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令和４年度島田市新型コロナウイルス感染症対策ＬＩＮＥクーポン補助金 

事業実施要領 

 【市内事業者の皆様へ】 応募のご申請をいただく前に、必ずご一読ください。 

注意事項 
・本事業参加にあたっては、感染拡大防止対策の徹底をお願いいたします。 

・本事業は、新型コロナウイルスの感染状況等により、延期または中止となる可

能性があります。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

感染防止対策の 

協力要請 

 ＜協力要請内容＞ 

１．長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒等を避けるための

取り組みを行うなど、感染リスクが高まる場面を回避してください。 

２．【飲食を伴う場合】 

〇静岡県の感染症予防対策に係る基準を参考に、１テーブルが４人以下と

なるようお願いします。 

４人以下でも、人と人との距離は、最低でも１ⅿ（できるだけ２ⅿ）確保

をお願いします。 

〇万が一利用客が５人以上のグループにならざるを得ない場合は、パーテーシ

ョン、アクリル板、机、個室等を利用し、４人以下のグループ毎になるように

してください。他のグループとのパーテーションを挟んだ大声の会話やグループ

間移動は避けてください。 

〇テーブル間の距離、同一グループ内の人と人との間隔など、人と人との距離

の確保や、飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等の設置にご協力をお願い

します。 

〇飲食時以外はマスク着用を周知するとともに、定期的な手洗い・手指消毒

の要請をするようお願いします。 

※上記内容を、店舗入り口、店内、ホームページ等で利用客に周知すること。 

３．マスク非着用での会話など感染リスクの高い行動に対する利用客への自粛

の呼び掛けのほか、常時換気の徹底、小まめな消毒など、業種組合の感染防止

ガイドラインの徹底をお願いします。 

４．以上のほか、感染拡大防止対策を徹底してください。 
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事業概要 
市で参加店舗を募集し、市 LINE 公式アカウントにて最大 30％オフのクーポン

を配信します。（LINE クーポン事業に初参加の事業者は最大 40％オフ） 

事業内容 

【事業実施期間】 令和４年 10 月 10 日（月）から 

12 月 11 日（日）まで(予定) 

【クーポン配信】 令和４年 10 月 10 日（月）より毎週月曜日に配信 

【各クーポン使用可能期間】 ２週間 

【使用可能回数】おひとりさま１クーポン 1 回限り 

  ※来店人数分のみ使用可能 

 （例）おひとりが複数のアカウントをお持ちの場合…使用回数１回のみ 

 

クーポン内容 

【LINE クーポンに過去参加したことがある店舗の場合】 

（１）1,000 円（税込）以上で 300 円値引 

（２）2,000 円（税込）以上で 600 円値引 

（３）3,000 円（税込）以上で 900 円値引 

【LINE クーポンに初参加の店舗の場合】 

（１）1,000 円（税込）以上で 400 円値引 

（２）2,000 円（税込）以上で 800 円値引 

（３）3,000 円（税込）以上で 1,200 円値引 

※応募申請時に、運営内容に沿う最適な割引額をご選択いただきます。 

参加店舗数 

先着 500 者 

※定員に達し次第募集終了とさせていただきます。 

※新型コロナウイルスの感染状況により急遽打ち切りとなる場合があります。 

クーポン掲載順 

原則先着順 

割引率やカテゴリ等によって一部変更の可能性があります。予めご了承ください。 

参 加 店 舗 募 集 期 間 令和４年９月 12 日（月）～９月 30 日（金） 

参加店舗応募方法 

①電子申請、②メールで応募用紙と画像の送付のいずれかにて応募可能です。 

LINE クーポンに参加したことのある場合と初参加の場合で申込書が異なりま

すのでご注意ください。 

【送信先】   line_coupon@city.shimada.lg.jp 

mailto:line_coupon@city.shimada.lg.jp
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①電子申請の場合 
下記 URL に必要事項をご記入の上、画像を添付してください。 

LINE クーポンに参加したことがある場合 

⇒https://logoform.jp/form/imZT/142282 

LINE クーポンに初めて参加する場合 

⇒https://logoform.jp/form/imZT/142284 

②の場合の送付内容 

(1)応募用紙(Excel データ) 

 ※Excel データの送付が不可の場合は、電子申請にてご応募ください。 

(2)店舗または商品画像(JPEG,PNG のいずれか) 

※画像データの目安は 0.3MB（なるべく小さいサイズにて） 

画像データの用途 送付いただいた画像データは、各店舗の LINE クーポン配信時に、クーポン内容と

ともに掲載します。お店の魅力が伝わる一枚をご送付ください！ 

 

 

参加店舗の条件 

 

・感染拡大防止対策の協力要請に協力すること。（次項参照） 

・中小企業者等（※１）であって市内に主たる事業所等を有するもの及

び市長がこれに準ずるとして認めるもの（※２）であること。 

・市内で現に事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること。 

・クーポン使用可能期間のうち、８日以上は営業を行うこと。 

・クーポン事業を出来る限り広報・周知すること（特に掲載期間中）。 

・クーポン掲載期間中、別表１のいずれかを行うこと。 

※１中小企業者等とは… 以下の表をご確認ください。 

 

 

 

 

 

              

※２市長がこれに準ずるとして認めるものとは…中小企業者等で国内に複数事業

所等を有するもののうち、その半数以上が島田市に所在するもの 

その他詳細につきましては商工課までお問い合わせください。 

https://logoform.jp/form/imZT/142282
https://logoform.jp/form/imZT/142284
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対象外となる営業 
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。以下「風営法」という。）第２条に規定する風俗営業等 

ただし、ふじのくに安全・安心認証制度の認証を取得している店舗は、対

象となる場合がありますので、商工課までお問い合わせください。 

 

割引方法 

お客様の LINE クーポンが「使用済」になったことを確認したあと、お会計か

ら割引額をレジにて差し引いてご対応ください。 

★LINE クーポンとレジは連動しません。レジでの割引対応を忘れずに行

っていただくようお願いいたします。 

※LINE クーポンを使用済にする方法については、本要領の【クーポン使用方法】 

をご確認ください。 

店舗で LINE クーポンとは別の割引やセールを行っている場合、LINE クー

ポンとの併用は可能です。ただし、各店舗の割引適用後の合計金額を

LINE クーポンの対象としてください。 

割引時の決済方法 

お客様が LINE クーポンを利用された際でも、支払方法について特に指

定はありません。お会計については店舗で可能な決済方法にてご対応い

ただくことが可能です。（現金、クレジットカード、その他電子決済等…） 

補助対象となる割引 

市 LINE 公式アカウントの友だち登録者が、市内の店舗等において期間

内の対面でクーポンを使用することにより割り引くものであること。 

 

※以下は補助対象外となりますのでご注意ください。 

①納税・公的手数料など国や地方自治団体への支払い及び公共料金の支払い 

②株式・先物・宝くじなどの金融商品、土地・家屋等の不動産に関する支払い 

③商品券(各店舗で発行する商品券含む)・ビール券・図書券・切手・印紙・ 

プリペイドカード等換金性の高いものの販売 

④たばこ事業法第２条第１項第３号に規定する製造たばこの販売 

⑤オンライン販売など、対面で割引ができない販売及びサービスの提供 

⑥期間外の販売及びサービスの提供に対する支払い 

 

補助額 クーポン使用により発生した割引額の全額 
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補助申請 【申請期限】 

各事業者、クーポン掲載期間終了後 14 日以内に申請をしてください。 

①電子申請、②必要書類の提出のいずれかにて申請可能です。 

①電子申請の場合 準備ができ次第、URL を公開します。 

URL は島田市ホームページでの公開及びメールにてお知らせします。 

②の場合の提出書類 １．LINE クーポン補助金交付申請書兼実績報告書 

２．事業実績書 

３．クーポン使用により割り引いた額を確認できる書類 

４．請求書 

補助額交付まで 
補助金申請受付後より入金まで、約 10 営業日前後掛かります。 

交付決定後、事前に郵送で通知をさせていただきます。 

その他 
応募後は主にメールにてご連絡をさせていただきます。 

応募時には、必ず受信可能なメールアドレスをご登録ください。 

また、掲載期間等決定後に郵送にて書類を送付させていただきますので、

いずれも事業終了後まで大切に保管ください。 

テイクアウト可能な 

飲食店さまへ 

飲食業の事業者さまには、応募時にテイクアウトの可否をお訊ねしており

ますが、テイクアウト可能な場合はクーポンに表示させていただきます。予

めご了承ください。 
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【クーポン使用方法】 

かならず下図の手順にてクーポンを「使用済み」としてください。 

※補助金申請時に申請の使用回数と市所有データの回数を照合します。 
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別表１ クーポン掲載期間中、ご協力いただける内容を以下よりご選択ください。 

１．自社の SNS や HP にて LINE クーポン配信情報を掲載する 

２．ＬＩＮＥクーポン掲載期間中の営業時間を延長する 

３．ＬＩＮＥクーポン掲載期間中の営業日数を増やす 

４．ＬＩＮＥクーポン掲載期間中に店内でセールを実施する 

５．ＬＩＮＥクーポン掲載期間中の特別商品を販売する 

６．その他 ※その他の場合内容の記入必須 

 （                                                  ） 
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【LINE クーポン第３弾からの主な変更点】 

 

クーポン使用可能期間

について 

各クーポンの使用可能期間を２週間とします。 

〇期間は連続した２週間であり、間を空ける等はできません。ま

た、クーポン配信開始時期を選ぶことは原則できません。 

〇クーポン使用可能期間の内、８日以上営業を行うようお願い

いたします。 

 

割引率について 

LINE クーポンに参加したことがある店舗の割引率は 30％、初

参加の店舗は 40％となります。 

【LINE クーポンに参加したことがある店舗】 

（１）1,000 円（税込）以上で 300 円値引 

（２）2,000 円（税込）以上で 600 円値引 

（３）3,000 円（税込）以上で 900 円値引 

【LINE クーポンに初参加の店舗】 

（１）1,000 円（税込）以上で 400 円値引 

（２）2,000 円（税込）以上で 800 円値引 

（３）3,000 円（税込）以上で 1,200 円値引 

 

ダブルチャンス事業の実

施について 

LINE クーポン第４弾と同時に、抽選で島田市金券が当たる「ダ

ブルチャンス事業」を実施します。 

ダブルチャンス事業の実施により、LINE クーポン事業に参加い

ただく店舗での特別な対応はありません。 

 

ダブルチャンス事業とは 

LINE クーポン期間中に、島田市公式 LINE の友だち登録者数

が 1,000 人増えるごとに、LINE 上の抽選で 1,000 人に島田市

金券 1,000 円分が当たる事業で、商工課が実施します。 

この事業で配付する金券の利用期間は、配付から令和４年 12

月 31 日までです。 
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島田市金券とは 

市内に店舗を持つ登録店舗（現在約 800 店舗）で利用でき

る金券です。 

島田市金券を店舗で利用できるようにするには、事前に金券取

扱加盟店に登録する必要があります。 

島田市内に店舗を持ち、飲食業、小売業、サービス業、運輸通

信業などを営む事業者さまならどなたでも登録できます。 

随時受付していますので、加盟店への登録をご希望の場合は、

㈱まちづくり島田（電話 34-2233）へお申込ください。 
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【クーポンスケジュール】 

 配信日 使用可能期限 補助金申請締切日 

１回目 10 月 10 日（月） 10 月 23 日（日） 11 月４日（金） 

２回目 10 月 17 日（月） 10 月 30 日（日） 11 月 11 日（金） 

３回目 10 月 24 日（月） 11 月６日（日） 11 月 18 日（金） 

４回目 10 月 31 日（月） 11 月 13 日（日） 11 月 25 日（金） 

５回目 11 月７日（月） 11 月 20 日（日） 12 月２日（金） 

６回目   11 月 14 日（月） 11 月 27 日（日） 12 月９日（金） 

７回目 11 月 21 日（月） 12 月４日（日） 12 月 16 日（金） 

８回目 11 月 28 日（月） 12 月 11 日（日） 12 月 23 日（金） 

※掲載順は先着の応募順となるため希望をお伺いすることはできませんので、予めご了承ください。 

（割引率やカテゴリ等によって一部変更の可能性があります。） 

※掲載期間中は必ず、市 LINE 公式アカウント友だち追加用の QR コードを店頭に常設してくださ

い。 

※補助金交付を円滑に行うため、期限が短く申し訳ございませんが、申請締め切りは遵守いた

だくようお願いいたします。 

 

 

 

その他ご不明な点などございましたら、担当までお気軽にお問い合わせください。 

 

【問い合わせ先】 島田市役所 商工課 

0547-36-7164（平日 8:30～17:15） 

line_coupon@city.shimada.lg.jp 


