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制度全般 

Ｑ１ 本事業の目的は何か？ 

Ａ１ 感染症対策と経済活動の両立が求められる中、区内店舗におけるコロナ禍及び

コロナ後の店舗活動を支援し、消費者と共に感染症対策が図れるよう、基本的な

感染対策を講じながら値引きやおまけなどの消費者還元サービスを実施した店

舗に対し、サービスにかかる費用の補助を行います。 

また、本事業を通じて消費者と店舗のコミュニケーションの活性化も図ります。 

なお、コミュニケーションを補完する目的で、消費者からも感染症対策を実施し

ている店舗を、店頭や SNS等を通じて応援してもらうよう促します。 

制度全般 

Ｑ２ 「消費者還元サービスを実施すること」とあるが、どのようなことを行うこと

か？ 

Ａ２ 消費者の方向けに、販売商品の割引や商品に追加でサービス品をつける等の消

費者にとってお得な条件で商品の販売を行うことです。 

 例１《特別価格での商品販売》 

    販売価格が７００円の商品を５００円で販売する。 

〔差額の 200円＝還元金額相当分となります。〕 

   ＜注意＞還元金額相当分が 1,000円までのものを本事業の補助金の対象 

とします。また、本体の販売価格が無料になる場合は対象外とな

ります。 

 例２《商品に追加でサービス品を提供》 

    １，０００円以上の商品を購入した方に、３００円相当のおまけの品を

サービスでつける。 

〔サービス商品販売価格（300円）＝還元金額相当分となります。〕 

＜注意＞商品よりも高額なサービス品は補助対象外となります。 

上記の２つの例と異なる消費者還元サービスについては、補助対象とならない

場合がありますので、コールセンター（080-8070-0574）まで事前相談をお願い

します。 

 

制度全般 

Ｑ３ 補助対象経費の「消費者還元金額相当に当たる費用」とは？ 

Ａ３ ・商品の割引販売をした場合の、商品定価と割引後価格との差額のことです。 

・サービス品を追加でつけた場合は、そのサービス品の価格のことです。 

例１《特別価格での商品販売》「通常の販売価格が 700円の商品を 500円で販売

し、1日 10個、30日間提供した場合」 

〇700円（通常価格）-500円（特別価格）＝差額の 200円が還元金額相当分 

→200円×10個×30日間＝60,000円が補助金額となります。 

 

例２《商品に追加でサービス品を提供》「1,000 円以上の商品を購入した方に、

300 円相当のおまけの品をサービスでつけ、1日 10個 30 日間提供した場合」 

→300円×10個×30日＝90,000 円が補助金額になります。 

 

例３《例 1（特別価格での商品の提供）と例 2（サービス品を提供）を両方実施

した場合》 

〇例 1の補助金額合計 60,000円+例 2の補助金額合計 90,000円＝150,000円 

→10 万円が補助金の上限のため、実績額が 15 万円でも補助金額は 10 万円と

なります。 
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制度全般 

Ｑ４ 消費者還元サービスの対象者は、お客様であればだれでもよいのか？ 

Ａ４ マスク等、基本的な感染症予防対策をされているお客様であれば どなたでも

対象です。別途実施した「ワクチン接種に伴う区内店舗支援事業」とは異なり、

ワクチン接種の有無にかかわらず対象となります。 

 

制度全般 

Ｑ５ 消費者還元サービスの実施後に、補助金を申請できるか？ 

 

Ａ５ サービス実施後の申請では補助金の対象とはなりません。 

消費者還元サービスの実施に当たっては、事前の申請が必要です。サービス開始

の２週間前までに申請書類を提出いただき、区にて申請内容を確認の上、交付を

決定したのちに、サービスを開始してください。 

【手続きの流れ】 

①参加申し込み（申請書類の提出） 

②参加決定・特設サイトにサービス内容掲載 

③消費者還元サービスの実施 

④実績報告書類提出、補助金支給 

 

補助対象 

要件 

Ｑ６ 本社は文京区外にあるが、店舗を文京区内に２つ持っている。対象になるか？ 

Ａ６ 店舗が文京区内にあれば対象になります。また、要件を満たしていれば、店舗ご

とに申請が可能です。（※申請は１店舗 1回のみ） 

 

補助対象 

要件 

Ｑ７ どのような業態の店舗が対象となるのか？ 

Ａ７ 区内において、小売、飲食、その他生活に必要なサービス等を消費者向けに提供

している店舗が対象となります。 

【対象店舗例】 

（小売店舗） 

食料品店、お弁当屋、和菓子・洋菓子店、酒屋、衣料品店、本屋、文房具屋、 

雑貨屋 など 

（飲食店舗） 

飲食店、居酒屋、カフェ、喫茶店 など 

（生活に必要なサービスを提供する店舗） 

理髪店、美容院、クリーニング店 など 

 

自店舗が対象となるかご不明の場合は、コールセンターへ問い合わせください。 

補助対象 

要件 

Ｑ８ 事業者向けの営業・サービスを主に行っている業種も対象となるか？ 

Ａ８ 消費者向けに商品等を提供している場合は、その商品におけるサービスであれ

ば補助金の対象となります。 

 

【活用例】 

印刷業で消費者向けにカレンダーの販売や年賀状等の印刷を行っている場合等 
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補助対象 

要件 

Ｑ９ 通販のみの営業形態の場合は対象となるか？ 

Ａ９ 通販のみの営業形態の場合は対象外です。 

今回の補助金は、消費者の方に対して行う消費者還元サービスが対象のため、自

店舗で対面販売を行っていることが要件となります。 

 

補助対象 

要件 

Ｑ１０ 別途実施していた「テイクアウト・デリバリー支援事業」「ワクチン接種に伴う

区内店舗支援事業」に申請した店舗は、今回の補助金の対象となるか？ 

 

Ａ１０ 対象となります（※申請は１店舗 1回のみ）が、申請手続き、補助対象経費等が

異なりますので、ご注意ください。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ１１ 全ての商品に割引等の消費者還元サービスを行う必要があるか？ 

また、商品が多く事業計画書に書ききれない場合はどうすればよいか？ 

Ａ１１ 割引等の消費者還元サービスの実施が一部商品のみでも補助対象となります。

サービス対象の商品が多く、『事業計画書（別記第 2号様式）』に書ききれない場

合は、事業計画書を複数枚使用していただくか、別紙として商品一覧をまとめて

ご提出ください。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ１２ 店内全商品を定価の２０％引きとしたいが、様式第２号「事業計画書」にはどの

ように記載すればよいか？ 

Ａ１２ 商品全品●●％オフなど、幅広い商品を割引する場合、「商品を特別価格で提供

する場合」に該当しますが、メニュー数が多く記載が難しくなるため、『【記入例】

事業計画書（別記第 2号様式）【全品割引の場合】』を確認いただき、記載例を参

考に記載してください。 

※各商品の割引額は 1,000円以内までが補助金の対象となります。（全商品 

２０％オフの場合は、定価 5,000 円までの商品の割引が補助金の対象です。） 

※実績報告時には、個々の商品の売上実績が分かる書類（個々の商品の価格、売

上個数が把握できるもの）の提出が必要となりますので、日ごとの商品の売上管

理をしていただくようお願いします。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ１３ 特別価格で販売する商品を購入したお客様に、さらに追加でサービス品を提供

することは可能か？また、この場合サービス品の価格上限はどのように考えれ

ばよいか？ 

Ａ１３ 《①特別価格での商品販売》と《②商品に追加でサービス品を提供》の併用は可

能です。その場合、下記例のようなサービス内容が対象となります。 

例：①通常の販売価格が 700円の商品を 500円で販売し、②さらにこの商品の購

入者にサービス品をつける場合 

→①の割引後の価格となる 500 円以内の品を②のサービス品として提供する場

合、補助金の対象となります。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ１４ お客様へのクーポン券の配布やポイントの付加も対象になるか？ 

Ａ１４ 今回の支援補助金は、消費者にその場で即還元されるサービスを対象とします

ので、クーポン券やポイントの付加については対象となりません。 
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消費者還元

サービス 

Ｑ１５ 消費者還元サービスを消費者に対してどのように周知すればよいか？ 

Ａ１５ 参加決定店舗宛てに、区から店舗掲示用のポスターを送付します。このポスター

に店舗のサービス内容・期間、店舗で実施している感染対策等を記入し、必ず店

舗に掲示してください。 

商品割引を行う場合は、商品の定価と割引後の価格が分かるように周知してく

ださい。サービス品を提供する場合は、サービス品の内容、提供方法を具体的

に周知してください。 

また、事務局にて、区内店舗紹介サイト「文京ソコヂカラ」内特設ページに、サー

ビス内容・期間・店舗基本情報等を掲載し、広く周知いたします。 

各店舗の広報ツール（SNS 等）でも事業やサービスの宣伝をしていただくよう

お願いいたします。「文京ソコヂカラ」Facebook では事業や店舗紹介も行い

ますので、ページ・記事のフォローやシェアにご協力ください。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ１６ サービスの対象者はワクチン接種済みである必要があるか？また、「ワクチン接

種済証」や「ワクチンパスポート」の提示は必要か？ 

Ａ１６ ワクチン接種の有無にかかわらず対象となります。「ワクチン接種済証」や「ワ

クチンパスポート」の提示は必要ありません。 

消費者還元

サービス 

Ｑ１７ 消費者還元サービスの実施期間は自由に設定できるか？ 

Ａ１７ 消費者還元サービスは、令和４年１月１４日から２月２８日までの期間中であ

れば、自由に期間を設定し、実施してください。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ１８ 事業参加決定後に、サービス内容・サービス期間を変更してもよいか？また、売

上額が補助金上限の１０万円に達したためサービスを急遽終了することは可能

か。 

Ａ１８ 可能です。参加決定後にサービス内容・実施期間を変更する場合、又は予定より

早くサービスを終了する場合は、必ず事前にコールセンターへお知らせくださ

い。「文京ソコヂカラ」の掲載情報を事務局で修正します。 

店舗掲示用ポスター等の記載内容修正は各店舗様にてお願いします。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ１９ 飲食店を営んでいるが、テイクアウトサービスも実施している。店内メニューの

割引、テイクアウトメニューの割引、それぞれ補助対象となるのか。 

 

Ａ１９ 店内メニューの割引、テイクアウトメニューの割引ともに補助対象となります。 

 

消費者還元

サービス 

Ｑ２０ 飲食店を営んでおり、店内メニューの割引を計画していたが、サービス実施中に

緊急事態措置等による休業・営業時間短縮の要請が出たため、テイクアウトメニ

ューの割引に変更することは可能か。 

 

Ａ２０ サービス開始後に緊急事態措置等による休業・営業時間短縮の要請を受けて、 

サービス内容を変更することは可能です。変更する場合は、必ず事前にコールセ

ンターへお知らせください。 

店舗掲示用ポスター等の記載内容修正は各店舗様にてお願いします。 
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感染症 

予防対策 

Ｑ２１ 店舗ではどのような感染症対策を行っていればよいのか？ 

Ａ２１ 基本的な項目①マスクの着用・手洗い等の徹底②ソーシャルディスタンスの確

保③定期的な換気など、３つの密（密閉・密集・密接）を避ける行動④店舗等の

清掃・消毒⑤利用者・従業員の体調管理は必ず実施していただくようお願いしま

す。 

補助金申請時に「新型コロナウイルス感染拡大防止対策チェックシート（別記様

式第 3号）」にて上記項目を実施している旨を確認いただき、チェックシートを

ご提出ください。 

 

感染症 

予防対策 

Ｑ２２ 「新型コロナウイルス感染拡大防止対策チェックシート（別記様式第 3号）」の

項目はすべて実施していなければ補助金申請できないのか？ 

 

Ａ２２ 本事業は、“感染症予防対策を講じながら”営業を行っている店舗への支援とな

りますので、チェックシートにある対策はすべて実施していただく必要があり

ます。 

参加決定店舗には、感染予防 PRグッズをお送りしますので、店舗に設置してく

ださい。 

 

補助対象 

経費等 

Ｑ２３ 飲食店を営んでいるが、容器等の消耗品購入経費を申請できるか？ 

 

Ａ２３ 本事業は、現在別途実施中の「飲食店テイクアウト・デリバリー支援事業」とは

別の事業のため、容器等の消耗品購入経費は対象となりません。 

 

補助対象 

経費等 

Ｑ２４ 別途実施している「PayPay」を活用したキャッシュレス決済ポイント還元事業に

参加しているが、本事業の補助金との併用は可能か？ 

Ａ２４ 令和４年１月末まで実施する「PayPay で文京区の商店街を元気に！！最大３

０％戻ってくるキャンペーン」に参加されている店舗についても、本事業を活用

いただけます。 

【活用例】 

１，０００円の商品を５００円割引でサービスした場合、お客様は半額割引のサ

ービスを受けられるとともに、５００円の３０％分（１５０円）の PayPayボー

ナスが還元されます。 

その他 

 Ｑ２５ 申請書類を紙でもらいたいが、郵送してもらえるか？ 

Ａ２５ 申請書類をご希望の方は、郵送で希望の住所へお送りしますので、コールセンタ

ーへお電話ください。 

 

 


