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◆新型コロナウイルス感染症による支援給付金等について …P2〜5

◆チャリティゴルフ案内…………………… P6

「2020 鹿児島県夏季高等学校野球大会」で準優勝できましたこと一重に霧島商工会議所様、会員の皆様のご支
援のおかげと感謝申し上げます。ありがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします。

国分中央高校野球部　主将 吉松　副主将 米崎・庄村　部員一同



5 月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

家賃支援給付金に関するお知らせ

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）

資本金 10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

5 月～ 12 月の売上高について、
1 ヵ月で前年同月比▲50％以上または、  連続する 3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
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法人に最大 600 万円、個人事業者に最大 300 万円を一括支給。給付額

算定方法

申請時の直近 1ヵ月における
支払賃料（月額）に基づき算定した
給付額（月額）の 6倍 25 万円＋[ 支払賃料の 37.5 万円の超過分×１/３]

※ただし、50 万円（月額）が上限

支払賃料（月額）
75 万円以下

75 万円超

37.5 万円以下

37.5 万円超

給付額（月額）
支払賃料×２/３

50 万円＋[ 支払賃料の 75 万円の超過分×１/３]
※ただし、100 万円（月額）が上限

支払賃料×２/３

法人

個人
事業者

申請方法

申請期限  2021 年 1月 15 日

●電子（オンライン）申請（家賃支援給付金ホームページ）
〈 パソコンから〉
検索エンジンから「家賃支援給付金」で検索

〈 スマートフォンから〉
右記のQRコードから

●サポート会場（完全予約制）
電話予約窓口　0120-150-413　9:00～18:00（土日・祝日含む）
霧島市会場　Active Resorts 霧島　9:00～16:30（土日・祝日含む）
　　　　　　〒899-4201 霧島市霧島田口2703-5 
　　　　　　Active Resorts 霧島 カトレア

＊必要書類、誓約書の印刷が必要です。
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＊8月4日現在の情報になります。変更になる場合がございますので各窓口へお問い合わせ下さい。



1補助金の交付対象者
⑴飲食店の範囲
　・�食堂、レストラン（専門料理店を除く）・専門料
理店（日本料理店、料亭、中華料理店、ラーメン店、
焼肉店、その他の専門料理店）・そば・うどん店・
すし店・酒場、ビヤホール・バー、キャバレー、
ナイトクラブ・喫茶店・その他の飲食店（ハンバー
ガー店、お好み焼・焼きそば・たこ焼店、他に分
類されない飲食店）

　・�持ち帰り飲食サービス業・配達飲食サービス業（学
校や病院、施設など特定された多人数に対して食
事を客の求める場所に届ける事業所を除く。）

※対象外となる飲食店
　・�スペース利用や演奏等が主たるサービスとなる業
態（カラオケボックス、ネットカフェ、漫画喫茶、
ライブハウスなど）・風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）
第 2条に規定する性風俗関連特殊営業・設備を設
けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせ
る営業

⑵補助金の交付の目的となる飲食店
　次の全ての要件を満たす飲食店とすることを考えて
います。
　ア�　食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」又は「喫
茶店営業許可」を受けている飲食店であること

　イ�　営業の主たる目的が飲食店であること
　ウ�　店舗が鹿児島県内にあること
　エ�　7 月 10 日時点で飲食店営業を終了していない
こと

2補助対象経費及び補助金額
⑴感染防止対策物品の購入等
　ア　補助対象経費
　　�　宿泊施設・飲食店感染防止対策支援事業（感染
防止対策物品の購入等）補助対象経費一覧（p4
下部参照）に掲げる経費のうち、令和2年 4月
1日から別に定める日（10月末を予定）までの
間に購入又は実施し、かつ同日までに支払いがな
されたものとすることを考えています。

　　�　ただし、他の補助金の交付対象となった経費を
除きます。

　イ　補助金額
　　�　補助対象経費の10分の10以内の額（千円未
満の端数は切り捨て）で、1店舗当たり10万円
を上限とします。

　　※�交付申請の際に必要になりますので、補助対
象経費に係るレシート又は領収書（明細が分か
るもの）を保管ください。

⑵キャッシュレスの導入

補助金交付の事務手続き
　現在、交付申請・審査手続きについて検討しております
が、8月中を目途に交付申請の受付を開始する予定です。

問合せ先
鹿児島県商工労働水産部商工政策課商店街活性化推進室

（担当：田中・幸福）
〒 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号
TEL�099-286-2111 内線 2880

099-286-2885（直通）

飲食店感染防止対策支援事業について

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業協力金
（7月8日からの休業要請版）

1協力金の支援の対象
　休業の協力要請されている施設「キャバレー、ナイ
トクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブのうち、
接待を伴う飲食店」を経営する中小企業等又は個人事
業主であって、県の要請に応じて、令和 2 年 7 月 8 日（水
曜日）から同年 7 月 21 日（火曜日）までの計 14 日間、
休業にご協力いただいた方。
　なお、やむを得ず 7 月 8 日（水曜日）は休業できな
い場合は、閉店時間を早めて、できるだけ早く休業に
取り組んでいただくことが必要です。7月9日（木曜日）
から完全に休業していただいた場合、協力金の対象に
なります。

2協力金の金額
⑴中小企業等（法人）：20 万円
⑵個人事業主：10 万円
なお、複数施設を有する事業者には、10 万円上乗せ。

3申請受付
⑴申請受付期間
令和 2 年 8 月 21 日（金曜日）まで（当日消印有効）
※�申請書類等は、県の各地域振興局・支庁・商工会議
所・商工会・（公財）かごしま産業支援センターに
も置いてあります。

⑵申請方法
〒 890-8577　鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号
「鹿児島県感染症対策休業協力金申請窓口」まで
※ 協力金 と赤字で大きくご記入ください。
申請書類を簡易書留またはレターパックにて送付
⑶相談窓口
「新型コロナウイルス感染症対策休業協力金」
専用相談窓口：099-286-5691（平日 9:00 〜 18:00）
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＊8月4日現在の情報になります。変更になる場合がございますので各窓口へお問い合わせ下さい。



宿泊施設・飲食店感染防止対策支援事業
（感染防止対策物品の購入等）補助対象経費一覧

※今後対象が追加される場合があります。
小規模支援事業（宿泊施設・飲食店）
１物品購入費

①消毒費用
除菌剤の噴霧装置／オゾン発生装置／次亜塩素酸
水生成器／紫外線照射機／消毒液（高濃度エタ
ノール製品（60％以上）等を含む）／除菌マット
／足踏み式消毒液スタンド

②マスク費用
マスク／ゴーグル／フェイスシールド／ヘアネット

③清掃費用
手袋／ゴミ袋／石けん／洗浄剤／漂白剤

④飛沫対策費用
アクリル板／ビニールカーテン／透明ビニールシート
／防護スクリーン／パーティション／カラーコーン、
コーンバー／ベルトパーティション／フロアマーカー

⑤換気費用
換気扇／網戸／サーキュレーター／扇風機／空気
清浄機／加湿器

⑥その他衛生管理費用
トイレ用ペーパータオル／使い捨てアメニティ用
品／使い捨て消耗品（皿、コップ、スプーン、割
り箸、おしぼり等）／ルームサービスワゴン／体
温計／サーモカメラ／コイントレー／非接触ドア
オープナー／セルフレジ／自動券売機

⑦ PR 費用
感染防止のための店舗の取組や来客への注意喚起
を目的としたポスター・チラシの印刷費

※ 物品導入に伴う施工費、施工に伴う運搬費も対象と
する。

２外注費
消毒作業／清掃作業／ユニフォームのクリーニング
／感染防止のための店舗の取組や来客への注意喚起
を目的としたポスター・チラシの印刷発注

大規模支援事業（宿泊施設のみ）
３施設等改修費用

①施設費用
スペース確保のため、厨房・食堂改修／スペース
確保のためのロビーエリア、大広間、廊下の改修／
密集回避のための浴室設備改修（家族風呂、部屋
付き露天風呂、ボイラー改修）／ウイルス抗菌の壁
紙・再塗装／手動ドアから自動ドアへの改修／握り
玉式ドアノブからレバー式ドアノブへの改修

②設備費用
窓枠改修／非接触チェックイン（自動チェックイ
ン機も含む）の導入費用／換気・空調に伴う設備
の導入（空調は、空気清浄機能が付帯すること）
／センサー付き水道蛇口への改修／人感センサー
付き照明器具への改修／自動精算機の導入費用／
除菌機能のある食洗機／客室等のドアや手すり等
の抗菌化

③システム費用
生体認証等キーレスシステムの導入／スマート
キーシステムの導入／モバイルによるプリチェッ
クインシステムの導入／電子宿泊台帳システムの
導入・改修費用

1補助の対象
１�．令和 2年 7月10日において現に旅館業法（昭和 23
年法律第 138 号）第 3条第 1項に規定する許可を受け
ている者、又は住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65
号）第 3条第 2項に規定する届出書を提出している者。
２�．申請する宿泊施設を運営する事業者の代表者、役
員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、鹿
児島県暴力団排除条例（平成 26 年条例第 22 号）第
2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴
力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当
しないこと。

2補助率等

３対象期間
⑴小規模支援（機械等購入費）
　令和 2年 4 月 1 日から 11 月 2 日までの間に購入
又は実施し、かつ同日までに支払いがなされたもの

⑵大規模支援（施設等改修費用）
　令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 1 月 15 日までの
間に実施し、かつ同日までに支払いがなされたもの

※ ただし、⑵大規模支援（施設等改修費用）について
予算の上限に達した際は、対象期間を打ち切る場合
があります。

４申請の手続き等
申請受付期間：令和 2 年 8 月中の開始を予定

〈問い合わせ先〉
鹿児島県 PR・観光戦略部観光課
電話番号：099-286-2997
受付期間：9:00 〜 18:00（平日）

⑴小規模支援（機械等購入費） ⑵大規模支援（施設等改修費用）
補助率 10分の10 5分の4
上限額 40万円 500万円
下限額 − 100万円（事業費：125万円）

※補助対象となる事業費は全て税抜きとなります。
※⑴、⑵は重複して申請できます。
※1施設につき、それぞれ1回までの申請となります。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の両立を図るため、県内の宿泊施設が取り組む感染症拡大防止
対策にかかる費用を補助します。

宿泊施設感染防止対策支援事業費補助金
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● 売上減少を比較する月「３月～５月」を「３月～６月」に拡大します！
● 申請締切を令和２年８月３１日（月）まで延長します！
● 個人事業主のうち、事業活動*1 による所得を、雑所得や給与所得で確定
  申告した方も新たに対象とします！　 *1 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動に限ります。
 （サラリーマン、パート、アルバイト、派遣、日雇い労働、家族従業員などの被雇用者は対象となりません。）

8/31月

申請締切

※消印有効

支援対象を拡大します！ 現在
受付中

霧島市事業継続支援給付金に関するお知らせ

20万円給付売上が
20％以上減少
した事業者に

●お問い合わせ先

霧島市役所商工振興課　☎0995－64－0903 土日・祝日を除く
午前8時15分～午後5時

申請書類は、市ホームページでダウンロードしていただくか、
本庁や各総合支所、市民サービスセンターで
お受け取りください。 詳しくは市ホームページをチェック！
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● 日　　時／令和 2 年 10 月 10 日（土）・17 日 ( 土 )　午前 7 時 30 分スタート
● 会　　場／霧島ゴルフクラブ
● 参加資格／①霧島市内に居住又は市内の事業所に勤務している方。
 　　　　　　②本大会の趣旨に賛同できる方。
 　　　　　　③ 2 日間の開催ですが、都合の良い日、又は両日参加できます。
● 参 加 料／不要。
 　　　　　　 但し、ビジター特別料金 プレイ料（11,714 円、セルフ 8,964 円、食事券・フリー飲

物券付）、チャリティ募金（1,000 円）等は、各自負担とします。

　　　霧島市道義高揚支援
チャリティゴルフ大会のお知らせ
第18回

霧島市道義高揚支援チャリティゴルフ大会を下記により開催いたしますので、お知らせいたします。
ただし、大会会場でのコロナウィルス感染予防対策に沿って実施をいたしますが、感染症拡大の状況に
より、中止または延期の場合もあります。

主　催／霧島商工会議所　　後　援／霧島市、南九州ケーブルテレビネット㈱
問合せ／霧島商工会議所 総務企画課　TEL. 0995-45-0313

お買い求め・ご注文はJAあいら
購買窓口まで

ネットショッピングQR→
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霧島商工会議所青年部 部員の事業所紹介　第 1 号

霧島商工会議所青年部ウブコックミニ
UBUKOKmini通信 8月号

九州豪雨災害の被災地へ支援物資
2020 年 7月3日から13日にかけて、九州地方を中心に広い範囲で大雨
が続きました。この大雨により九州地方各地では川が氾濫し、土砂が崩れ落ち、
そのため数多くの町で水災被害、土砂災害が発生しました。
青年部では7月9日から7月15日の間で、職員の方にもご協力頂き支援
物資を募りました。集まった支援物資は16日に被災地へ微力ながら送らせて
いただきました。
近年では予測できないほどの大きな水災被害、土砂災害、台風被害、地震
被害などの自然災害が多発しています。何十年も被害が発生していない場所
でも今回のように発生する可能性もあります。
今一度、事業所や家族、ご自身の身を守るためにも避難場所の確認や防災
用品の確認、見直しや購入をご検討してみてはいかがでしょうか。命を守るた
めには大切なことだと思います。
最後になりますが、被災された方々の一日も早い復興をお祈りいたします。

皆様、こんにちは。ラーメン& 居酒屋やんきもんです。現在、コロナウイ
ルスの終息は難しいとは思いますが、できる対策を取りながら営業を続けて
おります。皆様にやんきもんの料理を提供し続けていけるようにテイクアウト
や配達も行っています。

やんきもんの料理を食べて少しでも喜んで頂けるように、以前同様これからも愛情を込めて料理やサービスを提
供していきますので、今後ともラーメン& 居酒屋やんきもんを宜しくお願いいたします。

★やんきもんの店内の様子★
鹿児島県では終息に向かっていた矢先にコロナウイルスの
クラスターが発生し、感染者が急増しました。やんきもんで
は少しでもお客様に安心して食事をお楽しみいただけるよう
に、従業員のマスク着用や食中毒予防を行っています。また、
他に飛沫感染予防のパーテーションを店内全てのテーブルに
設置しています。

★やんきもんの店長おススメ紹介★

ラーメン & 居酒屋 やんきもん　店長  金丸  智 
［霧島市国分中央1-27-29］ TEL.0995-46-0602　定休日：毎週月曜日

お一人様でのご来店も
お待ちしております

全席にパーテーションを
しています

テイクアウトや配達もやってます !!
やんきもんの味をご家庭でも（ *´ 艸 `）

霧島商工会議所青年部では部員を募集しています！　詳しくは TEL：0995-45-0313 まで

ジューシィー ! 唐揚げ
腹ペコな時にガッツリ食べて（/・ω・）/

とんこつ醤油ラーメン !!
飲みの〆にどうぞ !（^^）!
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各店舗ごと、お客様への感染防止対策（従業員のマスクの着用、手洗いの徹底、飛沫防止シートの使用等）を
行っておりますので、皆様もご配慮いただきながら、飲食店等のご利用をお願いします。

★お店のPR
皆様が安心してご利用いただけますように新型コロナウイルス対策を図
り、ご来店をお待ちしております。
＊チャージ料2,500円（キープのある方）

場所／霧島市国分中央三丁目34-11ヒロビル2階　電話／0995-45-3230　営業／20:00〜24:00　定休／日・祝日

①スタッフ全員マスク着用で接客しております。
②空気清浄機2台を新設しました。
③カウンターには、パーテーションを設置しております。
④入口、各テーブルには、アルコール消毒液を常備しております。

コロナウイルス感染防止対策取組のお店

『テイクアウト』ができる ! 気になるお店

ルピナス	 代表　堀口 麗美

対
　
策

パーテーションを設置

炭火焼居酒屋 霧家
代表　松下 太葵

企業様向けで毎日食べても飽きがこ
ないように、2週間〜1ヶ月間違う
メニューを作りました。おかずの数
は、平均6種類！お客様の健康を考
え、肉・魚・野菜の栄養バランスを
重視した彩り鮮やかなお弁当をご提
供しております。
お仕事をお昼からも頑張れるようなお
弁当を、心を込めて作らせていただき
ます。

★テイクアウトメニュー
　・日替わりオフィス弁当
	 500円（税込）
　・から揚げ弁当	 500円（税込）
★テイクアウト受付（平日のみ）
　当日10:00までに海鮮太郎へ
　お電話ください。
　海鮮太郎	電話	0995-47-0209
場所／霧島市国分中央三丁目6-7
電話／0995-46-0009
営業／17:00〜24:00
定休／不定休

ホームページ

キッチン 花の木
代表　永田 貴裕

創業41年の洋食店です。デミグラス
ソースやドレッシングなど全て手作
りでご提供しています。店内でお召
し上がりいただくメニューをそのま
まお持ち帰りできます。
ご来店のお客様優先の為、テイクアウ
トの当日予約はお断りする場合がござ
います。前日予約にご協力下さい。

★テイクアウトメニュー
　・各種定食	 990円〜（税込）
　・オードブル一人前
　	 1,080円（税込）
　　　　　　　　　×人数分
　・ドレッシング1本	500円（税込）
★テイクアウト受付
　昼11:30〜14:00
　夜17:30〜20:00
場所／霧島市国分府中町3-37
電話／0995-50-2277
営業／昼11:30〜14:00 L.O.
　　　夜17:30〜20:00 L.O.
定休／水曜日・第3木曜日（不定休有）

インスタグラム

飯家 ひさひさ
代表　坂下 龍太朗

店内は、プライベート空間を保てる
半個室スタイルとなっています。
また、テイクアウト商品は全てオー
ダーを受けてから調理し、「できた
て」をいち早くご提供できるよう徹
底しています。スタッフ一同、笑顔
でお客様のお越しをお待ちしていま
す。どうぞ、一度ご来店ください。

★テイクアウトメニュー
　・日替り弁当	 500円（税込）
　・お弁当各種
　	 650〜1,000円（税込）
　・単品（おかずのみ）
	 450円〜（税込）
　・オリジナルジャーサラダ
　	 350〜450円（税込）
★テイクアウト受付
　10:00〜14:00
場所／霧島市国分中央一丁目24-32
電話／0995-73-6929
営業／18:00〜22:00
定休／月曜日

MAP

系列店の海鮮太郎
では11:45~14:00
までランチ営業を
しています。ご来店
お待ちしています。
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