
経 企 第 8 0 号 

令和2年(2020年)5月 28日 

 

各   位 

 

北海道知事  鈴木 直道 

 

北海道経営持続化臨時特別支援金の申請受付開始について 

日頃から、新型コロナウイルス感染症拡大防止の推進について、格別のご理解とご協力をいただき、

お礼申し上げます。 

さて、道では、5 月 16 日以降の休業要請等の期間継続を踏まえ、感染症の拡大を防止し、経営の

持続化を図るため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践する事業者に標記支援金を支給する

こととしており、この度、次のとおり申請受付を開始することとしましたのでお知らせいたします。 

つきましては、本支援金の申請受付開始等について、貴下会員事業者あてご周知いただきますよう

お願い申し上げます。 

なお、本支援金の申請に係る問い合わせについては、下記の「お問い合わせセンター」までご連絡

いただきますよう、併せてお願いいたします。 

 

記 
１ 申請受付期間 
(1) 支援金Ａ（対象：休業要請等の対象施設を管理する事業者） 

令和2年(2020年)5月 29日(金)～令和2年(2020 年)8月 31日(月)（当日消印有効） 

 (2) 支援金Ｂ（対象：休業要請等の対象施設の管理者ではない事業者） 
令和2年(2020年)5月 29日(金)～令和3年(2021 年)1月 31日(日)（当日消印有効） 

 
２ 経営持続化臨時特別支援金の申請書及び申請の手引き等の入手方法 
(1) 道のホームページからダウンロード 

道のトップページの「注目情報」の「経営持続化臨時特別支援金（5月 16日以降）」を参照願
います。 

 (2) 道庁等で配布（ホームページから印刷できない場合） 
道庁本庁舎１階の道政広報コーナー、総合振興局・振興局、市町村で配布します。 
なお、配布予定場所の詳細については道のホームページにおいて情報提供します。 

 
３ 申請書等の郵送先 
  〒０６３－８６９１ 

札幌西郵便局 郵便私書箱 第３９号 
   北海道 経営持続化臨時特別支援金 事務局 
 
４ その他 
(1) 申請に関するお問い合わせ窓口 
  北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター 

（電話番号）０１１－３５０－７２６２  
（受付時間）令和2年 6月 28日まで 全日8:45～17:30 
      令和 3年 2月 28日まで 平日8:45～17:30（土･日･祝祭日･年末年始を除く） 

(2) 電子申請 
  5月 29日(金)15時から受付開始予定です。 

   （ＵＲＬ）https://hokkaido-support.jp/add/ 

(3) 送付資料 
「経営持続化臨時特別支援金申請の手引き」ほか一式 

 

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部 
経済部新給付金制度検討チーム 



 

経営持続化臨時特別支援金（5/16 以降の休業要請等への支援金） 
申請の手引き  

道では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組んでいただいている

事業者の皆様をご支援するため、新たに２つの制度を創設します。 

１． 支援金Ａ 休業要請等の対象であって今回の道の休業要請等（5/16～）にご協力 

いただいた事業者の皆様が対象 

２．支援金Ｂ 今回の道の休業要請等の対象外の事業者の皆様が対象 

（注）支援金Ａ・Ｂの両方を受け取ることはできません 
 

支援金Ａについて ※休業要請等の対象施設を管理する事業者 

道の休業要請等を受け、 
左

記

に

加

え 

「新北海道

スタイル」

安心宣言の

取組を実践

すること 

支給額 
10 万円 

① 対象施設の休業にご協力いただいた事業者 

② 酒類を提供する上記①を除く飲食店において、道の要

請を受け、酒類の提供時間短縮（19時まで）にご協力

いただいた事業者 

※休業要請等の対象施設一覧は北海道公式ホームページに掲載しています。 
※札幌市内の事業者については、道が５万円、札幌市が５万円を支給します。 

―支援金の支給対象となる期間― 

遅くとも令和２年５月１９日（火）から５月３１日（日）まで休業等にご協力いただくことが 

必要です。※休業要請等の期間が短縮された場合は、その日までご協力をお願いします。 
 
支援金Ｂについて ※休業要請等の対象施設の管理者ではない事業者 

○休業要請等の対象外だが、長期間の外出自粛や自主的な

休業等によりひと月の売上が前年同月比で５０％以上

減少している、国の持続化給付金を受給する事業者 

 ※基本的に国の持続化給付金の支給対象者が対象となります。 

 （持続化給付金は令和元年１２月末までに開業した方が対象です 

 が、本支援金では特例として令和２年１月から３月末までに開業

した方も対象とします。） 

左

記

に

加

え 

「新北海道

スタイル」

安心宣言の

取組を実践

すること 

支給額 
５万円 

 
【申請方法】 
郵送による申請 

簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡ができる方法で、 

かつ配達時に受け取り確認がされるもの）で郵送してください。 

〒０６３－８６９１ 

  札幌西郵便局 郵便私書箱 第３９号 

北海道 経営持続化臨時特別支援金 事務局 

 ※５月２９日（金）１５時以降は、電子申請でも受け付ける予定です。 

申請画面ＵＲＬ https://hokkaido-support.jp/add/ 

申請期限：支援金Ａ 令和２年５月２９日（金）～令和２年８月３１日（月） 

支援金Ｂ 令和２年５月２９日（金）～令和３年１月３１日（日） 

【北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター電話番号】 

電話 ０１１－３５０－７２６２  

（受付時間）平日 ８時４５分から１７時３０分まで 

（６月２８日(日)までは土・日も開設） 
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「経営持続化臨時特別支援金」申請受付要項 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践す

るとともに、休業要請等の対象であって、遅くとも令和２年５月１９日(火)から５月３１日(日)

までの期間、休業等にご協力いただいた事業者に対しては「支援金Ａ」を、休業要請等の対象

ではない方で、外出自粛等により売上が大幅に減少した事業者に対しては「支援金Ｂ」を支給

いたします。 

 

２ 支給額・対象等 

 

要件 支給額 

支援金Ａ 

休業要請

等あり 

次の①又は②のいずれかに該当する事業者 

左

記

に

加

え 

「新北海道

スタイル」安

心宣言の取

組を実践す

ること 

10 万円 

（※） 

① 道の休業要請等を受け、対象施設の休業に

ご協力いただいた事業者 

② 酒類を提供する飲食店（上記①を除く）に

おいて、酒類の提供時間の短縮（19時まで）

にご協力をいただいた事業者 

支援金Ｂ 

休業要請

等なし 

休業要請等の対象外であるが、長期間の外出自

粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前

年同月比で５０％以上減少し、「国の持続化給

付金」を受給する事業者 

※基本的に国の持続化給付金の対象者が対象となります。

（持続化給付金は令和元年１２月までに開業した方が対象

ですが、本支援金では特例として令和２年１月から３月末ま

でに開業した方も対象とします。） 

5 万円 

（注）支援金Ａ・Ｂの両方を受け取ることはできません。 

   今回の道の休業要請や酒類の提供時間の短縮要請の対象となる施設を管理する事業者は、

支援金Ａのみを申請することができるものであり、休業等へのご協力の如何に関わらず支

援金Ｂは申請できません。 

（※）札幌市内の事業者については、道が５万円、札幌市が５万円を支給します。 

（申請については、道において一括して受理します。） 

   札幌市以外の市町村との連携につきましては、現在調整中です。整理がつき次第お知らせ

します。 

 

支援金Ａについて ※休業要請等の対象施設を管理する事業者 

・ 道による５月１６日以降の新たな休業要請等に対し、ご協力いただける休業要請等の対象施

設を管理している事業者が対象となります。 

※遅くとも５月１９日（火）から５月３１日（日）までの全日程にご協力いただくことが必要で

す。なお、休業要請等の期間が短縮された場合はその日まで、延長された場合は５月３１日ま

で休業又は酒類提供時間の短縮を継続していただくことが支援金の支給要件となります。 

※「新北海道スタ
イル」とは、道民
と事業者が互い
に連携し、感染防
止の取組に努め、
新しい生活様式
の実践に取り組
むことで、新型コ
ロナウイルス感
染症に強い社会
をつくっていく
取組のことです。 
（詳細は P4～P5
をご参照くださ
い） 
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〈休業要請等の対象施設の範囲〉 

これまで（令和２年４月２０日（月）から５月１５日（金）まで）の休業要請等の 

対象施設と、今回（５月１６日（土）から５月３１日（日）まで）の休業要請等の 

対象施設は、以下のとおり地域によって内容が異なりますのでご注意ください。 

（要請等の期間は短縮される場合があります。最新の状況は道のホームページで 

ご確認ください） 

対象施設は、別添資料１「新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧 

（5/16 以降）」のとおりです。 
 

類型 
石狩振興局管内 その他の地域 

5/16～5/24 5/25～ 5/16～5/24 5/25 

① 法令に基づく施設 

対象 

対象 

対象 

対象 

② 法令に基づく施設で①③を除く施設 

対象外 

③ 法令に基づく施設 

対象外 ④ 法令によらない協力依頼を行う施設 

対象外 

⑤ 酒類を提供する上記に含まれない飲食店 

   ※石狩振興局管内：札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市 

            当別町、新篠津村 
 

 

・ 北海道内で対象施設を管理する法人（中小企業に限らず、大企業等も含まれます。）又は個人

事業者が申請者となります。 

・ 道内に対象施設があれば、道外に本社がある法人であっても支給対象となります。 

・ 複数の施設を管理している事業者は、全ての対象施設で取組を行うことが必要です。 

・ 令和２年５月１８日時点で、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、対象施設を 

管理している事業者が対象です。 

・ １つの施設内に、休業等を要請する施設と要請しない施設が併設され、明確に区分されてい

る場合、休業等要請の対象となる施設を休業等した場合は、支給対象となります。 

（例）宿泊施設の中に休業要請となる「集会の用に供する部分（宴会場）」がある場合 

銭湯の中に休業要請の対象となる「サウナ」がある場合 

・ 休業要請の対象施設において、複数の個人事業者が１つの施設で営業しているケースで、施

設を休業した場合は、代表者に１事業者分を支給します。 

（例）複数のネイリスト（個人事業者）が１つのサロンで営業している場合 

 

例：床面積計が 1000 ㎡以下の各種商業施設、大学、学習塾
博物館等 

例：床面積計が 1000㎡超の博物館、美術館、図書館 

【全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設】 
例：ｷｬﾊﾞﾚｰ・ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ・ｽﾅｯｸ等の接待を伴う飲食店、 

ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ、ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 等 

例：ﾈｯﾄｶﾌｪ、体育館、ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場、ﾊﾟﾁﾝｺ屋、映画館、 
  床面積計が 1000㎡超の各種商業施設・大学・学習塾 等 
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・ 出張サービスを専門とする事業者は、客等が利用する施設が特定できない場合は、施設の感

染防止対策に主体的に携わることができないため、支給対象外となります。 

（例）マッサージ店（国家資格有資格者が治療を行うものを除く）は休業要請の対象ですが、

ホテル等に出張して施術する出張型サービスの場合、当該事業者が管理する施設が特定でき

ないため、支給対象外となります。 

 ※支援金Ａの支給対象外となりますが、支援金Ｂの対象となる場合があります。 

・ 従来から酒類を提供していない飲食店及び、従来から通常 19時以降に営業を行っていない飲

食店は、支援金の対象となりません。  

 

支援金Ｂについて ※休業要請等の対象施設の管理者ではない事業者 

 ・長期間の外出自粛や自主的な休業等によりひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少した

事業者が対象となります（国の持続化給付金の対象であり道内に主たる事務所を有する事業

者、又は令和２年１月から３月末までに開業した道内に主たる事務所を有する事業者（支援

金Ｂの特例）が対象となります。） 

 

   （参考）国の持続化給付金の給付対象 

 〇中小法人等  資本金１０億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業 

法人、ＮＰＯ法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。 

 〇個人事業者等 フリーランスを含む個人事業者が幅広く対象となります。 

  下記のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。 

   ・国、法人税法別表第一に規定する公共法人 

   ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、

当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者 

   ・政治団体 

   ・宗教上の組織若しくは団体 

    ※詳細は、中小企業庁ホームページをご参照ください。 

 

 ※今後、国の持続化給付金の要件（令和２年５月１５日時点）が緩和された場合においても 

当該給付金の要件はひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少を満たす事業者が対象です。 

 ・ 国の持続化給付金の対象となる事業者につきましては、申請書の添付書類として「給付通知

書」が必要となりますので、届いた後に申請してください。 

  ※個人事業者の方で施設を有しない方は、道内に住所を有する方を対象とします。 
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・ 令和２年１月から３月末までに開業した方については次の要件をすべて満たす方が対象と

なります。 

  〈支援金Ｂの特例の対象となる方〉 
 

  ○道内に主たる事務所を有する事業者 

   （施設を有しない事業者は、道内に住所を有する事業者） 

  ○令和２年４月１日以降１２月３１日までの任意の１ヶ月の売上が、令和２年１月 

～３月の任意の１ヶ月（基準月）の売上よりも５０％以上減少した事業者 

※月の途中で開業し、当該月を基準月とする場合は「日平均売上×営業日」を 

 月売上とみなします。 
 

【例】令和２年２月１９日に開業（営業日は月～金(祝日含む)） 

   ２月売上：１６万円、３月売上：３０万円、４月売上：１８万円の場合 

   ２月の日平均売上：１６万円÷８（２月１９日から２月２９日までの営業日数） 

＝２万円 

   ２月の月売上：２万円×２０日（２月の営業日数）＝４０万円 

   （２月売上 ４０万円＞３月売上 ３０万円 のため２月を基準月とする） 

    ４月の売上：１８万円 

    ２月の売上：４０万円 

    売上の減少率 （４０万円－１８万円）÷４０万円×１００＝５５％ 

                    ５０％以上減少しているため対象 

    

   ○法人税法別表第一に規定する公共法人でない方 

   ○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、

当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でない方 

   ○政治団体でない方 

   ○宗教上の組織若しくは団体でない方 

 

 

３ 取組の期間・内容 

支援金Ａ 

(1) 休業、酒類の提供時間の短縮 

・ 休業、酒類提供時間の短縮は、遅くとも令和２年５月１９日（火）から開始し、同年５

月３１日（日）まで継続してください。 

・ 休業要請等の短縮や延長に伴う支援金の取り扱いについては、期間が短縮された場合は

その日まで、延長された場合は５月３１日まで休業又は酒類提供時間の短縮を継続してい

ただくことが支援金の支給要件となります。 

 

 支援金ＡＢ共通 

(2) 「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践すること 

  ※「新北海道スタイル」とは、道民と事業者が互いに連携し、感染防止の取組に努め、新

しい生活様式の実践に取り組むことで、新型コロナウイルス感染症に強い社会をつくっ

ていく取組のことです。 
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具体的には、下記のような取組をいいます。 

１．スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組みます。 

２．スタッフの健康管理を徹底します。 

３．施設内の定期的な換気を行います。 

４．設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います。 

５．人と人との接触機会を減らすことに取り組みます。 

  ・ 一定の距離（２ｍ程度）を確保するソーシャルディスタンシング。 

  ・ 間仕切りなどの活用。 

  ・ 人数制限や空席の確保。 

  ・ 時差出勤、テレワーク など 

６．お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます。 

７．店内掲示やホームページなどを活用し、お店の取組をお客様に積極的にお知らせ

します。（感染症対策の可視化（見える化）） 

・ 既に行っている取組も含めて、継続的に行うことが必要です。 

・ 取組の内容を申告していただくため、申請書表面下段の「新北海道スタイルの取組内容」

の欄に該当する取組をチェックしてください（その他をチェックされた場合は、具体的な

取組内容を括弧内に記入してください。） 

  ※現在休業中の場合は、再開後の実施を予定している取組にチェックをお願いします。 

・ 取組内容を別添資料２－１の事例を参考として、各事業者の取組を別添資料２－２の様

に「新北海道スタイル」安心宣言として作成し施設内への掲示やＨＰ、チラシ等への記載

をお願いします。 

 （施設を有しないなど掲示等が困難な事業者は、「新北海道スタイル」安心宣言を作成し実

践いただければ結構です） 
 

  今後は、感染症予防対策の実施状況により、お客様がお店を選ぶケースも増えて 

いくと思われます。事業者の皆様におかれましては、お客様へのアピールにも 

つながると考えますので、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践してくださる 

ようお願いします。 
 

 

４ 申請に必要な書類 

下記(1)～(14)以外にも、申請後、必要に応じ追加の書類提出を求めることがあります。 
 

支援金ＡＢ共通 

(1) 支援金申請書 

 ※ 北海道公式ホームページから印刷できない場合は、道庁本庁舎１階の道政広報コーナー、

総合振興局・振興局、市町村及び札幌市区役所で入手可能です（お住いの市町村にご確認

ください）。 

 (2) 誓約書 

・ 申請書類に虚偽がないことなどを誓約していただきます。 

 (3) 通帳の写し 

 ・ 振込先の確認のため、口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名、支店名が分かる 

  ページの写し 
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(4) 本人確認書類の写し【個人事業者のみ】 

 ・ 申請者本人の住所が確認できる身分証明書（運転免許証、パスポート、健康保険証など）

の写し 

 (5) 「新北海道スタイル」の実践に係る取組内容が分かるもの 

  ・ 申請書下段の「新北海道スタイルの取組内容」にチェックを入れた項目の取組内容が確

認できるもの。（「新北海道スタイル」安心宣言の写しもしくは「新北海道スタイル」安心

宣言が掲示されていることがわかる写真など）     
 

支援金Ａのみ 

〈道の休業協力・感染リスク低減支援金を既に受給している方〉 

 (6) 道の休業協力・感染リスク低減支援金の支給通知の写し 

  ・道の休業協力・感染リスク低減支援金（4月 25 日から 5 月 15 日までの期間の休業等の要

請にご協力いただいた事業者の皆様を対象とした支援金）の支給が決定した際にお送りす

る通知です。 

   ※5月 22日より順次支給を開始し、支給通知を発送しております。支給通知の写しをご提

出いただくことで今回の支援金の申請手続きが簡易になるため、支給通知が届くのを待

ってから今回の支援金に申請いただくことをおすすめします。（支給通知を待たずに支給

を申請される場合には、下記(7)～(9)の書類が必要となります） 
 

〈遅くとも 5/19から 5/31まで、休業等の要請に新たにご協力いただける方〉 

 ※休業要請等の期間が短縮された場合は、その日までご協力いただければ支給対象となります。 

 (7) 営業の実態が確認できるもの 

対象期間より前から継続して営業していることを確認できるもの。 

次のア及びイに掲げる書類を提出してください。 

 ア 直近の確定申告書（法人の場合は別表１、個人事業者の場合は第１表（個人番号を塗り

つぶしたもの））の本人控えの写し 

  【上記アの書類がない場合は、次のいずれかの書類を提出してください】 

   ・ 設立後間もないため、決算期や申告時期を迎えていない場合は、法人設立届出 

書の本人控えの写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の本人控えの写し 

・ 直近の月末締の現金出納帳や売上帳・仕入帳、施設の賃貸借契約書(施設を借 

りて運営している場合)の写しなど、休業等の要請時点の営業実態がわかる資料 

イ 対象施設の運営に当たり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわ

かる書類（飲食店営業許可、酒類販売業免許、古物商許可など）の写し 

   ※ 営業許可等が必要ない業種を営業している施設は上記書類は不要です。 

(8) 業種・業態が確認できるもの 

   ・ 施設の宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写しまたは、申請する対象施設ごとの外 

観（社名や店舗名入り）及び内景がわかる写真 

  (9) 休業等の状況が確認できるもの 

・ 対象期間中に休業する（していた）こと、酒類の提供時間を短縮する（していた）こと

がわかる店頭告知チラシ（掲示物）やメニュー、それらが入った施設の写真、自社のホ

ームページの写しなど 

・ 施設の一部（一区画）を休業した場合は、その状況がわかる資料（写真や見取図等） 
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支援金Ｂのみ 

〈国の持続化給付金の対象の事業者〉 

 (10) 国の持続化給付金の「給付通知書」の写し 

   ・ 国の持続化給付金の支給が決定した際に、申請時に送付先として登録いただいた住所 

に郵送される、給付額等が記載された国からの通知書です。 

(11) 業種・業態が確認できるもの 

  ・ 事業に関する宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写しまたは休業要請等対象施設で

はないことがわかる施設の外観（社名や店舗名入り）及び内景がわかる写真 

   ※フリーランスの方は、活動の様子がわかるものでも構いません（例：フリーの音楽家

の場合、パンフレット、写真、ホームページの写しなど） 

〈令和２年 1月から３月末までに開業された方〉【支援金Ｂの特例】 

 (12) 業種・業態が確認できるもの 

  ・ 事業に関する宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写しまたは休業要請等対象施設で

はないことがわかる施設の外観（社名や店舗名入り）及び内景がわかる写真 

    ※フリーランスの方は、活動の様子がわかるものでも構いません（例：フリーの音楽家

の場合、パンフレット、写真、ホームページの写しなど） 

 (13) 法人の場合：登記事項全部証明書または商業登記簿謄本の写し 

    個人の場合：個人事業の開業・廃業等届出書の本人控えの写し（フリーランスの方は、現

金出納帳や売上帳・仕入帳、施設の賃貸借契約書(施設を借りて運営してい

る場合)、報酬にかかる通知や領収書など１月～３月までに開業したことが

分かるものの写し） 

(14) 売上が減少した月及び比較する月（基準月）の売上高が分かる書類（帳簿等） 

 

５ 受付方法及び受付期間 

(1) 郵送申請（書留等に限る） 

・ 受付期間：支援金Ａ 令和２年５月２９日（金）から令和２年８月３１日（月）まで 

       支援金Ｂ 令和２年５月２９日（金）から令和３年１月３１日（日）まで 

  ＊ 受付期間最終日の消印有効です。 

  ＊ 簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡ができる方法で、 

かつ配達時に受け取り確認がされるもの）で郵送してください。 

・ 宛先 

〒０６３－８６９１ 

 札幌西郵便局 郵便私書箱 第３９号 

北海道 経営持続化臨時特別支援金 事務局 

  ※ 封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 

  ※ 切手の金額が不足している場合は返送されますので、金額をご確認ください。 

※ 申請書等の返却はいたしません。 

※ 感染症の拡大防止のため、ご持参による申請は受け付けておりません。 

 



 

- 8 - 

 

(2) 電子申請 

  ・ ５月２９日（金）１５時以降は、電子申請でも受け付ける予定です。 

申請画面ＵＲＬ https://hokkaido-support.jp/add/ 
 

６ 支給の決定 

(1) 申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは支援金を支給しま

す。支援金は６月中旬以降、順次支給する予定です。 

(2) 申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する

通知を発送します。 

(3) 一方、申請書類の審査の結果、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支

給に関する通知を発送します。 

※ 審査の中で、不明な点などがあれば、電話等により内容確認をさせていただくことがあり

ます。 
 

７ その他 

(1) 本支援金の支給決定後、事業者に申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、

本支援金の支給決定を取り消します。この場合、事業者に支援金の返還を求めるとともに、

事業者の名称や代表者氏名を公表することがあります。 

(2) 本支援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象施設の休業等の取

組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する確認、報告又は是正のための措

置を求めることがあります。 

(3) 事業者が下記に該当する場合は、支援金の支給対象ではありません。 

ア 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）である。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる。 

エ 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴力団又は暴力団

員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若し

くは運営に協力し、又は関与していると認められる。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

る。 

(4) 申請書類の提出後、休業等の要請期間内にやむを得ず対象施設の営業を再開（対象施設の

一部の再開を含む。）、酒類の提供時間短縮を中止する場合は、速やかにお問い合わせセンタ

ーに連絡してください。 

【北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター】 

電話 ０１１－３５０－７２６２ 

（受付時間）平日 ８時４５分から１７時３０分まで 

（６月２８日(日)までは、土・日も開設） 

(5) 申請書類に記載された情報を、公的機関（税務当局・警察・保健所・市町村等）に提供す

る場合があります。 



経営持続化臨時特別支援金の支給を受けたいので、次のとおり申請します。

北海道知事　鈴木　直道　様

札幌市長　　秋元　克広　様

〒　 060-0003　札幌市中央区北３条西６丁目

北海道から支払われる経営持続化臨時特別支援金については、下記により口座振替払いとし
ていただきたく申し出ます。

（注）ゆうちょ銀行の場合は「記号番号」を記入せず「店名」「口座番号」をそれぞれの欄にご記入ください。

①実施する（している）取組のすべてにチェックしてください。

スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組みます

施設内の定期的な換気を行います

設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います

人と人との接触機会を減らすことに取り組みます

お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）裏面にも記載事項があります。

札幌市事業者用

○ ○
支店
番号 ○ ○ ○

(※)金融機関コードが不明な場合は
　　空欄で構いません。

経営持続化臨時特別支援金申請書

令和　２ 年 × 月 × 日

● ●

申
請
者
の
情
報

代表者
役職

主たる
事業所等の

所在地

北海

名称

● ● ●●

申請者の種別

●

フリガナ

●

カブシキカイシャ　ホッカイドウチョウ

株式会社　北海道庁

代表取締役

担当者名 所属

　 個人
   事業者

●

連絡先 固定電話 011-●●●-×××× 090-▲▲▲▲-■■■■携帯電話

●

Ｔ・Ｓ・Ｈ　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

○ ○ ○

〒

総務部総務課
氏名

店内掲示やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞなどを活用し、お店の取組をお客様に積極的にお知らせします

新北海道スタイルの
取組内容

スタッフの健康管理を徹底します

振
込
先
口
座

金融機関

銀行
信用金庫
信用組合
協同組合

本店
支店

預金種目 口座番号（右詰めで記入）

普通

フリガナ カブシキカイシャ　ホッカイドウチョウ　ダイヒョウトリシマリヤク　ホッカイ　タロウ

口座名義人 株式会社　北海道庁　代表取締役　北海　太郎

○ ○ ○ ○

金融機関
コード(※)

○ ○

代表者
氏名

印

申請事業者名
(法人名又は個人

事業者名)

北海 太郎

ホッカイ

次郎

選
択

●●

ジロウフリガナ

個人事業者
の自宅住所
（上記所在地
と異なる場

合）

生年月日

　 法　人 法人番号 ●

※代表者本人が署名した場合は、押印不要です。

記載例

個人事業者の場合で代表者が

対応する場合は記載不要です。

●● 北３条

実施する（している）取組の全てに

チェックを入れてください。

－９－



②該当する項目いずれか１カ所の□にチェックを入れてください

令和2年4月1日以降の任意の1ヶ月の売上 円（A)

上記月前の任意の1ヶ月の売上（※） 円（B)

売上の減少率

（※）月の途中で開業し、当該月を基準月とする場合は「日平均売上×営業日」を月売上とみなします。

支援金支給の申請に必要な書類

　①申請書（支援金Ａ・Ｂ共通様式。札幌市内の事業者は別様式）

　②誓約書（支援金Ａ・Ｂ共通様式。札幌市内の事業者は別様式）

　③通帳の写し

　④本人確認書類の写し【個人事業者のみ】

　⑤「新北海道スタイル」の実践に係る取組内容が分かるもの

　　（「新北海道スタイル」安心宣言書の写し　等）

（１）道の休業協力・感染リスク低減支援金を既に受給している方〔⑦⑧⑨は不要〕

　⑥道の休業協力・感染リスク低減支援金の支給通知の写し

（２）遅くても5/19以降、休業の要請に新たにご協力いただける方

　⑦営業の実態が確認できるもの

　⑧業種・業態が確認できるもの

　⑨休業等の状況が確認できるもの

　⑩国の持続化給付金の「給付通知書」の写し

　⑪業種・業態が確認できるもの

令和２年１月以降３月末までに開業された方【支援金Ｂの特例】

　⑫業種・業態が確認できるもの

　⑬法人の場合：登記事項全部証明書又は商業登記簿謄本の写し

　　個人の場合：個人事業の開業・廃業等届出書の本人控えの写し

　⑭売上が減少した月及び比較する月（基準月）の売上高が分かる書類（帳簿等）

５月１６日からの酒類の提供時間短縮要請の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、酒類の提供時間を短縮します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

→①②③④⑤⑥の書類を提出してください

→①②③④⑤のほか⑦⑧⑨及び①申請書別紙「対象施設の情報」を提出してください

400,000

55 ％[（(B)-(A)）÷(B)×100]

支援金Ｂ（上記①～⑤に加えて必要となるもの）

支援金Ｂ

（１）
道の休業
協力・感
染リスク
低減支援
金をすで
に受給し
ている方

（２）
休業の要
請に新た
にご協力
いただけ

る方

支援金Ａ
→①②③④⑤⑥の書類を提出してください

→①②③④⑤のほか⑦⑧⑨及び①申請書別紙「対象施設の情報」を提出してください

５月１６日からの休業要請等の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、すべての期間休業します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

５月１６日からの休業要請等の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、すべての期間休業します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

支援金Ａの休業要請等の対象施設を管理する事業者に該当せず、国の持続化給付
金の対象事業者に該当(5月15日時点)し、かつ、月の売上が前年同月比で５０％
以上減少しました。

支援金Ａの休業要請等の対象施設を管理する事業者に該当せず、
令和２年１月～３月末までに開業しました。

180,000

５月１６日からの酒類の提供時間短縮要請の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、酒類の提供時間を短縮します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

共　通

支援金Ａ（上記①～⑤に加えて必要となるもの）

→①②③④⑤のほか⑩⑪の書類を提出してください

→①②③④⑤のほか⑫⑬⑭の書類を提出してください

いずれか１カ所にチェックを入れてください

申請の手引き３ページの

【例】の場合
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対象施設の情報 申請書別紙

※

2

基本情報

フリガナ

基本情報

フリガナ ホッカイドウテンボウシツ　サッポロテン
電話
番号

011-00-0000
名称 北海道展望室　札幌店

所在地
〒●●●-●●●●
　　　札幌市中央区北●条西■丁目

特
記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※) 商業施設
対象

（※） 展望室
酒類の提供時間の
短縮

ホッカイドウ　チトセテン
電話
番号

0123-00-0000
名称 北海道　千歳店

所在地
〒▲▲▲-■■■■
　　　千歳市●●■丁目

特
記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※) 食事提供施設
対象

（※） 居酒屋
酒類の提供時間の
短縮

3

基本情報

フリガナ ホテルホッカイドウチョウ　イシカリテン
電話
番号

0133-00-0000
名称 ホテル北海道庁　石狩店

所在地
〒▲▲▲-○○○○
　　　石狩市●●町■丁目▲▲－××

特
記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※) 集会・展示施設 対象
（※）

ホテル（集会の用に供する部分に限る。）
酒類の提供時間の
短縮

4

基本情報

フリガナ
電話
番号名称

所在地 特
記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※)
対象

（※）
酒類の提供時間の
短縮

5

基本情報

フリガナ ホテルホッカイドウチョウ　サッポロテン
電話
番号

011-00-0000
名称 ホテル北海道庁　札幌店

所在地
〒▲▲▲-○○○○
　　　札幌市中央区北■条西◎丁目

特
記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※)
食事提供施設

集会・展示施設
対象

（※）
居酒屋

ホテル（集会の用に供する部分に限る。）

酒類の提供時間の
短縮

酒類の提供時間の
短縮

6

基本情報

フリガナ
電話
番号名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※)
対象

（※）
酒類の提供時間の
短縮

（注１）対象施設が９箇所以上ある場合は、この面をコピーして使用してください。

（注２）申請内容に修正が生じた場合には、速やかに再提出してください。

8

基本情報

フリガナ
電話
番号名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※)
対象

（※）
酒類の提供時間の
短縮

対
象
施
設
の
情
報

1

支援金Ａの申請者で、道の「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給通知の写しを添付する方
及び支援金Ｂの申請者は提出不要です。

※　「カテゴリー」「対象」は「新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧」にある場合は

　該当するもの（例：カテゴリー「遊興施設等」対象「カラオケボックス」）、該当するものがない場合は類

　似するカテゴリー及び実際の施設業態名（例：カテゴリー「運動・遊戯施設」対象「社交ダンス教室」）を

　記載してください。

7

基本情報

フリガナ
電話
番号名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

業態等
カテゴ

リー(※)
対象

（※）

該当するものがある場合はチェック

してください。

１つの施設内に休業要請等に該当する

施設が複数ある場合は、カテゴリー・

対象欄に並記してください。

特記事項の両方に該当する場合は、

両方にチェックしてください。
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別添資料１

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧（５／１６以降）※網掛けは５／２５以降の変更部分
１ 基本的に休止を要請する施設

  ※石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域

うち1,000㎡
以下施設

うち1,000㎡
以下施設

キャバレー 対象 対象 対象 対象
ナイトクラブ 対象 対象 対象 対象
ダンスホール 対象 対象 対象 対象
スナック 対象 対象 対象 対象
バー 対象 対象 対象 対象
ダーツバー 対象 対象 対象 対象
パブ 対象 対象 対象 対象
個室付浴場業に係る公衆浴場 対象 対象 対象 対象
ヌードスタジオ 対象 対象 対象 対象
のぞき劇場 対象 対象 対象 対象
ストリップ劇場 対象 対象 対象 対象
性風俗店 対象 対象 対象 対象
デリヘル 対象 対象 対象 対象
アダルトショップ 対象 対象 対象 対象
個室ビデオ店 対象 対象 対象 対象
ネットカフェ 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
漫画喫茶 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
カラオケボックス 対象 対象 対象 対象
射的場 対象 対象 対象 対象
ライブハウス 対象 対象 対象 対象
場外馬（車・舟）券場 対象 対象 対象 対象
体育館 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
屋内・屋外水泳場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
ボウリング場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
スケート場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
スポーツクラブ 対象 対象 対象 対象
ホットヨガ、ヨガスタジオ 対象 対象 対象 対象
ゴルフ練習場（※１） 対象外 対象外 対象外 対象外
バッティング練習場（※１） 対象外 対象外 対象外 対象外
陸上競技場（※２） 対象外 対象外 対象外 対象外
野球場（※２） 対象外 対象外 対象外 対象外
テニス場（※２） 対象外 対象外 対象外 対象外
柔剣道場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
弓道場 対象外 対象外 対象外 対象外
マージャン店 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
パチンコ屋 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
ゲームセンター 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
テーマパーク 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
遊園地 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
劇場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
観覧場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
プラネタリウム 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
映画館 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
演芸場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外

石狩振興局管内 石狩振興局管内以外の地域
カテゴリー 対象 備考

劇場等

【要請の内容】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止を要請
（＝休業要請）

遊興施設等

【要請の内容】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止を要請
（＝休業要請）

運動・遊技施設

【要請の内容】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止を要請
（＝休業要請）
※１ 屋内施設は、使用停止の要
請の対象とする
※２ 屋外運動施設の観客席部分
については、使用停止の要請の対
象とする
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別添資料１

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧（５／１６以降）※網掛けは５／２５以降の変更部分
１ 基本的に休止を要請する施設

  ※石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域

うち1,000㎡
以下施設

うち1,000㎡
以下施設

集会場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
公会堂 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
展示場 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
貸会議室 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
文化会館 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
多目的ホール 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
神社 対象外 対象外 対象外 対象外
寺院 対象外 対象外 対象外 対象外
教会 対象外 対象外 対象外 対象外
博物館 対象→対象外 対象→対象外 対象→対象外 対象外
美術館 対象→対象外 対象→対象外 対象→対象外 対象外
図書館 対象→対象外 対象→対象外 対象→対象外 対象外
科学館 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
記念館 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
水族館 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
動物園 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
植物園 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
ホテル（集会の用に供する部分に限る） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
旅館（集会の用に供する部分に限る） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
ペットショップ（ペットフード売場を除く） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
ペット美容室（トリミング） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
宝石類や金銀の販売店 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
住宅展示場（集客活動を行い来場を促すもの） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
古物商（質屋を除く） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
金券ショップ 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
古本屋 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
おもちゃ屋、鉄道模型屋 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
囲碁・将棋盤店 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
DVD/ビデオショップ 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
DVD/ビデオレンタル 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
アウトドア用品、スポーツグッズ店 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
ゴルフショップ 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
土産物店 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
旅行代理店（店舗） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
アイドルグッズ専門店 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
ネイルサロン 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
まつ毛エクステンション 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
スーパー銭湯 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
岩盤浴 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
サウナ 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
整体院（※１） 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
エステサロン 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
日焼けサロン 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
脱毛サロン 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
写真屋 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
フォトスタジオ 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
美術品販売 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
展望室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外

石狩振興局管内 石狩振興局管内以外の地域
カテゴリー 対象 備考

集会・展示施設

【要請の内容】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止を要請
（＝休業要請）

【床面積の合計が1000㎡超の施
設】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止を要請
（＝休業要請）
【床面積の合計が1000㎡以下の施
設】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止について協力を依頼（特措法
によらない協力の依頼）

商業施設

【床面積の合計が1000㎡超の施
設】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止を要請
（＝休業要請）
【床面積の合計が1000㎡以下の施
設】
石狩施設の使用停止及び催物の開
催の停止について協力を依頼。
（特措法によらない協力の依頼）
ただし、100㎡以下の施設につい
ては、営業を継続する場合にあっ
ては、適切な感染防止対策の徹底
を依頼（注１）

※１ 主として利用者が身体機能
の維持を目的として利用する施設
は要請の対象外。
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別添資料１

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧（５／１６以降）※網掛けは５／２５以降の変更部分
１ 基本的に休止を要請する施設

  ※石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域

うち1,000㎡
以下施設

うち1,000㎡
以下施設

大学 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
専修学校（高等専修学校を除く）・各種学校 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
日本語学校・外国語学校 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
インターナショナルスクール 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
自動車教習所 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
学習塾 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
オンライン授業 対象外 対象外 対象外 対象外
家庭教師 対象外 対象外 対象外 対象外
英会話教室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
音楽教室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
囲碁・将棋教室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
生け花・茶道・書道・絵画教室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
そろばん教室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
バレエ教室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
体操教室 対象 対象→対象外 対象→対象外 対象外
幼稚園 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
小学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
中学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
義務教育学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
高等学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
高等専修学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
高等専門学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
中等教育学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外
特別支援学校 対象 対象 対象→対象外 対象→対象外

（※）「対象外」の施設については、適切な感染防止対策の実施と取組内容の可視化など「新北海道スタイル」の実践を要請する。

石狩振興局管内 石狩振興局管内以外の地域
カテゴリー 対象 備考

大学・学習塾等

【床面積の合計が1000㎡超の施
設】
施設の使用停止及び催物の開催の
停止を要請
（＝休業要請）

【床面積の合計が1000㎡以下の施
設】
施設の使用停止について協力を依
頼。（特措法によらない協力の依
頼）ただし、100㎡以下の施設に
ついては、営業を継続する場合に
あっては、適切な感染防止対策の
徹底を依頼（注１）

文教施設
【要請の内容】
原則として施設の使用停止及び催
物の開催停止を要請
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別添資料１

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧（５／１６以降）※網掛けは５／２５以降の変更部分

２ 基本的に休業要請を行わない施設（適切な感染防止対策の協力を要請）
  ※石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域
  

うち1,000㎡
以下施設

うち1,000㎡
以下施設

病院 対象外 対象外 対象外 対象外
診療所 対象外 対象外 対象外 対象外
歯科 対象外 対象外 対象外 対象外
薬局 対象外 対象外 対象外 対象外
鍼灸・マッサージ 対象外 対象外 対象外 対象外
接骨院 対象外 対象外 対象外 対象外
柔道整復 対象外 対象外 対象外 対象外
保育所等（幼保連携型認定こども園を含む） 対象外 対象外 対象外 対象外
学童クラブ 対象外 対象外 対象外 対象外
障がい児通所支援事業所 対象外 対象外 対象外 対象外
上記以外の児童福祉法関係の施設 対象外 対象外 対象外 対象外
障害福祉サービス等事業所 対象外 対象外 対象外 対象外
老人福祉法・介護保険法関係の施設 対象外 対象外 対象外 対象外
婦人保護施設 対象外 対象外 対象外 対象外
その他の社会福祉施設 対象外 対象外 対象外 対象外
卸売市場 対象外 対象外 対象外 対象外
食料品売場（※） 対象外 対象外 対象外 対象外
コンビニエンスストア 対象外 対象外 対象外 対象外
百貨店（生活必需品売場） 対象外 対象外 対象外 対象外
スーパーマーケット 対象外 対象外 対象外 対象外
ホームセンター（生活必需品売場） 対象外 対象外 対象外 対象外
ショッピングモール（生活必需品売場） 対象外 対象外 対象外 対象外
ガソリンスタンド 対象外 対象外 対象外 対象外
靴屋 対象外 対象外 対象外 対象外
衣料品店 対象外 対象外 対象外 対象外
雑貨屋 対象外 対象外 対象外 対象外
文房具屋 対象外 対象外 対象外 対象外
酒屋 対象外 対象外 対象外 対象外
飲食店 対象外 対象外 対象外 対象外
料理店
喫茶店
和菓子・洋菓子店
タピオカ店
居酒屋
屋形船
ホテル（集会の用に供する部分を除く） 対象外 対象外 対象外 対象外
カプセルホテル 対象外 対象外 対象外 対象外
旅館（集会の用に供する部分を除く） 対象外 対象外 対象外 対象外
民泊 対象外 対象外 対象外 対象外
共同住宅 対象外 対象外 対象外 対象外
寄宿舎 対象外 対象外 対象外 対象外
下宿 対象外 対象外 対象外 対象外
ラブホテル 対象外 対象外 対象外 対象外
ウィークリーマンション 対象外 対象外 対象外 対象外
バス 対象外 対象外 対象外 対象外
タクシー 対象外 対象外 対象外 対象外
レンタカー 対象外 対象外 対象外 対象外
電車 対象外 対象外 対象外 対象外
船舶 対象外 対象外 対象外 対象外
航空機 対象外 対象外 対象外 対象外
物流サービス（宅配等含む） 対象外 対象外 対象外 対象外

石狩振興局管内 石狩振興局管内以外の地域
カテゴリー 対象 備考

【要請の内容】
必要な保育等を確保した上で適切な感染
防止対策の協力を要請

【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

医療施設
（※1）

【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

※1 国家資格有資格者が治療を行うも
の以外の施設は、使用停止の要請の対象
とする。

社会福祉施設等

生活必需物資
販売施設

【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

※移動販売店舗を含む

食事提供施設

【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

住宅・宿泊施設 【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

交通機関等 【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

５/１６以降、
酒類提供時間短縮
に関する協力依頼
を解除 

５/２５以降、
酒類提供時間短縮
に関する協力依頼
を解除 

－１５－



別添資料１

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧（５／１６以降）※網掛けは５／２５以降の変更部分
２ 基本的に休業要請を行わない施設（適切な感染防止対策の協力を要請）

  ※石狩振興局管内とは、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村の地域
  

うち1,000㎡
以下施設

うち1,000㎡
以下施設

工場 対象外 対象外 対象外 対象外
作業場 対象外 対象外 対象外 対象外
銀行 対象外 対象外 対象外 対象外
消費者金融 対象外 対象外 対象外 対象外
ＡＴＭ 対象外 対象外 対象外 対象外
証券取引所 対象外 対象外 対象外 対象外
証券会社 対象外 対象外 対象外 対象外
保険代理店 対象外 対象外 対象外 対象外
官公署 対象外 対象外 対象外 対象外
各種事務所 対象外 対象外 対象外 対象外
理髪店 対象外 対象外 対象外 対象外
美容院 対象外 対象外 対象外 対象外
銭湯（公衆浴場） （※） 対象外 対象外 対象外 対象外
貸倉庫 対象外 対象外 対象外 対象外
郵便局 対象外 対象外 対象外 対象外
メディア 対象外 対象外 対象外 対象外
貸衣裳屋 対象外 対象外 対象外 対象外
不動産屋 対象外 対象外 対象外 対象外
結婚式場（貸衣装含む） 対象外 対象外 対象外 対象外
葬儀場・火葬場 対象外 対象外 対象外 対象外
質屋 対象外 対象外 対象外 対象外
獣医 対象外 対象外 対象外 対象外
ペットホテル 対象外 対象外 対象外 対象外
たばこ屋（たばこ専門店） 対象外 対象外 対象外 対象外
ブライダルショップ 対象外 対象外 対象外 対象外
本屋 対象外 対象外 対象外 対象外
自転車屋 対象外 対象外 対象外 対象外
家電販売店 対象外 対象外 対象外 対象外
園芸用品店 対象外 対象外 対象外 対象外
修理店（時計、靴、洋服等） 対象外 対象外 対象外 対象外
鍵屋 対象外 対象外 対象外 対象外
100円ショップ 対象外 対象外 対象外 対象外
駅売店 対象外 対象外 対象外 対象外
家具屋 対象外 対象外 対象外 対象外
自動車販売店、カー用品店 対象外 対象外 対象外 対象外
花屋 対象外 対象外 対象外 対象外
ランドリー 対象外 対象外 対象外 対象外
クリーニング店 対象外 対象外 対象外 対象外
ごみ処理関係 対象外 対象外 対象外 対象外

（※）「対象外」の施設については、適切な感染防止対策の実施と取組内容の可視化など「新北海道スタイル」の実践を要請する。

石狩振興局管内 石狩振興局管内以外の地域
カテゴリー 対象 備考

工場等 【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

金融機関・官公
署等

【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

その他

【要請の内容】
適切な感染防止対策の協力を要請

※物価統制令の対象となるもの

－１６－



１．スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに
取り組みましょう。

２．スタッフの健康管理を徹底しましょう｡

３．施設内の定期的な換気を行いましょう｡

４．設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を
行いましょう｡

５．人と人との接触機会を減らすことに取り組
みましょう｡

・一定の距離（２ｍ程度）の確保
・間仕切りなどの活用や人数制限、空席
の確保

６．お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びか
けましょう｡

７．お店の取組をお客様に積極的にお知らせ
しましょう｡
（感染症対策の可視化（見える化））

「新北海道スタイル」安心宣言
事業者の皆様に取り組んでいただきたい

７つのポイント

別添資料２－１ 5/29版〈道から事業者のみなさまへのお願い〉

－１７－



１．スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組
みます。

２．スタッフの健康管理を徹底します。

３．施設内の定期的な換気を行います。

４．設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います。

５．人と人との接触機会を減らすことに取り組みます。

・ 一定の距離（２ｍ程度）を確保するソーシャル
ディスタンシング。
・ 間仕切りなどの活用。
・ 人数制限や空席の確保。
・ 時差出勤、テレワーク など

６．お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます。

７．店内掲示やホームページなどを活用し、
お店の取組をお客様に積極的にお知らせします。

店名 ○

「新北海道スタイル」安心宣言

私たち事業者は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

「 ７つの習慣化 」
に取り組みます！

別添資料２－２ 5/29版〈事業者のみなさまの取組に関する掲示の記載例〉

－１８－



経営持続化臨時特別支援金の支給を受けたいので、次のとおり申請します。

北海道知事　鈴木　直道　様

北海道から支払われる経営持続化臨時特別支援金については、下記により口座振替払いとし
ていただきたく申し出ます。

（注）ゆうちょ銀行の場合は「記号番号」を記入せず「店名」「口座番号」をそれぞれの欄にご記入ください。

①実施する（している）取組のすべてにチェックしてください。

スタッフのマスク着用や小まめな手洗いに取り組みます

施設内の定期的な換気を行います

設備、器具などの定期的な消毒・洗浄を行います

人と人との接触機会を減らすことに取り組みます

お客様にも咳エチケットや手洗いを呼びかけます

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）裏面にも記載事項があります。

申
請
者
の
情
報

代表者
役職

主たる
事業所等の

所在地

名称

札幌市以外事業者用
経営持続化臨時特別支援金申請書

令和　 年 月 日

〒

申請者の種別

支店
番号

(※)金融機関コードが不明な場合は
　　空欄で構いません。

代表者
氏名

印

連絡先 固定電話 携帯電話

Ｔ・Ｓ・Ｈ　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

氏名

店内掲示やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞなどを活用し、お店の取組をお客様に積極的にお知らせします

新北海道スタイルの
取組内容

スタッフの健康管理を徹底します

振
込
先
口
座

金融機関

銀行
信用金庫
信用組合
協同組合

本店
支店

預金種目 口座番号（右詰めで記入）

フリガナ

口座名義人

金融機関
コード(※)

申請事業者名
(法人名又は個人

事業者名)

選
択

フリガナ

個人事業者
の自宅住所
（上記所在地
と異なる場

合）

生年月日

　 法　人 法人番号

〒

担当者名 所属

　 個人
   事業者

フリガナ

※代表者本人が署名した場合は、押印不要です。



②該当する項目いずれか１カ所の□にチェックを入れてください

令和2年4月1日以降の任意の1ヶ月の売上 円（A)

上記月前の任意の1ヶ月の売上（※） 円（B)

売上の減少率

（※）月の途中で開業し、当該月を基準月とする場合は「日平均売上×営業日」を月売上とみなします。

支援金支給の申請に必要な書類

　①申請書（支援金Ａ・Ｂ共通様式。札幌市内の事業者は別様式）

　②誓約書（支援金Ａ・Ｂ共通様式。札幌市内の事業者は別様式）

　③通帳の写し

　④本人確認書類の写し【個人事業者のみ】

　⑤「新北海道スタイル」の実践に係る取組内容が分かるもの

　　（「新北海道スタイル」安心宣言書の写し　等）

（１）道の休業協力・感染リスク低減支援金を既に受給している方〔⑦⑧⑨は不要〕

　⑥道の休業協力・感染リスク低減支援金の支給通知の写し

（２）遅くても5/19以降、休業の要請に新たにご協力いただける方

　⑦営業の実態が確認できるもの

　⑧業種・業態が確認できるもの

　⑨休業等の状況が確認できるもの

　⑩国の持続化給付金の「給付通知書」の写し

　⑪業種・業態が確認できるもの

令和２年１月以降３月末までに開業された方【支援金Ｂの特例】

　⑫業種・業態が確認できるもの

　⑬法人の場合：登記事項全部証明書又は商業登記簿謄本の写し

　　個人の場合：個人事業の開業・廃業等届出書の本人控えの写し

　⑭売上が減少した月及び比較する月（基準月）の売上高が分かる書類（帳簿等）

→①②③④⑤⑥の書類を提出してください

→①②③④⑤のほか⑦⑧⑨及び①申請書別紙「対象施設の情報」を提出してください

５月１６日からの酒類の提供時間短縮要請の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、酒類の提供時間を短縮します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

５月１６日からの酒類の提供時間短縮要請の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、酒類の提供時間を短縮します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

％[（(B)-(A)）÷(B)×100]

→①②③④⑤のほか⑩⑪の書類を提出してください

→①②③④⑤のほか⑫⑬⑭の書類を提出してください

支援金Ｂ（上記①～⑤に加えて必要となるもの）

支援金Ｂ

（１）
道の休業
協力・感
染リスク
低減支援
金を既に
受給して
いる方

（２）
休業の要
請に新た
にご協力
いただけ

る方

支援金Ａ
→①②③④⑤⑥の書類を提出してください

→①②③④⑤のほか⑦⑧⑨及び①申請書別紙「対象施設の情報」を提出してください

５月１６日からの休業要請等の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、すべての期間休業します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

５月１６日からの休業要請等の対象施設を管理する事業者であり、
５月１９日(火)から５月３１日(日)まで、すべての期間休業します。
（※要請期間が短縮された場合には、短縮された期間まで）

支援金Ａの休業要請等の対象施設を管理する事業者に該当せず、国の持続化給付
金の対象事業者に該当(5月15日時点)し、かつ、月の売上が前年同月比で５０％
以上減少しました。

支援金Ａの休業要請等の対象施設を管理する事業者に該当せず、
令和２年１月～３月末までに開業しました。

共　通

支援金Ａ（上記①～⑤に加えて必要となるもの）



対象施設の情報 申請書別紙

※

対
象
施
設
の
情
報

1

基本情報

フリガナ

業態等

2

基本情報

フリガナ

業態等

3

基本情報

フリガナ

業態等

5

基本情報

フリガナ

4

7

名称

所在地

電話
番号名称

電話
番号名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

カテゴ
リー(※)

対象
（※）

酒類の提供時間の
短縮

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

カテゴ
リー(※)

対象
（※）

酒類の提供時間の
短縮

電話
番号名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

カテゴ
リー(※)

対象
（※）

酒類の提供時間の
短縮

業態等

名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

〒 特
記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

カテゴ
リー(※)

対象
（※）

酒類の提供時間の
短縮

基本情報

フリガナ
電話
番号

業態等

名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

カテゴ
リー(※)

対象
（※）

酒類の提供時間の
短縮

電話
番号

カテゴ
リー(※)

対象
（※）

酒類の提供時間の
短縮

電話
番号

6

基本情報

フリガナ

業態等

電話
番号

業態等

名称

所在地
〒 特

記
事
項

施設の一部にある
対象部分のみ休業

カテゴ
リー(※)

対象
（※）

酒類の提供時間の
短縮

電話
番号

業態等

基本情報

フリガナ

支援金Ａの申請者で、道の「休業協力・感染リスク低減支援金」の支給通知の写しを添付する方
及び支援金Ｂの申請者は提出不要です。

（注２）申請内容に修正が生じた場合には、速やかに再提出してください。

※　「カテゴリー」「対象」は「新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧」にある場合は

　該当するもの（例：カテゴリー「遊興施設等」対象「カラオケボックス」）、該当するものがない場合は類

　似するカテゴリー及び実際の施設業態名（例：カテゴリー「運動・遊戯施設」対象「社交ダンス教室」）を

　記載してください。

（注１）対象施設が９箇所以上ある場合は、この面をコピーして使用してください。
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誓約書 

 

経営持続化臨時特別支援金に関して、次のとおり誓約します。 

 

【休業等の要請期間中に支援金Ａを申請の方のみ】 

・ 申請書に記載の休業、または酒類提供時間の短縮を必ず実施します。 

・ 休業等の要請期間中に、営業を再開するなど申請要件に該当しなくなる場合には、 

 北海道に事前に連絡します。 

・ （申請書別紙「対象施設の情報」を提出する場合）別紙に記載した施設以外に、

北海道内で休業等の要請の対象となる施設はありません。 

 

【以下、申請される全ての方】 

・ 申請書類の内容は全て事実です。虚偽が判明した場合又は申請要件に該当しない

状況となった場合は、支援金の返還に応じ、北海道が事業者名を公表することに同

意します。 

・ 北海道から確認･報告･是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。 

・ 申請書類に記載された情報は、公的機関（税務当局・警察・保健所・市町村等）

の求めに応じて提供することに同意します。 

・ 申請者は、次の１～５のいずれにも該当しません。 

１ 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員（暴力団
員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。）である。 

２ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴
力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。 

３ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる。 

４ 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴力団又は暴力
団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持
若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる。 

５ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れる。 

・ 申請書類に記載した「新北海道スタイル」の取組を実践します。 

 

令和  年  月  日  

 

北海道知事 鈴木 直道 様 

 

所 在 地 

名 称 

代表者名                   印 

※代表者本人が署名した場合は、押印不要です。 

札幌市以外事業者用


