がはっきりと写されている

ことが求められます。 

 投影システムの証明の例として、業務委託契約、購入契約、あるいは投影機の提供者との契約

書、あるいはデジタル映画の証明書が許容される書類として該当します。 

 映画の主題や上映時間（印刷物やソーシャルメディアの投稿を提示しても可）を示す宣伝材料

の一覧表 

 切符売り場/発券業務場所に関する報告書で、上映日時、チケットの値段、および 2020年 2月

に行われたすべての上映で販売されたチケット総数を示すもの（2020年 2月に映画館が運営さ

れていたものの上映が行われなかった場合は、2019年 1月から 2020年 1月までの期間で 1か

月間を選択した上で同様の報告書を提出します。） 

美術館 

 間取り図（および上演場所として屋外が使用された場合はその平面図） 

 州あるいは地方自治体により発令された、新型コロナウイルス（COVID-19）に関する占有制限

について、占有の制限を証明するもの 

タレント代表者 

 代理業を行う芸能人名、使用される店舗、および出演契約交渉の証拠を示す契約合意書/コンサ

ルタント契約 
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 代理業を行なった個人あるいは俳優、および 2019年と 2020年に実演契約が行われた対象店舗

の一覧表（新型コロナウイルス（COVID-19）によりキャンセルとなった上演を含む） 

書類の説明 

背景文書 

補助金の必要性についての陳述書：法令で義務付けられており、以下を含めることが求められます。 

a. 現在の不安定な経済状況により、現行の有資格の個人あるいは事業の運営を支援する助成

金が必要であるということを示す誠実な証明。 

b. 現在運営されている事業体の場合、事業体は資金の受領後も運営が続くことを陳述する必

要があります。現在事業体が閉鎖されている場合、推定される再開日を示し事業再開の意

思があることを陳述する必要があります。 

c. すべての陳述には、事業体が2020年2月29日の段階で完全に運営されていたことの確証が求

められます。 

企業文書：事業認可書、存在証明書、組織証明書、国家 LLC 契約、基本定款、情報条款、あるいは提

携合意書などの項目。書類は提出の段階で有効ですべて必要な署名がなされている必要があります。 

政府発行の写真付き身分証明書：事業の所有者あるいは組織の主担当者の写真付き身分証明書のコ

ピー。許容される身分証明書として、州発行の運転免許証あるいは身分証明書、パスポート、パス

ポートカード、米軍あるいは米軍扶養家族 ID、米国永住者カードなどが該当します。 

従業員のリスト：2020年 2月 29日の段階で事業体で勤務していたすべての雇用者の完全な一覧表

（これは公式給与記録とは別の書類です）。各従業員の情報には以下が含まれている必要があり

ます： 

a. フルネーム（姓と名） 

b. 従業員の詳細：常勤、非常勤、人材派遣会社からの派遣員、雇用関係契約あるいは労働協

約、習熟作業者派遣組織合意書に準拠する共同雇用、給与の有無、給与計算簿に含まれて

いるかどうか、所有者、担当者、提携会社との共同雇用かどうか、など。従業員の一部は

複数の役職を負っている場合もあります。例えば：「Jane Smith - 所有者、給与あり、給与

計算簿に含まれいない、提携会社との共同雇用。」  

c. *各支払い期間ごとの従業員の勤務時間数。 

免税資格に関する書状：非営利組織に提出が求められます。当書類は「決定書」としても知られて

おり、事業体が IRS の基準を満たす慈善の非課税団体であることを裏付けるものです。 

金融証書 

2019年度確定申告書：2019年のいずれの期間でも運営されていた事業体であれば、2019年度確定

申告書のコピーの提出を行います。 

2020年度確定申告書：すでに提出している場合は、2020年度確定申告書のコピーの提出を行いま

す。2020年度確定申告書は、IRS へ提出された時点で SBA へも提供することが求められます。 

2019年および 2020年の所得計算書：四半期の所得計算書で、すべての収益と支出を証明するも

の。2019年に閉鎖されていた期間のある事業体の場合、運営されていた期間すべての四半期の所

得計算書を提出します。 
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*財務諸表監査：直近の財務諸表監査（2019年）あるいは（該当する場合）単一監査のコピー。あ

るいは報告書が提示されているウェブサイトのリンク先。財務諸表監査については、2019年度の

通常の事業過程でこの書類を取得した事業により提出されたものに限ります。単一監査について

は、2019年の連邦資金から 75万ドル以上を消費した事業体により提出されたものに限ります。 

監査部門機関からの間接的原価率契約（該当する場合）：現在承認を受けている原価率の提出およ

び監査部門機関からの間接的原価率契約を添付します。現在交渉中の間接的原価率が確定していな

い場合、提案された交渉中の間接的原価率を記載して構いません。交渉した原価率が決裂した場

合、非課税基準額の 10％を連邦規則集第 2編第 200 条、第 414 条に従い報告します。 

標準書式 

標準書式（SF）-424B – 非規範的プログラム：事業体が連邦法、大統領令、規則および補助金計画を

統治する方針に該当するすべての要件に従うことを証明するもの。 

違法薬物の使用されない職場の証明書：申請者が違法薬物の使用されない職場を提供することを証

明するもの。 

SBA フォーム 1623：法的締め出し、差し止め、およびその他責任事項に関する認定書。 

SBA フォーム 1711：対政府広報活動のロビー活動 & 開示に関する認定書。 

申請者固有の書類 

間取り図：保険の申請や地域の火災検査に使用される間取り図を提供してください。間取り図（お

よび上演場所として屋外が使用される場合は平面図を立証するもの）は、定義された上演スペース

の存在確認を証明するものとします。 

映画館の運営者について、間取り図は映写室が確認できるものとします。間取り図の代わりにフィ

ルム映写システムの存在証明「および」施設内の少なくとも 1か所の聴衆ホールを示す証拠写真を

提示することも可能です。 

o 聴衆ホールの写真には、上映スクリーンと固定された聴衆席がはっきりと写されている

ことが求められます。 

o 投影システムの証明の例として、業務委託契約、購入契約、あるいは投影機の提供者と

の契約書、あるいはデジタル映画の証明書が許容される書類として該当します。 

スタジオ調整装置、拡声装置、照明の配置があることの証明：購入あるいは設置の領収書、あるい

はこれらの項目を対象とした保険書類も証明書類として許容されます。 

市場への販売：印刷物あるいは電子出版物のコピー、支払済みの広告代金、ソーシャルメディアの

ページなど、企画や映画の主題、上映日付・時間、チケット代金や入場要件が記録された書類が証

明書類として許容されます。 

切符売り場/発券業務場所に関する報告書：日時、芸術家あるいは企画名、チケット代金や入場要

件、および販売されたチケット数を示すことが求められます。2020年 2月に上演されたすべての

企画に関する報告を提出してください。2020年 2月に店舗が運営されていたものの上演が行われ

なかった場合は、2019年 1月から 2020年 1月までの期間で 1か月間を選択した上で同様の報告書

を提出します。 
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州あるいは地方自治体により発令された新型コロナウイルス（COVID-19）に関する占有制限：影響

を受けた美術館の入場制限を証明する州または地方条例のコピー。 

契約合意書/コンサルタント契約：代理業を行う芸能人名、使用される店舗、および出演契約交渉の

証拠を示す契約合意書/コンサルタント契約。契約書の数によっては、すべての契約合意書が必要

とならない場合もあります。ただし収入の減収の証拠としてすべて提供する必要のある可能性もあ

ります。 

代理業を行なった個人および店舗の一覧表：代理業を行なった個人あるいは俳優、および実演契約

が行われた対象店舗についての全一覧表。このリストには 2019年と 2020年に代理業を行なった芸

能人および実演契約と実演日時の決定がなされた対象店舗すべての情報を含む必要があります。

（新型コロナウイルス（COVID-19）により上演がキャンセルされた場合は注意）。 


