
まん延防止等重点措置協力支援金
（飲食店等）【令和４年3月分】

本申請の手引き

北海道による要請に応じて、
令和４年3月7日から3月21日までの

全ての期間に営業時間の短縮等により、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた

施設（店舗）を管理する事業者を対象に、
協力支援金を支給いたします。

令和４年3月

申請受付期間
令和４年3月22日(火)～4月30日(土)

【当日消印有効】

北海道 感染防止対策協力支援金 事務局

「協力支援金」の不正受給は犯罪です。

〈要請対象期間：令和4年3月7日（月）～3月21日（月・祝）〉

［対象地域］石狩管内各市町村（札幌市を含む）、小樽市及び旭川市 以外 の地域

本協力支援金の申請等に関するお問い合わせ先　　

北海道感染防止対策協力支援金コールセンター
電話番号：０１１－３５０－７３７７（専用ダイヤル）　　
受付時間：８時４５分から１７時３０分まで

５　北海道飲食店感染防止対策認証制度については、申請受付中です。
専用ダイヤル:0570-783-816(9:00～18:00)

（URL）https://do-safety.jp/

　申請内容に虚偽があることや不正等が発覚した場合は、協力支援金の全額返還を求めるほか、加算金の支
払いを請求する場合があります。

①実際には要請時間以降も客を滞在させて営業を行っているにもかかわらず、営業時短要請に応じたよう
に見せかける。
②要請以前から廃業・休業していたにもかかわらず、営業実態があるように見せかける。
③通常の営業終了時間が営業時短要請の時間より前であるにもかかわらず、以前から営業時短要請の時間
を超えて営業していたかのように見せかける。
④21時まで営業した日があるにもかかわらず、１日あたりの協力支援金額を３～10万円で申請する。

　など、虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。軽い気持ちでも、不正を行うと重大な犯罪になり
ますので、適正な申請をお願いします。

協力支援金の不正受給は犯罪です！

【参考情報】
①　業種別ガイドライン
　　【内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室のページ】
　　（URL）https://corona.go.jp/prevention/
②　社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
　　【全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会のページ】
　　（URL）https://zensyaren.net/
③　オーセンティックバーにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
　　【一般社団法人 日本バーテンダー協会のページ】
　　（URL）https://www.bartender.or.jp/covid19guidline20210414
④　カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
　　【一般社団法人 カラオケ使用者連盟のページ】
　　（URL）https://www.kua.or.jp/
⑤　新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（改正）に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン
　　【一般社団法人 日本フードサービス協会のページ】
　　（URL）http://www.jfnet.or.jp/contents/safety/
⑥　結婚式場業「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」
　　【公益社団法人日本ブライダル文化振興協会のページ】
　　（URL）https://www.bia.or.jp/guidelines/
⑦　感染防止対策チェックリスト項目
　　【北海道のホームページ】
　　（URL）https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/3/8/1/1/9/2/4/_/checklist_v2.pdf
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書類 説明 チェック欄

様式1-1申請書【事業者情報等】
１事業者１枚の提出となります。 □

様式1-2申請書【申請施設の情報】
施設ごとに作成してください。
要請内容により様式が異なりますのでご注意ください。

□

様式1-3～1-4申請書【支給金額の計算手順】
施設ごとに作成してください。
要請内容により様式が異なりますのでご注意ください。

□

＜様式２＞誓約書 この協力支援金の申請に当たって誓約していただく事項を
必ずご確認ください。 □

①１日当たりの売上高を算出した年(2019年、2020年又は2021
年)の３月の売上台帳等の帳簿の写し（申請を行う全ての施設分） □

②直近の確定申告書「第一表」　※個人番号は塗りつぶしたもの
□

（提出済みのものが
直近の場合、省略可）

③１日当たりの売上高を算出した年の確定申告書の写し
（「第一表」の写し。）　※個人番号は塗りつぶしたもの

□
（申請済みの協力支援金
と同年の売上高を用いる

場合、省略可）

④１日当たりの売上高を算出した年の青色申告決算書（月別売上
高）の写し／白色申告収支内訳書の写し

□
（提出済みの確定申告書
が直近の場合、省略可）

【創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合】
⑤「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し

□
（提出済みの場合、

省略可）

【売上高減少額方式により算出する場合】
⑥２０２２年３月の売上台帳等の帳簿の写し □

営業に必要な許可を取得している
ことが分かるもの
（申請を行う全ての施設分）

飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※営業許可証に記載された名義が申請者と異なる場合、
申請者との関係性を示す資料をあわせてご提出ください
（戸籍謄本、住民票、雇用契約書、委託契約書の写しなど）

□
（提出済みの許可証が
要請期間内も有効、
かつ、新規申請施設が
ない場合、省略可）

業種・業態・従前の営業時間が
確認できるもの
（申請を行う全ての施設分）

①外観（店舗名が確認できる）写真
②内観（飲食スペース及び感染防止対策等を行っていることが分か
る）写真
③従来（通常）の営業時間が分かる施設の掲示物、宣伝チラシ、店
舗のホームページ、メニュー表、ＳＮＳ画面など

□

要請に協力していただいたことが
分かるもの
（申請を行う全ての施設分）

①要請期間中に営業時短・休業、酒類提供の取りやめ（酒類の提
供のある施設のみ）ている案内を店頭（店外）に掲示していることが
分かる写真
②要請期間中に営業時短・休業、酒類提供の取りやめ（酒類の提
供のある施設のみ）たことが分かる掲示物、告知チラシ、店舗のホーム
ページ、ＳＮＳ画面、ＤＭの写しなど

□

申請者の本人確認書類の写し
（氏名、住所、生年月日が分かる
公的書類）

運転免許証、保険証等いずれかの写し
□

（変更がない場合、
省略可）

振込先口座の写し
（通帳等の表紙をめくった
１ページ目のコピー）
又は支援金通知書の写し

次の事項が分かるページの写し
口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名、店舗名

□
（提出済みの振込先口座

を使用する場合、省略
可）

備考

※新規開業（開店）等の特例で申請する場合は、選択した年月に対応したものを
提出

※新規開業（開店）等の特例で申請する場合は、選択した年月に対応したものを
提出

※　省略できる書類でも既に提出した書類に不備があれば、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。

まん延防止等重点措置協力支援金（飲食店等）【令和４年３月分】必要書類チェックリスト
申請に必要な書類に不足がないか、送付前にご確認ください。

申請に当たり、次の申請書、添付書類等の提出が必要になります。
なお、令和３年以降に協力支援金（飲食店） を申請済みの方は、添付書類の一部を省略して申請することが可能です。
※必要書類の添付漏れが散見されますので、全ての書類を提出されることをお薦めします。

＜様式１＞申請書

売上高及び営業実態が
確認できるもの
※下限額の申請の場合、
　①、③、④は省略可

注意︓①、②の内容がわかるようにして提出して下さい

※要請期間中に第三者認証を取得した施設（店舗）が要請（協力）内容を変更
した場合は、変更前と変更後の①②を提出して下さい。

注意︓①～③の内容がわかるようにして提出して下さい

※新規開業（開店）等の特例で申請する場合は、選択した年月に対応したものを
提出

個人



書類 説明 チェック項目

様式1-1申請書【事業者情報等】
１事業者１枚の提出となります。 □

様式1-2申請書【申請施設の情報】
施設ごとに作成してください。 □

様式1-3～1-4申請書【支給金額の計算手順】
施設ごとに作成してください。
要請内容により様式が異なりますのでご注意ください。

□

＜様式２＞誓約書 この協力支援金の申請に当たって誓約していただく事項を
必ずご確認ください。 □

①１日当たりの売上高を算出した年(2019年、2020年又は2021
年)の３月の売上台帳等の帳簿の写し（申請を行う全ての施設分） □

②直近の確定申告書「別表一」
□

（提出済みのものが
直近の場合、省略可）

③１日当たりの売上高を算出した年の確定申告書の写し
（「別表一」の写し。）

□
（申請済みの協力支援金
と同年の売上高を用いる

場合、省略可）

④直近の法人事業概況説明書（月別売上高）の写し
□

（提出済みの確定申告書
が直近の場合、省略可）

⑤１日当たりの売上高を算出した年の法人事業概況説明書（月別
売上高）の写し

□
（申請済みの協力支援金
と同年の売上高を用いる

場合、省略可）

⑥履歴事項全部証明書の写し

□
（提出済みの証明書が申
請日の3ヶ月以内の日付で

ある場合、省略可）

【創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合】
⑦「法人設立・設置届出書」の写し

□
（提出済みの場合、

省略可）
【売上高減少額方式により算出する場合】
⑧２０２２年３月の売上台帳等の帳簿の写し □

営業に必要な許可を取得している
ことが分かるもの
（申請を行う全ての施設分）

飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※営業許可証に記載された名義が申請者と異なる場合、
申請者との関係性を示す資料をあわせてご提出ください
（戸籍謄本、住民票、法人設立届、法人登記事項証明書、雇用契
約書、委託契約書の写しなど）

□
（提出済みの許可証が
要請期間内も有効、
かつ、新規申請施設が
ない場合、省略可）

業種・業態・従前の営業時間が
確認できるもの
（申請を行う全ての施設分）

①外観（店舗名が確認できる）写真
②内観（飲食スペース及び感染防止対策等を行っていることが分か
る）写真
③従来（通常）の営業時間が分かる施設の掲示物、宣伝チラシ、店
舗のホームページ、メニュー表、ＳＮＳ画面など

□

要請に協力していただいたことが
分かるもの
（申請を行う全ての施設分）

①要請期間中に営業時短・休業、酒類提供の取りやめ（酒類の提
供のある施設のみ）ている案内を店頭（店外）に掲示していることが
分かる写真
②要請期間中に営業時短・休業、酒類提供の取りやめ（酒類の提
供のある施設のみ）たことが分かる掲示物、告知チラシ、店舗のホーム
ページ、ＳＮＳ画面、ＤＭの写しなど

□

振込先口座の写し
（通帳等の表紙をめくった１ページ
目のコピー）
又は
支援金通知書の写し

次の事項が分かるページの写し
口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名、店舗名

□
（提出済みの振込先口座

を使用する場合、省略
可）

注意︓①、②の内容がわかるようにして提出して下さい

※要請期間中に第三者認証を取得した施設（店舗）が要請（協力）内容を変更
した場合は、変更前と変更後の①②を提出して下さい。

※新規開業（開店）等の特例で申請する場合は、選択した年月に対応したものを
提出

※　省略できる書類でも既に提出した書類に不備があれば、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。

まん延防止等重点措置協力支援金（飲食店等）【令和４年３月分】必要書類チェックリスト
申請に必要な書類に不足がないか、送付前にご確認ください。

申請に当たり、次の申請書、添付書類等の提出が必要になります。
なお、令和３年以降に協力支援金（飲食店） を申請済みの方は、添付書類の一部を省略して申請することが可能です。
※必要書類の添付漏れが散見されますので、全ての書類を提出されることをお薦めします。

＜様式１＞申請書

売上高及び営業実態が
確認できるもの
※下限額の申請の場合、
　①、③、⑤は省略可

※新規開業（開店）等の特例で申請する場合は、選択した年月に対応するものを
提出

※新規開業（開店）等の特例で申請する場合は、選択した年月に対応するものを
提出

注意︓①～③の内容がわかるようにして提出して下さい

備考

法人


