
 

別紙 

埼玉県飲食店等換気対策補助金事業計画書 

 

                                令和３年５月１４日  

 

 埼玉県飲食店等換気対策補助金の交付を受けたいので、計画書を提出します。 

 

 

１ 申請者の概要 

（フリガナ） （ カブシキガイシャマガタマレストラン                      ） 

事業者名称  

（商号又は屋号） 
株式会社まがたまレストランサービス 

代表者職・氏名  代表取締役  埼玉  太郎  

法人番号（13 桁） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1 ２ ３ ４ （個人事業主は記入不要）  

本店所在地  

[登記簿上の本店所在地 ] 

（個人：住民票上の住所） 

〒３６０－８５０１ 

 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１  

事業所の所在地  

（※） 

〒●●●－●●●● 

 埼玉県●●市●●● 

□ 本店所在地に同じ 

事業概要  

主要な 

サービス 

洋食を中心としたレストラン 

主な顧客  近隣住民  

ホームページＵＲＬ http://www. ●●●                          □ ホームページ無し 

資本金  

（個人事業主は記入不要） 
               １，０００千円  

常時使用す

る従業員数  

              

１０人  

担当者  

フリガナ うらわ はなこ 部署  経理部  

氏名  浦和  花子  役職  部長  

電話番号 ×××－×××－×××× e-mail △△△＠△△△ 

 ※複数事業所がある場合は、県内の主たる事業所を記載してください。 

  

２ 補助金交付申請額 

                     （単位：円） 

 
補助金交付申請額 

設備導入店舗① １，０００，０００ 

設備導入店舗② ６６３，０００ 

設備導入店舗③ ３４０，０００ 

合計 ２，００３，０００ 

 ※行が不足する場合には、適宜追加してください。 

 



 

３ 補助金を申請する上での誓約事項 

 

チェック 誓約事項 

☑ 
 

①以下の全ての要件に該当しています。 
 ・申請書類に記載した内容は事実と相違ないこと。 

 ・事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していること。 

 ・この補助金について、埼玉県から検査、報告及び是正のための措置の求めがあっ 

  た場合はこれに応じること。 

 ・中小企業・個人事業主等に該当すること。 

 ・暴力団その他の反社会的勢力ではなく、代表者、役員、従業員又は構成員等にも 

  暴力団員その他の反社会的勢力の構成員がいないこと。 

 ・必要な許認可等を受け、申請時点で営業許可等の行政処分を受けていないこと。 

 ・同一の取組内容で国または県・市・町・村もしくはこれに準ずる公的機関から類 

  似する補助金を受けておらず、また受ける見込みがないこと。 

 ・会社更生法による申立てなど事業継続に不確実な状況が存在しないこと。 

 ・事業実施場所が賃借物件である場合、事業実施について賃貸人の承諾を得ている 

  こと。 

 ・交付決定された場合、事業者名、所在地、助成事業（取組）内容について公表さ 

  れる場合があることに同意すること。 

 

☑ 
 

②以下の感染予防対策を全て実践しています。 
 ・次の新型コロナウイルス感染症対策を全て実施していること。 

  『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示 

  「埼玉県ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」のＱＲコードを店頭に掲示 

   業種別ガイドラインに基づく感染予防対策 

 ・今後も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、県の要請に応じるとと 

  もに、業界団体のガイドラインを遵守して営業していくこと。 

 ・厚生労働省の『「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法』で推奨さ 

  れている換気を実践するよう努めること。 

 

 

 上記事項について確認し、申請内容に虚偽がないことを誓約します。 

 

 

 

 代表取締役または個人事業主名（自署）：埼玉 太郎       

 

 

 

 

 

 

  



 

４ 補助事業の概要 

（１）設備導入店舗① 

 

（a） 店舗の情報 

店舗名称 レストラン□□□ 

店舗の所在地 
〒●●●－●●●● 

 埼玉県●●市●●● 

物件の所有者 

（いずれかに○） 
自己所有 ・ 賃貸物件 

使用する客席数 ２０席 

 

 

（b） 施工事業者の情報（下記（c）に該当する場合） 

フリガナ ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ●●● フリガナ ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ●●●● 

事業者名 有限会社●●● 代表者名 代表取締役 ●●●● 

事業所の所在地 〒●●●－●●●● 

 埼玉県●●市●● 

□本店所在地に同じ 

本店所在地 

[登記簿上の本店所在地 ] 

〒●●●－●●●● 

 東京都●●区●● 

担当者名 ●●●● 電話番号 ×××－×××－×××× 

 

 

（c） 換気設備工事費                                （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

1 ▽▽製高効率換気設備 △△△ △ ×××× □□□□ 

2 設置工事一式 △△△ △ ×××× □□□□ 

      

      

      

 合 計 ― ― (ｱ)    1,500,000 1,650,000 

 

 

（d） 空気清浄機購入費                               （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

1 ▽▽製空気清浄機購入費 △△△ △ ×××× □□□□ 

      

      

 合 計 ― ― (ｲ)   300,000         330,000 



 

（e） 二酸化炭素濃度測定器購入費                          （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

1 二酸化炭素濃度測定器購入費 △△△ △ ×××× □□□□ 

      

      

 合 計 ― ― (ｳ)     25,980 28,578 

 

 

（f） 補助対象経費（税抜）                             （単位：円） 

 金額 備考 

補助対象経費合計 

（＝(ア)＋(イ)＋(ウ)） 

１，８２５，９８０円 

                       

補助対象経費が 15 万円未満の 

場合は申請不可 

補助金交付申請額 

（＝補助対象経費×2/3(千円未満切捨)） 

１，０００，０００円 

                    

上限 50 万円、換気設備工事を伴う

場合は上限 100 万円 

 

 

（g） 設備導入による事業効果 

（例） 

・現在３室ある個室は換気設備がなく、顧客の感染防止のため使用を中止していた。換気設備

を導入することにより、基準を満たす換気を行うことができるようになるため、稼働客席数を

現状の●●席から●●席へと増やすことができ、来客数の増加を見込むことができる。 

 

・各部屋には二酸化炭素濃度測定器を設置し、二酸化炭素濃度が１，０００ppm 以下になってい

ることを随時確認する。 

 

・さらに客席スペースには、毎分風量●●㎥の空気清浄機を導入するとともに、店舗入り口に

告知することで顧客に対し安心・安全をＰＲし、来客の増加を図る。 

 

 

 

 

（h） 設備設置の承諾について 

  設備を導入する店舗が賃貸物件である場合は、別紙１「設備設置承諾書」を提出すること。 

  



 

                                      別紙１ 

 

設備設置承諾書 

 

                              令和３年５月１３日 

 

 埼玉県知事 殿 

               

                      住  所 東京都〇〇市〇〇〇 

                  建物所有者 名  称 株式会社〇〇〇〇 

                        代表者等名 代表取締役 〇〇〇〇 

                        電  話 ×××－×××－×××× 

 

 

 埼玉県飲食店等換気対策補助金の交付申請にあたり、私（当社）が所有する下記１の建物に、賃

借人である下記２の申請者が、下記３の設備を設置することを承諾します。 

  

記 

 

１．建物の所在地及び名称 

  住所 埼玉県●●市●●● 

  名称 レストラン□□□ 

 

２．設備の設置者 

  住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  名称 株式会社まがたまレストランサービス 

  代表者等名 代表取締役 埼玉 太郎 

 

３．設置される設備の概要 

  換気設備のない個室への換気設備の新設及びそれに伴う工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）設備導入店舗② 

 

（a） 店舗の情報 

店舗名称 定食屋まがたま 

店舗の所在地 
〒●●●－●●●● 

 埼玉県●●市●●● 

物件の所有者 

（いずれかに○） 
自己所有 ・ 賃貸物件 

使用する客席数 １０席 

 

 

（b） 施工事業者の情報（下記（c）に該当する場合） 

フリガナ ●●●ｺｳﾑﾃﾝ フリガナ ﾀﾞｲﾋｮｳ ●●●● 

事業者名 ●●●工務店 代表者名 代表 ●●●● 

事業所の所在地 〒 

  

☑本店所在地に同じ 

本店所在地 

[登記簿上の本店所在地 ] 

〒●●●－●●●● 

 埼玉県●●町●● 

担当者名 ●●●● 電話番号 ×××－×××－×××× 

 

 

（c） 換気設備工事費                                （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

1 ▽▽製高効率換気設備 △△△ △ ×××× □□□□ 

2 設置工事一式 △△△ △ ×××× □□□□ 

      

      

      

 合 計 ― ― (ｱ)      980,000 1,078,000 

 

 

（d） 空気清浄機購入費                               （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

      

      

      

 合 計 ― ― (ｲ)             

 



 

（e） 二酸化炭素濃度測定器購入費                          （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

1 二酸化炭素濃度測定器購入費 △△△ △ ×××× □□□□ 

      

      

 合 計 ― ― (ｳ)     14,980 16,478 

 

 

（f） 補助対象経費（税抜）                             （単位：円） 

 金額 備考 

補助対象経費合計 

（＝(ア)＋(イ)＋(ウ)） 

９９４，９８０円 

                       

補助対象経費が 15 万円未満の 

場合は申請不可 

補助金交付申請額 

（＝補助対象経費×2/3(千円未満切捨)） 

６６３，０００円 

                    

上限 50 万円、換気設備工事を伴う

場合は上限 100 万円 

 

 

（g） 設備導入による事業効果 

（例） 

・現在客席スペースに設置している換気設備の性能が弱く、使用客席数を制限して営業してい

た。１時間当たり風量●●㎥の換気設備を導入することにより、全●●席すべての客席を使用

することができるようになる。 

 

・さらに、顧客から見える位置に二酸化炭素濃度測定器を設置し、二酸化炭素濃度が１，００

０ppm 以下になっていることを随時確認するとともに、顧客に対しても換気の状況を見える化

し、安心して飲食していただけるよう配慮する。 

 

 

 

（h） 設備設置の承諾について 

  設備を導入する店舗が賃貸物件である場合は、別紙１「設備設置承諾書」を提出すること。 

 

 

 

 

 

  



 

（３）設備導入店舗③ 

 

（a） 店舗の情報 

店舗名称 ラーメンまがたま 

店舗の所在地 
〒●●●－●●●● 

 埼玉県●●市●●● 

物件の所有者 

（いずれかに○） 
自己所有 ・ 賃貸物件 

使用する客席数 １２席 

 

 

（b） 施工事業者の情報（下記（c）に該当する場合） 

フリガナ  フリガナ  

事業者名  代表者名  

事業所の所在地 〒 

  

□本店所在地に同じ 

本店所在地 

[登記簿上の本店所在地 ] 

〒 

 

担当者名  電話番号  

 

 

（c） 換気設備工事費                                （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

      

      

      

      

      

 合 計 ― ― (ｱ)  

 

 

（d） 空気清浄機購入費                               （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

1 ▽▽製空気清浄機購入費 △△△ △ ×××× □□□□ 

      

      

 合 計 ― ― (ｲ)   498,000         547,800 

 



 

（e） 二酸化炭素濃度測定器購入費                          （単位：円） 

番号 経費内容 単価（税抜） 

A 

数量 

B 

補助対象経費 

（税抜） C=A×B 

補助事業に要する経費

（税込）  C×1.1 

1 二酸化炭素濃度測定器購入費 △△△ △ ×××× □□□□ 

      

      

 合 計 ― ― (ｳ)     12,500 13,750 

 

 

（f） 補助対象経費（税抜）                             （単位：円） 

 金額 備考 

補助対象経費合計 

（＝(ア)＋(イ)＋(ウ)） 

５１０，５００円 

                       

補助対象経費が 15 万円未満の 

場合は申請不可 

補助金交付申請額 

（＝補助対象経費×2/3(千円未満切捨)） 

３４０，０００円 

                    

上限 50 万円、換気設備工事を伴う

場合は上限 100 万円 

 

 

（g） 設備導入による事業効果 

（例） 

・現在客席スペースに設置している換気設備は劣化していて換気機能が低下しており、これま

では窓を開けて換気を行っていたが、冬場や夏場などは部屋の温度が外気に大きく影響される

とともに外部の騒音が入ってくるため、お客様への快適性が損なわれていた。 

 

・引き続き窓開けによる換気を併用しつつ、導入する二酸化炭素濃度測定器により随時二酸化

炭素濃度が１，０００ppm 以下となっていることを確認する。 

 

・あわせて、長時間の窓開けが難しくなる真夏や真冬にも顧客の安全性を高めるため、窓開け

の換気と合わせ、HEPA フィルター付き毎分●●㎥の性能を持つ空気清浄機を設置する。 

 

 

 

（h） 設備設置の承諾について 

  設備を導入する店舗が賃貸物件である場合は、別紙１「設備設置承諾書」を提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４店舗以上ある場合には、適宜追加してください。 


