
■Q&A

№ フラグ 質問 回答

1 趣旨 どのような補助金ですか？

次に掲げる事項のすべてを満たす者とします。
（１） 市内に事業所がある宿泊業、飲食業、小売業、洗濯・理容・美容・浴場

業、その他の生活関連サービス業、娯楽業又はイベント関連業を営む事
業者

※　対象となる業種は別紙を参照してください。
※　風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第
122号）に基づく店舗型性風俗特殊営業及びそれらに類似する業種を営
む事業者を除く。

（２） 資本金又は出資金が10億円未満の事業者
（３） 市税等を滞納していない事業者
（４） 郡山市暴力団排除条例（平成 24年郡山市条例第46号）第２条に規定す

る暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していない事
業者

3 対象者 日本標準産業分類とはなんで
すか？

4 対象者 国、県から給付金の交付を受
けているが、当補助金の対象
となりますか？

5 対象者 「郡山市テイクアウト・デリ
バリー事業等開始応援補助
金」の申請をしていますが、
この補助金の対象になります
か？

6 対象者 食肉卸売業ですが、食料品販
売業許可及び飲食業営業許可
を受けて食肉小売及び総菜の
テイクアウトを行っている場
合は対象になりますか？

7 対象者 飲食店10か所経営しています
が、すべての店の分が補助金
の対象となりますか？

2 対象者 補助対象者は？

それぞれの事業所が対象となります。
それぞれの店舗（事業所）ごとに、経費の３分の２を算定（千円未満切捨て。
収容人員別の補助上限額が上限）したものの合計が申請額となります。

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている宿泊業、飲食
業等の事業者が、営業を継続又は再開するために、国が示した「新しい生活様
式」に対応した新型コロナウイルス感染症防止対策の取り組みを支援するもの
です。

本補助金の対象経費そのものに対して他の補助金等を受けていなければ対象と
なります。国、県の給付金は、交付を受けていても当補助金の交付申請は可能
です。ただし、国の小規模事業者持続化補助金については、補助対象が重複す
るため、小規模事業者持続化補助金交付対象となっている経費は対象となりま
せん。

〇別事業所の場合
同一事業者経営の場合であっても対象となります。

〇同一事業所内の場合
卸売の経営者と別の事業者が経営する場合は対象となります。

日本の公的統計における産業分類を定めたものです。

詳しくは総務省のウェブサイト

を確認してください。

日本標準産業分類に関するよくあるお問合せについては、こちらを確認してく
ださい。

他の補助金の対象経費となった場合は、重複して補助金を受給することはでき
ません。

例）
経費 テイクアウト補助金 本補助金
テイクアウト用容器 申請した 申請できない
テイクアウト用袋類 申請した 申請できない
アルコールスプレー 申請していない 申請できる
飛沫感染防止シート 申請していない 申請できる

（https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangy

o/H25index.htm）

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000317696.pdf）
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№ フラグ 質問 回答

8 対象者 法人で飲食店及び小売店を１
か所ずつ経営していますが、
補助金の対象となりますか？

9 対象者 病院内にある売店は対象にな
りますか？

10 対象者 スーパーの中にある飲食店は
対象になりますか？

11 対象者 社員食堂は対象になります
か？

12 対象者 一つの建物の中に、小売りス
ペースと飲食店スペースがあ
り、同一経営者が運営してい
ます。その場合は、どのよう
になりますか？

13 対象者 大型スーパーの中にあるフー
ドコート内にテナントとして
飲食店を出店している場合は
対象になりますか？

14 対象者 施設の催事場に飲食ブースを
出展する場合は対象になりま
すか？

一時的に飲食又は販売のブースを出展する場合は、対象になりません。

小売業又は飲食店のいずれか１つの事業所として対象となります。いずれの分
類になるかについては、主要な活動によって決定します。

（参考：総務省「日本標準産業分類に関するよくあるお問い合わせについて」
より）
１つの事業所において複数の経済活動を行っている場合は、主要な活動（例え
ば、利益や売上高などの最も大きいもの）によって決定します。
（例えば、１つの事業所において、事務用品の卸売り（売上：150万円）と事務
用品の賃貸（売上：60万円）を行っている場合、売上げの多い卸売業に分類さ
れます。）

大型スーパーの経営者と別の事業者が経営する場合は、飲食店の事業所として
対象となります。
収容人員における客席数については、フードコート内の席数を、構成飲食店で
按分して算定してください。

（参考：総務省の日本標準産業分類の（大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業）
総説より）
百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食サービス業が営まれている場合、そ
れが独立の事業所であれば本分類に含まれる。

それぞれの事業所が対象となります。
お尋ねの業態の場合、飲食店については収容人員別の補助上限額（10万円～30
万円）となり、小売店については規模によらず10万円が補助上限額となりま
す。
なお、事業所それぞれが申請するのではなく、事業者（代表者）がまとめて申
請していただくことになります。

〇自社の社員のみが飲食する場合は対象となりません。

〇一般の市民も利用する場合で、社員食堂が当該事業所と別の事業者が経営す
る場合は、飲食業の事業所として対象になります。

（参考：総務省の日本標準産業分類「大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業　の
総説」より）
百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食サービス業が営まれている場合、そ
れが独立の事業所であれば本分類に含まれる。

病院の経営者と別の事業者が経営する場合は、小売業の事業所として対象とな
ります。

（参考：総務省の日本標準産業分類の総説より）
官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で、当該事業所
の経営に係るものはその事業所に含めるが、その売店が当該事業所以外のもの
によって経営される場合には、別の独立した事業所として小売業に分類され
る。

スーパーの経営者と別の事業者が経営する場合は、スーパーについては小売業
及び飲食店については飲食店の事業所としてそれぞれ対象となります。
同一事業者の場合は、小売業の事業所として対象となります。
（参考：総務省の日本標準産業分類「大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業　の
総説」より）
百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食サービス業が営まれている場合、そ
れが独立の事業所であれば本分類に含まれる。
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15 対象者 イベント関連事業者とは具体
的にどのような事業者です
か？

16 対象経費 市内に３店舗を運営してお
り、新しい生活様式に対応す
るための消耗品類をまとめて
購入したが、申請書類はどの
ように記入すればいいです
か？

17 対象経費 どういった経費が対象となる
のか？

「別紙補助対象一覧」をご参照ください。
（１） 汎用性があり目的外利用となりうる費用

・自動車、二輪自転車、車両保険、人件費、 店舗の賃料等
（２） 食材等の購入（仕入れ）代金
（３） グループの各企業の間の取引にかかる費用
（４） 運搬費、保守管理費、諸経費、不動産購入費、保証金、敷金、公租公課

（５） 飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用
（６） 国や県の補助金により補助対象となっている費用
（７） 本補助金の申請のための費用

・通信料、郵券代、写真の現像費
19 対象経費 除菌もできる布用のスプレー

は対象となりますか？

20 対象経費 空気清浄機は対象となります
か？

21 対象経費 補助対象期間は？

22 対象経費 補助金申請前の経費を補助対
象期間とすることはできる
か？

23 対象経費 補助対象期間内に成果品が納
入されない場合は、どうすれ
ばよいですか？

24 対象経費 飲食店を経営していますが、
従業員と客の接触機会を減ら
すために、ドライブスルーに
対応するようにしたが、その
経費は対象となりますか？

18 対象経費 補助対象外となる経費とはど
のようなものですか？

市内におけるイベントの開催に当たり、以下のような事業を行う事業者のこと
を言います。
・必要となる什器等の備品をレンタルする。
・音響機器等のレンタル又はイベントにおける音響の調整等
・イベント会場の設営又は管理運営等

国が示した「新しい生活様式」に対応した新型コロナウイルス感染症防止対策
の経費が対象となります。
詳しくは「別紙補助対象一覧」をご参照ください。

補助対象期間内に発注したものに限り、発注書や契約書の写しの添付により認
めることとします。詳しくは担当までご相談ください。
申請時点において、支払い済みの金額で補助金の上限に達する場合は、その時
点で申請してください。

〇１か所の店舗に寄せて申請しても、各店舗が補助金の上限額に達する場合
は、1店舗にまとめて記入してください。
〇１か所の店舗に寄せてしまうと、補助の上限額に達しない店舗が出る場合
は、按分して記入してください。
なお、その際領収書の金額と一致しないこととなるため、当該領収書に「３店
分。按分して記入」など、内容が分かるようにメモしてください。

対象となります。
ただし、既に「郡山市テイクアウト・デリバリー事業等開始応援補助金」の交
付対象経費とする場合は、重複して申請・受給することはできません。

補助金交付の補助対象期間は、令和２年４月１日から令和２年12月31日までの
９か月間としています。

令和２年４月１日以降であれば、申請前の期間であっても補助対象期間とする
ことが可能です。ただし、支出の証明ができる領収書等の必要書類がない場合
は、補助対象経費とは認められません。

対象としても差し支えありません。
ただし、その効果を市が保証するものではありません。効果については、メー
カー及び販売者の提供する情報のほか、厚生労働省の提供する情報を参考にし
てください。

厚生労働省の提供する情報によれば、以下のものが奨励されています。
　・手指消毒→消毒用エタノール又は石鹸若しくはハンドソープによる手洗い
　・人が触れる場所の消毒→熱水又は次亜塩素酸ナトリウムによる消毒

対象としても差し支えありません。
ただし、その効果を市が保証するものではありません。効果については、メー
カー及び販売者の提供する情報を参考にしてください。
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25 対象経費 備品購入費は10万円以上とさ
れていますが、10万円未満の
ものは対象外ですか？

26 対象経費 イベント関連事業者が当該事
業所で実施する防止対策は補
助金の対象になりますか？

27 補助金額 市内に複数事業所を運営して
いるが、それぞれが補助金の
対象になりますか？

28 添付書類 補助対象経費の内容が確認で
きる領収書又は口座振替控え
とは具体的にどのようなもの
ですか？

29 添付書類 成果物が確認できるものとは
なんですか？

30 添付書類 新しい生活様式への対応がわ
かる写真等とはどのようなも
のですか？

31 添付書類 特例による申請の場合、省略
できる添付書類はあります
か？

32 添付書類 イベント関連事業者が、第２
号様式の添付書類として求め
られているイベント実績が確
認できる資料とは具体的にど
のようなものですか？

33 申請 申請期間は？

34 申請 窓口で受け付けていますか？

35 申請 申請期間中であれば複数回申
請できますか？

36 申請 交付決定から支払いまでの期
間は？

申請期間は、要綱施行日から令和２年12月31日までとなっています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市役所への来庁を極力控え、
オンライン申請又は郵送で申請くださるようお願いします。

申請できません。申請は、一事業者につき一回となります。
ただし、令和２年７月21日までに補助金の申請書を提出している事業者は、補
助上限額と1回目で申請した（既に決定している場合はその決定した）補助金の
額の差額分について再度この補助金を申請することができます。

交付決定後、概ね約２週間を目安として銀行の口座に振り込まれます。

代金を支払った事実が確認できる書類等及び何を購入したのかが確認できる見
積書、納品書又は請求書等を添付してください。

領収書に単に「品代」と記載されていたり、口座振替した通帳の写しの場合
は、何を購入したのか確認できないためです。

対象となります。

（経費の性質を分けたにすぎず、10万円未満の物の購入は需用費に分類されま
す。）

なりません。
イベント関連事業者に対する補助金の対象となるのは、あくまでもイベントに
おける防止対策に要する経費となります。

第２号様式の添付書類については、省略して差し支えないものとします。
（法人の場合）
・対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え
・ 法人事業概況説明書の控え
（個人の場合）
・ 2019年度分の確定申告書別表一の控え
・ 所得税青色申告決算書の控え

次の内容が入っている資料を提出してください。（任意様式）
市の示す例示様式を使用しても差し支えありません。
〇イベント名
〇イベント開催日
〇イベント開催場所
〇イベント内容
〇主催者情報（名称・住所・連絡先）
〇参加者数
〇市の共催又は後援の有無

それぞれの事業所が補助金の算定対象となります。
ただし、事業所それぞれが申請するのではなく、事業者（代表者）がまとめて
申請していただくことになります。

例）
・購入した消耗品、備品又は機器のリース→そのものの写真
・システム構築費→完成した画面等の画像

例）
・ソーシャルディスタンスの確保のためのサイン→現に設置した現場の様子が
わかる写真
・飛沫感染防止シート又は間仕切り→現に設置した現場の様子がわかる写真
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37 申請 物品等を購入する前に補助金
を受け取ることはできます
か？

38 申請 申請期限である12月31日に
は、市役所の窓口は休みに
なっているが、どのようにす
ればいいですか？

網掛けは、７月22日の要綱改正後に追加した項目

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市役所への来庁を極力控え、
オンライン申請又は郵送で申請くださるようお願いします。
なお、郵便の場合は当日消印有効とし、オンライン申請の場合は令和２年12月
31日23時59分59秒までの申請を有効とします。

本補助金は、前金払は行いません。


