
 

 

【６月２５日更新】 

 

北見市商工業等事業継続支援金申請の手引き 
 

※申請を行おうとする事業所が、「北見市緊急支援金」の支給を受けた又は受ける予

定の事業所である場合は、申請できません。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、厳しい経営環境にある市内事

業者の事業継続を目的とし、事業継続のために消費喚起策等を実施する事業者に対し

支援金を支給します。 

 

（詳しくは２ページ「２．支給要件等」をご確認ください。） 

要 件 支給額 

① 

「製造業」、「卸売業、小売業」、「生活関連サービス業、

娯楽業」、「教育、学習支援業」のうち「その他の教育、

学習支援業」、「医療、福祉」のうちの「医療業」のうち

「療術業」のいずれかを運営していること。 

２０万円 

法人・個人事業

主問わず一律 

② 

市内に事業所を有する中小企業（法人）又は個人事業

主であって、①の業種に該当する事業所を運営してい

ること。 

※１）中小企業基本法第２条に規定する中小企業又は

個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画し

ていないこと。 

※２）事務所兼事業所又は店舗の場合を含み、事務所

のみが市内の場合を除く。 

③ 

国の緊急事態宣言が解除された日以前（令和２年５月

２４日以前）から必要な許認可等を得て運営してお

り、申請日時点においてもその運営を継続してい

ること。 

 

申請期間：令和２年６月２４日（水）から 

       令和２年１２月２８日（月）まで  
 

【お問い合わせ先（支援金専用ダイヤル）】 

（電  話）０１５７－２５－１２５７ 

（受付時間）平日 ８時４５分から１７時３０分まで 

 

 

（北見市商工観光部商業労政課） 
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北見市商工業等事業継続支援金交付要項 

 

１．趣旨 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、北見市を含む道内全域において外出自

粛、休業等の協力要請が行われておりましたが、令和２年５月２５日より北海道の緊急事

態宣言の解除を受け、「新しい生活様式」の導入や経済の回復に向けた取り組みに期待が寄

せられている状況です。 

そのことに伴って、本市では、厳しい経営環境にある市内事業者の事業の再開又は継続

支援を目的として、「北見市商工業等事業継続支援事業」を創設し、事業継続のために消費

喚起策等を実施する事業者に対し、支援金を支給します。 

 

２．支給要件等 

 要 件 支給額 

① 

次のいずれかの事業を運営していること。 

・製造業 ・卸売業 ・小売業 

・生活関連サービス業 ・娯楽業 

・教育、学習支援業のうちその他の教育、学習支援業 

・医療、福祉のうちの医療業のうち療術業 

２０万円 

法人・個人事業主

問わず一律 ② 

市内に事業所を有する中小企業（法人）又は個人事業主であ

って、①の業種に該当する事業所を運営していること。 

※１）中小企業基本法第２条に規定する中小企業又は個人事

業主で、大企業が実質的に経営に参画していないこと。 

※２）事務所兼事業所又は店舗の場合を含み、事務所のみが

市内の場合を除く。 

③ 

国の緊急事態宣言が解除された日以前（令和２年５月２４日

以前）から必要な許認可等を得て運営しており、申請日

時点においてもその運営を継続していること。 

 

（１）支援金の支給に係る事業所 

① 事業所の定義及び形態 

   支援金の支給に係る「事業所」とは、事業活動が行われる一定の場所を意味し、一区

画を占めて事業を行っている場所を指します。 

ただし、専ら人事や経理など非現業的な事務を行う「事務所」や、自己製品、材料など

を保管する「倉庫」については、「事業所」に該当しないものとします。 

   事業所の形態は次のとおりとします。 

（ア）店舗 

 商店、理髪店、美容院、クリーニング店など、顧客が来る場所で、一般に「店」

といわれている事業所を指します。 
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ない 

市内に事業所がある  

１つだけある 複数ある 

主に市内で事業を  

行っている 

申請要件に 

該当しません 

申請者の主たる事業

は対象業種である 

いない いる  いいえ はい 

事業所の主たる事業

は対象業種である  

全ての事業所が 申請者の所有物件 または 賃借物件である  

該当する全て(一部)

の事業所の主たる事

業は対象業種である 

全て（一部）該当 

全て非該当 
申請者の主たる事業

は対象業種である  

全て（一部）該当 全て非該当 

（イ）工場、作業所 

 一般に「工場」、「作業所」といわれている事業所など、外見や仕事の内容が作業

的、現場的な事業所を指します。 

（ウ）外見上一般の住居と区別しにくい事業所 

 看板などの標識がなく、外見上一般の住居と区別しにくく、容易に事業所である

ことがわからないものを指します。 

（例）自宅でサービスの提供を行うネイルサロン、学習塾など 

（エ）みなし市内事業所 

 事業者が、（ア）～（ウ）のいずれの事業所も持たず、主に北見市内で事業活動

を行っている場合については、事業者の住民票上の住所を事業所とみなし、その事

業所を「みなし市内事業所」とします。 

（例）自宅ではサービスの提供を行わない、市内を中心とした出張マッサージなど 

② 対象事業所の数え方 
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   複数の事業所で事業活動を行っている場合は、事業者が有する対象業種の事業所数に

応じて、支援金を支給します。 

ただし、みなし市内事業所については、事業者の住民票上の住所を事業所とみなすた

め、事業拠点が複数ある場合においても、事業所は１か所とします。 

賃貸借契約がない又は賃貸借契約が結ばれていることが証明できない若しくは証明す

る書類が無い場合は、事業実態の有無に関わらず、申請者の事業所とは判断しません。 

 

（２）製造業 

総務省の統計基準である「日本標準産業分類」における「大分類Ｅ－製造業」に分類され

ている事業所となります。 

有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売す

る事業所が分類されます。 

① 製造業の説明 

製造業とは、主として次の（ア）及び（イ）の条件を備えた事業所を指します。 

ただし、自ら製造したものを店舗によらず個人へ販売する場合（製品を製造する事業

所が店舗を持たず通信販売により小売している）には、製造業に分類されます。 

一方、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわ

ゆる製造小売業は製造業ではなく、小売業に分類されます。 

（ア）新たな製品の製造加工を行う事業所 

 単に製品を選別する、又は包装の作業を行う事業所は製造業にはあたりません。 

なお、完成された部分品を組み立てるだけの作業（組立作業）を行う事業所は製

造業に分類されますが、土地に定着する工作物については、組立作業であっても製

造業にはあたりません。また、修理と呼ばれる行為のなかには、製造行為（船舶の

修理など）とみなされるものがあり、そのような事業所は製造業に分類されます。 

（イ）新たな製品を主として卸売する事業所 

 ここでいう卸売とは次の業務を指します。 

（ⅰ）卸売業者又は小売業者に販売すること。 

（ⅱ）産業用使用者（工場、鉱業所、建設業者、法人組織の農林水産業者、各種会

社、官公庁、学校、病院、ホテルなど）に大量又は多額に製品を販売すること。 

（ⅲ）主として業務用に使用される商品（事務用機械及び家具、病院、美容院、レ

ストラン、ホテルなどの設備、産業用機械（農業用器具を除く）、建設材料（木

材、セメント、板ガラス、かわらなど）など）を販売すること。 

（ⅳ）同一企業に属する他の事業所（同一企業の他の工場、販売所など）に製品を

引き渡すこと。 

② 製造業の事業所 

製造業の事業所は一般に工場、作業所などと呼ばれるものとなります。 

いわゆる家内工業においては、住居を作業場とする場合も多く、この作業場で製造加

工を主として行っている場合には製造業に含まれることとなります。 



 

 

- 5 - 

 

③ 製造業と他産業との関係 

（ア）農林漁業との関係 

 （ⅰ）農家、漁家が同一敷地内で製造活動を行っている場合、主として自家栽培又

は取得した原材料を使用して製造加工を行っている場合は農業、林業又は漁

業に分類されます。 

（ⅱ）漁船内において行う製造加工は製造業ではなく、漁業に分類されます。 

（ⅲ）薪及び木炭の製造、立木からの素材生産、採木現場に移動して行う製材、採

取現場における粗製しょう脳の製造は製造業ではなく、農業、林業に分類され

ます。 

（イ）情報通信業との関係 

 （ⅰ）新聞社・出版社に属する事業所であって、印刷のみを行っているものは製造

業に分類されます。 

ただし、新聞社、出版社で自ら印刷を行う場合であっても、主として発行、

出版の業務を行っている事業所は製造業にはあたりません。 

（ⅱ）情報を記録した物を大量に複製、製造する場合は製造業にあたりますが、マ

スターテープなど原盤を制作する場合は製造業にはあたりません。 

（ウ）卸売業、小売業との関係 

 （ⅰ）農林水産物の出荷のために選別、調整、洗浄、包装などを行うものは製造業

にはあたりません。 

   ただし、生乳の殺菌、瓶詰を行って卸売するものは製造業に分類されます。 

（ⅱ）主として製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわ

ゆる製造小売業は製造業ではなく、小売業に分類されます。 

（ⅲ）自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給

して製品を作らせ、これを自己の名称で販売する製造問屋は製造業ではなく、

卸売業、小売業に分類されます。 

（エ）サービス業（他に分類されないもの）との関係 

 （ⅰ）修理業 

修理を専業としている事業所は製造業ではなく、修理業に分類されます。ま

た、修理のために同一事業所で補修品を製造している場合も修理業に分類さ

れます。 

機械修理工場であり、金属工作機械又は金属加工機械を据え付け、多種多様

な機械及び部分品の製造加工と修理とを行っている場合は、特例として製造

業に分類されます。 

（ⅱ）賃加工業 

   他の業者の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加

工業も製造業に分類されます。 

ただし、直接個々の家庭消費者からの委託による賃加工業は製造業にはあた

りません。 
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（ⅲ）と畜場 

と畜場は、サービス業（他に分類されないもの）に分類されます。 

ただし、肉製品製造のために一貫作業として、と殺を行うものは製造業に分

類されます。 

④ 各種機械器具完成品とその部分品・取付具・附属品との関係 

機械器具の部分品、取付具、附属品を製造する事業所は、分類項目が特掲されている場

合を除き、原則として、その部品及び附属品が使用される機械器具の製造業と同じ細分

類に分類されます。 

 

（３）卸売業、小売業 

総務省の統計基準である「日本標準産業分類」における「大分類Ｉ－卸売業、小売業」に

分類されている事業所となります。 

この大分類には、原則として、有体的商品を購入して販売する事業所が分類されます。

なお、販売業務に附随して行う軽度の加工（簡易包装、洗浄、選別等）、取付修理は本分類

に含まれます。 

① 卸売業の説明 

  卸売業とは、主として次の事業所を指します。 

（ア）小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。 

（イ）建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用

者に商品を大量又は多額に販売するもの。 

（ウ）主として業務用に使用される商品（事務用機械及び家具、病院、美容院、レスト

ラン、ホテルなどの設備、産業用機械（農業用器具を除く）など）を販売するもの。 

（エ）製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所（主として統括

的管理的事務を行っている事業所を除く） 

（オ）他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売

買のあっせんをするもの。 

 ② 事業所の業態による分類 

本分類に含まれる事業所の主な業態は次のとおりとなります。 

（ア）卸売業（卸売商、産業用大口配給業、卸売を主とする商事会社、買継商、仲買人、

農産物集荷業、製造業の会社の販売事務所、貿易商など） 

（イ）製造問屋（自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場など

に支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で卸売するもの） 

（ウ）代理商、仲立業（エージェント、ブローカー、コミッションマーチャント） 

卸売業は、主として商品の仕入販売などの業務を行う事業所ですが、代理商、仲

立業は主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行

うものです。このような事業所は商品の所有権を持たず、また、価格の設定、商品

の保管、輸送などの業務を一般に行いません。 
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③ 小売業の説明 

小売業とは、主として次の事業所を指します。 

（ア）個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの。 

（イ）建設業、農林水産業（法人組織）、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学

校、官公庁等の産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの。 

（ウ）主として業務用に使用される商品（事務用機械及び家具、病院、美容院、レスト

ラン、ホテルなどの設備、産業用機械（農業用器具を除く）など）を販売するもの。 

（エ）製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所（主として統括

的管理的事務を行っている事業所を除く） 

（オ）他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売

買のあっせんをするもの。 

④ 事業所の業態による分類 

次に掲げるものは小売業として分類されますのでご留意ください。 

（ア）商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所 

修理を専業としている事業所はサービス業（他に分類されないもの）に分類され

ます。修理のために部分品などを取替えても販売とはみなされません。 

（イ）製造小売業 

製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売

業（菓子屋、パン屋など）は製造業ではなく、小売業に分類されます。 

なお、製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している場合

は、製造業に分類されます。 

（ウ）ガソリンスタンド 

（エ）官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で当該事業所の経

営に係るものはその事業所に含めるが、その売店が当該事業所以外のものによっ

て経営される場合には別の独立した事業所として小売業に分類されます。 

 

（４）生活関連サービス業、娯楽業 

総務省の統計基準である「日本標準産業分類」における「大分類Ｎ－生活関連サービス

業、娯楽業」に分類されている事業所となります。 

この大分類には、主として個人に対して日常生活と関連して技能、技術を提供し、又は

施設を提供するサービス及び娯楽あるいは余暇利用に係る施設又は技能、技術を提供する

サービスを行う事業所が分類されます。 

 

（５）教育、学習支援業のうちその他の教育、学習支援業 

総務省の統計基準である「日本標準産業分類」における「大分類Ｏ－教育、学習支援業」

のうち「その他の教育、学習支援業」に分類されている事業所となります。 

この中分類には、学校教育を除く組織的な教育活動を行う事業所、学校教育の補習教育

を行う事業所及び教養、技能、技術などを教授する事業所が分類されます。 
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（６）医療、福祉のうちの医療業のうち療術業 

総務省の統計基準である「日本標準産業分類」における「大分類Ｐ－医療、福祉」のうち

の「医療業」のうち「療術業」に分類されている事業所となります。 

 

（７）自己の事業又は事業所がどの産業分類に分類するかの確認方法 

 ① 本手引きの付属資料「商工業等事業継続支援金事業分類表」による確認 

 ② インターネットによる確認 

インターネットの検索において「ｅ-Ｓｔａｔ 産業分類」と入力し検索することで、

政府統計窓口「ｅ-Ｓｔａｔ」の産業分類検索サイトが出現します。そのサイト内のキー

ワード検索にて、自己の主な事業に関するキーワードを入力し確認できます。 

   キーワードを入力し検索することで、自動で、入力した事業がどの産業分類に該当す

るのか判断してくれます。 

   ●政府統計窓口「ｅ-Ｓｔａｔ」ホームページアドレス 

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10 

 

（８）留意事項 

 ① 宿泊業及び飲食サービス業を対象とした「北見市緊急支援金」の受給事業所と同一の

事業所（同住所の施設）内で今回の支援金の支給対象業種による事業を営んでいる場合

は、支給の対象となりません。 

 ② 事務所単体（事務所兼事業所（店舗）を除く。）又は北見市外の事業所（店舗）の分に

ついては、支給の対象外となります。 

（例１）事務所＝北見市、Ａ店＝北見市、Ｂ店＝美幌町の場合：Ａ店分が支給対象 

（例２）事務所＝北見市、Ａ店＝網走市、Ｂ店＝美幌町の場合：全て支給対象外 

（例３）事務所兼Ａ店＝北見市、Ｂ店＝北見市、Ｃ店＝美幌町の場合 

：事務所兼Ａ店分 ＋ Ｂ店分が支給対象 

③ 支援金の支給申請にあたっては、市税等の滞納（未納）の有無で支給の可否を決定す

ることはありません。しかし、申請日時点で滞納（未納）がある場合は、支給申請に係る

誓約事項として、「速やかに納税課へ相談すること」及び「支給申請に関する情報につい

て、市税等を所管する部署に提供すること」に必ず同意（申請者の自署）をいただくこと

となります。 

④ 次の事業者は、支給の対象となりません。 

（ア）法人税法別表第一に規定する公共法人 

（イ）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 

（ウ）政治団体又は宗教上の組織若しくは団体 

⑤ サラリーマンの方等で副業として、支援金の支給対象業種による事業を営んでいる場

合は、確定申告における給与収入と営業収入を比較して、給与収入より営業収入が多い

場合に支給の対象とします。 

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
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⑥ 同一の事業所（同住所の施設）内において、支援金の支給対象業種による事業を複数

営んでいる場合は、各々の事業実施場所の出入口が異なり、事業実施場所間での人の往

来ができないなど各々の事業実施場所が独立していることが確認できる場合に、各々を

１つの事業所として支給の対象とします。 

⑦ ⑥以外において、同一の事業所（同住所の施設）内で複数の事業を展開しているもの

のうち、営業実態が個々に独立していない場合の主たる事業の判断は、「事業所全体の売

上で、最も売上が多い事業はなにか？」、「事業所全体の延べ床面積に対して、支援金の

支給対象業種による事業の用に供する部分の床面積が半分以上の割合を占めているか？」

などにより判断します。判断に際しては、事業所全体及び事業毎の売上が確認できる書

類、建築平面図や法務局で発行される各階平面図など、事業所全体の延べ床面積、支援

金の支給対象業種による事業の用に供する部分の床面積を確認できる書類等を提出いた

だき、必要に応じて事業所への現地確認を行う場合もあります。 

 

３．申請に必要な提出書類 

１．全ての申請者において、提出が必須である書類 

（１）北見市商工業等事業継続支援金支給申請書【必須】 

注）北見市ホームページから印刷できない場合は、第１分庁舎２階の商業労政課窓口、

北２条仮庁舎１階の市民の声をきく課窓口、まちきた大通ビル４階の案内窓口、各

総合支所の産業課窓口、各支所・出張所の窓口で配布します。 

（２）申請者（代表者）の本人確認書類の写し【必須】 

注）申請者（代表者）本人からの申請であることの確認のために、下記のいずれかの

写しを提出してください。 

① 運転免許証（両面） 

② 個人番号カード（オモテ面のみ） 

③ 写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ） 

④ 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（在留の資格が特別永

住者のものに限る。）（両面） 

⑤ 住民票の写し及びパスポート（顔写真の掲載されているページ）の両方 

⑥ 住民票の写し及び各種健康保険証（両面）の両方 
 

（３）北見市商工業等事業継続支援金振込依頼書【必須】 

注）北見市ホームページから印刷できない場合は、注１）と同様です。 

（４）振込口座が確認できる書類【必須】 

注１）金融機関名、支店名、金融機関コード、預金種目、口座番号、口座名義人が確認

できる書類（通帳の写しなど）を提出してください。 

注２）通帳の写しを提出される場合は、上記が確認できるよう「通帳のオモテ面」と

「通帳を開いた１、２ページ目」の写しを提出してください。 

注３）電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してく

ださい。 
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２．申請者の状況により、提出が異なる書類 

※国の「持続化給付金」の支給申請を行い、国から「給付通知書」を得ている受給事業

者に関しては、「給付通知書」の写しの提出により、次の（１）及び（２）の書類の

提出が不要となります。 

※６月２５日上記を修正 

国の「持続化給付金」の支給申請を行い、国から「給付通知書」を得ている受給事業

者に関しては、「給付通知書」の写し及び次の（２）①（ⅰ）のみの提出で差し支え

ありません。 

（１）国の緊急事態宣言が解除された日（令和２年５月２４日）以前から営業活動を

行っていることがわかる書類 

【法人の場合】 【個人事業主の場合】 

① 直近年度における法人税の確定申告

書の写し【必須】 

注１）税務署の受付印又は電子申告の受信

通知のあるものとし、必ず確定申告書

別表１の写しを提出してください。 

注２）事業開始後間もないため、決算期や

申告時期を迎えていない場合、また

は、確定申告書を紛失等されている場

合は、代替書類をお伝えしますので

「支援金専用ダイヤル」にお問い合わ

せください。 

※６月２５日修正 

注２）事業開始後間もないため、決算期や

申告時期を迎えていない場合、次の

「（２）支援金支給対象事業所の実態

及びその事業所で営業活動を行って

いることがわかる書類」について、「②

事業所の営業活動が確認できる書類」

において、「（ⅰ）取引先金融機関が発

行する取引明細書（入出金履歴）」の

選択を必須とします。 

① 直近年度における所得税の確定申告

書の写し【必須】 

注１）税務署の受付印又は電子申告の受信

通知のあるものとし、必ず確定申告書

第１表と第２表の写しを提出してく

ださい。併せて、決算書の提出があれ

ば審査が早まる可能性があります。 

注２）事業開始後間もないため、決算期や

申告時期を迎えていない場合、また

は、確定申告書を紛失等されている場

合は、代替書類をお伝えしますので

「支援金専用ダイヤル」にお問い合わ

せください。 

※６月２５日修正 

注２）事業開始後間もないため、決算期や

申告時期を迎えていない場合、次の

「（２）支援金支給対象事業所の実態

及びその事業所で営業活動を行って

いることがわかる書類」について、「②

事業所の営業活動が確認できる書類」

において、「（ⅰ）取引先金融機関が発

行する取引明細書（入出金履歴）」の

選択を必須とします。 

※６月２５日追記 

※確定申告書がない場合の代用【必須】 

◎納税証明書（その２） 

注）税務署発行のもので、発行から３か月

以内のものとします。 

 

※確定申告書がない場合の代用【必須】 

◎納税証明書（その２） 

注）税務署発行のもので、発行から３か月

以内のものとします。 
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② 直近年度における法人事業概況説明

書の写し【必須】 

注）法人事業概況説明書がない場合は、直

近年度の決算報告書をご提出ください。 

 

③ 履歴事項全部証明書の写し【必須】 

注）発行から３か月以内のものとします。 

 

② 個人事業の開業・廃業届出書の写し 

【必須】 

注１）税務署の受付印があるものとしま

す。 

 

※６月２４日追記 

注２）個人事業の開業・廃業届出書によら

ない場合 

 ●整骨院等の場合は、保健所が承認する

施術所開設届の写し 

 ●理美容等の場合は、保健所が承認する

開設届出書の写し 

注３）個人事業の開業・廃業届出書がない

場合 

（青色申告の場合） 

●令和元年分所得税青色申告決算書

（１～４ページ） 

（白色申告の場合） 

●「開店時のチラシ」など、開業日、

所在地、代表者、業種が記載されて

いる書類。それもない場合は、上記

の要件を満たす自筆（押印必要）し

た任意様式でも可能ですが、審査確

認のためのご連絡や実態調査が必

要になるなど、給付までに時間を要

する場合があります。 

（２）支援金支給対象事業所の実態及びその事業所で営業活動を行っていることがわ

かる書類 

① 事業所の実態を確認できる書類【必須】 

一般住居と区別ができる事業所 一般住居と区別しにくい事業所 

（ⅰ）事業所（店舗）名がわかる外観及

び営業風景がわかる内観写真 

注）事業所（店舗）ごとに必要です。 

（ⅰ）事業所（店舗）名がわかる外観及

び営業風景がわかる内観写真 

注）事業所（店舗）ごとに必要です。 
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４．受付方法及び受付期間 

（１）受付方法  原則として、郵送とします。 

（２）受付期間  令和２年６月２４日（水）から１２月２８日（月）まで 

注１） １２月２８日（月）の消印有効です。 

注２） 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 

注３） 申請書等の返却はいたしません。 

（３）郵送先 

（ⅱ）販売品、取扱商品等の写真やパン

フレットなど事業所で行っている

業種の内容が分かるもの 

注）事業所（店舗）ごとに必要です。 

（ⅱ）販売品、取扱商品等の写真やパン

フレットなど事業所で行っている

業種の内容が分かるもの 

注）事業所（店舗）ごとに必要です。 

（ⅲ）営業に必要な許可等の取得を確

認できる書類の写し 

注）営業に際して法令等で必要な許可

（菓子製造業の営業許可など）を取

得していることが分かる書類等を提

出してください。事業所（店舗）ごと

に必要です。 

（ⅲ）営業に必要な許可等の取得を確

認できる書類の写し 

注）営業に際して法令等で必要な許可

（菓子製造業の営業許可など）を取

得していることが分かる書類等を提

出してください。事業所（店舗）ごと

に必要です。 

 （ⅳ-①）【申請者所有物件の場合】 

◎令和２年度固定資産税・都市計画税

納税通知書のオモテ面及び課税明細

書ページの写し 

（ⅳ-②）【申請者所有物件でない場合】

◎当該物件の賃貸借契約書の写し 

注）契約者が申請者であるものが必要

です。 

② 事業所の営業活動が確認できる書類【必須】 

（ⅰ）取引先金融機関が発行する取引明細書（入出金履歴） 

（ⅱ）通帳の入出金履歴が分かるページの写し 

注）（ⅰ）又は（ⅱ）のいずれかの書類で、少なくとも申請日から起算して直近３か月

分を提出してください。 

③ その他北見市が必要と認める書類 

注）複数の事業を展開している場合、又は同一事業所（店舗）内で複数の業種が混在し

ている場合は、事業所全体及び事業毎の売上が確認できる書類、建築平面図や法務

局で発行される各階平面図など、事業所全体の延べ床面積、支援金支給対象事業に

供する部分の床面積を確認できる書類等の写しを提出してください。 
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  （郵便番号） 〒０９０－００２４ 

（住  所） 北見市北４条東４丁目２番地 第１分庁舎２階 

（宛  先） 北見市商工観光部 商工業等事業継続支援金事業 申請受付 

 

 

５．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月下旬以降、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（北見市商工業等事業継続支援金支給承諾書）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（北見市商工業等事業継続支援金支給不承諾書）を発送します。 

（４） 審査の中で、不明な点などがあれば、電話、現地確認等により内容確認をさせてい

ただくことがあります。 

 

６．その他 

（１） 本支援金の支給承諾後、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、本支援金の支給承諾を取り消すとともに、事業者に支援金の返還を求めること

があります。 

（２） 本支援金の支給にあたっては、申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業

員若しくは構成員等が北見市暴力団排除条例（平成２６年２月２６日条例第１号）に

規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）に該当、関

与しておらず、かつ、将来にわたっても該当、関与しないことが必要です。 

（３） 申請書類に記載された情報は、公的機関（本市税務所管部署、税務署、警察署、保健

所等）に照会する場合があります。 


