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令和３年度感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月） 

申請の手引き 

（令和３年 9月２２日版） 

 新型コロナウイルス感染症拡大、令和３年（2021 年）8 月の緊急事態宣言により、特

に影響を受ける町内中小企業者及び個人事業者等のうち、北海道による要請・協力依頼のほ

か、業種別ガイドライン等を遵守し、感染リスク低減の取組を行いながら、事業継続を行お

うとする事業者に対し、町として支援助成金を支給します。 

【対象者・支給額】 

 町内に次の対象施設を有する中小企業等※・個人事業者 

※中小企業等：中小企業信用保険法第 2条 1項に規定する中小企業者及び特定非営利活 

動法人 

類型 対象施設 支給額 

Ａ 道の緊急事態措置の要請に応じ*1、道の支援金の支給を受け

ている事業者 

・飲食店（宅配・テイクアウトを除く） 

・遊興施設（キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法 

の飲食店営業許可を受けている店舗） 

・結婚式場（食品衛生法により飲食店営業許可を受けている 

もの） 

法人 

（中小企業等） 

一律 10万円 

 

個人 

 一律 5万円 

Ｂ 主として、旅館業法における旅館・ホテル営業若しくは、 

簡易宿所営業の許可を受けている事業者 

Ｃ 主として、酒税法による酒類小売業免許を受けて事業を行っ

ている事業者（主として料飲店に酒類販売を行う事業者） 

Ｄ これまでに国の一時支援金、国の月次支援金（令和 3 年 9

月まで）、または道の特別支援金*2 の支給を受けている事業

者 

*1 遅くとも、8月３０日（月）から取組を行っていただいている必要があります。 

*2 道の特別支援金については、今後、８月分または９月分を対象とする場合を含む 

 

【申請書類チェックリスト】（申請受付要項の「５ 申請に必要な書類」をご確認ください） 

 □（チェックボックス）に☑を記入するなどして利用ください。 

□ （１）令和３年度余市町感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月）申請書 

（様式１）（すべての類型） 

□ （２）誓約書（様式２）（すべての類型） 
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□ （３）類型に応じ、次の書類が必要です※ 

（類型Ａ）道が実施する緊急事態措置に係る協力に関する支援金（飲食店等） 

（８月 27日～9月 12日分）支給決定通知書（写し） 

（類型Ｂ）営業実態の分かる書類 

（例）旅館営業許可、ホテル営業許可、簡易宿所営業許可（各写し） 

（類型Ｃ）営業実態が分かる書類 

     （例）酒類販売業免許証明書、酒類販売業内免許通知書、酒類販売管理

研修受講省（各写し）等 

（類型Ｄ）国の一時支援金（～令和３年３月分）、国の月次支援金（～令和３年９月 

分）または、道の特別支援金（Ａまたは、Ｂ※）（各写し） 

※今後、８月分または９月分を対象とする場合を含む 

□ （４）振込先口座通帳（表紙・表紙ウラ）等*の写し（すべての類型）※ 

*通帳を発行しない口座（当座預金、ネットバンキング）は、金融機関・本支店名、

種別・口座番号及び名義人表示画面の写し 

※（１）及び（２）は、ペンまたはボールペンで記入してください（いわゆる「消えるボー 

ルペン」は使用しないでください）。 

※（３）のうち類型Ｂ及び類型Ｃ並びに（４）は、令和３年度余市町感染拡大防止対策支援

助成金（5月分・6月分）、令和２年度に町の「感染防止対策支援助成金」「新型コロナウ

イルス感染防止対策支援事業補助金」「冬の感染予防対策補助金」「家賃等軽減助成金（令

和３年度含む）」「がんばる・よいち飲食店等事業継続支援金」のいずれかに申請し、振込

先口座が同一の場合は、添付を省略できます。 

 

【申請先・お問合せ窓口】 

 ＜申請先＞ 

〒046-8546（住所不要） 

  余市町経済部商工観光課 感染防止対策支援助成金（８月・９月）担当 

 

＜申請期限＞令和４年（2022 年）1 月 31 日（月）２月２８日（月）（当日消印有効） 

※感染症拡大防止のため、郵送により申請いただくようご協力をお願いします。 

 

＜お問合せ先＞ 

   余市町朝日町２６番地  

余市町経済部商工観光課 経済対策グループ 

  電話：0135-21-2125（直通）  ＦＡＸ：0135-21-2144 

  （受付時間：お電話の場合）8時 45分～17時 15分（平日） 
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令和３年度余市町感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月） 

申請受付要項 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症拡大、令和３年（2021 年）8 月の緊急事態宣言により、特

に影響を受ける町内中小企業者及び個人事業者等のうち、北海道による要請・協力依頼のほ

か、業種別ガイドライン等を遵守し、感染リスク低減の取組を行いながら、事業継続を行お

うとする事業者に対し、町として支援助成金を支給します。 

 

２ 対象施設・支給額等 

（１） 次の店舗（施設）を運営する中小企業等及び個人事業者が対象となります。 

類型 対象施設 支給額 

Ａ 道の緊急事態措置の要請に応じ*1、道の緊急事態措置協力支

援金の支給を受けている事業者 

・飲食店（宅配・テイクアウトを除く） 

・遊興施設（キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法 

の飲食店営業許可を受けている店舗） 

・結婚式場（食品衛生法により飲食店営業許可を受けている 

もの） 

法人 

（中小企業等） 

一律 10万円 

 

個人 

 一律 5万円 

Ｂ 主として、旅館業法における旅館・ホテル営業若しくは、 

簡易宿所営業の許可を受けている事業者 

Ｃ 主として、酒税法による酒類小売業免許を受けて事業を行っ

ている事業者（主として料飲店に酒類販売を行う事業者） 

Ｄ これまでに国の一時支援金、国の月次支援金（令和 3 年 9

月まで）、または道の特別支援金*2 の支給を受けている事業

者 

（国の「持続化給付金」は含まれません） 

（２）町内に対象施設があれば、町外に本社がある中小企業、個人事業者であっても支給対

象となります。 

（３）飲食店、遊興施設及び結婚式場については、営業時間及び酒類提供時間の短縮が要請

されていますので、類型Dにかかわらず、類型Aにより、町に申請を行ってください 

*1 遅くとも 8月 30日（月）までに要請に応じることが必要です 

*2 今後、8月分または 9月分を対象とする場合を含みます 

9月２２日版 
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（すべての類型） 

３ 取組んでいただく内容・期間 

 上記２に掲げる類型（Ａ～Ｄ）により、道による要請・協力依頼内容に従った取組みを 

行っていることが必要です。 

・（類型Ａ：飲食店等への要請） 

 

【道による要請（一般措置区域）】 

 ◯要請期間 

  令和３年（2021年）8月 27日（金）から 9月 12日（日）まで 

            （遅くとも 8月３０日（月）までに要請に応じること） 

 ◯対象施設 

  ・飲食店：飲食店（宅配・テイクアウトを除く） 

  ・遊興施設：キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を

受けている店舗、及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店 

  ・結婚式場：食品衛生法上における飲食店営業許可を受けているもの 

  ※酒類提供の有無に関わらず、上記施設（店舗）のうち、従来から 20時を超え

て営業を行っている施設（店舗）が対象 

 ◯要請内容 

 ・営業時間は５時から 20時まで 

 ・酒類の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む。）は 11時から 19時まで 

 ・業種別ガイドラインの遵守 
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・（（類型 B・類型 C・類型Ｄ）（その他）事業者への要請） 

 

（類型Ａ・類型Ｄ） 

４ 国・道への申請について 

 類型Ａは、（道）緊急事態措置の要請に応じた事業者への道支援金、 

類型Ｄは、国または道の（国）一時支援金、（国）月次支援金、（道）特別支援金 

のいずれかの申請を行い、支給（給付）を受けている事業者に対するものです。これら支援 

金は、町を経由せずに、国または、道の窓口に直接申請を行っていただく必要があります。 

国や道の支給（給付）決定には、一定の時間を要しますので、余裕をもって手続きを行うよ 

うにしてください。 

類型 支給（給付）決定が必要な支援金 

Ａ （道）緊急事態措

置の要請に応じた

事業者への緊急事

態措置協力支援金 

【主な要件】 

飲食店、遊興施設及び結婚式場を営んでおり、営業時間

及び酒類提供時間の短縮、飲食を行う店舗等でカラオケ

設備の利用を行わないこと、また業種別ガイドラインな

ど感染防止対策の実施を行っている事業者で、期間中の

全てにおいて要請に応じていること 

【申請期間】 

令和３年 10月 31日（日）まで（当日消印有効） 

（専用ダイヤル：011-350-7377（受付時間 8時 45

分～17時 30分）） 

【道による要請・協力依頼内容】 

・職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テレワーク）の 

活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の 7割枠減を目指す。（協力依頼） 

・事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制する。（協力依頼） 

・職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を 

強力に推進する。（協力依頼） 

・業種別ガイドラインを遵守する。（特措法第 24条第 9項） 

・休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する。（特措法 

第 24条第 9項） 

・主要観光施設等のライトアップや繁華街の屋外広告などについて、20時以降、夜

間消灯する。 

・交通事業者においては、感染防止対策を徹底する。（協力依頼） 

・大規模商業施設及び感染リスクが高い場面とされる百貨店の地下食品売り場等に 

ついて、人数管理、人数制限、誘導灯の入場者の整理等を行う。（協力依頼） 
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（国）一時支援金 

（令和３年３月分

まで） 

申請受付は終了しています 

（詳細は、経済産業省ホームページをご確認ください） 

※「持続化給付金」ではありません。 

（国）月次支援金 

（令和３年９月分

まで） 

【主な要件】 

緊急事態措置、または、まん延防止等重点措置に伴う飲

食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けて

おり、緊急事態措置、または、まん延防止等重点措置が実

施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が 2019

年または、2020年の同じ月と比べ、50％以上減少して

いること 

【給付対象の具体例】 

日常的に訪れるお店、教育関連、医療・福祉関連、文化・

娯楽関連、旅行関連、飲料や食料品の卸売、農業・漁業者

等 

【申請期間】 

月ごとに申請期間が定められ、受付が終了している月

があります。各月分の受付日は、事業者により直接確認い

ただくようお願いします。 

※「持続化給付金」ではありません。 

（道）特別支援金 

（Ａ、Ｂ※） 

※今後、8 月分ま

たは 9 月分を対象

とする場合を含み

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援金 A 

【主な要件】 

2020年11月～2021年3月のいずれかの月の売上

が対前年または前々年同月比で 50％以上減少している

札幌市内の時短対象飲食店等との取引がある事業者 

または、外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業

者 

【給付対象の具体例】 

・札幌市内の時短対象飲食店等との取引がある食品加工 

製造事業者、流通関連事業者 

・外出・往来の自粛要請等による影響を受けた宿泊サービ

スの提供事業者、飲食店事業者または、これら事業者へ

の商品・サービス提供を行う事業者 

【申請期間】 

令和３年９月 30日（木）令和４年１月 31日（月） 

まで 
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（Ｄ） （道）特別支援金  

特別支援金Ｂ 

【主な要件】 

2021年 4月～7月のいずれかの月の売上が対前年ま

たは前々年同月比で30％以上50％未満減少している道

内の時短対象飲食店等との取引がある事業者 

または、外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業

者 

【給付対象の具体例】 

・道内の時短対象飲食店等との取引がある食品加工製造

事業者、流通関連事業者 

・外出・往来の自粛要請等による影響を受けた宿泊サービ

スの提供事業者、飲食店事業者または、これら事業者へ

の商品・サービス提供を行う事業者 

【申請期間】 

令和３年９月３０日（木）令和４年１月３１日（月）まで 

特別支援金Ａ・Ｂ以外の特別支援金 

今後、８月分または９月分を対象とする場合は、それら

を含みます。道が発表する要件や申請期間を参考にして

ください。 

 

（すべての類型） 

５ 申請に必要な書類 

 類型Ａ及び類型Ｄについては、町への申請前に、必ず国または、道に支援金の支給申請を

行ってください。 

（１） 令和３年度余市町感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月）支給申請書 

（様式１（Ｐ１２）） 

様式は、余市町ホームページでダウンロードできるほか、必要な場合は、＜お問合

せ先＞までご連絡をいただき、郵送いたします。 

（２）誓約書（様式２（Ｐ２０）） 

申請書類に虚偽がないことを誓約いただきます。 

※（３）（類型に応じた書類） 

（４）通帳の写し 

   金融機関名、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義人のすべてが分かるページの 

写し（複数ページでもかまいません）。なお、紙の通帳が発行されない口座（当座預金、 

ネットバンキング）は、これらの情報が表示される画面の写し。 
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※（３）類型により次の書類が必要です。 

（類型Ａ・類型Ｄ） 

・国の一時支援金、国の月次支援金、または道の特別支援金の支給決定通知書（写し）を

添付してください（メールにより通知を受けている場合は、メール文の写し） 

        国の「持続化給付金」は、含まれません 

（類型Ｂ・類型Ｃ） 

 ・旅館業法による旅館営業、ホテル営業、簡易宿所営業が行われていることが分かる書類 

（例）旅館（・ホテル）営業許可証、ホテル営業許可証、簡易宿所営業許可証 

（各写し）など 

または、 

・主として、酒税法による酒類小売業免許を受けて事業が行われていることが分かる書類 

（例）酒類販売業免許証明書、酒類販売業内免許通知書、酒類販売管理研修受講証 

（各写し）など 

※料飲店に酒類販売を行い、従前、売上の半分以上を占めていること 

 

 なお、（３）及び（４）については、令和３年度余市町感染拡大防止対策支援助成金（5月 

分・6月分）、令和２年度に町の「感染防止対策支援助成金」「新型コロナウイルス感染防止 

対策支援事業補助金」「冬の感染予防対策補助金」「家賃等軽減助成金（令和３年度含む）」 

「がんばる・よいち飲食店等事業継続支援金」のいずれかに申請し、振込先口座が同一の 

場合は、添付を省略できます。 

※上記以外にも、申請書提出の後、必要に応じ追加の書類提出を求めることがあります。 

 

５ 受付方法及び受付期間 

感染症拡大防止のため、郵送により申請いただくようご協力をお願いします。 

（１） 受付期間 

令和 3年（2021年）（施行日）から令和４年（2022年）1月 31日（月） 

2月 28日（月）まで（1月 31日（月）2月 28日（月）消印有効） 

（２） 申請方法 

できるだけ簡易書留、一般書留、レターパックプラスなど送付物の追跡ができる方

法で、かつ配達時に受取確認ができる方法をお選びください。ただし、送料は申請

者の負担となります。また、差出人の住所及び氏名は必ずご記入ください。 

（３）あて先 

〒046-8546（住所不要） 

   余市町経済部商工観光課 感染防止対策支援助成金（８月・９月）担当 

（４）留意いただきたい事項 

  ・申請書の返却はいたしません。 
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  ・申請書の控えは、送付いたしません。必要に応じ申請者で写しを保管ください。 

（すべての類型） 

６ 支給の決定 

（１） 申請書類を受理した後、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは（町）支

援助成金を支給します。（町）支援助成金は、添付書類が整った申請書を受理してか

ら、２～３週間後に支給する予定です。 

（２） 申請書類の審査の結果、本支援助成金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支

給に関する通知を送付します。 

（３） 審査の結果、本支援助成金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関

する通知を送付します。 

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

ますので、申請書（様式１）には、日中連絡がつきやすい電話番号を記入ください。 

 

（すべての類型） 

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） 事業者が次のいずれかに該当する場合は、支援金の支給対象ではありません。 

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 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若しくは構成員が、暴力団又は暴力

団員に対して資金等を供給し、また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。 

（４） 申請書に記載された情報を、公的機関（税務当局・道・警察・保健所等）に提供す

る場合があります。 
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８ よくあるご質問 

 Ｑ１ 本年５月～６月の緊急事態宣言に伴う町の支援助成金とは何が違うのですか？ 

 Ａ１ 本年５月～６月の緊急事態宣言では、余市町を含む「措置区域」では、飲食店など

に対し、従来、20時を過ぎて営業する店舗に対し、営業時間と酒類提供時間の短縮を

要請しており、要請に応じ、ご協力いただいている店舗（施設）を有する事業者に対し、

道が支援金を給付するほか、本町は、小樽市など「特定措置区域」に隣接していること

から、町では、影響が及ぶものと考えられる飲食店に対し、これら地域と同等またはそ

れに近い金額となるよう、独自に上乗せして支給しています。 

一方、今回（８月～９月）の緊急事態宣言では、余市町は、「一般措置区域」として、

飲食店などに対し、営業時間と酒類提供時間の短縮を要請していますが、対象となる飲

食店のほか、従前より新型コロナウイルス感染症拡大による影響を大きく受けている

事業者も対象に加え、引き続き感染症拡大防止に留意いただくことを前提に定額（中小

企業等 10万円、個人事業者 5万円）の助成金を支給するものです。 

 

Ｑ２ 本年５月～６月の緊急事態宣言に伴う町の支援助成金の支給を受けていますが、申

請できますか？ 

Ａ２ 本受付要項でご案内しているのは、本年８月に新たに緊急事態宣言が（再）発令され

たこと等に伴うものです。道の営業時間等短縮要請の対象となる事業者様には、遅くと

も 8 月３０日（月）までに時短等の取組みを開始いただき、緊急事態宣言期間の終了

（9月 12日（日））まで取組みを継続いただいている場合は、支給を受けることがで

きます。 

   ※本助成金は、緊急事態宣言の延長如何に関わらず定額となります。 

   このほか、旅館・ホテル、簡易宿所を営む事業様、売上が 30％以上減少し、国また

は道の一時支援金、月次支援金または特別支援金のいずれかを受けられた事業者様で、

いずれかの支援金を本年９月分まで支給されたことのある事業様については、とくに

影響が大きいと考えられることから、今回、新たに支給を行うことにしています。町の

支援助成金に申請いただく前に、必ず、国または道のいずれかの支援金の支給（給付）

決定を受けてください。 

 

Ｑ３ 類型Ｄの国の一時支援金、月次支援金は、「持続化給付金」のことですか？ 

Ａ３ 類型Ｄには、「持続化給付金」（中小法人等上限 200万円、個人事業者上限 100万

円）は含まれません。国の一時支援金は、中小法人等上限 60万円（個人事業者等上限

30万円）、月次支援金は、中小法人等各月上限 20万円（個人事業者等各月上限 10万

円）のほか道の特別支援金（Ａ及びＢなど）の支給決定を受けていることが必要です。 
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様式・記入例一覧 

（様式１） 

令和３年度余市町感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月）申請書 

・・・P12 

―令和３年度余市町感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月）申請書 

記載例（中小企業等）  ・・・P16 

―令和３年度余市町感染拡大防止対策支援助成金（８月・９月）申請書 

記載例（個人事業者） ・・・P19 

（様式２） 

誓約書                                                              ・・・P20 

―誓約書記載例（中小企業等）                     ・・・P21 

―誓約書記載例（個人事業者）                    ・・・P22 


