札保業第 3268-3 号
令和３年（2021 年）11 月 15 日
札幌市内経済関係団体

御中
札幌市長

秋元

克広

「入寮者のための新型コロナウイルス感染予防ハンドブック」等のご案内
（周知のお願い）
日頃から札幌市政に対し、特段の御理解及びご協力をいただき、厚くお礼申し上げま
す。
さて、本市では、新型コロナウイルス感染症の感染第４波、第５波において、市中感染
が拡大し、親元を離れて札幌市で暮らす高校生や大学生が入寮する学生会館や寮、運動部
活動の下宿、事業者の社員寮等で、陽性者が多数確認され、クラスター化する事案が発生
しました。
現在、市内の感染状況について、陽性者の判明が一桁台の日が続き、感染者数は落ち着
いておりますが、今後、感染第６波が起こることも懸念され、日常の感染予防を継続する
必要があるところです。
そこで、保健所医療対策室では、標記のハンドブックを作成し、札幌市の公式ホームペ
ージに公開することといたしました。このハンドブックでは、入寮者への周知啓発はもち
ろんのこと、寮を管理する管理者向けの感染予防についての対応等についてまとめまし
た。
つきましては、貴団体に加盟する企業等に対し、別紙のとおり、周知いただきますよう
お願い申し上げます。

【本通知文に関する問合せ】
札幌市保健福祉局医療対策室業務調整課疫学調整担当

白水、伊藤

電話：011-788-6363
【職場における感染症予防に関する問合せ】
札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口
電話：0570-085-789（ナビダイヤル、毎日 9 時～21 時）

札保業第 3268-4 号
令和３年（2021 年）11 月 15 日
札幌市内事業者の皆様
札幌市長

秋元

克広

「入寮者のための新型コロナウイルス感染予防ハンドブック」等の周知につ
いて（依頼）
日頃から札幌市政の円滑な推進に対し、特段の御理解及びご協力をいただき、厚くお礼
申し上げます。
さて、本市では、新型コロナウイルス感染症の感染第４波、第５波において、市中感染
が拡大し、親元を離れて札幌市で暮らす高校生や大学生が入寮する学生会館や寮、運動部
活動の下宿、事業者の社員寮等で、陽性者が多数確認され、クラスター化する事案が発生
しました。
現在、市内の感染状況について、陽性者の判明が一桁台の日が続き、感染者数は落ち着
いておりますが、今後、感染第６波が起こることも懸念され、日常の感染予防を継続する
必要があるところです。
そこで、保健所医療対策室では、標記のハンドブックを作成し、札幌市の公式ホームペ
ージに公開することといたしました。このハンドブックでは、入寮者への周知啓発はもち
ろんのこと、寮を管理する管理者向けの感染予防についての対応等についてまとめまし
た。
事業者の皆様におかれましては、引き続き、職場での感染対策を徹底いただくととも
に、社員寮等にお住まいの皆様や、関係の寮等の管理者に向けて、当文書を転送いただ
き、今後の感染対策に活用していただきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。
記
１

ホームページ掲載資料
・入寮者のための新型コロナウイルス感染予防ハンドブック
・新型コロナウイルス感染症感染予防ハンドブック
「学生会館・寮で実践できること～管理者編」
・感染予防対策チェックリスト

２

ホームページ資料掲載ページ URL
下記 URL を入力するか、右の二次元バーコードよりご確認ください。
https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/shimin.html#nyuryousya

ホームページ
二次元バーコード

【職場における感染症予防に関する問合せ】
札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口
電話：0570-085-789（ナビダイヤル、毎日 9 時～21 時）

札経企第 20980-1 号
令和３年（2021 年）10 月 29 日
札幌市内経済関係団体

御中
札幌市長

秋元

克広

冬の感染拡大防止に向けた市内事業者の皆さまへのお願いについて

日頃から札幌市政に対し、特段の御理解及び御協力をいただき、厚くお礼申し上げま
す。
北海道は、新規感染者数及び入院患者数の減少傾向が継続していることから、これま
で継続してきた「秋の再拡大防止特別対策」を令和３年 10 月 31 日をもって終了するこ
とといたしました。
しかしながら、社会経済活動が活発となることが見込まれる中、令和３年 10 月 20 日
に開催された「札幌市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」において、第６波は
必ず来るとの専門家意見があり、北海道知事から 11 月 1 日以降の感染拡大防止に向けた
呼びかけがなされております。
つきましては、冬の感染拡大防止に向けて、貴団体に加盟する企業等に対し、別紙の
とおり周知いただきますようお願い申し上げます。

【本通知文に関する問い合わせ先】
札幌市経済観光局産業振興部経済企画課 渡邊、守屋
℡011-211-2352

札経企第 20980-2 号
令和３年（2021 年）10 月 29 日
札幌市内事業者の皆さま
札幌市長

秋元

克広

冬の感染拡大防止に向けた市内事業者の皆さまへのお願いについて

日頃から札幌市政に対し、特段の御理解及び御協力をいただき、厚くお礼申し上げま
す。
北海道は、新規感染者数及び入院患者数の減少傾向が継続していることから、これま
で継続してきた「秋の再拡大防止特別対策」を令和３年 10 月 31 日をもって終了するこ
とといたしました。
しかしながら、社会経済活動が活発となることが見込まれる中、令和３年 10 月 20 日
に開催された「札幌市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」において、第６波は
必ず来るとの専門家意見があり、北海道知事から 11 月 1 日以降の感染拡大防止に向けた
呼びかけがなされております。
つきましては、各事業者の皆さまにおかれましては、下記１の事項について御協力い
ただきますとともに、従業員の皆さまへの周知の徹底をお願いいたします。
また、下記２のとおり、市内事業者向け主な支援策等について周知いたしますので、
御確認願います。
記
１

北海道からの事業者の皆さまへのお願い
別紙「冬の感染拡大防止に向けて」【北海道資料】

２ 札幌市からのお知らせ
⑴ 市内事業者向け主な支援策について
別紙「札幌市内事業者向け主な支援策」
⑵ 新型コロナウイルスワクチン接種について
新型コロナウイルスワクチンには新型コロナウイルス感染症の発症と重症化を予
防する効果が確認されていることから、接種を希望する従業員の方の接種について、
副反応の可能性を考慮した勤務シフトや休暇など、職場環境の配慮にご協力をお願
いいたします。
⑶ 「令和３年度札幌市飲食店未来応援クラウドファンディング」の参加店舗募集に
ついて
令和２年度に引き続き、購入型クラウドファンディングを活用し、参加店舗で利
用できる前売りのプレミアム付き食事券を発行する事業を実施いたします。
参加店舗の募集期間や申込方法等は、別紙「令和３年度 札幌市飲食店未来応援ク
ラウドファンディング（参加店舗の募集）」や以下のホームページでご確認ください。
（URL：https://www.city.sapporo.jp/keizai/inshokutenouen/index3.html）

３ 参考
⑴ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報（北海道）
北海道による対策や警戒ステージ等の詳細については、以下の北海道のホームペ
ージを御確認ください。
（URL： https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/singatakoronahaien.html）
⑵ 職場における感染症予防の注意事項等（札幌市）
以下の札幌市のホームページにおいて、職場での注意事項をまとめておりますの
で御確認ください。
（URL： https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/documents/poster_office_covid-19_1.pdf）

また、従業員の皆さまが、体調不良を訴えた場合や陽性者の濃厚接触者となった場
合の対応について、フロー図を記載しておりますので御確認ください。
（URL：https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/documents/flowchart_office_covid-19_1.pdf）

⑶

札幌市の感染状況・医療提供体制の週間分析概況
札幌市の感染状況・医療提供体制について、感染症専門医である岸田直樹先生の分
析資料を公開しておりますので御確認ください。
(URL：https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/2019n-covhassei_toukei.html)
■職場における感染症予防の注意事項等に関する問い合わせ
札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口 ℡0570-085-789
《受付時間》 毎日 9：00～21：00
■事業者向け経営相談、融資、感染症予防、市税の納税猶予等の相談
事業者向けワンストップ相談窓口 ℡011-231-0568
《受付時間》 平日 9：00～12：00、 13：00～17：00 （土日祝日、年末年始の休業日を除く）
■札幌市における新型コロナウイルスワクチン接種に関する問い合わせ
札幌市新型コロナウイルスワクチン接種お問い合わせセンター ℡011-351-8646
《受付時間》 毎日 9：00～18：00
■「令和３年度札幌市飲食店未来応援クラウドファンディング」に関する問い合わせ
札幌市飲食店の未来応援事業事務局 ℡011-205-5012
《受付時間》 平日 9：00～17：00

2021.10.29時点

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業者の皆様に対し、各種支援を行います。
•

道の営業時間短縮や
往来・外出自粛の要
請による影響を受け
たことで、売上が
50％以上減少した

(対象期間：2020年11月
〜2021年3月)

道特別支援金A
時短対象飲食店等との取引、外出往来自粛等の
影響により、売上が50%以上減少した中小法
人・個人事業者等に給付金を支給

（中小法人等20万円 個人事業者等10万円）
申請期間：令和３年４月１日〜
令和４年１月31日

北海道
特別支援金

コールセンター

011-3514101

※国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の受給事業者は対象外

給付

(対象期間：2021年
４月〜)

緊急事態宣言等の影響緩和に係る月次支援金
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴
う飲食店時短営業や外出自粛等の影響を受け、
売上が50％以上減少した月を対象に中小法
人・個人事業者等に給付金を支給（中小法人
等上限20万円 個人事業者等上限10万円）
申請期間：原則、対象月の翌月から２か月間
※各月において要件を満たせば、複数月分の受給
が可能

経済産業省
月次支援金
事務局相談
窓口
0120-211240

酒類販売事業者特別支援金
• 国の月次支援
金を受給して
いる酒類製造
業者・酒類販
売事業者

重複不可

事業者 （時短・外出自粛要請等の影響）

• 緊急事態措置・
まん延防止等重
点措置による影
響を受けたこと
で、売上が
50％以上減少
した

緊急事態宣言等による飲食店への酒類提供停
止の要請等の影響で、売上が50％以上減少し
た酒類販売(又は製造)事業者に、国の月次支
援金に上乗せして支援金を給付（法人上限20
万円/月 個人事業者上限10万円/月）

(対象期間：2021
年５月〜６月及び8
月〜9月)

申請期間：
5･6月分：令和３年７月30日〜令和4年１月31日
8･9月分：令和３年９月24日〜令和4年１月31日

道の営業時間短
縮や往来・外出
自粛の要請等に
よる影響を受け
たことで、売上
が30％以上50%
未満減少した
(対象期間：2021年
4月〜7月)

道特別支援金B

•

道の営業時間短
縮や往来・外出
自粛の要請等に
よる影響を受け
たことで、売上
が30％以上50%
未満減少した
(対象期間：2021年
８月〜10月)
•

時短対象飲食店等との取引、外出往来自粛等
の影響により、売上が30%以上50%未満減少
した中小法人・個人事業者等に給付金を支給
（中小法人等10万円 個人事業者等5万円）
申請期間：令和３年７月２日〜
令和４年１月31日

道特別支援金C
時短対象飲食店等との取引、外出往来自粛等
の影響により、売上が30%以上50%未満減少
した中小法人・個人事業者等に給付金を支給
（中小法人等20万円 個人事業者等10万円）
申請期間：令和３年10月12日〜
令和４年１月31日

北海道
酒類販売事
業者特別支
援金事務局
011-7980579

北海道
特別支援金
コールセン
ター
011-3514101

札幌市HP「新型コロナウイルス感染症に関する支援について」もご参考ください。
URL:https://www.city.sapporo.jp/keizai/top/keizai/coronasien.html

令和3年8月感染防止対策協力支援金
道の特別対策及びまん延防止等重点措置による飲食店等の
営業時間の短縮要請等（要請期間：原則7/26〜8/26）に
ご協力いただいた事業者に支援金を支給。
申請期間：令和３年９月１日〜11月30日

令和3年8〜9月緊急事態措置協力支援金

飲食店等

• 道の休業・
営業時間短
縮等の要請
に協力した

緊急事態措置による飲食店等の休業等の要請（要請期間：
原則8/27〜9/12）にご協力いただいた事業者に支援金を
支給。
申請期間：令和３年９月13日〜11月30日

令和3年9月緊急事態措置延長協力支援金

給付

緊急事態措置による飲食店等の休業等の要請（要請期間：
9/13〜9/30）にご協力いただいた事業者に支援金を支給。
申請期間：令和３年10月1日〜11月30日

札幌市
感染防止対
策協力金専
用ダイヤル
011-3308396

令和3年10月感染防止対策協力支援金
道の特別対策による飲食店等の営業時間の短縮要請等（要
請期間：原則10/1〜10/14）にご協力いただいた事業者
に支援金を支給。
申請期間：令和3年10月15日〜11月30日

大規模施設等

• 8/27〜
9/30の間、
道の休業又は
営業時間短縮
等の要請に協
力した
（1,000㎡超
の大規模施設
等）

相談・
猶予

• 経営相談や融
資の相談・市
税の納付相談
をしたい
• 雇用調整助成
金等の申請の
方法がわから
ない

• テレワーク導
入を相談した
い

北海道大規模施設等協力支援金
まん延防止等重点措置及び緊急事態措置による
北海道
道の大規模施設等の休業又は営業時間の短縮要
感染防止対策
請等にご協力いただいた事業者に支援金を支給。 協力支援金事
務局
要請期間：8/27〜9/12
011-350申請期間：令和3年9月13日〜令和3年11月30日
7377
要請期間：9/13〜9/30
申請期間：令和3年10月1日〜令和3年11月30日

事業者向けワンストップ相談窓口
札幌中小企業支援センター
北海道経済センタービル２階（中）北１条西２丁目）

経営相談、融資認定・
相談、市税の納税猶予
相談、感染予防等の相
談

社保等の猶予や雇用維持
の相談、雇用調整助成金
等の申請サポート、テレ
ワーク導入相談

札幌市
事業者向けワ
ンストップ相
談窓口
専用ダイヤル

011-2310568

受付：平日9:00〜12:00、13:00〜17:00(最終受付16:30）

札幌市テレワーク推進サポートセンター（テレサポ）
テレワークで使用する代表的な機器やアプリ
の展示・体験、社労士等の専門家相談、導入
経費に対する補助金の案内等を実施
(場所：札幌市北区北24条西5丁目

札幌サンプラザ4階)

札幌市テレワー
ク推進サポート
センター

011-7083500

札幌市HP「新型コロナウイルス感染症に関する支援について」もご参考ください。
URL:https://www.city.sapporo.jp/keizai/top/keizai/coronasien.html

貸付

• 資金繰りのための
融資を受けたい

• 資金繰りのための
融資を緊急に受け
たい

• 一時休業等により
従業員の賃金が支
払えない

新型コロナ対応サポート資金
限度：5,000万円 取扱期間：~令和３年12月31日
融資利率・期間：年1.0％・10年以内(うち据置3年以内)

札幌市
事業者向けワ
ンストップ相
新型コロナウイルス緊急資金
談窓口
新型コロナ対応サポート資金の融資実行まで
専用ダイヤル
の間、事業資金が切迫している事業者に対し、 011-231緊急融資を実行
0568

融資限度：500万円 取扱期間：~令和３年12月31日
融資利率・期間：年1.0％・10年以内(うち据置3年以内)

雇用調整助成金
一時休業などにより労働者の雇用維持を図った場
合、休業手当などの一部助成が受けられます。現
在、助成率の拡充等、特例措置が取られています。
特例対象期間：令和２年４月１日〜令和３年12月31日(予定)

新型コロナウイルス感染症対策テレワーク導入補助金

補助・
助成

• テレワークを導入
したい

在宅勤務をはじめとするテレワークの導入に取り組む
市内中小企業等に対して導入に係る経費を補助します。
（補助率：3/4 上限60万円 下限15万円）
申請期間：令和３年10月１日〜令和３年12月17日

地域商業ウィズコロナ対策支援事業（追加募集）
商工団体等が実施する感染症対策や感染拡大防止に配
慮した販売促進活動等の取組に対して支援 補助率 3/4
以内（上限100万円/団体）
募集受付期間：令和３年９月15日〜10月29日

• 感染対策をしたい

飲食事業者等感染防止対策補助金
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食
店など対面でサービスを提供する事業者の皆さまが、感
染防止対策強化のために購入した備品等について支援
補助率 3/4以内（上限75,000円）
申請受付期間：令和３年７月30日〜12月17日

コールセンター企業向け「新型コロナウイルス換
気対策等支援金」
• コールセンターの
換気対策を実施し
たい

市内の従業者数が20 人以上のコールセン
ター事業者に対して、二酸化炭素濃度測定器
や空気清浄機など、換気対策に資する備品等
の購入費用を助成します。（一律10万円）
申請期間：令和３年９月21日〜令和３年12月28日

雇用調整助成
金等コールセ
ンター
0120-603999
札幌市
テレワーク推
進サポートセ
ンター
011-7083500

北海道経済部
地域経済局中
小企業課
011-2314111
北海道
飲食事業者等
感染防止対策
補助金事務局
011-3308299
札幌市
経済観光局
IT・イノベー
ション課
立地促進係
011-2112362

市内事業者におかれましては、「新北海道スタイル」を実践いただきますようお願いします。
「新北海道スタイル」の詳細については、以下の北海道のホームページをご確認ください。
URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.html

令和３年度札幌市飲食店未来応援クラウドファンディング
参加店舗の募集始まる！
【札幌市飲食店未来応援クラウドファンディング とは？】
新型コロナウイルスの影響により、客数や売上が減少している市内飲食店等を支援するため、購入型クラウドファンディングを活用
し、市内飲食店等で利用できる前売りの食事券を発行する事業を実施します。本事業では、食事券に付与される30%のプレミアム分と
クラウドファンディング手数料を札幌市が負担するため、費用を負担することなく参加することができます！
支援者
① 参加

札幌市飲⾷店
未来応援

②資金（支援）

⑤ お食事券（プレミアム 30%付）

クラウドファンディング

③ 資金（プレミアム分含む）

参加店舗

④ お食事券（プレミアム 30%付）を送付

参加店舗

（※）各店舗への資金は、支援額が目標（上限）に到達しなくても、集まった分だけ受け取ることが出来ます！

【参加対象店舗】
札幌市内飲食店等 （スナック・バーの参加も OK！）
※北海道内に本社（本所）を有し、札幌市内で営業している飲食店（デリバリー・持ち帰り専門店、キッチンカーを除く）
※これまでの北海道からの休業・営業時間の短縮等の要請に従っており、今後も従う旨を誓約する店舗に限る

【飲食店参加方法】
アクトナウ HP 参加フォーム（下記 QR コード）から 受付期間：10/29（金） 12:00〜11/25（木）23：59

参加までの流れ〜簡単 STEP〜

参加資格・ルールを確認し、
申込フォームに必要事項を
記入して申込

事務局にて内容を確認の上、
不備等あればご連絡。最終的な
ページ内容の確認の連絡を
差し上げます。

クラウドファンディングの
ページが公開されたら、
SNS 等で PR しましょう！

支援金の受け取り後、事務局よりお食事
券を送付致しますので、支援者へお食事
券をお渡しください。支援者リストは管理
画面にて DL が可能です。

参加資格・ルールを確認し、
申込フォームに必要事項を
記入して申込

【お食事券】 各店舗への支援金額確定後に事務局が発行し飲食店へ送付。店舗印を押し支援者へお渡しください。
【お食事券利用期間】 2021 年 12 月 22 日（水）-2022 年 3 月 15 日（火）まで
【プレミアム】 支援した額の 30%を付与（例：1,000 円→1,300 円 5,000 円→6,500 円 10,000 円→13,000 円）
【支援者からの応援上限金額】 店舗席数に応じて設定（1-20 席 60 万円、21-60 席 80 万円、61 席以上 100 万円）

【参加のメリット】
参加費は 無料 - プレミアムお食事券の 30%の上乗せ分とクラウドファンディング利用料は札幌市が負担
支援金は 年内振込 - 募集期間中に上限金額に達した際、プレミアム分を上乗せした支援金額を 12 月 20 日までに振込
【札幌市飲食店の未来応援事業事務局（受託事業者：㈱トリプルワン）
】
飲食店問い合わせ窓口
TEL：011-205-5012 お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/dist/S87997723/（小倉・大関・根津）
参加申込フォーム

※なお、全体の支援額が予算額に達した場合は、期間途中で募集を終了します

参加申込からお食事券利用までの流れ
１．参加申込
アクトナウホームページ内の専用フォームにて参加申込の手続きを行ってください。
※パソコンや、スマホ操作が不得手な方は、事務局にて代行手続きサポートを行います。事前
に事務局までお電話の上、下記の必要書類をご持参ください。

参加申込の期限：2021 年 10 月 29（金）12:00〜11 月 25 日（木）23：59

■登録に必要な書類

①営業許可証の画像/②通帳等の口座情報が分かる画像/③店内座席の画像/④店舗PR画像2枚
※画像はご自身のスマートフォン、デジタルカメラ、USB メモリ等にご用意ください。

2．申し込み完了のご連絡/販促物お渡し
お申し込み後、事務局にて店舗ページを作成します。ページが完成次第、アクトナ
ウから店舗様へログインパスワードなどを記載したメールを送付します。また、店
舗での PR 用のポスターや POP 等の販促物も合わせて随時配送いたします。

3．支援募集開始

アクトナウ管理画⾯でできること

【活動報告の投稿】

店舗様から、SNS などを活用し
た PR 活動の実施など、支援者集
めをお願いします。

【支援者リストのダウンロード】

ログイン後、 活動報告機能が利

12 ⽉ 10 ⽇に店舗ごとの⽀援者リスト

⽤できます。投稿すると、⽀援

（⽀援者名・⽀援者メールアドレス・⽀

してくれた⽅のメールに通知さ

援⾦額等）が確定するので、管理画⾯か

れます。

らダウンロードをお願い致します。

支援募集の期間：11 月 10 日（水）12:00〜12 月 6 日（月）23：59 まで
※支援方法は、アクトナウ ホームページ内の特設ページ（右記QRコード）からご確認ください。（11月10日（水）12：00から公開）
※なお、全体の支援額が予算額に達した場合は、期間途中で募集を終了します。

4．お食事券到着
12 月 19 日までに、指定先へ支援数＋予備の数枚のお食事券を配達します。お食事券は、
お店で押印することで有効となります。
※店舗様独自のサービスとして、利用期限の延長は可能となっております。お釣りは出せませんので、
ご注意ください。

お食事券の有効期限：2021 年 12 月 22 日（水）〜2022 年 3 月 15 日（火）まで

５．入金

６．お食事券使用開始
12 月 22 日以降に、支援者が店
舗にお食事券を取りに来店され

集まった支援金額＋30％の現金を

ますので、お名前・メールアドレ

12 月 20 日までに、ご指定の口座

スをご確認の上、支援金額分の

へ振込

お食事券をお渡しください。

