
大規模施設等への営業時間短縮要請に関する

令和３年９月

京都府

まん延防止等重点措置協力金
及び京都府緊急事態措置協力金
【大規模施設等への協力金】

［令和３年８月２日（月）～９月１２日（日）実施分］

～申請の手引き～
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申請の流れ

大規模施設
運営事業者

＜審査＞

イベント関連施設内
テナント事業者

申請

支給支給支給支給

大規模施設内
テナント運営事業者

映画配給
事業者
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大規模施設
運営事業者

イベント関連施設内
テナント事業者

大規模施設内
テナント運営事業者

映画配給
事業者

申請

申請

申請 申請

非飲食業
カラオケ事業者

支給

非飲食業
カラオケ事業者

申請

京都府緊急事態措置協力金：４／２５～６／２０実施分
まん延防止等重点措置協力金：６／２１～７／１１実施分
を申請されている方

マイページ
https:/area34.smp.ne.jp/ar

ea/p/panb1qjtfm2lfqamj9/

05PKjA/login.html

受付番号とパスワードでマイページから申請してください。

マイページ
https:/area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfn3lfqanb1/H1BM64

/login.html

マイページ
https:/area34.smp.ne.jp/ar

ea/p/panb1qjshm2lfpime

4/ah-C4A/login.html

申請

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farea34.smp.ne.jp%2Farea%2Fp%2Fpanb1qjtfm2lfqamj9%2F05PKjA%2Flogin.html&data=04%7C01%7Co_senda209%40jtb.com%7Ca8b57dac04f5468b13df08d97ca3636c%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637677863451003737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qHWRf2tdoayV5RpQtxMniIqDe0yl80ZKOygDr63Ez%2BI%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farea34.smp.ne.jp%2Farea%2Fp%2Fpanb1qjtfn3lfqanb1%2FH1BM64%2Flogin.html&data=04%7C01%7Co_senda209%40jtb.com%7Ca8b57dac04f5468b13df08d97ca3636c%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637677863451013693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ANh2c4gD17TTrYVj7uO8u5OtNanIwNlnj%2BiYsDWFTi4%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farea34.smp.ne.jp%2Farea%2Fp%2Fpanb1qjshm2lfpime4%2Fah-C4A%2Flogin.html&data=04%7C01%7Co_senda209%40jtb.com%7Ca8b57dac04f5468b13df08d97ca3636c%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637677863451013693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=spyAucczDN164Kq19MyDVMPW7i6cX9teYCE5Gq2Xreo%3D&reserved=0


申請の流れ（今回初めて申請される方）

大規模施設運営事業者

テナント・映画配給事業者へ
大規模施設ID、テナント申請用

認証番号、テナントリスト番号連絡

＜受付＞
大規模施設ID、

テナント申請用認証番号
付与

＜審査＞

イベント関連施設内
テナント事業者

非飲食業
カラオケ事業者

申請 申請

イベント関連施設内
テナント事業者

非飲食業
カラオケ事業者

支給支給

大規模施設運営事業者
大規模施設内

テナント運営事業者

映画配給
事業者

支給支給支給

大規模施設内
テナント運営事業者

映画配給
事業者 ※

申請申請

申請

4※P10参照
映画館に委託の場合は申請不要



対象施設～特定大規模施設①～

建築物の床面積の合計が１，０００㎡を超える特定大規模施設の運営事業者
で、当該施設の営業時間短縮を決定する権限を有し、営業時間の短縮要請に
協力いただいた場合、支給対象となります
イベント関連施設の運営事業者は対象となりません

大規模小売店、百貨店、スーパー、ショッピングセンター（地下街を含む）、靴屋

衣料品店、寝具小売業、かばん・袋物小売業、下着類小売業、雑貨屋、文房具屋

酒屋、本屋、自転車屋、家電販売店、ホームセンター、リサイクルショップ

園芸用品店、鍵屋、家具屋、建具小売業、畳小売業、宗教用具小売業

金物・荒物小売業、化粧品小売業、新聞小売業、楽器小売業、写真機・写真材料小売業

時計・眼鏡・光学機械小売業、たばこ・喫煙具専門小売業、建築材料小売業、

自動車（二輪自動車含む）販売店、カー用品店、花屋、宝石類や金銀の販売店、

住宅展示場、古物商（質屋、リサイクルショップを除く）、金券ショップ、古本屋、

おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ・レンタル、

アウトドア用品・スポーツグッズ店、ゴルフショップ、土産物店

■０００１：商業施設
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※専ら生活必需物資（食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品燃料、農業用資材、
化粧品、衣料品、家電製品、本、文房具）の販売を行う施設を除く。



対象施設～特定大規模施設②

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、

スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ等

■０００２：屋内運動施設

■０００３：屋内遊戯施設

マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等

■０００４：遊興施設

個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等

■０００５：サービス業

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

■０００６：映画館等

映画館、プラネタリウム

※ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる
施設を除く。

※生活必需サービスの提供を行う店舗を除く。

詳しくは、対象施設～特定大規模施設
映画館のページを参照ください
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対象施設～特定大規模施設③（映画館を除く）

申請に
ついて

「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月20日実施分）」又は「まん延防止
等重点措置協力金（6月21日～7月11日実施分）」を申請された方は、
マイページ(https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfm2lfqamj9/05PKjA/login.html)
から申請してください。

初めて
申請さ
れる方

申請受付後、「大規模施設ＩＤ」「テナント申請用認証番号」が確認画面に表
示されます。印刷頂くか、マイページからご確認ください。
また、テナント等リストに記載した店舗等の番号（テナントリスト番号）と合
わせて、入居されているテナント事業者等に周知してください。これらは、テ
ナント事業者等が申請する際に必要となります。
尚、施設区分（０００１～０００６）は、テナント事業者等へ引き継がれます
ので間違いないよう入力ください。間違った場合は、速やかにコールセンター
へお問い合わせください。

書類に
ついて

テナント等リスト（様式Ｇ－１～Ｇ－３）を作成してください（対象となる店
舗がない場合は、任意の個所に「なし」と記載してください）。

添付書類一覧は、要項の別表２＜映画館以外の特定大規模施設運営事業者＞
です。
支給額計算書は、「様式Ａ：支給額計算書（特定大規模施設運営事業者）」を
使用してください。

7

https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfm2lfqamj9/05PKjA/login.html


対象施設～特定大規模施設内のテナント事業者

床面積の合計が1,000㎡を超える特定大規模施設のテナント事業者で営業時間
の短縮要請に協力いただいた場合、支給対象となります

8

申請に
ついて

「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月20日実施分）」又は「まん延防止
等重点措置協力金（6月21日～7月11日実施分）」でWEB申請された方は、
マイページ(https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfn3lfqanb1/H1BM64/login.html)
から申請してください。

初めて
申請さ
れる方

入居する大規模施設の運営事業者に「大規模施設ＩＤ」「テナント申請用認証
番号」「テナントリスト番号」を確認の上、施設ごとに申請してください。
申請時には、このＩＤ等が必要となります。

書類に
ついて

添付書類一覧は、要項の別表３＜特定大規模施設内のテナント事業者＞です。
支給額計算書は、映画館以外の特定大規模施設内のテナント事業者は「様式
Ｃ：支給額計算書（特定大規模施設内のテナント事業者）」を、
映画館内のテナント事業者は「様式Ｄ：支給額計算書（映画館内のテナント事
業者）」を使用してください。

https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfn3lfqanb1/H1BM64/login.html


対象施設～イベント関連施設内のテナント事業者

床面積の合計が1,000㎡を超えるイベント関連施設内のテナント事業者で、
営業時間の短縮要請に協力いただいた場合、支給対象となります

申請に
ついて

テナント事業者の協力金申請にあたって、大規模施設ＩＤ等は不要です。
（イベント関連施設の運営事業者は、協力金の申請対象外のため）
「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月20日実施分）」又は「まん延防止
等重点措置協力金（6月21日～7月11日実施分）」でWEB申請された方は、
マイページ(https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfn3lfqanb1/H1BM64/login.html)
から申請してください。
（施設区分：０００７～００１２）

書類に
ついて

添付書類一覧は、要項の別表４＜イベント関連施設内のテナント事業者＞です。
支給額計算書は、「様式Ｅ：支給額計算書（イベント関連施設内のテナント事
業者）」を使用してください。
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対象施設～特定大規模施設である映画館①～

床面積の合計が１，０００㎡を超える特定大規模施設である映画館の運営事業
者で当該施設の営業時間短縮を決定する権限を有し、営業時間の短縮要請に協
力いただいた場合、支給対象となります

申請に
ついて

「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月20日実施分）」又は「まん延防止
等重点措置協力金（6月21日～7月11日実施分）」を申請された方は、
マイページ(https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfm2lfqamj9/05PKjA/login.html)
から申請してください。

初めて
申請さ
れる方

申請受付後、「大規模施設ＩＤ」「テナント申請用認証番号」が確認画面に表
示されます。印刷頂くか、ご自身のマイページからご確認ください。
また、テナント等リストに記載した店舗等の番号（テナントリスト番号）と合
わせて、映画配給事業者及び入居されているテナント事業者等に周知してくだ
さい。これらは、映画配給事業者等が申請する際に必要となります。

書類に
ついて

テナント等リスト（様式Ｇ－１～Ｇ－４）を作成してください（対象となる店
舗がない場合は、任意の個所に「なし」と記載してください）。
添付書類一覧は、要項の別表５＜特定大規模施設である映画館運営事業者＞
です。
支給額計算書は、「様式Ｂ：支給額計算書（映画館運営事業者）」を使用して
ください。
※作品の配給を受けるすべての映画配給事業者から協力金の申請について委任
を受け、代理申請を行う場合は、「様式Ｂ－２：支給額計算書（映画館運営事
業者）」を使用してください。 10
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対象施設～特定大規模施設である映画館②～

申請に
ついて

大規模施設内のテナント事業者の扱いとなります。Ｐ８のテナント事業者を参
照してください。

■大規模施設のテナントとして入居する映画館について

11



対象施設～映画配給事業者～

特定大規模施設として協力金の支給を受ける映画館へ作品を配給する事業者
で、配給した作品の上映回数が、映画館の営業時間短縮により減少した場合、
支給対象となります

12

申請に
ついて

「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月20日実施分）」又は「まん延防止
等重点措置協力金（6月21日～7月11日実施分）」を申請された方は、マイペー
ジ(https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfn3lfqanb1/H1BM64/login.html)
から申請してください。
※映画館へ申請を委任している場合は、映画配給事業者からの申請は不要です
が、委任状を提出してください（提出方法が不明な場合は、コールセンターへ
お問い合わせください）。

初めて
申請さ
れる方

作品を配給する映画館に「大規模施設ＩＤ」「テナント申請用認証番号」「テ
ナントリスト番号」を確認の上、映画館ごとに申請してください。
申請時にこのＩＤ等が必要となります。

書類に
ついて

添付書類一覧は、要項の別表６＜映画配給事業者＞です。
支給額計算書は、「様式Ｆ：支給額計算書（映画配給事業者）」を使用してく
ださい。

https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfn3lfqanb1/H1BM64/login.html


対象施設～非飲食業カラオケ事業者～

面積等に関わらず、休業に協力いただいた場合、支給対象となります
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申請に
ついて

大規模施設のテナントとして入居している場合であっても、申請にあたって
「大規模施設ＩＤ」等は必要ありません。
「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月20日実施分）でWEB申請された
方は、マイページから申請してください。
https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjshm2lfpime4/ah-C4A/login.html

書類に
ついて

添付書類一覧は、別表７＜非飲食業カラオケ事業者＞となります。
休業に協力いただいた日を直接申請フォームに登録していただくこととなるた
め、支給額計算書のダウンロード、作成は不要です。

※床面積１，０００㎡を超える場合は、特定大規模施設運営事業者要件をご確認ください。

https://area34.smp.ne.jp/area/p/panb1qjtfn3lfqanb1/H1BM64/login.html
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farea34.smp.ne.jp%2Farea%2Fp%2Fpanb1qjshm2lfpime4%2Fah-C4A%2Flogin.html&data=04%7C01%7Co_senda209%40jtb.com%7Ca8b57dac04f5468b13df08d97ca3636c%7Ccea04946421d42f9854101db3469d389%7C0%7C0%7C637677863451013693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=spyAucczDN164Kq19MyDVMPW7i6cX9teYCE5Gq2Xreo%3D&reserved=0


施設の床面積の考え方①

床面積が１，０００㎡を超えるか否かの判断
→特措令第１１条第１項に規定する施設ごとの建築物の床面積で判断します
必ずしも建築物全体の床面積では判断しません

オフィス

オフィス

オフィス

オフィス

雑貨屋
１，２００㎡

花屋
３００㎡

ただし、ショッピングモールのように１階フロア全体（本屋、花屋）の運営事業者がお
り、当該運営事業者が休業を決定する権限を有する施設である場合は、１階フロア全体
の床面積で判断します。

対象 対象外

建築物全体の床面積では
１，０００㎡を超えているが
花屋のみの床面積で判断する
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施設の床面積の考え方②
※自己利用部分面積の考え方とは異なります。

「施設の建築物の床面積」とは、施設の敷地に存在する建築物の床面積を意味
し、建築物が存在しない土地や工作物等が占める範囲の面積は該当しない

施設 建築物の床面積の考え方

ゴルフ場 建築物であるクラブハウスの床面積は含むが、コースの面積
は含めません

テーマパーク、遊園地 屋外パレード等の園内土地の面積は含めません

百貨店、マーケット等 施設使用制限の対象外である生活必需物資の売り場面積等を
含めます

例１）同一敷地内に百貨店の１号館と２号館が存在する場合 → 床面積を合算できます。
それぞれ1,000㎡を超え、建築物として独立性を有する場合は、それぞれ特定大規模施設として申請す
ることもできます。

例２）同一敷地内に複数の建築物が存在し、それぞれにテナントが入っているアウトレットモールの
場合 → 全ての建築物の床面積を合算できます

例３）同一敷地内に別棟の立体駐車場が存在する場合
→当該駐車場の床面積も含めます（露天駐車場の面積は含めません）

■施設の敷地に複数の建築物が存在する場合

■施設事例
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１８日間 ２４日間

協力期間の考え方

8/2 9/12

京都府の要請期間のうち、各要請期間ごとに、協力開始日から各要請期間
の最終日まで、定休日等の店休日を除き、連続して要請に応じた者であるこ
と。各要請期間において、協力開始日以降、各要請期間の終期までの間に、
要請に応じない日が１日でもあれば、連続して応じたことにならないため、
協力金は支給されません。
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8/20

まん延防止等重点措置 緊急事態措置

■例：京都市域の場合



休憩

自己利用部分面積の考え方

施設の延べ床面積が分かる資料（建物登記簿謄本、不動産契約書、
建築確認済証等）をご提出ください。

自己利用部分面積の考え方（イメージ）

入
口

要請対象外
店舗

テナント
店舗①

テナント
店舗②

サービス
カウンター

事務所
ギフト
ショップ
（直営）

催事

移動式店舗

要請対象外
店舗

集客を目的とした催事や、移動式店舗の出店等
に用いられている実績がある広場や通路の面積
は自己利用部分面積に含むことができます。
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休憩

区画の明示、面積の記載等について

＊下図のようにテナント等リストに記載の各店舗の区画及び番号、自己利用
部分の区画並びに要請対象外の範囲を明示してください。

＊延床面積〇〇〇㎡、自己利用部分面積〇〇〇㎡を記載してください

入
口

要請対象外
店舗

テナント
店舗①

テナント
店舗②

サービス
カウンター

事務所
ギフト
ショップ
（自社）

催事

移動式店舗

要請対象外
店舗

自己利用部分

18

テナントリスト番号

延床面積：３,０００㎡ 自己利用部分面積：１,０００㎡



WEB申請の流れ

準備

要項をご覧いただき、必要な書類をご準備ください。

支給額計算書は、Excelファイルをダウンロードし、WEB申請前に記入しておいてく

ださい。

申請

登録

申請メニューより、フォームに沿って登録してください。

19

今回初めて申請される方は
Ｐ２０以降を参照し京都府
ＨＰより申請してください。

「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月
20日実施分）」又は「まん延防止等重点措置協
力金（6月21日～7月11日実施分）」を申請さ
れた方は、マイページから申請してください。



WEB申請の流れ（大規模施設運営事業者）

準備

要項をご覧いただき、必要な書類をご準備ください。

支給額計算書は、Excelファイルをダウンロードし、WEB申請前に記入しておいてください。

申請

マイページ又は以下の京都府ホームページから申請してください。

URL：https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-daikibo3.html

登録

申請メニューより、対象施設を選択し、フォームに沿って登録してください。

施設区分は入居するテナントへ引き継がれますので、入力間違いにご注意下さい。

受付

申請受付後、確認画面に受付番号・大規模施設ID・テナント申請用認証番号が表示されま

す。また、受付番号と設定頂いたパスワードにより、マイページからも確認頂けます。

大規模施設ID・テナント申請用認証番号は、テナントリスト番号と合わせ、入居するテナ

ント事業者、映画配給会社へご連絡ください。
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（映画館を含む）

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-daikibo2.html


WEB申請の流れ

準備

要項をご覧いただき、必要な書類をご準備ください。

支給額計算書は、Excelファイルをダウンロードし、WEB申請前に記入しておいてください。

申請

「京都府緊急事態措置協力金（4月25日～6月20日実施分）」又は「まん延防止等重点措

置協力金（6月21日～7月11日実施分）」を申請された方は、マイページから申請してく

ださい。今回初めて申請する方は、入居している大規模施設運営事業者から、大規模施

設ＩＤ、テナント申請用認証番号、テナントリスト番号を確認し、以下の京都府HPから

申請してください。URL：https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-daikibo3.html

登録

申請画面で、入居している大規模施設の【施設区分】を確認頂き、フォームに沿って登録

してください。【施設区分】に間違いがある場合は、速やかにコールセンターへご連絡

ください。

受付
申請が完了しましたら、受付完了メールが届きます。必ず受付番号をご確認ください。

21

（映画館配給事業者）

（大規模施設内テナント事業者）

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-daikibo.2html


WEB申請の流れ（イベント関連施設内テナント事業者）

準備

要項をご覧いただき、必要な書類をご準備ください。

支給額計算書は、Excelファイルをダウンロードし、WEB申請前に記入しておいてください。

申請

マイページ又は以下の京都府ホームページから申請してください。

URL：https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-daikibo3.html

登録
申請メニューより、対象施設を選択し、フォームに沿って登録してください。

受付
申請が完了しましたら、受付メールが届きます。必ず受付番号をご確認ください。
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https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-daikibo2.html


WEB申請にあたっての注意事項

WEB申請動作環境

【パソコン】

Google Chrome 最新版（推奨）

Microsoft Edge 最新版

Safari 最新版 MacOS版のみ（推奨）

Internet Explorer 11（動作対象外）
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WEB申請

24

京都府ＨＰより施設選択を行うと対象施設により、申請フォームが表示されます。

【特定大規模施設運営事業者】
【イベント関連施設内のテナント事業者】

【非飲食業カラオケ事業者】

【特定大規模施設内のテナント事業者】
【映画配給事業者】

入居する大規模施設運営事業者、または
映画館運営事業者に施設ＩＤ、テナント
申請用認証番号を確認してください



申請フォーム～施設情報の登録①～

25

最初に要請にご協力いただいた
申請者様に関する情報、施設に
関する情報を入力いただきます。

注：前の画面に戻るときは、必ず
「戻る」ボタンで戻ってください。
ブラウザで戻ると入力情報が消えて
しまいますのでご注意ください。



申請フォーム～施設情報の登録②～

26

施設に関する情報を入力するにあたり
施設コードを選択してください。
映画配給事業者の方は、
【0006映画館等】
を選択してください。
間違って選択で申請した場合は修正が
必要ですのでコールセンターへ
お問い合わせください。

要項の別表にあります提出物を
アップロードいただきます。
アップロードにあたっては、
注意事項をよくお読みください。



申請フォーム～施設情報の登録③～
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今後、マイページに入る際の
パスワードを設定いただきます

大規模施設運営事業者、または大規模映画
館運営事業者は、施設ＩＤを作成いただく
ことになります。
入居するテナント事業者、映画配給事業者
と共有する情報となります。

施設ＩＤ設定を行う
大規模施設運営事業者

Ｐ２８へ

施設ＩＤ設定を行う大規模施設
運営事業者以外

Ｐ２９へ



申請フォーム～大規模施設運営事業者
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店舗名： 〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

大規模施設様に任意で
設定頂きます。

4桁番号が自動発番されます。

申請者情報登録

確認後、メールにて受付番号が
届きます。ご確認ください。

協力金申請情報登録

申請内容の確認

受付・受付番号の発行

注：前の画面に戻るときは、必ず
「戻る」ボタンで戻ってください。
ブラウザで戻ると入力情報が消えて
しまいますのでご注意ください。

入居するテナント事業者、
映画配給会社へご連絡ください。



申請フォーム～

29

（映画館配給事業者）

（大規模施設内テナント事業者）
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確認後、メールにて受付番号が届きます。
ご確認ください。

申請情報登録

申請内容の確認

受付・受付番号の発行

該当の施設種類にチェックを
してください。

注：前の画面に戻るときは、必ず
「戻る」ボタンで戻ってください。
ブラウザで戻ると入力情報が消えて
しまいますのでご注意ください。



申請フォーム～非飲食業カラオケ事業者
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非飲食業カラオケ事業者は
施設登録と協力金申請が
同一画面となります。
協力日か休業日など該当
する項目を各日選んでください。

申請内容の確認

受付・受付番号の発行

確認後、メールにて
受付番号が届きます。
ご確認ください。

注：前の画面に戻るときは、必ず
「戻る」ボタンで戻ってください。
ブラウザで戻ると入力情報が消えて
しまいますのでご注意ください。



郵送申請について

やむを得ず、郵送申請となる場合は、京都府ＨＰより申請書類を

ダウンロードして申請してください。

それでもなお難しい場合は、コールセンターへご相談ください。

なお、大規模施設運営事業者、映画配給事業者におかれましては、

WEB申請のみとなります。

大規模施設等協力金コールセンター
TEL:075-252-1330

月曜日から土曜日までの9時30分から17時30分
日曜日・祝日は休み
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