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北広島市 休業協力支援金 募集要項（令和 2年 6月 5日改正） 

  

 支援金の概要                                                                     

■趣旨 

北広島市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北海道の緊急事態措置（4 月

17 日（金））を受け、特措法に基づく施設の使用停止若しくは催物（イベント）の開催停止要

請等に対し、4 月 25 日（土）～5 月 6 日（水）の全ての期間（※5月 15日（金）まで延長）

において、店舗の休業や営業時間の短縮、感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者の

方を対象に支援金を給付いたします。また、5月 19日（火）～北海道の休業要請等終了日の全

ての期間についても、感染拡大防止の取組を実施した事業者の方には追加で給付いたします。 

 

■給付額  

 対象 
休業協力支援金 

給付額 

①  

・北海道知事が休止を要請する施設を営む法人  

・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設を営む

法人 

※1 ※3 

②  

・北海道知事が休止を要請する施設を営む個人事業主 

・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設を営む

個人事業主  

10万円 

※1 ※3 

③  
・（従来から 19 時以降の）酒類の提供がある飲食店で、19 時

以降の酒類の提供を取り止めた事業者 

20万円 

※1 ※3 

④  
・酒類の提供がない飲食店※2で、営業の休止、営業時間の短

縮など感染症防止策を実施した事業者 

20万円 

※1 ※3 

※1 市内事業者が市内に複数店舗を経営している場合、全ての店舗において営業の休止、

営業時間の短縮など感染症防止策を実施した事業者に 10万円を追加給付します。 

※2 従来から酒類提供を 19 時までしか行っていない飲食店を含みます。 

※3 5 月 19 日（火）から北海道の休業要請等終了日までの全ての期間についても、感染

拡大防止の取組を実施した事業者に 5万円を追加給付します。 

 

 

 

 

 

 

◆市内に事業所があり、道内すべての事業所において自主的な感染拡大防止策を実

施することが条件となります。 

◆北海道の休業要請等終了日とは、5 月 25 日から北海道による休業要請等が解除

された事業者の方は 5月 24日、それ以外の方は 5月 31日となります。 
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※①～③は北海道からの給付を受ける場合、北海道に申請が必要となります。（詳細は北海道の

ホームページ等でご確認ください。） 

※②～④は、北広島市からの給付を受ける場合、北広島市へ申請が必要となります。 

※食事提供施設に該当するかは、飲食可能な場所（イートインスペース）の有無で判断します。 

※テイクアウト・デリバリー専門店は食事提供施設から除きます。 

 

 区分ごとの申請内容について                                                                 

支援金の対象要件及び申請方法等は区分ごとに次のとおりといたします。 

区分ごとに感染症防止対策の内容など、条件が異なりますのでご注意ください。 

 

 （事業者等申請区分②）休業要請等対象施設のうち個人事業者への支援金について                                                 

１ 給付対象 

4 月 25 日（土）～5 月 15日（金）の全ての期間において、「２」の感染症防止対策を取

り組んだ場合に支給対象となります。 仮に休業等の要請期間が延長になった場合は、当該

要請期間が終了するまで継続いただきます。  

 

２ 感染症防止対策（休業・営業時間の短縮等） 

   以下のいずれか一つの取組を行う事業者   

① 休業（面積 1,000㎡超過の場合） 

② 施設の使用停止、催物の開催停止（面積 1,000㎡以下の場合） 

③ 営業される場合は以下のいずれか一つの取組（面積 100㎡以下の場合） 

 

①
法人事業者

②
個人事業者

③
酒類提供あり

※19時以降酒類の提供を取りやめ

④
酒類提供なし

※5月19日（火）から北海道の休業要請等終了日までの全ての期間についても、感染症防止策を実施した事業者には5万円を追加給付します。

※市内事業者が複数店舗を経営している場合、すべての店舗において営業の休止、営業時間の短縮など感染症防止策を実施した事業者に10万円を追
加給付します。

北海道給付
３０万円 北海道給付

２０万円 北広島市給付
２０万円

１０万円
北海道給付

１０万円

休業等要請区分

北海道による休業要請等の対象施設

スナック、バー、カラオケボックス、ライブハウス、 スポーツクラブ、ゲームセン
ター、映画館、展示場、 ビデオレンタル、学習塾など

飲食店（食事提供施設）

料理店、喫茶店、菓子店、居酒屋など

事業者等
申請区分

給付対象区分

北海道及び北広島市の支援金給付イメージ

給付金額

３０万円
北広島市給付

１０万円

北広島市給付
２０万円

２０万円

北海道による休業要請等への協力

酒類提供の自粛など感染防止対策への協力

北広島市への申請が必要

北海道への申請が必要
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・３つの密（密閉・密集・密接）の防止（換気や行列間隔の工夫など） 

・飛沫感染・接触感染の防止（従業員のマスク着用など） 

・移動時の感染の抑止（時差出勤や在宅勤務など） 

・発熱者等の施設への入場防止（従業員・来訪者の検温・体調確認など） 

 

 （事業者等申請区分③）19時以降酒類を提供しない飲食店への支援金について                                                   

１ 給付対象 

4 月 25 日（土）～5 月 15日（金）の全ての期間において、「２」の感染症防止対策を取

り組んだ場合に支給対象となります。 仮に休業等の要請期間が延長になった場合は、当該

要請期間が終了するまで継続いただきます。  

  

２ 感染症防止対策（休業・営業時間の短縮等） 

   以下のいずれか一つの取組を行う事業者   

① 休業 

② 19時以降の酒類の提供のとりやめ（営業終了時間の制限はありません。） 

 

 （事業者等申請区分④）酒類提供のない飲食店への支援金について                                                        

１ 給付対象 

4 月 25 日（土）～5 月 15日（金）の全ての期間において、「２」の感染症防止対策を取

り組んだ場合、支給対象となります。 仮に休業等の要請期間が延長になった場合は、当該

要請期間が終了するまで継続いただきます。  

  

２ 感染症防止対策（休業・営業時間の短縮等） 

   以下のいずれか一つの取組を行う事業者  

① 休業 

② 夜間営業の自粛（20 時から 5 時までの営業の自粛） 

③ 営業時間の短縮（2 時間以上の短縮） 

④ イートインの中止（テイクアウト・デリバリーのみによる営業継続は可） 

⑤ 店舗の座席レイアウトの変更（席数減によるソーシャルディスタンシングへの配慮） 

 

 事業者等申請区分①から④の対象施設で複数店舗を経営している事業者が、全ての店舗に   

 おいて休業や営業時間の短縮など感染防止対策の協力を実施した場合                                                  

１ 給付対象 

市内事業者が経営している全ての店舗で、4 月 25 日（土）～5 月 15 日（金）の全ての

期間において、各区分における感染症防止対策を取り組んだ場合、支給の対象となります。 

仮に休業等の要請期間が延長になった場合は、当該要請期間が終了するまで継続いただきま

す。  

  

２ 感染症防止対策（休業・営業時間の短縮等） 

   全ての店舗において休業や営業時間の短縮など各区分における対策を実施 
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 上記のいずれかの区分による支援金対象事業者について、5 月 19 日（火）から北海道の   

 休業要請等終了日までの全ての期間についても休業や営業時間の短縮など感染防止対策の   

 協力を実施した場合                                  

１ 給付対象 

上記のいずれかの区分で支援金の対象となる事業者で、5 月 19 日（火）～北海道の休業

要請等終了日の全ての期間において、「２」の感染症防止対策を取り組んだ場合、支給対象

となります。（区分によって休業要請等終了日が異なりますのでご注意ください。）  

  

２ 感染症防止対策（休業・営業時間の短縮等） 

   休業や営業時間の短縮など各区分における対策を実施 

 

 その他、感染拡大防止のために協力をお願いする事項                                                                     

休業要請等対象施設となっておらず営業される場合は、下記の取組につきまして感染拡大

防止のためご協力をお願いします。 

○３つの密（密閉・密集・密接）の防止（換気や行列間隔の工夫など） 

○飛沫感染・接触感染の防止（従業員のマスク着用など） 

○移動時の感染の抑止（時差出勤や在宅勤務など） 

○発熱者等の施設への入場防止（従業員・来訪者の検温・体調確認など） 

  

 留意点など                                                                                                          

・北海道から休業要請のあった 4 月 20 日（月）以前に開業しており、営業の実態がある事

業者が対象となります。なお、北海道による休業要請等の対象となる施設等については、

北海道総合政策部の HPに掲載しています。 

○北海道総合政策部ホームページ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm  

・北広島市内の事業所はもとより、道内全ての事業所の休業等を行った場合に対象となりま

す。 

 

 申請手続き                                                                                                                    

■申請受付期間 

  令和 2年 5月 2 日（土）～令和 2年 7月 31 日（金）  ※消印有効 

  なお、北海道への申請手続きや受付期間は、北海道のホームページなどでご確認ください。  

○北海道総合政策部ホームページ  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm 

 

■申請方法 

郵送または窓口 ※感染拡大防止のため「郵送による提出」を推奨しています。 

 

  

 

 

申請受付・送付先 

〒061-1192（住所不要） 北広島市役所 ４階 経済部 商工業振興課 
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※窓口で申請される場合は、混雑状況によってお待ちいただく場合がありますのでご容赦く

ださい。（来庁される方はマスク着用等の対策をお願いします。） 

※郵送申請の場合は、提出書類に漏れがないよう送付前に必ず確認してください。 

 

■申請に必要な書類 

① 支援金支給申請書兼請求書【様式 1】（法人にあたっては「法人番号」を記入） 

② 営業実態が確認できる書類 

（例）確定申告書の写しのほか、各種法規に基づく営業許可証の写し等 

③ 業種・業態が確認できる書類 

（例）宣伝チラシ、ホームページ、広告等の写し、外観・内景がわかる写真等 

④ 休業や施設使用停止、催物開催停止、営業時間の短縮、酒類の提供時間を短縮していた

など、感染拡大防止対策を対象期間において実施したことが分かる資料 

（例）店頭告知チラシやメニュー、自社のホームページの写し、休業貼り紙の写真等 

※追加給付分（5万円）の申請にあたっては、5月 19日（火）～北海道の休業要請等終

了日において感染拡大防止対策を実施したことがわかる資料が必要となります。 

⑤ 誓約書 【様式 2】 

⑥ 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し 

⑦ 本人確認書類の写し（個人事業者の場合） 

⑧ 北海道からの支給決定通知書の写し（必須ではありません。この書類がある場合は、②・

③・④の添付を省略することができます。） 

 

 

 

 

■支援金の給付  5月中旬以降（できるだけ早い時期に開始する予定です。） 

○支援金の給付については、必ず北広島市への申請手続きが必要です。（北海道からの支

給決定通知書を持参した場合、申請書添付書類の一部を省略することができます。） 

○支給申請の受付後、審査を行った結果を支給（不支給）決定通知書でお知らせします。 

○北広島市からの支援金の給付時期については、申請手続きの実施時期及び書類の確認等

により異なります。（5月中旬以降、順次振込手続きを行います。） 

○北海道から給付を受ける場合は、北海道への申請が必要となりますのでご注意ください。 

 

 

 お問い合わせ                                

北広島市 経済部 商工業振興課 

  電話番号 011-372-3311（内線 4612、4613、4614） 

※平日 8:45～17:15 

【既に支援金の申請をしている方で追加給付分のみの申請を行う場合は、①、④のみ

提出が必要となります。】 


