
１ 協力金支給対象施設

（１）基本的に休止を要請する施設 ※いずれにも当てはまらない場合は施設コード「999」
種類 施設 施設コード 休止要請 備考

キャバレー 100 対象
ナイトクラブ 101 対象
ダンスホール 102 対象
バー 103 対象
個室ビデオ店 104 対象
インターネットカフェ 105 対象
漫画喫茶 106 対象
カラオケボックス 107 対象
射的場 108 対象
ライブハウス 109 対象
場外馬券・舟券場 110 対象
個室付浴場業に係る公衆浴場 111 対象
スナック 112 対象
ダーツバー 113 対象
パブ 114 対象
性風俗店 115 対象
デリヘル 116 対象
アダルトショップ 117 対象
幼稚園 200 対象
小学校 201 対象
中学校 202 対象
高等学校 203 対象
特別支援学校 204 対象
義務教育学校 205 対象
中等教育学校 206 対象
高等専門学校 207 対象
大学 300 対象
専修学校・各種学校 301 対象
自動車教習所 302 対象
学習塾 303 対象
専門学校 304 対象
高等専修学校 305 対象
日本語学校・外国語学校 306 対象
インターナショナルスクール 307 対象
英会話教室 308 対象
音楽教室 309 対象
囲碁・将棋教室 310 対象
生け花・茶道・書道・絵画教室 311 対象
そろばん教室 312 対象
バレエ教室 313 対象
体操教室 314 対象
体育館 400 対象
屋内・屋外水泳場 401 対象
ボーリング場 402 対象
マージャン店 403 対象
パチンコ屋 404 対象
ゲームセンター 405 対象
スポーツクラブ 406 対象
スケート場 407 対象
ホットヨガ、ヨガスタジオ 408 対象
ゴルフ練習場 ※１ 409 対象
バッティング練習場 ※１ 410 対象
陸上競技場 ※１、※２ 411 対象
野球場 ※１、※２ 412 対象
テニス場 ※１、※２ 413 対象
弓道場 ※１ 414 対象
テーマパーク 415 対象
遊園地 416 対象
柔剣道場 417 対象
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遊興施設等

大学・学習塾等

※床面積の合計が100m2以下の場合は協力金

の対象外

※オンライン授業、家庭教師は協力金の対象

外

文教施設

運動・遊技施設

※１屋外施設は協力金の対象外とする

※２観客席部分については協力金の対象とす

る

別表１
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（１）基本的に休止を要請する施設 ※いずれにも当てはまらない場合は施設コード「999」
種類 施設 施設コード 休止要請 備考

劇場 500 対象
観覧場 501 対象
映画館 502 対象
演芸場 503 対象
プラネタリウム 504 対象
集会場 600 対象
公会堂 601 対象
展示場 602 対象
貸会議室 603 対象
文化会館 604 対象
多目的ホール 605 対象
博物館 700 対象
美術館 701 対象
図書館 702 対象
科学館 703 対象
記念館 704 対象
水族館 705 対象
動物園 706 対象
植物園 707 対象

ホテル（集会の用に供する部分に限る） 800 対象

旅館（集会の用に供する部分に限る） 801 対象

ペットショップ（ペットフード売場を除く） 900 対象
ペット美容室（トリミング） 901 対象
宝石類や金銀の販売店 902 対象
住宅展示場（戸建て、マンション） 903 対象
古物商（質屋を除く） 904 対象
金券ショップ 905 対象
古本屋 906 対象
おもちゃ屋、鉄道模型屋 907 対象
囲碁・将棋盤店 908 対象
DVD/ビデオショップ・レンタル 909 対象
アウトドア用品、スポーツグッズ店 910 対象
ゴルフショップ 911 対象
土産物店 912 対象
旅行代理店（店舗） 913 対象
アイドルグッズ専門店 914 対象
ネイルサロン 915 対象
まつ毛エクステンション 916 対象
スーパー銭湯 917 対象
サウナ 918 対象
エステサロン 919 対象
日焼けサロン 920 対象
脱毛サロン 921 対象
写真屋・フォトスタジオ 922 対象
美術品販売 923 対象
展望室 924 対象
岩盤浴 925 対象

（２）休止要請の対象外だが、営業時間の短縮等により協力金の対象となる施設
種類 施設 施設コード 休止要請 備考

飲食店 000 対象外
料理店 001 対象外
喫茶店 002 対象外
居酒屋 003 対象外
和菓子・洋菓子店 004 対象外
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集会・展示施設

ホテル又は旅館

博物館等

食事提供施設
※営業時間を午前５時から午後８時までの間に
短縮する場合（酒類の提供は夜７時までとす
る）または終日休業する場合は協力金の対象

商業施設
※床面積の合計が100㎡以下の場合は協力金

の対象外

劇場等


