
大村市観光・飲食業雇用支援事業 

市内の観光・飲食事業者の雇用を維持し、その中で本市の観光資源の磨き上げや魅力向上を図

る取組に対して、補助金を交付します。 
 

１ 応募期間（受付再開） 

令和３年２月１６日（火）～令和３年２月２６日（金）※必着 

※ 随時審査を行い、交付決定後、補助金を概算払で交付します。 

※ 申請は１事業者あたり１申請とします。 

 

２ 対象事業者 

下記の（１）～（４）のいずれかの業種に該当し、大村市内に事業所（店舗）を置く事業者 

（１）宿泊事業者（※研修施設、福利厚生施設、ラブホテル等又は同様の形態で営業を行っている施設を除く。） 
（２）旅行会社 
（３）土産物事業者 
（４）飲食事業者（収容人数が５０人以上で団体向けの宴会場を設けている店舗） 
 

３ 補助対象要件 
（１）補助対象事業のいずれかに取り組むこと 

（２）事業実施に係る従業員の雇用を継続し、対象期間内に人件費を支給すること 

（３）原則として、市税を滞納していないこと 

（４）暴力団員等に関与していないこと 
 

４ 対象となる事業 
下記の（１）～（３）のいずれかの項目に該当し、本市の観光資源の磨き上げや魅力向上を図る取組 
 

（１） おもてなし力向上対策 

（例）インバウンド対応を見込んだ多言語による観光案内ガイドの育成研修実施、日本遺産のシュガーロードに関
する新たなスイーツの試作、新たな食材などを活用したお弁当や土産物などの試作、オンラインを活用した先
進事例の調査研究  など 

 

（２） 誘客・経営効率化対策 

（例）新たな観光メニュー（アウトドアツーリズムなど）の開発、事業所のホームページ作成・リニューアル、オ
ンライン旅行会社への登録・運用研修開催、ユニバーサルツーリズムの導入・取り組み、キャッシュレスの導
入・情報発信、ワーケーションの導入調査研究  など 

 

（３） 安全安心対策 

（例）インバウンド向け避難所マップ（多言語表示）の製作、従業員への危機管理研修の開催、事業所内の危機管
理マニュアルの作成  など 

 

５ 補助金交付の流れ 
 

 

 
 
 
 

※ 対象となる経費や申請例等は次ページ以降に記載しています。
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６ 補助額 

（１）従業員１名～４名を雇用している事業者  補助上限額  ５０万円（うち人件費の上限額 １月あたり 187,700円） 

（２）従業員５名～９名を雇用している事業者  補助上限額 １００万円（うち人件費の上限額 １月あたり 375,400円） 

（３）従業員１０名以上を雇用している事業者  補助上限額 ２００万円（うち人件費の上限額 １月あたり 563,100円） 

 ※ 従業員数は、市内事業所にて勤務する人数とする。 

   また、同業種で複数の事業所（店舗）にて雇用している場合は、合計人数を従業員数として申請可能とする。 

   なお、人件費については、１月あたりの上限額 × ２か月分 を上限とします。 

 

７ 補助対象期間 

  交付決定日※～令和３年３月３１日 

  ※ 事前着手届を提出することで、令和３年１月１日に遡及することが可能とする。 

 
 

８ 補助対象経費 
人件費   

（１）事業実施に係る従業員（正規、非正規は問わない）の給与又は賃金 ※手当は除く（通勤手当等） 

  ※例 事業実施期間が２月～３月にかかる場合は、２月と３月に支払う給与又は賃金が上限まで対象となる。 

（２）人件費の上限額は下記のとおりとする。 

ア 従業員１名～４名を雇用している事業者  人件費の上限額 １月あたり 187,700円 

イ 従業員５名～９名を雇用している事業者  人件費の上限額 １月あたり 375,400円 

ウ 従業員１０名以上を雇用している事業者  人件費の上限額 １月あたり 563,100円 

 

諸経費 

（１）対象となる諸経費は、活動に係る旅費（バス、タクシー代、燃料代等）、消耗品購入費、郵送料、講師の謝金

及び旅費、備品のレンタル・リース料、備品購入費など 

（２）対象外となる経費は、食糧費（飲食を伴う懇談会などの経費）、通常業務と区分ができない経費（通信費、光

熱水費など）等。また、備品購入費は、資産形成につながるものやパソコン、電話、タブレットなどの汎用性が

高く、申請事業に使用したと明確に区分ができないものは対象とならない。 

（３）国や県から、別途補助を受けている経費は対象外となる。 

 

 

９ 補助金申請例 
（１）宿泊事業者（従業員 1 名～4 名の事業所）の申請例 

【事業計画】 

 ホテル周辺の飲食店や市内観光のおすすめスポットなどのマップを製作するため、従業員１名が 2か月間従事す

る場合（対象となる事業の「おもてなし向上対策」に該当） 

〈人件費〉月給 19万円の従業員の場合  190,000円×2か月 ＝ 380,000 円（上限 375,400円） 

〈諸経費〉消耗品費、印刷費等  150,000 円                事業計画総額 530,000 円 

【補助対象経費の確認】  

  事業者が雇用する従業員数での補助上限額：500,000円（うち、人件費 375,400円） 

375,400円（人件費） + 150,000円（諸経費）  ＝  525,400円                              

※補助上限を超過するため補助額は 500,000 円となる 

 

 

 

 



（２）旅行会社（従業員 10 名以上の事業所）の申請例 

【事業計画】 

  大村市の魅力を発信する新たな旅行商品の開発を行うため、従業員３名が 2か月間従事する場合（対象となる事

業の「誘客・経営効率化対策」に該当） 

 〈人件費〉月給 18万円の従業員の場合 180,000円×3人×2か月 ＝ 1,080,000 円（上限 1,126,200円） 

 〈諸経費〉調査研究費 等  500,000円                 事業計画総額 1,580,000 円 

 

【補助対象経費の確認】  

  事業所が雇用する従業員数での補助上限額：2,000,000円（うち、人件費 1,126,200円） 

1,080,000円（人件費） + 500,000円（諸経費） ＝ 1,580,000円 

                         ※補助上限を越していないため全額を補助 

 

（３）土産物事業者（従業員 5 名～9 名の事業所）の申請例 

【事業計画】 

  インバウンド向けにお土産商品の多言語説明表示などを作成し、受け入れ態勢を充実させるため、従業員３名が

2か月間従事する場合（対象となる事業の「おもてなし向上対策」に該当） 

 〈人件費〉時給 900円の従業員の場合 900円×6H×40日×3名 ＝ 648,000 円（上限 750,800円） 

 〈諸経費〉消耗品費、インバウンド対策研究費 等  500,000 円    事業計画総額  1,148,000 円 

 

【補助対象経費の確認】 

  事業者が雇用する従業員数での補助上限額：1,000,000円（うち、人件費 750,800円） 

  648,000円（人件費） + 500,000円（諸経費） ＝ 1,148,000円 

                        ※補助上限を超過するため補助額は 1,000,000 円となる 

 

（４）飲食事業者（従業員 5 名～9 名の事業所）の申請例 

【事業計画】 

  大村市の魅力を発信する新たなメニューの開発を行うため、従業員２名が 2か月間従事する場合（対象となる事

業の「おもてなし向上対策」に該当） 

 〈人件費〉月給 17万円の従業員の場合 170,000円×2か月×2名 ＝ 680,000 円（上限 750,800円） 

 〈諸経費〉試作品の研究材料費 等  200,000 円            事業計画総額  880,000 円 

 

【補助対象経費の確認】 

  事業者が雇用する従業員数での補助上限額：1,000,000円（うち、人件費 750,800円） 

  680,000円（人件費） + 200,000円（諸経費） ＝ 880,000円 

                         ※補助上限を越していないため全額を補助 

（５）その他申請例 

  ア 市内に対象要件を満たす同業種の事業所（店舗）が複数ある場合の申請例 

例 飲食業：店舗 A（従業員４名） 

店舗 B（従業員６名）    計１０名 

   ※上記のように、申請する事業所（店舗）の業種が同業種であれば複数店舗分を合計して申請が可能です。 

  

 

 



 イ 市内に対象要件を満たす異なる業種の事業所（店舗）が複数ある場合の申請例 

  例  宿泊事業 ：ホテル A（従業員６名） 

      土産物事業：店舗 A（従業員４名）    計１０名 

   ※上記のように、申請する事業所（店舗）の業種が異なる場合、複数店舗分を合計しての申請は不可となりま

す。いずれか一つを選択し、選択した業種の事業計画で申請をしてください。 

１０ 提出書類等 
（１）大村市観光・飲食業雇用支援事業補助金交付申請書（様式 1号） 

 添付書類：営業許可証の写し等、従業員数を確認できる書類、給与又は賃金等台帳の写し、 

その他市長が必要とする書類、店舗の収容人数を示す資料（飲食業） 

（２）事業計画書（様式 2号） 

（３）収支内訳書（様式 3号） 

（４）暴力団等の排除に関する誓約書（様式 4号） 

（５）補助金概算払請求書（預かり） ※通帳の写しを添付 

（６）委任状（請求書の口座名義が申請者と異なる場合は提出してください。） 

 ※提出が困難なものがある場合は、事前にご相談ください。 

 ※実績報告等に必要な書類等は、交付決定通知の際にお送りいたします。 

 ※申請の際は、申請書に押印した印鑑をご持参ください。 

 

１１ その他留意事項 
（１）市が交付（概算払）した補助金額が、事業の実績額を上回った場合、その差額分は市で実績報告内容の精算処

理後、返還していただく必要があります。また、交付決定後に増額の変更交付申請は認められませんが、事業内容

の変更は可能です。事業計画が変更となった場合は、市までお知らせください。 

（２）本事業の関係帳簿類や支出証拠書類は事業完了年度の翌年から起算して 5年間保存をお願いします。 

 

１２ 提出・お問い合わせ先 
  

大村市役所 観光振興課  
 
住 所 〒856-8686 大村市玖島 1丁目 25番地 

 電 話 0957-53-4111（内線 241、242） 
 メール kankou@city.omura.nagasaki.jp 
 
  ※ 申請書の提出方法は、郵送または持参による。 

  

 問い合わせ：平日は 8時 30分～17時 30分 

  

※ 下記の日時は市役所観光振興課にて受付窓口を設置します。 

 

令和３年 ２月２０日（土） ９時～１６時 

mailto:kankou@city.omura.nagasaki.jp

