
第１版：令和３年１０月１４日

室蘭市 小規模事業者等支援給付金【交付要領】

【申請期間】＊申請手続の詳細は、１ページ以降をよくご確認ください。

●申請受付開始：令和３年１０月１５日（金）［交付要領等公表］

●申請締切期日：令和３年１２月１５日（水）［郵送：締切日当日消印有効］

【申請書類一式の郵送先、お問い合わせ先】

〒０５１－８５３０

室蘭市海岸町１－４－１ むろらん広域センタービル２階

室蘭市 緊急経済対策室

電話番号 ０１４３－５０－６６４０

※申請書類一式は、感染症対策の観点から、原則郵送によりご提出をお願いします。

◇問い合わせの対応時間は、8:45～17:15（平日）となります。

◇本交付要領をご覧いただき、そのうえでご不明な点があれば、お問い合わせください。

◇申請書等は、室蘭市ホームページに掲載のほか、室蘭市役所本庁舎正面玄関内（幸町）、むろらん広域センタービ

ル２階緊急経済対策室（海岸町）、ぷらっとてついち（輪西町）、蘭東支所（東町）、中島ふれあいサロンほっとな

ーる（中島町）、白鳥台ショッピングセンターハック（白鳥台）、室蘭商工会議所（海岸町）にも備え付けておりま

す。（各施設の事情によりお休みしている場合があります）。

２０２１年１０月

室蘭市
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Ⅰ．本制度について

１．制度の目的

この制度は、長期化するコロナ禍の影響を受けながらも、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う

営業時間短縮要請に係る協力支援金の対象とならない小規模事業者等に対し、事業継続を支援するための

給付金を交付するものです。

２．給付金の交付対象者

給付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する方です。

（１）営業している全ての事業所等において、常時使用する従業員数が５人以下の事業者等であること。

なお、次に掲げる者は常時使用する従業員数として換算しない。

一 個人事業主本人、及び同居の親族従業員

二 会社役員（ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます）

三 申請時点で、法令や社内就業規則等に基づく、休業・休職措置が適用されている者

四 以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等

・日々雇い入れられる者

・２か月以内の期間を定めて雇用される者

・季節的業務に４か月以内の期間を定めて雇用される者

・所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員（※１）」に比べて短い者

※１「通常の従業員」について
通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とし、労働契約の期間の定めがな

い、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断します。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その

従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員は、「パートタイム労働者」とし、常時使用する
従業員に含めません。
「パートタイム労働者」に該当するのは、「１日の労働時間及び１か月の所定労働日数が４分の３以下」か、「１週間の労
働時間及び１か月の所定労働日数が４分の３以下」の場合に限ります。

（２）令和３年４月３０日以前より、室蘭市内の事業所等において事業を開始しており、申請日現在、室蘭

市内の事業所等を閉鎖してなく、継続して事業を行い、廃業及び解散、精算手続きを行っていない事業

者等であること。

（３）室蘭市内の事業所等に係る令和３年５月から９月の売上高のうち、任意の連続する２か月間（以下、

「対象期間」という）の売上高の合計額が、前年または前々年の同期（以下、「基準期間」という）と

比較して３０％以上減少していること。

ただし、休業等や創業時期の事由により、前年及び前々年同期の売上高が一部、又は全部ない場合の

比較売上高の計算方法は、「３．売上減少率の計算方法の例（２）」によるものとする。

（４）令和３年５月１６日から６月２０日、または８月２７日から９月３０日の緊急事態宣言期間における、

北海道の緊急事態措置協力支援金の支給対象となる事業所等を有さない事業者等であること。

（５）国、法人税法別表第一に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体に該当しない事業

者等であること。

（６）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
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係る「接客業務受託営業」を行う事業者等に該当しないこと。

（７）反社会的勢力に該当しない事業者等であること。

３．売上減少率の計算方法

令和３年５月から９月の間の任意の連続する２か月間の売上高の合計が、前年または前々年の同期よ

り、３０％以上減少していることが給付要件となります。下記の計算式に従って算出した減少率が３０％

以上の場合、給付要件を満たします。

なお、以下の計算に使用できる売上高は、市内の事業所等に係る売上高だけです。

令和３年５～９月の間の連続する２か月間の合計売上高（対象期間）：Ａ

前々または前々年の同期間の合計売上高（基準期間）：Ｂ

［１００－（Ａ÷Ｂ×１００）＝減少率（％）≧３０％］
（小数点第１位以下切上げ）

売上高表の例（１）

例（１）の場合、対象期間を 2021 年５，６月とし、基準期間は 2019 年の同期となる。

2021 年５、６月の合計売上高＝１００＝Ａ

2019 年５，６月の合計売上高＝２００＝Ｂ

１００－（Ａ÷Ｂ×１００）＝５０％ ≧３０％となり給付要件を満たす。

※なお、対象期間を 2021 年６，７月としても減少率３５％となり要件を満たします。

売上高表の例（２）2020 年９月開業

例（２）の場合、対象期間を 2021 年８，９月とし、基準期間は 2020 年の同期となるが、2020 年

の８月は実績がないため、2020 年９月から 2021 年４月までの平均値を８月分として使用する。

2021 年８，９月の合計売上高＝１１０＝Ａ

2020 年９月から 2021 年４月までの合計売上高６８０÷８か月＝８５（＝平均値）
（※平均値計算時は、小数点第１位以下切上げ）

１００（2020 年９月分）＋８５（2020 年８月分（＝平均値））＝１８５＝Ｂ

１００－（Ａ÷Ｂ×１００）＝４０％ ≧３０％となり給付要件を満たす

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

2019年 １００ １００ １００ １００ １００

2020年 ７０ ７０ ７０ ７０ ７０

2021年 ５０ ５０ ８０ ８０ ８０

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
2020年 100 90 80 70
2021年 70 80 90 100 50 60 70 60 50

Ａ

Ｂ
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売上高表の例（３）2021 年１月開業

例（３）の場合、対象期間は、2021 年５～９月の間で合計の売上高が一番少ない２か月間である 2021

年５，６月とし、基準期間に実績がないため、比較対象とする売上高は、開業月（１月）から 2021 年４

月までの平均値を使用して算出する。

2021 年５，６月の合計売上高＝１００＝Ａ

2021 年１月から 2021 年４月までの合計売上高３４０÷４か月＝８５（＝平均値）
（※平均値計算時は、小数点第１位以下切上げ）

８５（＝平均値）×２か月＝１７０＝Ｂ

１００－（Ａ÷Ｂ×１００）＝４１％ ≧３０％となり給付要件を満たす

４．給付金の交付申請 （申請手続き）

給付金の交付を受けようとする方は、室蘭市小規模事業者等支援給付金交付申請書（様式第１号）に必

要事項を記入の上、次に挙げる書類を添付し、郵送で令和３年１２月１５日まで（消印有効）に提出して

ください。

【提出書類】

① 室蘭市小規模事業者等支援給付金交付申請書

② 基準期間の売上高が含まれる年の確定申告書の写し

③ ②の確定申告書に付属する関係書類の写し

④ 市内事業所等に係る対象期間と基準期間の売上高がわかる帳簿等の写し

⑤ 給付金振込先の銀行口座を確認できるもの

⑥ 個人事業者の場合、本人確認書類の写し

※詳細は、「Ⅲ．申請時提出資料」をご確認ください。

５．給付金の額

売上の減少額を問わず、１事業者あたり、一律１５万円となります。

６．給付金の交付決定 （交付の通知）

給付金交付申請内容を審査のうえ、交付又は不交付を決定し、申請者に対し、結果を郵送で通知します。

７．給付金の交付時期

給付金の交付決定通知書が送付後、１０日前後を目処に交付申請書に記載された銀行口座に給付金が振

り込まれます。

８．交付決定の取消し等

虚偽の申請又はその他不正行為により給付金を受給したことが判明した場合は、給付金の交付の決定の

全部又は一部を取消し、既に交付された給付金の全部又は一部の返還を命じることがあります。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
2021年 70 80 90 100 50 50 70 60 60
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Ⅱ．留意事項（申請にあたっての注意点）
本制度に係る留意事項を以下のとおりご案内いたしますので、必ずご確認のうえ、ご理解いただいたう

えでの申請をお願いいたします。

１．申請内容や誓約内容が虚偽であることが明らかな場合、不正受給が行われた場合には、交付決定取消

や交付済み給付金の全額返還等の処分を受ける可能性があります。事実と異なる記載内容での申請と

ならないよう、十分にご確認ください。

２．申請者は、本交付要領、ウェブサイト等の案内に記載のない細部については、室蘭市からの指示に従

うものとします。

３．給付を受けた金銭は、現在のところ課税所得として雑収入に計上していただくこととなります。

４．本制度に提出された個人情報は、当該給付金の交付の遂行に使用する目的以外には使用しないものと

します。

５．「別掲：反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であることを

誓約すること。

※ 本件は、申請書の「同意書及び誓約書」の本文において誓約いただくことを申請時の必須条件とさ

せていただきます。

別掲：反社会的勢力排除に関する誓約事項

当方（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、給付金の交付の申請をするにあたって、下記のいずれにも該当し

ないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。

記

(１)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（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

(２)暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

(３)暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれ

があるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もし

くは関与するものをいう。以下同じ。）

(４)暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で

暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与するもの、または業務の遂行等において

積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。）

(５)総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を

与える者をいう。）

(６)社会運動等標ぼうゴロ（社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を

行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）

(７)特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の

中核となっている集団または個人をいう。）

(８)前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者

イ 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること

ロ 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること

ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用し

たと認められること

ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること

ホ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められ

ること
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Ⅲ．申請時提出資料

※この他、必要に応じて、追加資料の提出を求める場合もございます（ＮＰＯ法人等）。

ﾁｪｯｸ 提出書類 備考

□
① 室蘭市小規模事業者等支援給付金

交付申請書

同意書欄等に記載漏れがないかご確認ください。

□
② 基準期間の売上高が含まれる年の

確定申告書の写し

2019、2020 年のうち、売上減少の比較に使用した売

上高が含まれる年の確定申告書を提出してください。

［個人事業者の場合］

所得税確定申告書Ｂ「第一表」の写し

※確定申告をしていない場合は、市民税・

道民税申告書の写し

なお、確定申告書には税務署受付印があるものを提

出していただく必要があります。

電子申告をされた方は、申告書欄外に電子申告の受

付番号が記載されていること、または「メール詳細（受

信通知）」の写しを提出していただくことで代用可能

です。

［法人の場合］

法人税確定申告書「別表１」の写し

もし、上記の何れもない場合は、税務署で発行でき

る「納税証明書（その２：所得金額の証明書）」の写し

を追加で提出してください。

※決算期を一度も迎えていない場合は、個人事業の開

業・廃業等届出書の写し、または法人の場合は、法人

設立届出書（または履歴事項全部証明書）の写しを提

出してください。

□
③ ②の確定申告書に付属する関係書類

の写し

税務署受付印の有無は問いません。

［個人事業者の場合］

収支内訳書（一般用）、または所得税青色申

告決算書（一般用）の写し

［法人の場合］

法人事業概況説明書（一面、二面）の写し

□

④ 市内事業所等に係る対象期間と基準

期間の売上高がわかる帳簿等の写し

帳面、売上台帳、決算書、試算表など、様式は自

由です。売上高の税込み、税抜きは問いませんが、

どちらかに統一してください。

［対象期間］

令和３年５～９月の間で売上減少の比較

対象とした連続する２か月間

また、室蘭市内の事業所のみを営業している事業者

であれば、所得税青色申告決算書または法人事業概況

説明書で代用可能です。

［基準期間］

対象期間の前年または前々年の同期間

※創業日等の事由により、令和３年５～９月の間に

連続する２か月間の売上がない場合は、開業月から

令和３年４月分までの売上高がわかる帳簿等の写し

を提出してください。

□
⑤ 給付金振込先の銀行口座を確認でき

るもの

金融機関名、支店名、口座番号、口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）

が記載されている、通帳、キャッシュカード等の写し。

□
⑥ 個人事業者の場合、本人確認書類の

写し

運転免許証、マイナンバーカード、保険証、住民票

など。


