
 

 

能美市感染拡大防止支援事業補助金 

【申請受付要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈お問合わせ先〉 

能美市役所産業交流部商工課 

〒923-1198 能美市寺井町た 35 番地 

TEL：0761-58-2254／FAX：0761-58-2266／E-Mail：shoukou@city.nomi.lg.jp 

※ 様式等については次の能美市ホームページよりダウンロードできます。 

(ＵＲＬ) https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1592540378169/index.html 

 

【受付期間】 

  令和２年７月１日(水)から令和２年９月 30 日(水)まで 

 

【提出方法】 

  次の宛先に郵送で提出してください。9 月 30 日(水)の消印有効です。 

  (宛先) 

〒923-1198 

石川県能美市寺井町た 35 番地 

   能美市役所 産業交流部 商工課  
 

  ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載ください。 

    ※市役所内における密集・密接を回避するため、原則郵送でのご提出をお願

いします。 

mailto:shoukou@city.nomi.lg.jp
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 1.事業の趣旨  

 事業活動を継続して行っていくために新型コロナウイルスの感染拡大防止に

つながる取り組みを実施する事業者の方に対して能美市感染拡大防止支援事業

補助金(以下「市補助金」と言います。)を交付します。 

 
  

 2.対象者  

 「石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」又は「石川県感染拡

大防止対策支援金」(以下「県補助金」と言います。)の交付を受ける方（見込

みの方)を対象に申請した経費のうち事業者負担分を補助します。 

 県補助金への交付申請を行っていることが市補助金への申請要件となりま

す。県補助金が審査の結果、不採択となった場合、市補助金についても同様に

不交付となります。 
  

以下のいずれかの要件に該当する場合は対象外となります。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項(性風俗

関連特殊営業)に規定する事業を行っているもの 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第２号に規定する暴力団

若しくは暴力団員と密接な関係を有しているもの 

 

 3.対象経費  

 「県補助金」へ申請した事業経費※とします。 

  ※消費税及び地方消費税は含みません。 

詳細は３ページの「県補助金」の対象経費を参照してください。 
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 4.補助金額  

次の（１）、（２）の合計額を補助します。 

（１）「石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」の事業経費か 

ら石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金の交付額を差し

引いた額 

   (石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金の事業者負担分

(事業経費の 1/5 相当分)) 

（２）「石川県感染拡大防止対策支援金」のの事業経費から石川県感染拡大防

止対策支援金の交付額を差し引いた額 

   (石川県感染拡大防止対策支援金の事業者負担分(事業経費の 1/5 相当

分)) 

 補助上限額：１０万円 

 

 

 5.事業実施期間等  
 

申請受付期間 令和 2 年 7 月 1 日(水)から令和２年 9 月 30 日(水)まで 

事業実施期間 令和２年 4 月 21 日(火)から令和 2 年 12 月 31 日(木) 

実績報告書提出期間 

事業完了日から 14 日を経過した日又は令和 2 年 12 月

31 日(木曜日)までのいずれか早い日まで 
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〈参考〉 県補助金の概要 

 石川県感染拡大防止対策

支援金 

石川県小規模事業者感染 

拡大防止緊急支援費補助金 

概要 
営業継続・再開に向けて導入する感染拡大防止のための取り組

みに対して補助金を交付。 

対象者 

中堅※1・中小企業及び個人事

業主(全業種対象) 

従業員２０名以下又は事業場面積

が 100 ㎡以下の施設を運営する以

下の業種に当てはまる事業者 

・運輸業、郵便業 ・卸・小売業 

・宿泊業  ・飲食サービス業 

・生活関連サービス業 

・娯楽業 ・教育、学習支援業 

対象経費 

令和 2 年 4 月 21 日以降に事業開始(契約･発注･支払)した取組

で飛まつ感染防止用具等の資材を新たに導入するために必要な

経費(※消費税等は含まず、経費の合計額が 5 万円以上であるこ

と)で令和 2 年 12 月 31 日までに支払行為が完了するもの 

(具体例) 

◇衛生対策にかかる経費 

・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立の購入及び設

置に係る経費 

・空気清浄機や加湿器の購入に係る経費 

◇感染予防に係る経費 

・カウンターやテーブルの改修に係る経費 

・センサー式の水道蛇口の導入のための施工に係る経費 

・咳エチケットをお願いするポスター作製に係る経費 

補助金額 

対象経費の 4/5 

補助上限額：50 万円 

(下限額：４万円) 

対象経費の 4/5 

補助上限額：20 万円 

(下限額：４万円) 

申請期間 令和 2年 7月 1日から9月 30日 令和 2年 5 月 18 日から 6月 30日 
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６.申請手続き等  

１ 市補助金に関する問い合わせ先 

  能美市役所 産業交流部 商工課 

  (電話)0761-58-2254 

  (受付時間)午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

 

２ 市補助金の申請に必要な書類等の入手場所 

ア 能美市ホームページからダウンロード 

  (URL)  https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1592540378169/index.html 

 イ 能美市産業交流部商工課 窓口 

   （能美市寺井町た 35 番地 能美市役所寺井分室 3 階） 

 

３ 申請書類 

 (１)交付申請書類について 

  次に掲げる申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及

び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。 

 交付申請書類について 

① ・能美市感染拡大防止支援事業補助金交付申請書(様式第１号) 

② 

・事業計画書(別紙 1) 

 ※以下の書類で代用可能 
・石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金への交付申請 

書の写し 
・石川県感染拡大防止対策支援金への交付申請書の写し 
 

③ 誓約書(別紙 2) 
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 (２)実績報告書類について 

  次に掲げる書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説

明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。 

実績報告書類について 

① 能美市感染拡大防止支援事業補助金実績報告書(様式第５号) 

② 

事業実施報告書(別紙３) 

 ※以下の書類で代用可能 
・石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金への実績 

報告書の写し 
・石川県感染拡大防止対策支援金への実績報告書の写し 
 

③ 
・「石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」の交付決定通

知書の写し 
・「石川県感染拡大防止対策支援金」の交付決定通知書の写し 

④ 補助対象経費に該当する金額の領収書又は振込票等の写し 

⑤ 事業内容がわかる写真 

⑥ 能美市感染拡大防止支援事業補助金請求書(様式第７号) 

⑦ 口座番号がわかる書類(通帳・当座小切手帳等)の写し 
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４ 本補助金の申請受付期間及び受付方法 

 (１)-1 交付申請受付期間 

     令和２年 7 月１日(水曜日)から令和２年 9 月 30 日(水曜日)まで 

 (１)-2 実績報告受付期間 

     事業完了日から14日を経過した日又は令和2年12月31日(木曜日)

までのいずれか早い日まで 

 (２) 受付方法 

    次の宛先に郵送で提出してください。締切日の消印有効です。 

  (宛先) 

〒923-1198  石川県能美市寺井町た 35 番地 

           能美市役所 産業交流部 商工課 
 

  ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載ください。 

    ※市役所内における密集・密接を回避するため、原則、郵送でのご提出をお願いしま

す。 

 

5 (参考) 石川県小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金及び 

石川県感染拡大防止対策支援金にかかる問合せ先 

 ・石川県事業者支援ワンストップコールセンター 

  開設時間 9 時から 18 時まで 

電話番号：076-225-1920 

  E-mail：onestop@pref.ishikawa.lg.jp 

 

mailto:onestop@pref.ishikawa.lg.jp

