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給付金・助成金・支援金等

融資・貸付等

1 雇用調整助成金
2 両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

3 小学校休業等対応助成金
4  国月次支援金・道特別支援金（A/B/C）

5 緊急事態措置協力支援金（8-9月）

6 酒類販売事業者特別支援金
7 感染防止対策支援助成金（8-9月）

8 家賃等軽減助成金

【窓口：日本政策金融公庫】

9 民間金融機関による保証付貸付
10 新型コロナウイルス感染症特別貸付
11 新型コロナウイルス対策マル経融資
12  生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
13  新型コロナウイルス対策衛経融資
14  衛生環境激変対策特別貸付
15  特別利子補給制度（実質無利子）
【窓口：商工組合中央金庫】

16  危機対応融資
【窓口：銀行、信金等】

17  中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金
経営環境変化対応貸付【認定企業】

道

道

国
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伴走型経営支援

道18 専門家による助言・指導
19 ビジネス渡航支援
20 食品製造事業者向け専門家派遣
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需要回復に向けた取組への支援

21 ものづくり・商業・サービス補助
22 持続化補助
23 ＩＴ導入補助
24 事業再構築補助金
25 北海道コロナ通知システム
26 企業・団体の取組事例発信
27 飲食店等感染防止対策支援事業
28 飲食店感染防止対策認証（第三者認証）
29 宿泊事業者感染防止対策等支援事業
30 プレミアム付商品券発行事業
31 ポストコロナ事業創出支援
32 新商品等開発支援事業補助金
33 中小企業優遇措置制度（助成・優遇等）

34 ジョブカフェ・ジョブサロン【再就職支援】
35 離職者向けWeb企業説明会【再就職支援】
36 勤労者福祉資金による生活資金等融資
37 給付金付座学・職場研修
38  テレワーク機器等導入支援
39  「北海道短期おしごと情報サイト」
40  北海道海外人材待機費用緊急補助金
41  北海道異業種チャレンジ奨励事業

・団体等向け支援策については、それぞれ国・道などのホームページをご覧ください。
・各支援は、諸事情により制度変更となる場合があります。
・発行日時点で募集が終了している事業は、一部を除き掲載していません。
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31は、受付を終了しました





事業者向け支援



給付金・助成金
・支援金等

余市川桜づつみ
(2016.5.6）



厚生労働省HPより抜粋(2021.9.24）

1 雇用調整助成金 国

07
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2 両立支援等助成金 育児休業等支援コース
「新型コロナウイルス感染症対応特例」 国

厚生労働省HPより抜粋(2021.9.24）09



3 小学校休業等対応助成金緊急雇用安定助成金
国

厚生労働省HPより抜粋(2021.9.30）
10



4 国月次支援金・道特別支援金（A/B/C）

「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.10.11北海道経済部）より抜粋、一部改編11

国 道

受付中:11月1日～2022年1月7日

受付終了



12P18参照



13

2022年1月31日

「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋のうえ一部改変



14

2022年1月31日

「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋のうえ一部改変



15 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.10.11北海道経済部）より抜粋のうえ一部改変



5 緊急事態措置協力支援金（8-9月） 道

「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.10.20北海道経済部）より抜粋のうえ一部改変

P17
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6 酒類販売事業者特別支援金 道

「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋 18



7 感染防止対策支援助成金(8-9月） 余市町

19
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8 家賃等軽減助成金 余市町

21
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資金繰り支援

ワインぶどう畑からシリパ岬を望む
（2013.8.28）





9 民間金融機関による保証付融資 各金融機関

25
「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



10 新型コロナウイルス感染症
特別貸付

26

日本政策金融公庫

「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



11 新型コロナウイルス対策
マル経融資

27

日本政策金融公庫

「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



12 生活衛生新型コロナウイルス
感染症特別貸付

28

問合せ先

日本政策金融公庫

「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



13 新型コロナウイルス対策
衛経融資

日本政策金融公庫

29 「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



14 衛生環境激変対策特別貸付 日本政策金融公庫

30「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



15 特別利子補給制度
（実質無利子）

日本政策金融公庫

31 「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



16 危機対応融資、
資本性劣後ローン

日本政策投資銀行・商工中金

32
「新型コロナウイルス感染症で影響を受けるウ事業者の皆様へ」
（2021.9.21経済産業省）より抜粋



17 中小企業総合振興資金経済環境変化対応
資金経営環境変化対応貸付

33

道
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伴走型経営支援

旧余市福原漁場 - 石倉
（2016.5.31）





18 専門家による助言・指導 道

39
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19 ビジネス渡航支援 道

41



20 食品製造事業者向け専門家派遣 道
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需要回復に向けた
取組への支援

旧下ヨイチ運上家
（2015.11.4）





21 ものづくり・商業・サービス補助 国

47
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22 持続化補助 国

49
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23 IT導入補助 国

51



52

締切日 交付決定日 事業実施期間 事業実績報告期間

4次締切分 11月17日（水）17:00 12月15日（水）（予定）

5次締切分 12月中予定 2022年1月中予定

4次締切分 11月17日（水）17:00 12月15日（水）（予定）

5次締切分 12月中予定 2022年1月中予定

通常枠（A/B類型）

低感染リスク型ビジネス枠

（特別枠：C/D類型）

交付決定日以降～

2022年6月30日

（木）（予定）

交付決定日以降～

2022年6月30日

（木）17:00（予定）

第3次公募は締切りました。



24 事業再構築補助金 国

53



54

第3回公募は締切りました。第4回公募の開始は、ウェブサイトをご覧ください。



25 北海道コロナ通知システム 道

55 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



56



26 企業・団体の取組事例発信 道

57 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



27 飲食事業者等感染防止対策支援事業 道

58「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.10.20北海道経済部）より抜粋



28 宿泊事業者感染防止対策等支援事業 道

「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.10.15北海道経済部）より抜粋59

NEW



29 飲食店感染防止対策認証（第三者認証） 道

60

NEW
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30 プレミアム付商品券発行事業

制度概要

対 象

スケジュール

62

余市町プレミアム付商品券事業事務局：
一般社団法人余市観光協会（TEL:0135-22-4115）

受付時間：8:30～17:00（12月31日～１月３日を除く）
ホームページ http://yoichi.cmskit.jp/oshirase/2021/

premium-gift_2021.html
余市町経済部商工観光課
（TEL：0135-21-2125（商工観光課直通））
開庁時間 8:45～17:15（土日祝日を除く）

広く町民や来町者が使えるプレミアム付商品券を発行し、町内での消費需要を喚起します
【商品券概要】
・額面： １冊あたり7,000円

（うち、参加全店で使用可能な「共通券」5,000円、
中小規模店のみで使える「中小店専用券」2,000円）

・販売価格： １冊あたり5,000円（消費税及び地方消費税込み）
・販売期間： 令和３年（2021年）10月1日（金）～ 売切次第販売終了
・購入限度： １人あたり４冊

町内に事業所がある事業者の皆さまに広く参加いただくことができます

・利用店舗募集：余市町プレミアム付き商品券事業事務局（余市観光協会）まで
お問合せください

・利用期間：令和３年（2021年）10月１日（金）～
令和３年（2022年）１月31日（月）

・商品券の換金期間：令和３年（2021年）10月15日（金）※初回～
令和４年（2022年）2月７日（月）※最終
（換金には、取扱店証の提示が必要です。未使用の商品券の換
金は、一切できません。）

・商品券の換金取扱機関：北海道信用金庫余市支店、北洋銀行余市支店
（２店舗以外では取扱いたしません）

※町内各世帯への購入引換券の発送は、９月下旬に行っています。

余市町

問合せ先



30 ポストコロナ事業創出支援事業費補助金

63

余市町

受付を終了しました



64

受付を終了しました



31 新商品等開発支援事業補助金

制度概要

対 象

申請期間

申請・問合せ先

必要書類

65
余市町経済部商工観光課
（TEL：0135-21-2125（商工観光課直通））
開庁時間 8:45～17:15（土日祝日を除く）

区 分 概 要
補助率及び上

限

①商品開発事業
新商品の研究開発を行うもの 補助率2分の1

上限50万円

②改良事業
既存の商品の改良、デザインの更新等にかか
るもの

地域の特産品を活用した商品開発や先進的な取組みを行う事業者がご利用いただけます。

～令和3年10月末

・いずれも、独自性、先進性が認められるものであることが必要
・予算目安額は総体で70万円としており、補助金の交付決定の総額が予算を超過した
場合は、按分などを行います。

・事業計画書（第１号様式）
・納税証明書
・暴力団等排除に関する誓約書（第２号様式）

余市町

【補助対象者】
・新商品の収穫・採取・生産・加工を行う者
・生産者から、新商品について試作・改良の依頼を直接受けた者
・新たに新商品を開発し、販売しようとする者

今後のスケジュールについては、
お問合せください



32  中小企業優遇措置制度

制度概要

問合せ先

66
余市町経済部商工観光課（TEL：0135-21-2125（商工観光課直通））
開庁時間 8:45～17:15（土日祝日を除く）

余市町

余市町では、「余市町中小企業振興条例」に基づいて、各種の助成優遇措置を行っています。
この条例は、工業、観光、商業、サービス業を対象に種々の助成策を講じて、中小企業の振
興、発展につなげる目的で制定されました。
中小企業振興条例の概要は次表のとおりとなっています。助成対象事業の計画をお持ちの方
は、あらかじめご相談・お問い合わせください。

助成の種類 助成対象 対象施設等 助成額

高度化事業 事業協同組合
事業協同小組合
協同組合連合会

生産、加工、販売、購買、保管、運送検
査、その他組合員の事業に関する共同施
設

固定資産評価額の
10／100以内

企業組合
協業組合

アーケード、ロードヒーティング、カラー舗装、
駐車場、その他一般公衆の利便を図るため
の施設

固定資産評価額の
20／100以内

中小企業者
事業協同組合

小売商業店舗の共同化または企業合同の
ための施設（売場面積200平方メートル
以上

固定資産評価額の
10／100以内

中小企業者お
よび小規模企
業者

中小企業者
小規模企業者

生産、加工、販売およびサービス業の施設
で固定資産評価額が1,000万円以上の
施設を設置（既存の施設を取得し再利用
する場合を含む。） （建物は準耐火構造
以上）

固定資産税相当額の
1/2以内（３年間）

中小企業の組
織化

事業協同組合等 事業協同組合、事業協同小組合、企業
組合、協業組合等を組織したとき

１組織20万円以内と設
立時の１構成員につき
2,000円以内の合計額

新製品開発 中小企業者等 新製品の研究開発に要した費用
対象額の20／100以内
限度額50万円

従業員福祉施
設

中小企業者等
従業員福祉施設（建物は準耐火構造以
上）を設置したとき

固定資産評価額の
20／100以内

従業員の退職
共済

小規模企業者
従業員に退職金を支給するため退職金共
済制度に加入したとき

年額掛金の
10／100以内

資金融通の円
滑化

中小企業者等 中小企業者等の育成振興、設備近代化と
合理化を促進するための資金融資
運転資金 1,000万円以内
（10年以内償還）
設備資金 1,000万円以内
（10年以内償還）

借入資金の保証料相当
額の全額



働く方に向けた支援

鮭獲りの仕掛け
（2016.9.12）





34 ジョブカフェ・ジョブサロン【再就職支援】 道

69 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



35 離職者向けWeb企業説明会【再就職支援】 道

70



36 勤労者福祉資金による生活資金等融資 道

71 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



37 給付金付座学・職場研修 道

72



38 テレワーク機器等導入支援 道

73 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



39 「北海道短期おしごと情報サイト」 道

74「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



40 北海道海外人材待機費用緊急補助金 道

75 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



41 北海道異業種チャレンジ奨励事業 道

76
「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
支援策ガイドブック」（2021.9.15北海道経済部）より抜粋



新北海道スタイル

77 「コロナに強い社会へ：『新北海道スタイル』構築に向けた
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《行政機関、産業支援機関及び団体の皆さま》
掲載希望等がございましたら、随時、余市町経済部商工観光課
（経済対策グループ）あてお寄せください

余市商工会議所
〒046-0003 余市町黒川町３丁目１１４番地
【電話】0135-23-2116
【FAX】0135-22-5100
【開所時間】平日8:45～17:15（土日祝日を除く）

アクセス

余
市
駅

道の駅

「スペースアップルよいち」

229

5

至積丹

至仁木

JR函館本線

至札幌

経済センター

余市商工会議所

余市町 経済部商工観光課
〒046-8546 余市町朝日町２６番地 役場庁舎2階
【電話】0135-21-2125（商工観光課直通）
【FAX】0135-21-2144
【開庁時間】平日8:45～17:15（土日祝日を除く）

・掲載内容（要件や応募期間）などは、変更されている場合があります。
支援策のご検討・ご利用にあたっては、念のため各機関より
最新の情報を確認いただきますようお願いします。
・感染拡大防止のため、申請書類は、郵送により提出いただきますよう
ご協力をお願いします。

道の駅

「スペースアップルよいち」

5

至積丹

至仁木

至札幌

経済センター

余市商工会議所

役場庁舎

229
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