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宿泊施設事業継続緊急支援事業（２次募集）Ｑ＆Ａ 

令和３年１１月１７日版 

 

Ａ 共通事項について 

Ｑ１．申請書類は、直接事務局に持参して申請できますか。 

 

Ａ１．事務局では、持参による申請は受け付けできません。 

必ず郵送で提出をお願いします。   

 

Ｑ２．申請書類の提出期日は必着か。それとも消印有効か。 

 

Ａ２．令和３年１１月５日(金)までの消印有効です。 

   ２次募集期間延長の為、令和３年１２月１０日（金）までの消印有効。 

（１１月２日追記） 

 

Ｑ３．確定申告のために、申請書に添付した領収証の原本が必要だが、返却してもらえる

か。 

 

Ａ３．一度提出された申請書及び添付書類については、返却できませんので、添付書類(領 

収証、営業許可書等)は原本ではなく写しの提出をお願いします。 

（申請書及び誓約書は原本の提出が必要となります。） 

また申請内容を事務局から確認する場合がありますので、申請者において、申請書 

及び添付書類の写しを保管ください。 

 

Ｂ 補助対象者等について 

Ｑ４．本事業の申請ができる「宿泊事業者」とは。 

 

Ａ４．次に掲げる全ての要件を満たす事業者が対象となります。 

① 旅館業法第３条第１項に規定する許可を受けて旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、 

下宿営業を行う者であること。 

但し、旅館業法第３条１項の許可があっても風営法４号の許可を併せ持っている

場合は対象外。 

② 京都府域に立地する宿泊施設を営む者であること。 

③ 国、地方自治体が所有又は経営する宿泊施設を管理等する者ではないこと。 

④ 利用者が特定の者に限定される宿泊施設を営む者ではないこと。 
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Ｑ５．上記１④「利用者が特定の者に限定される宿泊施設」とは。 

 

Ａ５．社宅、社員や学生が利用する寮、保養所、企業の研修施設やセミナーハウス等の、 

   利用者が特定の者に限定される不特定多数の者が宿泊できない施設をいう。 

 

Ｑ６．事業者が、複数の宿泊施設を営んでいる場合の申請は。 

 

Ａ６．京都府内において、旅館業法上の営業許可を取得していれば、その宿泊施設ごとに

申請が可能です。 

 

Ｑ７．宿泊施設に本館と別館がある場合に、別々に申請ができるか。 

 

Ａ７．旅館業法上の営業許可が別であれば、施設ごとに申請が可能です。 

 

Ｑ８．１次募集に申請した者が、２次募集に申請できるか。 

 

Ａ８．１次募集に申請した方で、１次募集の交付決定額が施設規模による補助額の上限に

達していない場合は、その差額の範囲で２次募集に変更交付申請できます。 

   なお、変更交付申請の対象となる取り組みは、新たに取り組む感染拡大防止等支援

事業となります。 

 

Ｑ９．「農家民宿」、「下宿」、いわゆる「民泊」は対象となるか。 

 

Ａ９．今回の補助事業は、旅館業法第３条第１項の許可を受けて営む旅館・ホテル、簡易

宿所及び下宿が対象となり、いわゆる「民泊」は対象となりません。 

   「農家民宿」については、旅館業法の許可を受けている場合には対象となります。 

 

Ｑ10．旅館業法第３条第１項の許可書を紛失した場合は。                        

 

Ａ10．申請には旅館業法第３条第１項の許可書の写しの添付が必要です。 

管轄の保健所にお問い合わせください。 

 

Ｑ11．本補助金は、事業期間中に何回申請が可能か。 

 

Ａ11．１施設につき１回申請（変更交付申請は除く）できるものとします。 
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Ｑ12．宿泊事業者以外の観光事業者や交通事業者は対象とはならないのか。 

 

Ａ12．補助対象者は、宿泊事業者のみとなります。 

 

Ｑ13．公の施設、指定管理者が管理する施設、市町村が所有する施設については対象とな

るか。  

   宿坊は対象になるか。 

 

Ａ13．地方自治体が所有又は経営する宿泊施設については、本補助金の対象外であり、市

町村が土地や建物を所有し、指定管理者が運営している宿泊施設の場合も対象外で

す。 

なお、共済組合が運営する宿泊施設や宿坊は対象となります。 

 

Ｑ14．本社が東京にある会社だが、京都府内で宿泊事業を実施している。 

   補助金の対象になるか。 

 

Ａ14. 本店又は主たる事務所が府外であっても、京都府内で旅館業法第３条第１項に規定

する許可を得て宿泊施設を運営していれば、当該宿泊施設について、補助対象とな

ります。 

 

Ｑ15．旅館業法第３条第１項の許可書の営業者の名義と申請者の名義が異なってもよいか。 

 

Ａ15．原則として、提出書類はすべて申請者と同一名義のものである必要があります。 

ただし、名義が異なるケースとして、許可書の名義人が運営を業務委託している場

合などが考えられます。 

その場合は許可書の名義人から運営者（申請者）へ業務を委託していることを示す

書類等の添付が必要になります。 

   なお、許可証の営業者氏名が法人の場合で、許可書に記載されている営業者（代表 

取締役等）が申請書に記載されている代表者と異なる場合は、申請書記載の代表者

が法人の代表者であることがわかる書類(登記事項証明書等)が必要となります。 

   また、提出いただいた書類等で運営実態が把握できない・適切と認められない場合 

   は補助できない可能性があります。 

 

Ｑ16．他の宿泊事業者から宿泊施設の営業の譲渡を受けたが、まだ旅館業法（第３条の２

第１項の旅館業営業承継の承認）を得ていない場合、承継の事実を示すための契約

書の写しを提出すれば補助対象事業者に該当するのか。 

 

Ａ16．旅館業法上の承認を受けていなければ補助対象事業者には該当しません。 

また、旅館業法上の承認を受け、旅館業の営業を継承（承認）した場合は、「承認 
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を得た日以降に実施した取組」に要した費用を補助対象とします。 

なお、継承される前の他宿泊事業者が実施した取組に要した費用において、継承後 

の事業者が負担していると認められる場合は補助対象となります。 

 

Ｑ17．公募開始までに完了した事業について、実績報告書の提出期限はいつになるか？ 

 

Ａ17．公募開始までに完了した事業については、交付申請書を実績報告書とみなすことと

しております。 

   ですので、公募期間内に交付申請書とともに実績報告書提出時に必要となる書類を

添えて提出してください。 

 

Ｑ18．今までに購入した機器等は申請できるか。今後購入するものが対象となるのか。 

 

Ａ18．令和２年５月 14日以降かつ旅館業の許可取得日以降に購入（契約）したものであれ

ば、補助事業の対象となります。 

実績報告の際には、事業内容（金額、契約日、購入者、購入物品の内容等）が確認で

きる領収証等の添付が必要です。 

 

Ｑ19．いつまでに購入したものが対象となるのか。 

 

Ａ19．２次募集の事業実施期間は令和４年１月 31日までとなっていますので、それまでに

購入し、支払を終えたものが対象となります。 

   実績報告書の提出期限は、事業完了の日から 30 日以内又は令和４年１月 31 日のい

ずれか早い日となりますので、令和４年１月に支払い見込みのものは実績報告書の

作成期間などを考慮し、購入ください。 

   なお、実績報告書が提出期限に間に合わない場合は、補助金の支払いができない場

合があります。 

 

Ｑ20．補助対象経費の上限・下限はあるのか。 

 

Ａ20．対象経費（消費税抜）が 30万円超の事業が対象となります。 

   対象経費の上限はありませんが、補助金申請額の上限は、宿泊施設の客室数及び収

容人数に応じた補助上限額となります。 

 

Ｑ21．これから創業する場合は対象となるか。 

 

Ａ21. 申請時点で旅館業法第３条第１項の許可を取得していない方は、対象となりません。 

   旅館業の許可取得日以降に実施する取り組みが対象となります。 
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Ｑ22．コロナ禍により営業を休止中であるが、申請可能か。 

 

Ａ22．事業再開し、継続していく意思があれば申請可能です。 

補助対象期間内（令和２年５月 14 日から令和４年１月 31 日)に要した経費であれ 

ば、休止中の経費も対象としますが、廃業を予定している場合は対象外となります。 

    また、交付決定以降、施設の廃止等事業継続が不可能であり、補助金の目的を達す 

ることができないと判断される場合には、補助金を支給することはできませんので、 

速やかにお知らせください。 

なお、補助金を受けられた後、廃業された場合は、その返還を求める場合がありま 

す。 

 

Ｑ23．宿泊施設の客室数・収容人数がわかる書類がない場合はどうすればよいか。 

 

Ａ23. 宿泊施設で保有されている、行政への提出書類・図面（控え）や、既存のパンフレ

ット・見取図・配置図など宿泊施設の客室数・収容人数が分かるものを提出してく

ださい。（１１月５日追記） 

 

Ｃ 補助対象事業等について 

Ｑ24．対象事業とは、どういうものか。 

 

Ａ24．例えば、次のようなものが考えられます。 

 

   令和２年５月 14日以後に実施する各事業（備品の購入・リースともに補助対象） 

  ア 感染拡大予防ガイドライン等に対応するために実施する事業 

〇 建物付属設備の導入 

（部屋の換気をよくするための空調設備を施設に設置、宴会場や脱衣所等の室内に  

換気扇や網戸を設置するなど） 

  〇 機械装置、器具及び備品等の購入 

（空気清浄機能付エアコン、間仕切り設置、自動水栓・オート開閉式便座の設置、 

サーモグラフィー、キャッシュレス端末、二酸化炭素濃度測定器、抗ウイルス空 

気清浄機など） 

  〇 感染防止対策のための消耗品の購入 

（マスク、フェイスシールド、消毒用アルコール、アクリル板等の消耗品）  

○  感染防止対策を目的とした清掃やアルコール消毒、共有スペース・壁等の抗菌・ 

抗ウイルス施工等 

○  専門家による感染症対策のための検証・助言などに係る費用（交通費含む） 
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  イ 「新しい生活様式」に基づくサービスを提供するために実施する事業 

○ 付加価値を向上させるための新たなコンテンツ開発に係る経費 

○  新たなサービス提供に関連するプロモーション経費 

〇 イベント実施、ホームページ制作・改修 

 

  ウ 新たな需要に対応するための施設改修、システム導入等に要する経費 

〇  新たな利用客確保のための施設・設備改修費 

（団体客から高齢者や家族層へ顧客層を広げるために、バリアフリー仕様へ改 

修等） 

〇 非接触チェックインシステムの導入、非接触カード式キーの導入経費 

〇 ワーケーションスペース確保のための客室改修費 

○  ワーケーション対応のための備品購入、通信環境の整備に係る経費 

（Wi-Fi の新規設置、Wi-Fi の機能向上に必要な機器に係る経費） 

 

※平常時の営業において使用していた物品（清掃用具や客室内のアメニティグッズ 

など）の単なる補充等は対象外です。 

※見積書のほかに実施内容がわかる書類（仕様書、企画書等）の提出が必要です。 

※法律で義務付けられているもの（消火栓、スプリンクラー、誘導灯等）は 

対象外です。 

  ※実績報告書の提出期限が事業完了の日から 30 日以内又は令和４年１月 31 日となり 

ますので、期限に間に合うよう余裕をもった事業計画としてください。 

  ※１０万円以上の改修工事や機器購入等については、必要に応じ、複数業者の見積書 

の提出を求める場合があります。 

  ※改修工事など工事を伴う事業を実施した場合は、工事完了報告書も提出下さい。 

      （１１月２日追記） 

 

Ｑ25．補助率及び補助限度額はどうなるか。 

 

Ａ25．補助率は１／２以内で、１施設あたりの客室数及び収容人数により補助限度額が異

なります。補助限度額が高い区分の表の補助限度額が上限となります。 

   １次募集に申請された場合は、１次募集の内容も含めた補助上限額となりますので

ご注意ください。 

 

施設規模（客室数・収容人数）による補助額の制限 以下のどちらか有利な方を採用 

 

 

 

 

 

客室数 １室～９室 10室～29室 30室～49室 50室～ 

補助限度額 500千円 1,000千円 3,000千円 5,000千円 

収容人数 １人～29人 30人～89人 90人～129人 130人～ 

補助限度額 500千円 1,000千円 3,000千円 5,000千円 
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Ｑ26．既に京都府又は市町村等から補助金を受けた事業についても対象となるのか。 

 

Ａ26．既に京都府や市町村等から補助を受けた事業についても、補助対象経費から補助金

額を除いた自己負担分について、補助対象となります。 

   但し、既に交付を受けた補助金の要綱等において併用不可とされている場合は除き

ます。 

   なお、申請にあたっては、当該補助金の実績報告書と額の確定通知の写しが必須に

なりますのでご注意ください。 

 

   （例）令和２年度に府の補助金により、CO2センサー付換気扇を購入（2,000 

千円）し、補助金 200千円の交付を受けた場合 

本補助金において自己負担分は 

2,000千円（対象経費） － 200千円（交付額） ＝ 1,800千円（自己 

負担額） 

→ 今回申請額 

1,800千円（自己負担額） × １／２ ＝  900千円 

（今回補助対象額 × 補助率 ＝ 今回申請額） 

 

Ｑ27．空気清浄機、施設の器具を消毒するための機器（紫外線殺菌灯等）は、補助対象か。 

 

Ａ27．感染拡大予防ガイドライン等に対応するために必要な物であれば、原則補助対象と

なります。 

なお、「消毒」や「除菌」の効果をうたう商品を購入する際は、厚生労働省や消費者 

庁などからの情報を十分確認しながら、目的に合った製品を正しく選び、正しい方 

法で使用してください。 

 

Ｑ28．エアコンの購入費は補助対象か  

 

Ａ28．エアコンは、主たる目的が室内温度の調整であり、感染症の拡大防止に直接資する

ものではないため、原則補助対象外と考えられますが、換気機能や空気清浄機能が

あるものなど、感染症の拡大防止に資するものについては補助対象となります。 

 

Ｑ29．各客室に設置する電化製品の購入は対象となるのか。 

 

Ａ29．感染症予防・拡大防止のために必要な施設の備品として、換気機能付きエアコンや 

空気清浄機を導入する場合には補助対象となります。 

事業目的以外にも使用可能な汎用性の高いパソコン、コピー機、プリンター、タブ 

レット、テレビなどを購入する場合は対象となりません。（１１月１７日追記） 
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Ｑ30．感染症対策を周知したり、新たな宿泊プランを広報するためのパンフレット作成や、

新たなコンテンツを掲載するためのホームページの改修は対象となるのか。 

 

Ａ30．施設の価値を向上させるためのコンテンツ開発と考えられるので対象となります。 

   

Ｑ31．宿泊施設の従業員に PCR 検査を実施するための費用は対象となるのか。 

 

Ａ31．感染防止のための従業員に対する PCR 検査等（抗原、抗体検査）は対象となりま 

す。 

 

Ｑ32．専門家による感染症対策のための検証を行った場合の謝金の基準はあるのか。 

 

Ａ32．感染症専門医師や感染症対策コーディネーター（大学教授）等の専門家による感染 

症防止策に係る検証等に要する経費として、謝金の支払いが考えられます。 

謝金の基準としては 35千円／日を上限とします。 

ただし、宿泊施設において謝金等の内規を既に定めている場合は、その内規に沿っ 

た金額として差し支えない。（根拠資料として、実績報告時に提出が必要） 

 

Ｑ33．「コンテンツ開発」のための経費とは、具体的にどのようなものか。 

 

Ａ33．例えば、次のようなものが考えられます。 

 

○  新商品（新メニュー）開発に係る材料費、厨房機器の導入のための経費 

○  イベントやプロモーションの実施経費、広報のための経費 

○  新たな宿泊プラン（インバウンド客、ワーケーション客用等）のためのニーズに 

合わせた案内動画等の作成のための経費 

○  コンテンツ開発のためにアルバイトを雇用する場合の経費（本事業のために新た 

に雇用する場合のみ。常用雇用者に係る人件費は対象外。） 

 

Ｑ34．改修工事は全て認められるのか。 

 

Ａ34．新たな顧客層を獲得するために必要な改修工事については、補助対象となります。 

単なる施設の改修（経年劣化による補修、外壁塗装、太陽光パネルの設置等）は認 

められません。 

   ※改修を行う場合は、実績報告書の提出期限が事業完了の日から 30 日以内又は令 

和４年１月 31 日となりますので、期限に間に合うよう余裕をもった事業計画と 

してください。 
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○バリアフリー改修 

→ 客室ドアを引き戸に変更、トイレの洋式化、スロープ・手すりの設置、 

   ○海外からの旅行客向け（インバウンド対応）のための改修 

     → 和室の洋室化、英語表記サインの設置等 

 

 

Ｑ35．自動車の購入は補助対象となるのか。 

 

Ａ35．自動車の購入は、①目的外への転用が容易なこと、②許可を得ないまま購入車両を 

処分する危険を伴うことを理由に、原則対象としておりません。 

ただし、新たに顧客のニーズに応えるための導入と位置づけるのであれば必要性等 

を審査のうえ、対象かどうか判断されます。 

    

Ｑ36．不動産の購入は補助対象となるのか                                           

 

Ａ36．施設改修を上回る固定資産の取得は想定していません。 

 

Ｑ37．宿泊施設にあるお土産屋・レストラン・スポーツジム等に備品を設置する場合も補

助対象となるのか。 

 

Ａ37．テナントを除く、宿泊施設が営む施設内のお土産屋・レストラン・スポーツジム等

であれば対象となります。 

 

Q38．電気代や電話代、ネット回線の費用は補助対象となるのか。 

 

Ａ38．経常的な経費（常用雇用者に係る人件費、旅費、光熱水費、通信料、家賃等）は補

助対象となりません。 

その他、不動産などの固定資産取得費用、 代金支払いのため振込手数料も補助対象

外です。 

 

Ｑ39．食糧費は対象か。 

 

Ａ39．会議、打合せ等でのお弁当代やお茶代といった飲食費は対象外です。 

ただし、新商品（メニュー）開発に係る材料費等は対象です。 

   ※新商品（メニュー）開発後に宿泊客等に料理を提供するための材料費は、対象と 

なりません。 
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Ｑ40．送料、振込手数料は対象となるか。 

 

Ａ40．送料は対象となります。 

ただし、振込手数料、代引き手数料等は補助対象外となります。 

 

Ｑ41．老朽化した設備の更新費用は対象経費になるのか。 

 

Ａ41．単純な経年劣化による更新は対象外となります。 

 

Ｑ42．交付申請後に購入予定の備品・消耗品が、品切れ等のやむを得ない事情により、手

に入らなくなった。 

   同様の機能を持つ、別メーカーの備品・消耗品を代替品として購入してよいか？ 

 

Ａ42．交付申請書に添付した購入予定の備品・消耗品が、品切れ等のやむを得ない事情に 

より、手に入らなくなった場合のみ、代替品となり得る同様の機能を持つ備品・消 

耗品の購入は認めますので、代替する理由（品切れ等の”やむを得ない”理由が必 

要）と、変更前、変更後の備品・消耗品の名称を記した書類に、それらのホームペ 

ージ画面やカタログ等の資料を、実績報告書に添付してください。 

これらの経費を含めた補助対象経費をベースに再計算し、補助金額を確定しますが、 

この場合でも、交付決定額以内での金額確定となり、増額はできません。 

なお、申請後に、当初の見積より増額となった場合でも、交付額の増額はできませ 

ん。 

 

Ⅾ 経費の支出等について 

Ｑ43．補助金の交付を当てにして事業を実施したが、交付決定通知が届いた際に、申請し

た経費のうち一部が補助対象経費として認められていなかった場合、交付決定の通

知が届くまでに着手した経費は補助対象か。 

 

Ａ43．既に着手済みでも審査の上で、対象外となった経費に補助することはできません。 

 

Ｑ44．宿泊施設の支配人（従業員）が、申請者に代わって立て替えた費用は申請可能か  

 

Ａ44. 基本的には、申請者が負担した費用が対象となります。 

次のような書類を追加で提出して頂き、審査の上で決定させていただきます。 

   ①立て替え者と申請者の関係性を示す書類（例：任意様式による申出書） 

   ②立て替え者が立て替えを行った際の証拠書類 

 ③申請者が立て替え者に支払った証拠書類（例：立替経費精算書等） 

※なお、支払の生じた日は、申請者が立て替え者に支払を行った日です。 
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Ｑ45．1 つの会社で複数の宿泊施設を有しているが、物品の購入等の契約事務は本社に集 

約しており、本社で購入後に各宿泊施設に配布している。 

この場合、購入事務を行っていない宿泊施設には当該宿泊施設名の領収証等がない 

が、どうすればよいか。 

 

Ａ45．物品購入事務を担当する本社等の宛名の領収証の写し等を提出いただき、各宿泊施 

設にどの程度配布したかがわかる根拠資料を添付してください。 

なお、領収証等では、宛名、日付、購入物品、金額を確認いたします。 

 

Ｑ46．リース契約に係る経費については対象となるのか。 

 

Ａ46．本事業の実施に必要な機器や設備について、令和２年５月 14日以降に締結したリー 

ス契約についても対象となります。 

令和２年５月 14日以降の契約日から事業終了日までに支払いが完了した経費が対 

象となりますので、複数年の一括契約の場合は、補助対象期間内におけるリース額 

を計算して申請してください。 

（実績報告に事業実施期間に支出したことがわかる書類の添付が必要になります。） 

 

Ｑ47．経費の分割払いを行っており、経費の一部を補助対象期間内に支払い、残りの支払

いを補助対象期間終了後に行った場合、補助対象となるか。 

 

Ａ47．１事業（契約や発注ごと）において、すべての支払いが補助事業実施期間内に終わ

っていないため、全額が補助の対象となりません。 

 

Ｑ48．購入時にポイント（割引券等含む）を利用して購入したが、正規の金額（ポイント

使用前・割引適用前）で申請してよいのか。 

   またクレジットカードで購入したものも対象としてよいか。 

 

Ａ48．ポイント等を支払いに充当した場合、充当分については、値引きと同等とみなし、

正規金額での申請はできません。 

ポイント使用後・割引後の金額を補助対象経費としてください。 

   またクレジットカードでの購入は交付申請時点で購入済みの場合や、その他やむを

得ずクレジットカードを使用する場合を除き、原則として、現金払いや振り込み等

による支払いをしてください。 

   やむを得ずクレジットカードを利用する場合は、令和４年１月 31 日以前に引き落

としが完了するよう、余裕をもって事業を実施いただくとともに、実績報告時には、

クレジットカードの利用明細の写し（該当箇所以外黒塗り可）を併せて提出してく

ださい。 
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Ｑ49．ギフト券や仮想通貨などで支払った経費も対象か。 

 

Ａ49．金券・商品券類、仮想通貨による支払いは対象外です。 

   また、外貨で支払った場合は、取引時のレートがわかる書類と日本円に換算した金

額を明示してください。 

 

Ｑ50．フリーマーケットやオークションで購入した商品は対象ですか。 

 

Ａ50．令和３年 10 月６日（水）までに購入及び支払いが完了したものについては、審査 

の上、対象となる場合があります。 

令和３年 10 月７日（木）以降に購入したものについては、適正価格の担保が困難 

であること等から対象となりません。 

同様に一般個人や対象機器等の販売を業として行っていない事業者からの購入につ 

いても対象外とします。 


