
(R02.10.14)

種　別 給付額（支給額） 対象者及び対象期間 主な要件 申請・手続方法 スケジュール 問合せ先およびHP

法人：上限200万円 ・2019年の年間事業収入から、月間事業 １．原則、Web申請(PC、スマホ) ・申請受付期間 ・持続化給付金相談窓口  

個人：上限100万円 収入が前年同月比50%以下となる月(任意 ２．Web申請ができない申請者は、   令和２年５月１日（金）～  　相談ダイヤル0120-279-292 

で選択可)の月間事業収入に12を乗じて得 「申請サポート会場」への往訪   令和３年１月15日（金）まで 　土曜日・祝日を除く 

【計算方法】 た金額から、法人には200万円、個人には 長崎市中町1-26 NAGASAKI中町ビル4F 　日曜～金曜日８：30～19：00

給付額=前年の総売上（事 100万円を上限に国から支給される 要:電話にて往訪予約 ・給付 ・電子申請ホームページ

業収入）－(対象月の月間 ※ 白色申告の場合は、2019年の総売上 　※予約日にサポート会場（会議所） 　書類等に不備が無ければ申請 https://jizokuka-kyufu.go.jp/

事業収入×12) （事業収入）÷12が基準売上となる 　　に行って申請する 　後、通常２週間程度(登録の銀 

【対象者】   電話番号 0120-279-292 　行口座に振込) ・家賃支援給付金　コールセンター

法人：上限600万円 ・中小法人 次の①②③すべてを満たす事業者 　受付時間 8：30～19：00  ・申請受付期間 　℡0120-653-930

個人：上限300万円 ・個人事業者   ①資本金10億円未満の中堅企業、中小 　(土曜日・祝日を除く)   令和２年７月14日（火）～  　(土・祝日を除く　8:30～19:00)

【計算方法】 【対象期間】 　企業、小規模事業者、個人事業者 ※一度給付を受けた者は再度の給付   令和３年１月15日（金）まで

給付額=直近１ヵ月の支払  令和２年１月～12月 ②５月～12月の売上高において 申請は不可

賃料(月額)を基にした算定 　前年の同じ月と比較して1ヵ月で売上が

給付額(月額)の６倍 　50%以上減少した事業者。 １．Web申請(PC、スマホ)

　または、前年の同じ期間の合計と比較 ２．申請ｻﾎﾟｰﾄ会場で申請（Web又は電

　して連続する３ヵ月の売上の合計が 　　話による完全予約制）

　30%以上減少した事業者。

③自らの事業のために占有する土地・建

  物の賃料を支払い

＊対象労働者1人1日当た ・新型コロナウイル  ・コロナ感染症の影響を受け、最近1ヵ月 ・公共職業安定所（ハローワーク）の ・特例措置の期間 　　 ・雇用調整助成金コールセンター 

り=上限額15,000円 ス感染症の影響を受 の売上が前年同月比で５%以上低下した 助成金窓口で受付。 　令和２年４月１日～ 　　 　電話番号　0120-60-3999 

ける事業主 （全業種） 事業主。 　令和２年12月31日まで 　受付時間　９：00～21：00  

解雇をしていないなどの上 ・雇用保険の適用事業主であること。 ・支給対象期間の末日の翌日から２ヵ 　土日・祝日含む

乗せの要件を満たす事業主 ・既に受給した方や ・支給のため調査に協力すること。 月以内に申請する必要がある。

の場合 申請済みの方にも適 ・申請期間内に申請を行なうこと。 ・江迎公共職業安定所  

助成率：中小企業10/10 用可 ･支給限度日数(原則)…１年間で100日分 　電話番号　0950-66-3131

                     ３年間で150日分

補助上限額：50万円  小規模事業者 ・商工会議所の助言等を受けて経営計画 ・郵送  ・第４回受付締切り　  ・補助金ﾎﾟｰﾀﾙ電話相談受付時間 　 

＊共同申請など一部上限引 を作成し、その計画に沿って販路拡大に ・電子申請 　令和３年２月５日（金） 　平日:10:00～12:00　 13:00～17:00  

上げあり 取り組む。 ＊郵送：締切日当日消印有効  　電話番号　03-6822-5976

補助率　2/3

令和３年度以降については別途

案内あり。

補助上限額：50万円 (ただ 持続化補助金＜一般型＞業種別ガイドラインに基づいた取組に係 ・補助事業者からの別途申請による ・期限: 令和２年10月30日(金) ・内閣官房「業種ごとの感染拡大予防 

し、今般の交付決定額を 採択者 る 経費を補助(最大50万円)する制度が創                        まで ガイドライン一覧」 

上限とする) 設され、同補助金(一般型)採択ののち交 https://corona.go.jp/
付決定された補助事業者が追加で申請可 

補助率:定額補助 能となったもの

種　別 給付額（支給額） 対象者及び対象期間 主な要件 申請・手続方法 スケジュール 問合せ先およびHP

持続化給付金
(全 業 種)

家賃支援給付金
(全 業 種)

雇用調整助成金
特例措置

(全 業 種)

小規模事業者
持続化補助金

＜一般型＞
（全 業 種）

「事業再開支援ﾊﾟﾂｹｰ
ｼﾞ」による定額補助

(事業再開枠)
(業種指定あり右記

□枠内19業種)

所　管

《コロナウィルス感染拡大に影響を受ける事業者向けの補助金・給付金等》

所　管

国

①

②

③

④

⑤

《長崎県よろず支援拠点 対策室》

電話095-895-8088

(月～金 9:00～17:00)

《申請支援の開催場所》
① 平戸商工会議所…12月２日(水)
② 平戸市未来創造館…10月７日(水)、11月４日(水)
③ 田平町民センター…10月16日(金)、11月20日(金)、

12月18日(金)
(対応時間枠) ※ 要:予約

10:00～11:00 11:15～12:15

緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限

④ 佐世保市内会場
ⅰ) 県北振興局天満庁舎…10月５日(月)
ⅱ) 日本政策公庫佐世保支店…10月９日(金)
ⅲ) 九州ひぜん信金佐世保営業部 …10月15日(木)
ⅳ) 西海みずき信組本部…10月28日(水)

(対応時間枠) ※ 要:予約

1.劇場、観覧場、映画館、園芸場2.集会場、公会堂3.体育館、水泳場、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場､運動

施設、遊技場4.博物館、美術館、図書館5.自動車教習所、学習塾6.ｲﾝﾌﾗ運営7.飲食料品

供給8.食堂、喫茶店、ﾚｽﾄﾗﾝ9.生活必需物資供給10.生活必需ｻｰﾋﾞｽ11.ごみ処理12.冠婚

葬祭13.ﾒﾃﾞｨｱ14.金融15.物流・運送16.製造業全般17.ｵﾌｨｽ事務全般18.企業活動、治安

（申請ｻﾎﾟｰﾄ会場）
・ﾎﾃﾙﾆｭｰ長崎
・ﾎﾃﾙｼｰｻｲド島原
・佐世保市産業支援ｾﾝﾀｰ
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(利用顧客側) (事業所側) (事業所側)-加盟店登録資格 (利用顧客側) (利用顧客側) Go To Eat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ長崎事務局

１．ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付食事券発行事業 ・公募により加盟店とし①日本標準産業分類の中分類「76飲食店」 １．ﾛｰｿﾝ店舗内端末Loppiにて引換券を 食事券販売期間 加盟店用ｺｰﾙｾﾝﾀｰ　℡095-824-2455

・食事券1冊…10,000円 て登録された飲食店 に分類される飲食店。 発券後ﾚｼﾞにて購入する方法(10/29から) 令和２年10月29日(木)00:00～ ｺｰﾙｾﾝﾀｰ　℡0570-044123

(1,000円券×10枚→計10枚綴) ・当該飲食店のその場で店内飲食をﾒｲﾝとしないもの(宅配ﾋﾟｻﾞ屋 (1)ｽﾏﾎ又はPCから「Go To Eat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 令和３年１月31日(日)23:59 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: gotoeat_ngs@jtb.com

・販売価格…8,000円(ﾌﾟﾚﾐ 飲食させる事業所 等のﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ専門店、持ち帰り専門店、移 長崎」公式HPへｱｸｾｽ 受付時間

ｱﾑ分=2,000円付加) (食堂、ﾚｽﾄﾗﾝ、専門料理動販売店舗=ｷﾂﾁﾝｶｰ、ｶﾗｵｹ等他のｻｰﾋﾞｽの (2)「ﾛｰｿﾝﾁｹﾂﾄ」のｻｲﾄへﾛｸﾞｲﾝし必要事 食事券利用期間 平日　午前10時～午後５時まで

１回当たりの購入上限… 店、そば・うどん店、 提供をﾒｲﾝとする店舗等)は対象外。 項入力・予約番号発番 令和２年10月29日(木) (土日祝、12/28～1/3　休業)

20,000円(１人当たりの購入すし店、酒場、ﾋﾞｱﾎｰﾙ、②「接待飲食等営業」及び「特定遊興飲食 (3)ﾛｰｿﾝ店舗内Loppiに予約番号入力・ 令和３年３月31日(水)

購入回数や利用制限無し) 喫茶店、ｵｰｾﾝﾃｨｯｸﾊﾞｰ等)店営業」の許可を得た営業を行なっていな 引換券発行 ｵﾝﾗｲﾝ飲食予約ｻｲﾄ事業への登録

い業者。 (4)ﾚｼﾞで代金支払い、食事券受取 (URL:https://gotoeat.maff.go.jp/business   person/)

２．ｵﾝﾗｲﾝ飲食予約 ｷｬﾊﾞｸﾗ、ｼｮｰﾊﾟﾌﾞ、ｶﾞｰﾙｽﾞﾊﾞｰ、ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ、 (事業所側) 専用ｺｰﾙｾﾝﾀｰ　℡0570-029-200

・ｵﾝﾗｲﾝ飲食予約ｻｲﾄ経由で ｽﾅｯｸ・料亭(接待を伴うもの)は対象外。 ２．郵送代引きによる購入方法(10/29から) 登録期間 受付時間

期間中に飲食店を予約・来 (1)ｽﾏﾎ又はPCから「Go To Eat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 令和２年10月12日(月)10:00～ 平日　午前10時～午後７時まで

店した消費者に対し、次回 長崎」公式HPへｱｸｾｽ 令和３年１月31日(日)23:59 (土日祝含む）　※12/29～1/3　は休業

以降に飲食店で使用できる (2)自宅受取ｻｰﾋﾞｽ申込ﾌｫｰﾑ(有料)に必要

ﾎﾟｲﾝﾄを付与する。 事項入力・送信 Go Toﾄﾗﾍﾞﾙ事業の地域共通ｸｰﾎﾟﾝ取扱

・昼食時間帯は500円分 (3)後日、郵便局員が自宅に代引により 店舗（飲食店）の登録

・夕食時間帯(15:00～)は 食事券受取 (URL:https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/)

1,000円分　を付与。 (要:送料・代引手数料:但し平戸市は無料) 専用ｺｰﾙｾﾝﾀｰ　℡0570-017-345

・ﾎﾟｲﾝﾄ付与の上限は、１回 ３．ｽﾏﾎやPCからのｵﾝﾗｲﾝ予約が不可の場合 受付時間

の予約当たり10人分(最大 Go To Eat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ長崎事務局ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 平日　午前10時～午後７時まで

10,000円分のﾎﾟｲﾝﾄ) (℡0570-044-123)での電話予約受付 ※年中無休

※当該ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを利用する場 (10/29から)

合は、付与ﾎﾟｲﾝﾄ以上の飲食

が必要。

(利用顧客側) 予約期間 (事業所側)宿泊事業者・旅行業者等 【地域共通ｸｰﾎﾟﾝの概要】 Go To ﾄﾗﾍﾞﾙ事務局　ｺｰﾙｾﾝﾀｰ

・国内旅行を対象に、宿泊・ 令和２年７月30日(木) 参加登録申請の際の参加条件 １．紙ｸｰﾎﾟﾝ ４．利用ｴﾘｱ ℡ 0570-017-345

日帰り旅行代金の35%を割引。 10:00～ ・ﾁｪｯｸｲﾝ時の直接対面回避、検温、本人確認 ・発行券種…券種1,000円 ・宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる 　10:00～19:00　年中無休

加えて、宿泊・日帰り旅行 令和３年１月31日(日) ・共用施設利用時の人数・時間制限、3密対策 ・利用ｴﾘｱ…旅行・宿泊業者でｽﾀﾝﾌﾟ押印 目的地）の属する都道府県及び ℡ 03-6747-3986

代金の15%相当分の旅行先で 23:59まで ・共用ｽﾍﾟｰｽ等の消毒・換気の徹底 ・有効期間…旅行・宿泊業者で記入 当該都道府県に隣接する都道府県 　10:00～19:00　年中無休

使える地域共通ｸｰﾎﾟﾝを付 ・参加条件の対外公表 ・本券…事務局に郵送して精算 ５．配布方法

与する。 宿泊対象期間 ・若者・高齢者の団体旅行、大宴会等は ２．電子ｸｰﾎﾟﾝ ①旅行業者等からの購入 （地域共通ｸｰﾎﾟﾝ取扱店舗-登録申請）

・国の支援額（旅行代金+地 令和２年７月30日(木) 控えることが望ましい。 ・発行券種…券種1,000円、2,000円 店頭販売時：紙ｸｰﾎﾟﾝで旅行業者 ▼事業者向けｻｲﾄ

域共通ｸｰﾎﾟﾝ）は１人１泊当 ﾁｪｯｸｲﾝ～ ※参加条件が満たされない場合登録取消し  5,000円 等が旅行者に配布する。 https://biz.goto.jata-net.or.jp/
たり２万円が上限（日帰り 令和３年２月１日(月) (利用顧客側) ・発行手順…①受取ﾍﾟｰｼﾞへのﾛｸﾞｲﾝ Web販売時：紙ｸｰﾎﾟﾝは宿泊施設、郵送：東京都港区西新橋1-24-14

旅行については10,000円が ﾁｪｯｸｱｳﾄ ・検温・体調ﾁｪｯｸ、接触確認ｱﾌﾟﾘの活用 ②発行したい券種の選択、③ｸｰﾎﾟﾝ発行 電子ｸｰﾎﾟﾝは事務局から配布する 「Go To ﾄﾗﾍﾞﾙ事業地域共通ｸｰﾎﾟﾝ取扱

上限）。 ・3密の場・施設利用、大声等の回避 ④取扱店舗のＱＲｺｰﾄﾞ読み取り、 ②宿泊施設からの購入 店舗登録事務局」　〒105-0003

・利用上限回数…期間中、 ・施設事業所からの指示に協力 ⑤店舗に提示し決済確認 紙ｸｰﾎﾟﾝで宿泊施設が配布する ▼旅行者向けｻｲﾄ

上限回数制限無し。 ※協力しない場合、ｷﾔﾝﾍﾟｰﾝ利用を認めない ３．有効期間 ６．飲食店舗の参加条件 https://goto.jata-net.or.jp/
・宿泊旅行…宿泊日及びその翌日 Go To Eat のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業の対象

・日帰り旅行…旅行の当日 となる飲食店は、同事業の登録

※当制度開始日（10/1）以降に開始す を受けていること。

　る旅行が対象

種　別 給付額（支給額） 対象者及び対象期間 主な要件 申請・手続方法 スケジュール 問合せ先およびHP

補助額50万円～120万円 ・食品製造業者等で  ・次に掲げる事項に着目した事業計画を ・申請書提出 ・募集期間 　　 ・長崎県産業労働部 　

所　管

①
長崎県食料品製造業
ﾆｭｰｽﾀｲﾙ事業費補助金

(食品製造業者等)

　⑥

県

国

「Go To Eat ｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ長崎」食事券

(飲食業)

⑦
Go To トラベル事業

（宿泊・飲食・
旅行業者等）

(加盟店登録申請)
１．「加盟店登録申請へ」をｸﾘｯｸ後下記の手順

①「Go To Eat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ長崎誓約事項同意書」・「個人情報の
取扱い」への同意

②「加盟店登録申込ﾌｫｰﾑ」の入力
※加盟店登録料・換金手数料無料

加盟登録は、ｵﾝﾗｲﾝ登録又はFAXのみ。
２．ｵﾝﾗｲﾝ飲食予約ｻｲﾄ事業への登録

・農水省が決定した13事業者が、それぞれで飲食店登録を
受付ける。

３．Go Toﾄﾗﾍﾞﾙ事業の地域共通ｸｰﾎﾟﾝ取扱店舗（飲食店）の登録
・Go To Eat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業の対象となる「飲食店」は、地域共通
ｸｰﾎﾟﾝの取扱店舗となるためには次の2つの申請が必要。

※飲食店のGo To ﾄﾗﾍﾞﾙの登録には、Go To 
Eat の登録が必要。
・Go To Eat の登録が完了するまで、Go To
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補助率：3/4 1年以上の実績をもつ 策定すること 　令和２年９月28日(月)～ 　企業振興課　産地振興班  

事業者 １．新型コロナウィルス感染前の売上高 　令和２年10月22日(木)まで  　(長崎市尾上町3-1) 

・従業員が20名以下の 　　に回復できるか 　　電話番号　095-895-2637 

小規模食料品製造業者 ２．コロナ禍においても成長可能な販路 ・事業実施期間 　 　　FAX番号　095-895-2544

　　拡大に取り組むことが出来るか 　令和３年２月28日(日)まで 

1事業者あたり10万円以内 ・卸売、小売、飲食、 ・令和２年４月１日以降に着手(契約・ 申請書類の提出先 ・申請受付期間 　 長崎県新しい生活様式対応支援補助金

補助率：10/10  宿泊、交通・運送、 発注)した取組に必要な経費で、令和２年 ※「簡易書留」または「レターパッ   令和２年６月15日(月)～ 　 申請受付センター(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ) 

※消費税は補助対象外  事務所、学校技能、 ４月１日から令和２年10月30日までに請 ク」により郵送  　令和２年10月30日(金)まで 　電話番号　0120-853-258 　

※店舗数に関わらず10万円 運動、娯楽、生活関連 求・支払行為が完了したもの 〒850-8690 　 　(当日消印有効) 　  　開設期間 

を上限とした支援で、１事 サービス、その他 長崎中央郵便局私書箱第120号 　 　　令和２年６月15日(月)～ 　　

業者あたり１回限りの申請 長崎県新しい生活様式対応支援補助金  ・事業実施期間 　 　　令和２年10月30日(金) 　 

 ・10万円を満たさない場合 詳細は別途一覧表あり  申請受付センター　宛 　令和２年４月１日(水)～ 　　　9:00～17:00(毎日)

　は再申請可能。 (対象外業種:農林水産 　令和２年10月30日(金)まで

建設、製造、情報通信 申請書類の入手方法 　

医療福祉、公営事業) 　①長崎県庁WEBからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 　　

　(「長崎県　新しい生活　補助金」 

　にて検索)　 

　②県庁ロビー、最寄の県振興局、 

　市町役所、商工会議所、 

　商工会等の窓口　

1事業者あたり上限200万円 ・交付決定日以降に着手 ・飲食店を経営する中小企業・小規模事 申請書類の提出先  ・申請書提出期間 　 長崎県産業労働部　産業政策化課　 　  

(下限額30万円) (契約・発注)した経費で 業者で、換気設備(窓、換気扇、換気ダク  ※「簡易書留」または「ﾚﾀｰﾊﾟｯｸ」  　令和２年８月25日(火)～ 　 　電話番号　095-895-2615

補助率：9/10以内 令和３年２月26日までに ト等)の更新・増設・新設に必要な経費を により郵送 　令和２年10月30日(金)まで 

※消費税は補助対象外 請求・支払行為が完了し 支援する  〒850-8570 　 　(当日消印有効)

※店舗数に関わらず、１事 たもの (対象外の飲食店) 　長崎県産業労働部 産業政策化課　 

業者あたり１回限りの申請 ・換気設備の導入により ・宿泊施設と一体となった飲食店 　飲食店向け新しい生活様式対応支援 

、原則として対象室内の ・テイクアウト(含む移動販売店) 　補助金窓口　宛 

必要換気量 ・店舗内において飲食サービスを提 　(長崎市尾上町3-1) 

(一人あたり毎時30㎡)を 供しない飲食店  　電話番号　095-895-2637  

満たすもの 申請書類の入手方法 　

  長崎県庁WEBからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 　

 (「長崎県　飲食店向け新しい生活　 

  補助金」にて検索)

①ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ等による生産 求人・採用面で苦慮し ・企業情報登録、採用結果報告、求人情 申し込み方法は次へ連絡 予算消化次第終了 長崎県　雇用労働政策課　産業人材対

性・付加価値向上、販路拡 ている事業者 報の登録があること 長崎県　雇用労働政策課　産業人材対 策班(担当:佐々木、森田氏)

大を通した採用力強化費用 (常用雇用者30人未満) 策班(担当:佐々木、森田氏)

②就業環境改善等によるｺﾝ 平戸商工会議所  

ｻﾙﾃｨﾝｸ費用 　電話番号　0950-22-3131

③民間有料求人広告掲載料

・広告作成料 　

④その他採用に要する経費

として知事が認めるもの 

①及び②…30万円 

③及び④…10万円 

上限30万円

種　別 給付額（支給額） 対象者及び対象期間 主な要件 申請・手続方法 スケジュール 問合せ先およびHP

補助上限額：最大100万円 旅館業法の「旅館・ﾎﾃﾙ 衛生面の改善に繋がる「除菌装置」、「次亜 ①事業計画書（県指定用紙）を作成の上 必要書類が整い次第随時受付。 長崎県文化観光国際部　観光振興課

補助率：9/10以内 営業」又は「簡易宿所営 塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ噴霧器」や水際対策に繋がる 長崎県観光振興課あてﾒｰﾙにて提出。 予算終了次第終了する。 観光産業振興班

長崎県新しい生活様
式対応支援補助金
(卸売、小売、飲

食、宿泊、交通・運
送、事務所、学校技
能、運動、娯楽、生
活関連ｻｰﾋﾞｽ、自動
車整備・修理、機械
等修理、各種清掃)

飲食店向け新しい生活
様式対応支援補助金

(飲食業)

採用力向上推進
事業による支援

(全業種)

宿泊施設安全・安
心・快適化促進事業
（小規模支援事業）

（宿泊業）

①
長崎県食料品製造業
ﾆｭｰｽﾀｲﾙ事業費補助金

(食品製造業者等)

県

④

所　管

②

⑤

県

③

※審査会の意見を参考に採択する
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（「ｸﾘｰﾝながさき宿泊施設 業」の許可を受けている 「非接触型体温計」や「ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰ」など、 提出ｱﾄﾞﾚｽ：kaiteki@pref.nagasaki.lg.jp 〒850-8570

環境整備事業費補助金」と 施設を有する中小企業者 安全安心快適化に繋がる取組に必要な ②県にて事前審査。ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ団体へ 　(長崎市尾上町3-1) 

併用の場合） 「備品」の購入費用を対象経費とする。 診断・助言依頼。 　　電話番号　095-895-2644 

令和２年５月１日以降に 但し、ｱﾙｺｰﾙ消毒液などの消耗品購入は対 ③ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ団体から県に対して診断・ 提出ｱﾄﾞﾚｽ：kaiteki@pref.nagasaki.lg.jp

購入した物品･備品 象外とする。 助言結果を踏まえた「確認書」が送付。

小規模支援事業単体での補助金範囲は、 ④「確認書」を受け、県から事業者へ

５万円以上83万3千円（3/4）以内とする。「補助金交付申請書」の提出依頼。

⑤県が申請書受領後、審査の上交付決定

⑥交付決定後、事業着手。

⑦事業完了、実績報告書の提出。

⑧県にて実績報告審査後、確定通知書の

送付

⑨確定通知書受領→県へ交付請求書→

指定口座へ振り込み

１．宿泊施設安全安心対策事業 旅館業法に規定する許可 １．宿泊施設安全安心対策事業 １．宿泊施設安全安心対策事業 ○10月５日（月） 長崎県観光振興課「宿泊施設受入環境

補助上限額：500万円 を受けている宿泊施設 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ遵守を前提に、感染症対策を目的 観光振興課職員による書類内容の確認 事業者→県：事業計画書受付開始 整備事業」担当者

補助下限額：100万円 ※下宿営業を除く とした下記の施設改修等 ↓ 〒850-8570

補助率：3/4 ○施設費用 「長崎県旅館ﾎﾃﾙ生活衛生同業組合」 ○10月23日（金） 　(長崎市尾上町3-1) 

国税・地方税の滞納が 安全安心に繋がる施設改修（客室、食堂、風 による衛生面の確認 事業者→県：事業計画書受付終了 　　電話番号　095-895-2648 

無い又は猶予されてい 呂、ﾛﾋﾞｰ等）/ｳｨﾙｽ抗菌の壁紙・再塗装/手動 「建築の専門家」による事業期間、経 　　FAX番号　095-826-5767

る事業者 ﾄﾞｱから自動ﾄﾞｱへの改修/握り玉式ﾄﾞｱから 費等の妥当性の確認 ○11月上旬 電話の問合せは

ﾚﾊﾞｰ式ﾄﾞｱﾉﾌﾞへの改修 ↓ 県→事業者：事業計画書採択決定 　　　平日９時～17時45分

・工事費…宿泊施設等に ○設備費用 上記の専門家の意見を参考に観光振興課 県→事業者：審査結果通知 ｱﾄﾞﾚｽ：ukeire@pref.nagasaki.lg.jp

おいて改修等に要する 非接触ﾁｪｯｸｲﾝの導入/換気・空調に伴う設備 内で採択の可否決定 県→事業者：補助金交付申請書の

費用 の導入/ｾﾝｻｰ付水道蛇口、人体ｾﾝｻｰ付照明器 　　　　　　提出依頼

・設計費/施工管理費… 具への改修/客室等のﾄﾞｱや手すり等の抗菌化

上記工事にかかる設計費 ○11月11日（水）

２．宿泊施設ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ事業 施工管理費 ２．宿泊施設ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ事業 ２．宿泊施設ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ事業 事業者：事業実施

補助上限額：1,000万円 ・設備費…機械、装置、 「新しい旅行ｽﾀｲﾙ」に対応し、県外からの 観光振興課職員による書類内容の確認

補助下限額：  200万円 器具、備品、その他の 誘客や滞在促進など、今後の観光まちづくり ↓ ○２月末日まで

補助率：3/4 設備の設置・購入費 を見据えた、宿泊施設の魅力向上による客室 「建築の専門家」による事業期間、経 事業者：事業完了

単価増に繋がる下記の施設の改修等 費等の妥当性の確認

【事業条件】 「観光の専門家」による意見聴取 ○３月中

Ｒ3年の客室全体の平均単価がＲ元年（ｺﾛﾅ ↓ 事業者→県：補助金実績報告書の提出

前）より5％以上の増加 上記の専門家の意見を参考に観光振興課 事業者→県：補助金交付請求書の提出

○施設費用 内で採択の可否決定 県→事業者：施工現場確認

・ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟに繋がる施設改修（客室、食 県→事業者：補助金の支払

堂、風呂、ﾛﾋﾞｰ等）

･ﾜｰｹｰｼｮﾝなど長期滞在対応の為の客室改修

○設備費用

・客室単価に繋がる設備費用

種　別 給付額（支給額） 対象者及び対象期間 主な要件 申請・手続方法 スケジュール 問合せ先およびHP

・1店舗あたり100万円を  市内で飲食店を営んで ・施工業者は市内事業者とする 平戸市　商工新産業班へ問合せ 平戸市　商工新産業班

　限度 いる中小企業者(含む ・補助事業が完了した日から起算して  　(担当:森、近藤氏) 　(担当:森、近藤氏)

(対象経費の8/10以内)  個人事業主) 30日以内、又は令和３年２月26日の 　　℡0950-22-9141 　　℡0950-22-9141

平戸市飲食店衛生
向上トイレ改修
支援事業補助金

(飲食業・飲食店舗
のｵｰﾅｰ)

宿泊施設安全・安
心・快適化促進事業
（小規模支援事業）

（宿泊業）

市 ①

所　管

⑤

長崎県宿泊施設
受入環境整備事業
（「下宿営業」を除く

宿泊業）

⑥

県

「ｸﾘｰﾝながさき宿泊施設環境整備事業費補助金」
旅館・ﾎﾃﾙ業を対象に衛生備品購入に要する経費の
補助で166千円以内の範囲で補助率15/100以内の
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・合併浄化槽を同時設置す ・市内の飲食店舗を所 いずれか早い期日までに実績報告を

　る場合は対象経費の9/10 有している中小企業者 行なうこと 平戸市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより申請書がﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 平戸市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより申請書がﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

　以内となるが、限度額は (含む個人事業主)  できます できます

　1店舗あたり100万円  (補助対象経費) 

(1)改修工事費 

※補助対象経費の合計額が (含む付帯設備改修工事) 

　30万円に満たない場合は (2)機械装置の購入に要

　補助対象外 する経費 

(除く中古品) 

(3)機械装置等の整備・

据付、運搬に不可欠な

経費

補助上限額：100万円  小規模事業者 ・持続化補助金一般型の要件に加え、補 ・郵送 ・申請受付 ・持続化補助金（コロナ型）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  

＊共同申請など一部上限引 助対象経費の6分の1以上が以下の要件に ・電子申請（現在準備中） 第1回　令和2年5月1日～ https://r2.jizokukahojokin.info/corona/  

　上げあり 合致する投資を行う小規模事業者等 　 　　　 令和2年5月15日  ・申請郵送先：持続化補助金事務局

補助率　2/3 Ａ：サプライチェーンの毀損への対応 　 第2回　令和2年 　（日本商工会議所） 

Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換       　＊郵送：当日消印有効 〒151-0051 

Ｃ：テレワーク環境の整備 　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 

　電話番号　03-6447-5485

② 特別定額給付金

世帯構成員１人につき
10万円

給付対象者の属する世
帯の世帯主の住民基本
台帳上の世帯主

・基準日（令和2年4月27日）に、平戸市
の住民基本台帳に記録されている者

・平戸市から受給権者宛てに郵送され
た　申請書に振込先口座を記入。
・振込先口座通帳の表紙の裏面、本人
確認書類（免許証、保険証など）の写
しを市役所に郵送。

・世帯主の方がマイナンバーカードを
お持ちの場合、オンラインでの申請が
可能

・申請受付期間
令和２年５月８日（金）～
令和２年８月７日（金）まで

・支給
５月13日（水）から順次振込処
理を行なう。

・平戸市役所特別定額給付金
担当窓口
電話番号　0950-22-9106

・オンライン申請の場合
　内閣府ﾏｲﾅﾎﾟｰﾀﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
　https://myna.go.jp

・スマートフォン、タブレットでご利
用の方はＱＲコードを利用

県 ① 休業要請協力金

1事業者あたり30万円
　※店舗数にかかわらず一
律30万円の支給

【対象者】
県の要請に応じて、休
業や営業時間の短縮に
協力した中小企業・個
人事業主

（別途：休業要請対象
一覧あり）

【対象期間】
令和２年４月25日～
５月６日

・休業要請
令和２年４月25日（土）から５月６日
（水）の全ての期間において、長崎県の要
請に応じ、休業を行うこと。但し、要請期
間中休業できなかった日があった場合で、
その理由がやむを得ないと認められる場合
には支給の対象となることがある。
・営業時間短縮
飲食店等の食事提供施設については、要請
に応じて朝５時から夜８時までの時間帯に
営業時間を短縮する（酒類の提供は夜７時
まで）場合又は終日休業する場合は支給の
対象となる。　※通常の営業時間が朝5時
から夜８時の枠内の場合は対象外。

・申請書は長崎県庁のHPよりをダウン
ロードか、会議所・市役所の窓口で受
け取る。
・申請手続書類に記入して「簡易書
留」や「レターパック」で郵送する
か、ウェブ申請でおこなう。
　※ウェブ申請は５月20日（水）から
運用開始予定。
・申請書類等
　　県指定の様式（申請書他3部）
・添付書類
　　2019の確定申告書の第一表（表
面）、休業を証明するチラシ・写真、
通帳、本人を確認できる運転免許証の
写しなど。

・申請受付期間
令和２年５月11日（月）～
令和２年６月19日（金）まで

・通知、支給の決定等
申請書類を受理後、受付番号を記
入した受付通知が送付され、審査
の結果、決定したときには給付金
が支払われる。

※休業を証する資料がない（写真
を撮り忘れた）場合は、休業した
ことが間違いない旨を記載した書
類（自筆・記名捺印）を提出。

・長崎県休業要請協力金申請受付セン
ター（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ）
電話番号　095-824-5185
受付時間　９：００～17：00
（土・日も開設）

・コールセンターが繋がりにくい場合
長崎県休業要請協力金事務局
電話番号　095-895-2615

・申請書類郵送先
　〒850-8799
長崎中央郵便局私書箱115号
長崎県休業要請協力金受付センター宛て
　＊県や市町の窓口での受付はしていな
い。

種　別 給付額（支給額） 対象者及び対象期間 主な要件 申請・手続方法 スケジュール 問合せ先およびHP

平戸市飲食店衛生
向上トイレ改修
支援事業補助金

(飲食業・飲食店舗
のｵｰﾅｰ)

市 ①

市 ①

所　管

国

・申請受付期間
令和２年５月８日（金）～
令和２年６月30日（火）まで

・支給
受付日翌日から起算して７日を
目途にとして支給予定。

・平戸市商工物産課
　電話番号　0950-22-9141

・申請書郵送先
　〒859-5121
　平戸市岩の上町1508-3
　平戸市商工物産課あて

・提出窓口・時間
平戸文化センター、平戸市商工物産
課、各支所等　８：30～17：15
　　文化センター　９：00～17：00

①

・申請日時点で対象業種を３ヶ月以上営
んでおり、今後も継続する事業者。

・2020年３月～５月の任意の１ヶ月の対
象業種の売上が前年同月に比して20%以上
減少していること。

・１年未満の事業者は別途要件
・市税等の滞納がないこと。

事業者支援給付金

給付上限30万円

【計算方法】
前年同月との売上減額分×
3ヶ月分×0.5

【対象者】
製造業、卸売業、小売
業、飲食業、生活関連
サービス業、娯楽業
（該当する会員名簿一
覧あり）
※宿泊業等は別途支援
給付あり
（観光課対応）
※重複の給付は無い
【対象期間】
令和２年３月～５月

・平戸市ホームページより申請書をダ
ウンロード。

・当所会員の対象事業者には申請書を
配布又は郵送済み。

・申請は１回のみ

・支援機関（商工会議所、商工会、税
理士、市内銀行・漁協）からの証明が
ある場合は、対象業種の売上高の実績
が分かる書類（決算書、残高証明書、
売上台帳等）の写しは不要

持続化補助金
（ｺﾛﾅ特別対応型）

終了

終了

終了
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市 ①

・申請受付期間
令和２年５月８日（金）～
令和２年６月30日（火）まで

・支給
受付日翌日から起算して７日を
目途にとして支給予定。

・平戸市商工物産課
　電話番号　0950-22-9141

・申請書郵送先
　〒859-5121
　平戸市岩の上町1508-3
　平戸市商工物産課あて

・提出窓口・時間
平戸文化センター、平戸市商工物産
課、各支所等　８：30～17：15
　　文化センター　９：00～17：00

・申請日時点で対象業種を３ヶ月以上営
んでおり、今後も継続する事業者。

・2020年３月～５月の任意の１ヶ月の対
象業種の売上が前年同月に比して20%以上
減少していること。

・１年未満の事業者は別途要件
・市税等の滞納がないこと。

事業者支援給付金

給付上限30万円

【計算方法】
前年同月との売上減額分×
3ヶ月分×0.5

【対象者】
製造業、卸売業、小売
業、飲食業、生活関連
サービス業、娯楽業
（該当する会員名簿一
覧あり）
※宿泊業等は別途支援
給付あり
（観光課対応）
※重複の給付は無い
【対象期間】
令和２年３月～５月

・平戸市ホームページより申請書をダ
ウンロード。

・当所会員の対象事業者には申請書を
配布又は郵送済み。

・申請は１回のみ

・支援機関（商工会議所、商工会、税
理士、市内銀行・漁協）からの証明が
ある場合は、対象業種の売上高の実績
が分かる書類（決算書、残高証明書、
売上台帳等）の写しは不要

終了
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