宿泊施設事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある旅館・ホテルなどの宿泊事業者に対して、事業を
継続するための支援金を交付します。下記の申請要領及び申請方法をご確認のうえ、書類を提出ください。
【申請要領及び申請方法】
項目

詳細

(1) 令和３年７月３１日以前から、廿日市市内に宿泊施設を開設し営業しており、今後も事業を
継続する意思があること

交付要件

(2) 令和３年８月の施設別の売上が、前年又は前々年の８月と比較して３０％以上減収となって
いること。ただし、令和２年４月以降に営業開始した場合は、営業開始以降の任意の１ヶ月と
比較して３０％以上減収となっていること
(3) 旅館業法に基づく営業許可の取得又は住宅宿泊事業法の届出を行っていること
(4) 過去にこの支援金を受給していないこと
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと
(6) 市税の滞納がないこと
延床面積が
１，０００平方メートル未満の施設 【一律２０万円】
１，０００平方メートル以上の施設 【１，０００平方メートル毎に３０万円】
※ 上限３００万円
※ 建物の一部を宿泊事業の用に供する場合は、宿泊事業の用に供する面積に限る
延床面積

交付額

支援金の額

延床面積

支援金の額

1,000 ㎡未満

200,000 円

6,000 ㎡以上 7,000 ㎡未満

1,800,000 円

1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満

300,000 円

7,000 ㎡以上 8,000 ㎡未満

2,100,000 円

2,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満

600,000 円

8,000 ㎡以上 9,000 ㎡未満

2,400,000 円

3,000 ㎡以上 4,000 ㎡未満

900,000 円

9,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満

2,700,000 円

4,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満

1,200,000 円

5,000 ㎡以上 6,000 ㎡未満

1,500,000 円

10,000 ㎡以上

3,000,000 円

(1) 宿泊施設事業継続支援金交付申請書 【様式第 1 号】
(2) 誓約書及び同意書 【様式第 2 号】
提出書類

(3) 旅館業法に基づく営業許可証の写し(住宅宿泊事業法に基づく届出を行っている場合は不要)
(4) 延床面積のわかるもの
(5) 施設別の売上が減少していることが確認できる書類
※ 提出書類について、詳しくは Q＆A をご確認ください

申請期限

令和３年１２月２８日（火）
※ 早期給付を受給した場合は、受給後３０日以内

申請方法

廿日市市環境産業部観光課窓口または郵送による申請

申請先
(郵送先)

〒738-8501

廿日市市下平良一丁目１１番１号

廿日市市観光課

※「支援金申請書類在中」と記載してください

※裏面につづきます

項目
支給方法
申請書
配布場所

注意事項

問い合わせ先

詳細
口座振込

特設サイト「今こそ、はつかいち」からダウンロードもしくは、廿日市市役所６階観光課で配布

・窓口での申請は８時３０分から１７時までにお願いします（土・日・祝は除く）
・申請書類がすべて確認できなければ、支給のための審査ができません。提出前に書類が揃って
いるかご確認をお願いします。
・提出された申請等に不備があった場合、事務局から申請者に連絡します。指定する期限までに
申請等が再度行われなかった場合は、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
なします。
・軽易な不備については、申請者の了解を得て修正することがあります。
・審査後は、申請書類を一切返却いたしませんので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症対策産業振興実行委員会 観光振興プロジェクト事務局
（廿日市市環境産業部観光課） TEL：０８２９－３０－９１４１

【早期給付】
条件を満たす場合は、早期給付を選択することもできます。
早期給付を希望される場合は、次のとおりお手続きください。
項目
詳細
交付要件を満たし、次のいずれかに該当する事業者のうち、支援金の早期給付を希望される方
対象者

提出書類

・廿日市市外出機会の削減要請等の影響を受けた中小事業者応援金の受給者
・令和３年度廿日市市宿泊キャンペーン参加施設を運営する事業者

(1) 宿泊施設事業継続支援金早期給付申請書 【様式第３号】
(2) 誓約書及び同意書 （早期給付）【様式第４号】

早期給付
申請期限

令和３年１１月１０日（水）
※受理後、直近の支払日に給付します。

注意事項

・早期給付を受給された場合は、受給後３０日以内に本申請（宿泊施設事業継続支援金交付申請
書 【様式第 1 号】及びその他必要書類の提出）が必要です。
・早期給付を受給するかは任意で選択できます。早期給付を受給せずに、本申請で交付を受ける
こともできます。
・早期給付申請があった場合は、早期給付額を概算払いで払ったものとし、本申請で精算するも
のとします。
・本申請による交付額の確定により、早期給付額が確定額を超える場合は、確定後２０日以内
に、その超える部分の早期給付額の返還が必要になります。

宿泊施設事業継続支援金Ｑ＆Ａ
【交付要件】
Q．質問
１ 「新型コロナウイルス感染症拡
大防止協力支援金」と併給でき
ますか

A．回答
併給できます
今回の支援金は、飲食以外の宿泊部門の事業継続を
目的としているため、併給可能です。

２ 「月次支援金」、「頑張る中小
事業者月次支援金」と併給でき
ますか

併給できます
月次支援金は、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金を活用した休業・時短要請を伴う協
力金とは併給できません。
今回の支援金は、休業・時短要請を伴うものではな
いため、併給可能です。

３ 宿泊施設は廿日市市内にありま
すが、本社は廿日市市以外で
す。この支援金を受け取れます
か

本社所在地は支援金の交付要件に影響しません
本社の所在地にかかわらず、廿日市市内に宿泊施設
を有し、その他の交付要件を満たす場合は支援金を
受け取れます。

４ コロナ禍で休業しています。こ
の支援金を受け取れますか

休業期間によって受け取れないことがあります
今回の支援金は、まん延防止や緊急事態宣言によ
り、８月に宿泊予約のキャンセルが相次いだことに
よる売上減少に対して支援し、事業継続の下支えと
することを目的としています。
そのため、例えば、長期間継続的に休業している場
合や、観光客の回復が見込まれる１０月、１１月も
休業している場合などは、事業を継続しているとみ
なせないため支給対象となりません。

５ 廿日市市内で複数の宿泊施設を
運営しています。施設毎に支援
金を受け取れますか。

施設毎に支援金を受け取れます
ただし、住宅宿泊事業届出施設については、事
業者が市内に有する全ての届出施設をまとめて
一つの施設とみなします
施設の単位の基本的な考え方
○旅館業法による営業許可施設
営業許可の単位
○住宅宿泊事業法届出施設
事業者が廿日市市内に有する全ての民泊施設をま
とめて１施設とする

６ 旅館業法の営業許可を取得して
いますが、会社の保養所として
利用しています。対象になりま
すか。

対象になりません
特定の関係者が利用する合宿所、研修所、保養所な
どは支援金の対象外とします。

Q．質問
７ 複数の宿泊施設を運営していま
す。売上について、事業者全体
では３０％以上減収となってい
ますが、施設別では、３０％未
満の施設があります。支援金の
算定はどうなりますか

８ 複数の宿泊施設を運営していま
す。月別の売上は全体額しか把
握していません。合計額でもよ
いでしょうか

A．回答
施設別の売上が３０％以上減少している施設の
み支援金の支給対象となります
例えば、次の例では、施設 A のみ支援金の対象とな
ります。
施設 A＋B

減収率３０％

施設 A

減収率５０％・・・対象

施設 B

減収率２０％・・・対象外

複数施設全体での売上減少率で判定することは
できません
合理的な方法により、宿泊施設別の月別の売上を算
定してください。

９ 宿泊施設の他にも事業を営んで
います。月別の売上はその他の
事業の売上も含めた全体の売上
としてもよいでしょうか

宿泊事業とその他事業の売上を区分し、宿泊事
業（施設別）の月別売上を算定してください
ただし、１泊２食付など、宿泊者に対する飲食の提
供や、宿泊施設内の土産物店・飲食店の売上につい
て区分していない場合は、宿泊部門の売上に含める
ことができます。

【提出書類】
Q．質問
10 延床面積のわかるものにはどの
ようなものがありますか

A．回答
例えば次のような書類があります
・建築確認済書又は建築確認通知書の写し
・（特定建築物の場合）特定建築物定期調査報告第
１面及び第２面の写し
・登記事項証明書（不動産登記）の写し
・固定資産税納税通知書の写し
【民泊施設の場合】
廿日市市内に有する全ての施設について、住宅宿泊
事業届出書第４面に記載した面積がわかるものを提
出してください。（例：民泊制度運営システムの画
面コピー、住宅宿泊事業届出書第４面の写し等）
対象面積は、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分
の合計面積です。
また、図面等の提出を求めることがあります。

Q．質問
11 施設別の売上が減少しているこ
とが確認できる書類とはどのよ
うな書類ですか
（法人の場合）

A．回答
次の書類を提出してください
(1) 令和３年８月の売上が確認できる書類
月次決算の損益計算書・残高試算表や売上台帳の
写しなど
(2) 比較対象月の売上が確認できる書類
確定申告書（別表１）、法人事業概況説明書の写
し
※ 宿泊事業以外の事業を営んでいる場合や、複数の
宿泊施設を運営している場合は、これらに加え、
施設別の対象月の売上が確認できる書類が必要で
す。
※ 資料には、事業者名、対象施設名、対象年月等を
記載してください。
※ 全国チェーンのホテル・旅館等で、確定申告書、
法人事業概況説明書の提出が困難な場合は個別に
ご相談ください。
※ 民泊施設の場合は、令和３年８月と比較対象月の
住宅宿泊事業にかかる定期報告の写し（画面コピ
ー可）も提出してください。

12 施設別の売上が減少しているこ
とが確認できる書類とはどのよ
うな書類ですか
（個人事業主の場合）

次の書類を提出してください
(1) 令和３年８月の売上が確認できる書類
月次決算の損益計算書・残高試算表や売上台帳の
写しなど
(2) 比較対象月の売上が確認できる書類
ア 青色申告の場合
確定申告書Ｂ（第１表）、所得税青色申告決算
書の写し
イ 白色申告の場合
確定申告書Ｂ（第１表）、収支内訳書の写し
※ 宿泊事業以外の事業を営んでいる場合や、複数の
宿泊施設を運営している場合は、これらに加え、施
設別の対象月の売上が確認できる書類が必要です。
※ 資料には、事業者名、対象施設名、対象年月等を
記載してください。
※ 民泊施設の場合は、令和３年８月と比較対象月の
住宅宿泊事業にかかる定期報告の写し（画面コピ
ー可）も提出してください。

【早期給付】
Q．質問
13 早期給付の最短の支払日はいつ
ですか。

A．回答
令和 3 年 10 月 15 日(金)までに申請（必着）が
あった場合は、10 月 29 日(金)の支払を予定して
います。
書類の不備等により、支払日が遅れる場合もありま
す。
支払日は月１回、月末払の予定です。

