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大規模施設・飲食店への協力金（令和３年度）について 

１ 趣旨 

  大規模施設事業者及び大規模施設のテナント事業者に対する「大規模施設等協力金」並びに飲

食店に対する「感染症拡大防止協力支援金」の申請状況等を報告する。 

 

２ 大規模施設への協力金（大規模施設等協力金） 

（１）コールセンター対応件数（12月 10日現在） 

4,203件（5/16～12/10，1日平均約 28件） 

   平日 9時～17時，6月 6日までは土日も対応 

（２）申請状況（12月 10日現在）                    単位：件，千円，％ 

項目 要請期間 申請期間 
申請件数 

Ａ 
審査完了件数 

Ｂ 
支払件数 

Ｃ 
支払金額 

Ｄ 
支給率 
C/A 

第１期 5/16－5/31 6/1－7/20 1,908 1,894 1,894 1,035,619 99.3 

第２期 6/1－6/20 7/5－9/10 1,655 1,655 1,655 1,362,052 100.0 

第３期 8/20－8/26 
9/24-10/29 1,241 1,241 1,225 600,775 98.7 

第４期 8/27－9/12 

第５期 9/13－9/30 10/18-11/30 923 717 206 86,605 22.3 

計 － － 5,727 5,507 4,980 3,085,051 87.0 

 

３ 飲食店への協力支援金（感染症拡大防止協力支援金） 

（１）コールセンター対応件数（12月 11日現在） 

 58,675件（5/12～12/11，1日平均約 340件） 

月・水・金（9時 30分～20時），火・木・土（9時 30分～17時）※ 日・祝日を除く。 

（２）申請状況（12月 11日現在）                   単位：件，千円，％ 

項目 要請期間 申請期間 
申請件数 

Ａ 
審査完了件数 

Ｂ 
支払件数 

Ｃ 
支払金額 

Ｄ 
支給率 
C/A 

第１期 5/12～6/1 6/2～7/20 11,432 11,389 11,389 9,475,695 99.6 

第２期 6/2～6/20 6/21～8/10 11,588 11,549 11,549 10,139,114 99.7 

第３期 6/21～7/11 7/12～9/14 6,114 6,046 6,046 4,216,321 98.9 

第４期 8/4～9/12 － 16,566 16,273 16,273 17,860,826 98.2 

 
早期給付 － 8/10～9/14 4,440 4,314 4,314 2,627,520 97.2 

本申請 － 9/13～10/29 12,126 11,959 11,959 15,233,306 98.6 

第５期 9/13～9/30 － 14,962 9,868 9,868 6,236,389 66.0 

 
早期給付 － 9/15～9/28 2,962 2,956 2,956 1,116,360 99.8 

本申請 － 10/1～11/19 12,000 6,912 6,912 5,120,029 57.6 

第６期 10/1～10/14 － 7,045 1,887 1,887 461,246 26.8 

 
早期給付 － 10/1～10/12 1,030 1,028 1,028 195,120 99.8 

本申請 － 10/15～12/3 6,015 859 859 266,126 14.3 

計 － － 67,707 57,012 57,012 48,389,591 84.2 

  ※ 支払件数・支払金額は，12月 16日現在 

令和３年 12月 17日 
課 名 健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当 
担当者 課長 渡部 
内 線 3042 
課 名 商工労働局商工労働総務課 
担当者 課長 長谷川 
内 線 3310 

健康福祉局 
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（参考）大規模施設等への協力金（広島県大規模施設等協力金） 

区分 第１期【緊急事態宣言】 

対象期間 令和３年５月１６日（日）０時～５月３１日（月）２４時 

対象地域 広島県内全域 

主
な
対
象
施
設
と
要
請
内
容 

床面積 1,000 ㎡超の 

「大規模小売店」「百貨店」「ショッピングセンタ

ー」「スーパー」「パチンコ店」「ゲームセンター」

「スーパー銭湯」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

 ただし，10,000㎡超の施設については，土日の休業を要請 

・いずれも，生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店

舗を除く 

床面積 1,000 ㎡超の「劇場」「映画館」「集会場」

「ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限

る）」「体育館」「屋内テニス場」「ボウリング場」

「テーマパーク」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

・人数上限 5,000人かつ収容率 50％以内の要請 

・イベントを開催する場合（映画館の上映を含む。）は，21時までの

営業時間短縮を要請 

上記大規模施設に入居するテナント事業者等（大規模施設と同内容の要請） 

給
付
要
件 

（大規模施設） 

・広島県内において，県の要請に応じて休業又は営業時間短縮を行っている，床面積が 1,000 ㎡を超える要請対象施設を

運営する事業者であること。 

・要請期間のすべての期間に，要請に応じていること。 

（ただし，準備等のため５月１６日から要請に応じられなかった場合でも，５月１９日までに要請に応じること。） 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

（テナント） 

・要請期間において，要請に応じている大規模の施設の区画を賃借し出店している店舗を運営する事業者であること。 

・当該大規模施設が要請に応じたすべての期間に，大規模施設に合わせて休業又は営業時間短縮を行った店舗であること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

支
給
額 

【休業】1 日当たり給付額×対応日数 

【時間短縮】1 日当たり給付額×（要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間）×対応日数 

※1 日当たり給付額 大規模施設：対象床面積 1,000 ㎡毎に 20 万円 

 テナント：対象床面積 100 ㎡毎に 2 万円 

（１０店舗以上のテナントを持つ大規模施設事業者の場合，別途把握管理に係る経費を支給） 

受付 ６月１日（火）～７月２０日（水） 

 

区分 第２期【緊急事態宣言】 

対象期間 令和３年６月１日（火）０時～６月２０日（日）２４時 

対象地域 広島県内全域 

主
な
対
象
施
設
と
要
請
内
容 

床面積 1,000 ㎡超の 

「大規模小売店」「百貨店」「ショッピングセンタ

ー」「スーパー」「パチンコ店」「ゲームセンター」

「スーパー銭湯」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請。ただし，生活必需物資の

小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く。 

・床面積 10,000 ㎡超の施設については、土日祝日の休業を要請（生

活必需品売場を含め 10,000㎡までの部分を除く）。 

床面積 1,000 ㎡超の 

「劇場」「映画館」「集会場」「ホテル又は旅館（集

会の用に供する部分に限る）」「体育館」「屋内テ

ニス場」「ボウリング場」「テーマパーク」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

・人数上限 5,000人かつ収容率 50％以内の要請 

・イベントを開催する場合（映画館の上映を含む。）は，21時までの

営業時間短縮を要請 

上記大規模施設に入居するテナント事業者等（大規模施設と同内容の要請） 

給
付
要
件 

（大規模施設） 

・広島県内において，県の要請に応じて休業又は営業時間短縮を行っている，床面積が 1,000 ㎡を超える要請対象施設を

運営する事業者であること。 

・要請期間のすべての期間に，要請に応じていること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

（テナント） 

・要請期間において，要請に応じている大規模の施設の区画を賃借し出店している店舗を運営する事業者であること。 

・当該大規模施設が要請に応じたすべての期間に，大規模施設に合わせて休業又は営業時間短縮を行った店舗であること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

支
給
額 

【休業】1 日当たり給付額×対応日数 

【時間短縮】1 日当たり給付額×（要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間）×対応日数 

※1 日当たり給付額  大規模施設：対象床面積 1,000 ㎡毎に 20 万円 

 テナント：対象床面積 100 ㎡毎に 2 万円 

（１０店舗以上のテナントを持つ大規模施設事業者の場合，別途把握管理に係る経費を支給） 

受付 ７月５日（月）～９月１０日（金） 
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区分 第３期【まん延防止等重点措置】 

対象期間 令和３年８月２０日（金）０時～８月２６日（木）２４時 

対象区域 広島市・三原市・廿日市市・呉市・尾道市・福山市・府中市竹原市・東広島市・府中町・海田町・坂町 

主
な
対
象
施
設
と
要
請
内

容 

床面積 1,000 ㎡超の 

「大規模小売店」「百貨店」「ショッピングセンター」「スー

パー」「パチンコ店」「ゲームセンター」「スーパー銭湯」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

（生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く） 

・入場整理等の要請 

床面積 1,000 ㎡超の 

「劇場」「映画館」「集会場」「ホテル又は旅館（集

会の用に供する部分に限る）」「体育館」「屋内テ

ニス場」「ボウリング場」「テーマパーク」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

・人数上限 5,000人かつ収容率 50％以内の要請 

・イベントを開催する場合（映画館の上映を含む。）は，21時までの

営業時間短縮を要請 

・入場整理等の要請 

上記大規模施設に入居するテナント事業者等（大規模施設と同内容の要請） 

給
付
要
件 

（大規模施設） 

・広島県内において，県の要請に応じて休業又は営業時間短縮を行っている，床面積が 1,000 ㎡を超える要請対象施設を

運営する事業者であること。 

・要請期間のすべての期間に，要請に応じていること。 

（ただし，準備等のため８月２０日から要請に応じられなかった場合でも，８月２１日までに要請に応じること。） 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

（テナント） 

・要請期間において，要請に応じている大規模の施設の区画を賃借し出店している店舗を運営する事業者であること。 

・当該大規模施設が要請に応じたすべての期間に，大規模施設に合わせて休業又は営業時間短縮を行った店舗であること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

支
給
額 

【時間短縮】 1 日当たり給付額×（要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間）×対応日数 

※1 日当たり給付額  大規模施設：対象床面積 1,000 ㎡毎に 20 万円 

            テナント：対象床面積 100 ㎡毎に 2 万円 

（１０店舗以上のテナントを持つ大規模施設事業者の場合，別途把握管理に係る経費を支給） 

受付 ９月２４日（金）～１０月２９日（金） 

 

区分 第４期【緊急事態宣言】 

対象期間 令和３年８月２７日（金）０時～９月１２日（日）２４時 

対象区域 広島県内全域 

主
な
対
象
施
設
と
要
請
内
容 

百貨店の地下の食品売り場等 入場者の整理等を要請 

床面積 1,000 ㎡超の 

「大規模小売店」「百貨店」「ショッピングセ

ンター」「スーパー」「パチンコ店」「ゲーム

センター」「スーパー銭湯」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

（生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く） 

・人数管理，人数制限，誘導等の入場整理等を要請 

【令和 3年 9月 11日（土）・12日（日）】 

・10,000平方メートル超の施設については，土日休業を要請（生活必需物

資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く） 

ただし，10,000平方メートルを超えない範囲で営業する場合には，生活

必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗に限らない 

床面積 1,000 ㎡超の 

「劇場」「映画館」「集会場」「ホテル又は旅館（集

会の用に供する部分に限る）」「体育館」「屋内テ

ニス場」「ボウリング場」「テーマパーク」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

・人数上限 5,000人かつ収容率 50％以内の要請 

・イベントを開催する場合（映画館の上映を含む。）は，21 時までの営業時間短縮を要請 

・人数管理，人数制限，誘導等の入場整理等を要請 

上記大規模施設に入居するテナント事業者等（大規模施設と同内容の要請） 

給
付
要
件 

（大規模施設） 

・広島県内において，県の要請に応じて休業又は営業時間短縮を行っている，床面積が 1,000 ㎡を超える要請対象施設を運営する事業者であること。 

・要請期間のすべての期間に，要請に応じていること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

（テナント） 

・要請期間において，要請に応じている大規模の施設の区画を賃借し出店している店舗を運営する事業者であること。 

・当該大規模施設が要請に応じたすべての期間に，大規模施設に合わせて休業又は営業時間短縮を行った店舗であること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

支
給
額 

【休業】1 日当たり支給額×対応日数 

【時間短縮】1 日当たり給付額×（要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間）×対応日数 

※1 日当たり給付額  大規模施設：対象床面積 1,000 ㎡毎に 20 万円 

 テナント：対象床面積 100 ㎡毎に 2 万円 

（１０店舗以上のテナントを持つ大規模施設事業者の場合，別途把握管理に係る経費を支給 

受付 ９月２４日（金）～１０月２９日（金） 
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区分 第５期【緊急事態宣言】 

対象期間 令和３年９月１３日（月）０時～９月３０日（木）２４時 

対象区域 広島県内全域 

主
な
対
象
施
設
と
要
請
内
容 

百貨店の地下の食品売り場等 入場者の整理等を要請 

床面積 1,000 ㎡超の 

「大規模小売店」「百貨店」「ショッピングセンター」「スーパ

ー」「パチンコ店」「ゲームセンター」「スーパー銭湯」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

（生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く） 

・人数管理，人数制限，誘導等の入場整理等を要請 

床面積 1,000 ㎡超の 

「劇場」「映画館」「集会場」「ホテル又は旅館（集

会の用に供する部分に限る）」「体育館」「屋内テ

ニス場」「ボウリング場」「テーマパーク」等 

・5時から 20時までの営業時間短縮を要請 

・人数上限 5,000人かつ収容率 50％以内の要請 

・イベントを開催する場合（映画館の上映を含む。）は，21 時までの営業時間短縮を要請 

・人数管理，人数制限，誘導等の入場整理等を要請 

上記大規模施設に入居するテナント事業者等（大規模施設と同内容の要請） 

給
付
要
件 

（大規模施設） 

・広島県内において，県の要請に応じて営業時間短縮を行っている，床面積が 1,000 ㎡を超える要請対象施設を運営する事業者であること。 

・要請期間のすべての期間に，要請に応じていること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

（テナント） 

・要請期間において，要請に応じている大規模の施設の区画を賃借し出店している店舗を運営する事業者であること。 

・当該大規模施設が要請に応じたすべての期間に，大規模施設に合わせて休業又は営業時間短縮を行った店舗であること。 

・要請期間中に，飲食業に係る感染症拡大防止協力支援金等，重複受給ができない制度を利用していないこと。 

支
給
額 

【時間短縮】1 日当たり給付額×（要請に応じて短縮した時間÷本来の営業時間）×対応日数 

※1 日当たり給付額  大規模施設：対象床面積 1,000 ㎡毎に 20 万円 

 テナント：対象床面積 100 ㎡毎に 2 万円 

（１０店舗以上のテナントを持つ大規模施設事業者の場合，別途把握管理に係る経費を支給 

受付 １０月１８日（月）～１１月３０日（火） 
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（参考）飲食店への協力支援金（感染症拡大防止協力支援金） 

 

令和３年度第１期（5/12～5/15（4日間））県独自の取組 
対象エリア 流川・薬研堀地区 

対象店舗 

・酒類を提供し，通常は 20 時以降まで営業している飲食店（飲食店営業許可

「１類」又は「３類」） 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」

であること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類の提供は 19時まで） 

休業：すべての日において休業 

協力支援金 

（1店舗当たり） 

（単位：万円／日） 

中小企業 PCR受検無 PCR受検有  大企業 PCR受検無 PCR受検有 

時短 1.5～4.5 2.0～6.0 時短 最大 10 最大 15 

休業 2.0～6.0 2.5～7.5 休業 最大 15 最大 20 
 

申請受付期間 令和３年６月２日（水）～７月２０日（火）消印有効 

 

令和３年度第１期（5/16～5/31（16日間），6/1（1日間））緊急事態措置 
対象エリア 県全域 

対象店舗 

・「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」又は「通常は 20 時以降まで営業している

飲食店」（飲食店営業許可「１類」又は「３類」，又は喫茶店営業許可「１類」） 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」

であること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類・カラオケ設備の提供は行わない。） 

休業：すべての日において休業 

協力支援金 

（1店舗当たり） 

① 流川・薬研堀地区                    （単位：万円／日） 

中小企業 PCR受検無 PCR受検有  大企業 PCR受検無 PCR受検有 

時短 3.0～9.0 3.5～9.5 時短 最大 19 最大 19.5 

休業 3.5～9.5 4.0～10.0 休業 最大 19.5 最大 20 

② （①以外）                       （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 3.0～9.0 時短 最大 19 

休業 3.5～9.5 休業 最大 19.5 
 

申請受付期間 令和３年６月２日（水）～７月２０日（火）消印有効 

 

令和３年度第２期（6/2～6/20（19日間））緊急事態措置 
対象エリア 県全域 

対象店舗 

・「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」又は「通常は 20 時以降まで営業している

飲食店」（飲食店営業許可「１類」又は「３類」，又は喫茶店営業許可「１類」） 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」

であること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類・カラオケ設備の提供は行わない。） 

休業：すべての日において休業 

協力支援金 

（1店舗当たり） 

                      （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 3.0～9.0 時短 最大 19 

休業 3.5～9.5 休業 最大 19.5 
 

申請受付期間 令和３年６月２１日（月）～８月１０日（火）消印有効 
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令和３年度第３期（6/21～7/11（21日間））県独自の取組 
対象エリア 広島市・東広島市・廿日市市 

対象店舗 

・酒類を提供し，通常は 20時以降まで営業している飲食店（飲食店営業許可「１
類」又は「３類」） 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であ
ること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類の提供は 19時まで） 
休業：すべての日において休業 
※飲食を主として業としている店舗は，期間の全日，カラオケ設備の提供を行わないこと。 

協力支援金 
（1店舗当たり） 

                    （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 2.0～7.0 時短 最大 19 

休業 2.5～7.5 休業 最大 19.5 
 

申請受付期間 令和３年７月１２日（月）～９月１４日（火）消印有効 

※ 感染状況の改善に伴い，要請期間を変更する場合がある。 

 

令和３年度第４期（8/4～8/19（16日間））県独自の取組 

対象エリア 
広島市・三原市・廿日市市 8/4～8/19（16日間） 
呉市・尾道市・福山市・府中市 8/10～8/19（10日間） 

対象店舗 

・酒類を提供し，通常は 20時以降まで営業している飲食店（飲食店営業許可「１
類」又は「３類」） 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であ
ること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類の提供は 19時まで） 
休業：すべての日において休業 
※飲食を主として業としている店舗は，期間の全日，カラオケ設備の提供を行わないこと。 

協力支援金 
（1店舗当たり） 

                    （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 2.0～7.0 時短 最大 19 

休業 2.5～7.5 休業 最大 19.5 

※早期給付 １店舗当たり 25万円 

申請受付期間 
令和３年９月１３日（月）～１０月２９日（金）消印有効 
早期給付申請受付期間 令和３年８月１０（火）～９月１４日（火） 

 

令和３年度第４期（8/20～8/26（7日間））まん延防止等重点措置 

対象エリア 
広島市・三原市・廿日市市・呉市・尾道市・福山市・府中市 
竹原市・東広島市・府中町・海田町・坂町 

対象店舗 

・「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」又は「通常は 20時以降まで営業

している飲食店」 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」
であること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類・カラオケ設備の提供は行わない。） 
休業：すべての日において休業 

協力支援金 
（1店舗当たり） 

                    （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 2.5～9.5 時短 最大 19.5 

休業 3.0～10.0 休業 最大 20.0 

※早期給付 １店舗当たり 36万円 

申請受付期間 
令和３年９月１３日（月）～１０月２９日（金）消印有効 
早期給付申請受付期間 令和３年８月２３（月）～９月１４日（火） 
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令和３年度第４期（8/27～9/12（17日間））緊急事態措置 
対象エリア 県全域 

対象店舗 

・「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」又は「通常は 20時以降まで営業

している飲食店」 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」

であること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類・カラオケ設備の提供は行わない。） 

休業：すべての日において休業 

協力支援金 
（1店舗当たり） 

                    （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 3.5～9.5 時短 最大 19.5 

休業 4.0～10.0 休業 最大 20.0 

※早期給付 
・新たに追加となる 11市町は，１店舗当たり 34万円 

 ・まん延防止等重点措置から対象となった 5市町は１店舗当たり 9万円を追加 

申請受付期間 
令和３年９月１３日（月）～１０月２９日（金）消印有効 
早期給付申請受付期間 令和３年８月２３（月）～９月１４日（火） 

 

令和３年度第５期（9/13～9/30（18日間））緊急事態措置 
対象エリア 県全域 

対象店舗 

・「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」又は「通常は 20時以降まで営業

している飲食店」 

・「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」

であること。 

主な支給要件 
時短：20時までの時短営業（酒類・カラオケ設備の提供は行わない。） 

休業：すべての日において休業 

協力支援金 
（1店舗当たり） 

                    （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 3.5～9.5 時短 最大 19.5 

休業 4.0～10.0 休業 最大 20.0 

※早期給付 １店舗当たり 36万円 

申請受付期間 
令和３年１０月１日（金）～１１月１９日（金）消印有効 
早期給付申請受付期間 令和３年９月１５日（水）～９月２８日（火） 

 

令和３年度第６期（10/1～10/14（14日間））県独自の取組 
対象エリア 広島市・東広島市・府中町・海田町 

対象店舗 

・酒類を提供し，通常は 20時（広島積極ガード店ゴールド認証店は 21時）以降
まで営業している飲食店（飲食店営業許可「１類」又は「３類」） 

・「広島積極ガード店ゴールド」又は「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウ
イルス感染症対策取組宣言店」であること。 

主な支給要件 

（広島積極ガード店ゴールド認証店（第三者認証店）） 
時短：21時までの時短営業（酒類の提供は 20時まで） 
休業：すべての日において休業 
（第三者認証店以外） 
時短：20時までの時短営業（酒類の提供は 19時 30分まで） 
休業：すべての日において休業 

協力支援金 
（1店舗当たり） 

                    （単位：万円／日） 

 中小企業   大企業 

時短 2.0～7.0 時短 最大 19.5 

休業 2.5～7.5 休業 最大 20.0 

※早期給付 １店舗当たり 18万円 

申請受付期間 
令和３年１０月１５日（金）～１２月３日（金）消印有効 
早期給付申請受付期間 令和３年１０月１日（金）～１０月１２日（火） 

 


