
令和２年１２月２３日公示 

我孫子市告示第３０４号 

 

我孫子市事業継続支援金交付要綱の一部を改正する告示 

 

我孫子市事業継続支援金交付要綱（令和２年告示第１４４号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（支援金の種類及び額）  

第２条  支援金の種類は、基本支援金

及び飲食店支援金とし、支援金の額

は、それぞれ１事業者につき10万円

とする。  

 

（交付対象者等） （交付対象者等） 

第３条  基本支援金の交付を受けるこ

とができる者は、第１号又は第２号

のいずれかに該当する者であって、

第３号から第11号までのいずれにも

該当するものとする。 

第２条  この要綱に基づき支援金の交

付を受けることができる者は、第１

号又は第２号のいずれかに該当する

者であって、第３号から第11号まで

のいずれにも該当するものとする。 

(1) 略 (1) 略 

(2)  我孫子市農業委員会の農家台

帳に登録されている者であるこ

と。（基本支援金の交付を受けよ

うとする者（以下この項及び次条

第１項において「基本申請者」と

いう。）が農業を営む者（以下「農

業者」という。）の場合） 

(2)  我孫子市農業委員会の農家台

帳に登録されている者であるこ

と。（支援金の交付を受けようと

する者（以下「申請者」という。）

が農業を営む者（以下「農業者」

という。）の場合） 

(3) 実質的な本店（本店又は主たる

事務所をいう。以下同じ。）が我

孫子市内又は隣接市町（柏市、印

西市、取手市及び利根町をいう。

(3) 実質的な本店（本店又は主たる

事務所をいう。以下同じ。）が我

孫子市内又は隣接市町（柏市、印

西市、取手市及び利根町をいう。



以下同じ。）内に所在すること。

（基本申請者が法人（医療（調剤

薬局を含む。）、福祉又は保育の

サービスを主に提供するものを

除く。）の場合） 

以下同じ。）内に所在すること。

（申請者が法人（医療（調剤薬局

を含む。）、福祉又は保育のサー

ビ ス を 主 に 提 供 す る も の を 除

く。）の場合） 

(4) 平成31年（令和元年）以前から

事業による事業収入（売上）を得

ており、かつ、今後も事業を継続

する意思があること。 

(4) 平成31年（令和元年）以前から

事業による事業収入（売上）を得

ており、今後も事業を継続する意

思があること。 

(5) 略 (5) 略 

(6)  資本金の額若しくは出資金の

総額が 10億円未満の法人である

こと又は資本若しくは出資を有

しない法人のうち常時使用する

従業員の数が2,000人以下の法人

であること。（基本申請者が法人

の場合） 

(6)  資本金の額若しくは出資金の

総額が 10億円未満の法人である

こと又は資本若しくは出資を有

しない法人のうち常時使用する

従業員の数が2,000人以下の法人

であること。（申請者が法人の場

合） 

(7) 略 (7) 略 

(8)  基本支援金の交付を申請する

日（次条第１項第６号において

「申請日」という。）又は基本支

援金の交付決定の日において、破

産手続開始、再生手続開始又は更

生手続開始の申立てがされてい

ないこと。 

(8)  申請日又は交付決定の日にお

いて、破産手続開始、再生手続開

始又は更生手続開始の申立てが

されていないこと。 

(9)及び(10) 略 (9)及び(10) 略 

(11) 過去に基本支援金の交付を受

けたことがないこと。 

(11) 過去に支援金の交付を受けた

ことがないこと。 

２  飲食店支援金の交付を受けること

ができる者は、次の各号のいずれに

 



も該当する者とする。  

(1)  飲食店支援金の交付を申請す

る日（第４号及び次条第２項第１

号において「申請日」という。）

において、市内において食品衛生

法（昭和22年法律第233号）第52

条第１項に規定する飲食店営業

又は喫茶店営業の許可（次条第２

項第１号において「食品営業許

可」という。）を受けて飲食店（次

に掲げるものを除く。）を営み、

かつ、今後も営業を継続する意思

がある事業者であること。  

 

ア  飲食店支援金の交付の申請

に係る飲食店（このア並びに次

条第２項第１号及び第２号に

おいて単に「飲食店」という。）

内（飲食店と一体として使用す

る屋内の場所を含む。次条第２

項第２号において同じ。）に飲

食専用の客席を常設していな

いもの  

 

イ  自動販売機等による無人販

売を主とするもの  

 

ウ  社員食堂、学生食堂、病院、

福祉施設又は集合住宅内の食堂

等、主な顧客が特定されるもの 

 

エ  キッチンカー、屋台等、不動

産である建物内に店舗を有し

ないもの  

 



オ  その他市長が飲食店支援金

を交付すべき飲食店ではない

と認めるもの 

 

(2) 常時使用する従業員の数が100

人以下の法人であること。（飲食

店支援金の交付を受けようとす

る者（次条第２項において「飲食

店申請者」という。）が法人の場

合）  

 

(3)  新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のために国、業界団

体等が定める業種別ガイドライ

ンに沿って、感染拡大防止に取り

組むとともに、市がその取組につ

いて行う状況調査又は改善要請

に協力すること。 

 

(4)  申請日又は飲食店支援金の交

付決定の日において、破産手続開

始、再生手続開始又は更生手続開

始の申立てがされていないこと。

 

(5)  平成 30年度分までの市税等を

滞納していないこと。 

 

(6)  我孫子市暴力団排除条例第２

条第１号に規定する暴力団若し

くは同条第３号に規定する暴力

団員等でないこと又は当該暴力

団若しくは当該暴力団員等と密

接な関係を有さず、若しくは支配

を受けていないこと。  

 

(7)  過去に飲食店支援金の交付を  



受けたことがないこと。  

 （支援金の額）  

 第３条  支援金の額は、10万円とする。

（交付の申請） （交付の申請） 

第４条 基本申請者は、我孫子市事業

継続支援金（基本支援金）交付申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、令和３年２月１日までに

市長に提出しなければならない。た

だし、第２号及び第９号に掲げる書

類については、基本申請者の同意を

得て市が保有する公簿等により確認

できるときは、これを省略すること

ができる。 

第４条 申請者は、我孫子市事業継続

支援金交付申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、令和３年

２月１日までに市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、第２号及び第

９号に掲げる書類については、申請

者の同意を得て市が保有する公簿等

により確認できるときは、これを省

略することができる。 

(1)  市内に所在する店舗、事業所等

で事業を営むことを証する書類

として市長が認める書類（基本申

請者が農業者の場合を除く。） 

(1)  市内に所在する店舗、事業所等

で事業を営むことを証する書類

として市長が認める書類（申請者

が農業者の場合を除く。）  

(2)   我孫子市農業委員会が発行する

農業経営の実態証明（基本申請者

が農業者の場合） 

(2)   我孫子市農業委員会が発行する

農業経営の実態証明（申請者が農

業者の場合） 

(3)及び(4) 略 (3)及び(4) 略 

(5)  我孫子市事業継続支援金（基本

支援金）誓約書・同意書（様式第

３号） 

(5)  我孫子市事業継続支援金誓約

書・同意書（様式第３号） 

(6)から(9)まで 略 (6)から(9)まで 略 

(10)  運転免許証、マイナンバーカ

ード等の本人確認書類（基本申

請者が個人事業主の場合） 

(10)  運転免許証、マイナンバーカ

ード等の本人確認書類（申請者

が個人事業主の場合） 

(11) 略 (11) 略 



２ 飲食店申請者は、我孫子市事業継

続支援金（飲食店支援金）交付申請

書（様式第１号の２）に次に掲げる

書類を添えて、前項に掲げる日まで

に市長に提出しなければならない。

ただし、第４号に掲げる書類につい

ては、飲食店申請者の同意を得て市

が保有する公簿等により確認できる

ときは、これを省略することができ

る。  

 

(1)  飲食店に係る食品営業許可を

受けていることを証する書類の

写し（申請日において当該食品営

業許可が有効なものに限る。）  

 

(2)  飲食店の外観及び飲食店内に

飲食専用の客席を常設している

ことが分かる写真  

 

(3)   我孫子市事業継続支援金（飲食

店支援金）誓約書・同意書（様式

第４号の２）  

 

(4)  市税等の滞納がないことを市

長が証明する書類 

 

(5) 運転免許証、マイナンバーカー

ド等の本人確認書類（飲食店申請

者が個人事業主の場合） 

 

(6)  その他市長が必要と認める書

類 

 

（交付の決定） （交付の決定） 

第５条 市長は、前条各項の申請書の

提出があったときは、速やかにその

第５条 市長は、前条の申請書の提出

があったときは、速やかにその内容



内容を審査し、支援金の交付の可否

を決定し、基本支援金にあっては我

孫子市事業継続支援金（基本支援金）

交付（不交付）決定通知書（様式第

５号）により、飲食店支援金にあっ

ては我孫子市事業継続支援金（飲食

店支援金）交付（不交付）決定通知

書（様式第５号の２）により当該申

請書を提出した者に通知するものと

する。 

を審査し、支援金の交付の可否を決

定し、我孫子市事業継続支援金交付

（不交付）決定通知書（様式第５号）

により当該申請者に通知するものと

する。 

（請求） （請求） 

第６条 前条の規定により支援金の交

付の決定を受けた者（以下「交付決

定者」という。）は、支援金の交付

を受けようとするときは、振込先の

金融機関、口座番号、口座名義等を

確認できる書類を添えて、交付の決

定の日から１月以内に基本支援金に

あ っ て は 我 孫 子 市 事 業 継 続 支 援 金

（基本支援金）交付請求書（様式第

６号）により、飲食店支援金にあっ

ては我孫子市事業継続支援金（飲食

店支援金）交付請求書（様式第６号

の２）により市長に請求しなければ

ならない。 

第６条 前条の規定により支援金の交

付の決定を受けた者（以下「交付決

定者」という。）は、支援金の交付

を受けようとするときは、振込先の

金融機関、口座番号、口座名義等を

確認できる書類を添えて、交付の決

定の日から１月以内に我孫子市事業

継続支援金交付請求書（様式第６号）

により、市長に請求しなければなら

ない。 

（交付の決定の取消し等） （交付の決定の取消し等） 

第７条 市長は、交付決定者が次の各

号のいずれかに該当するときは、支

援金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

第７条 市長は、交付決定者が次の各

号のいずれかに該当するときは、支

援金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 



(1) 略 (1) 略 

(2)  支援金の交付の決定を受けた

後に第３条第１項各号又は第２

項各号の要件を満たさないこと

が判明したとき。 

(2)  支援金の交付の決定を受けた

後に第２条第１項各号の要件を

満たさないことが判明したとき。

(3) 略 (3) 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

 様式第１号中「我孫子市事業継続支援金交付申請書」を「我孫子市事業継続

支援金（基本支援金）交付申請書」に、「我孫子市事業継続支援金」を「我孫

子市事業継続支援金（基本支援金）」に改め、同様式の次に次の１様式を加え

る。 



 様式第３号中「我孫子市事業継続支援金誓約書・同意書」を「我孫子市事業

継続支援金（基本支援金）誓約書・同意書」に、「第２条第１項」を「第３条

第１項」に改める。  

様式第４号の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号中「我孫子市事業継続支援金交付（不交付）決定通知書」を「我

孫子市事業継続支援金（基本支援金）交付（不交付）決定通知書」に、「我孫

子市事業継続支援金」を「我孫子市事業継続支援金（基本支援金）」に改め、

同様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号中「我孫子市事業継続支援金交付請求書」を「我孫子市事業継続

支援金（基本支援金）交付請求書」に、「我孫子市事業継続支援金」を「我孫

子市事業継続支援金（基本支援金）」に改め、同様式の次に次の１様式を加え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に令和２年８月以後の売上の減少に関して支援金

の 交 付 の 決 定 を 受 け て い る 者 は 、こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 第 ３ 条 第

１ 項 第１１号の規定の適用については、過去に基本支援金の交付を受けた

ことがある者として、基本支援金の交付対象者としない。 

３ この告示の施行の際、この告示による改正前の我孫子市事業継続支援金交

付要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要

な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。 


