
  

 

支 

援 

金
・
給 
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金

北海道より休業 

要請等を受けた・

お酒の提供時間

を短縮した 

わっかない休業 

低減支援金 

【終了】 

①北海道支援金への上乗せ分 
北海道の「休業協力・感染リスク低減支援金」
を補完し、対象事業者全てが 30 万円となるよ
う市が差額分を給付 
・個人事業者…10 万円 
・酒類を提供する上記を除く飲食店で、19 時以

降に酒類の提供を自粛した飲食店…20 万円 
②市独自支援分 
・上記①に該当する飲食店事業者で、その飲食
店を市内に複数有する者…30 万円 

・上記①に該当しない施設のうち、営業の休止
や営業時間の短縮など感染防止対策を行った
飲食店・宿泊施設…30 万円 

わっかない休業協力・感染リス
ク低減支援金事務局（23-6195） 

【稚内市】 

売上が減少した 

持続化給付金 

売上が前年同月比 50％以上減少した事業者に給
付金を給付 
〇法人：上限 200 万円 
〇個人事業者：上限 100 万円（ﾌﾘｰﾗﾝｽ含む） 

・宗谷総合振興局商工労働観光課 
（33-2528） 

・稚内商工会議所  （23-4400） 
・  

（0120-115-570） 

※令和２年 11 月 16 日時点の支援内容であり、変更が生じる場合があります。詳しくはホームページ等をご確認ください。 

経営持続化臨

時特別支援金 

北海道の休業要請の対象外で、月の売上が 1/2以
下になった事業者（基本的に国の持続化給付金
の対象となる事業者）が国の提唱する「新しい生
活様式」を実践することで北海道が支援金 5 万
円を給付 

休業要請専用ダイヤル 
（011-206-0104） 
（011-206-0216） 

北海道休業協力・

感染リスク低減 

支援金 

【終了】 

北海道からの要請で 4 月 25 日から 5 月 15 日まで
の期間を継続して休業または酒類の提供時間を短
縮した事業者に対して支援金を給付 
○休業要請を受けた施設・法人…30 万円 

・個人事業者…20 万円 
○酒類を提供する上記を除く飲食店で、19 時以

降に酒類の提供を自粛した飲食店…10 万円 

○申請について 

（011-351-6469）
○申請以外について 

・休業要請専用ダイヤル 
（011-206-0104） 
（011-206-0216） 

５月 19 日から 5 月 31 日まで北海道からの休業
要請を受け、対象施設の休業にご協力いただ
き、加えて国の提唱する「新しい生活様式」を
実践する事業者に対し支援金 10 万円を給付 

経営持続化臨時

特別支援金 

【終了】 

休業要請専用ダイヤル 
（011-206-0104） 
（011-206-0216） 

家賃支援給付金 

ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少もし
くは連続する３ヵ月の売上が前年同期比で 30％
以上減少した事業者に対し、給付金を給付 
・給付額：支払家賃(月額)×2/3×6 ヵ月 
・最大：法人 600 万円、個人事業者 300 万円 

家賃支援給付金コールセンター 
（0120-653-930） 

〔えびなイベントホール内〕 
（0120-150-413） 

わっかない家賃 

支援給付金 

国の家賃支援給付金への上乗せ 
・給付額：支払家賃(月額)×1/3×6 ヵ月 
 ※稚内市内の土地・建物にかかる賃料に限る 

わっかない家賃支援給付金 
事務局（23-6196） 

わっかない新北

海道スタイル推

進支援金 

「新北海道スタイル」による感染予防の取組み
に必要な設備の整備経費を支援 
・支給額：対象経費の 2/3 以内（上限 10 万円・

下限 2 万円） 

わっかない新北海道スタイル 
推進支援金事務局（23-6197） 

新北海道スタイ

ル導入に取組む 

事業継続緊急対

応資金利子補給

事業 

事業者が事業継続のため市内金融機関から新た
に融資を受ける場合に、利子分を支給 

事業継続緊急対応資金 
利子補給金事務局 

         （23-6197） 

貸会場等設置事業

者緊急支援事業 

多数人で使用する貸会場等を有するホテルや飲食
事業者に対し部屋の面積に応じて支援金を支給 
・32.4 ㎡以上 100 ㎡未満…20 万円 
・100 ㎡以上 200 ㎡未満…50 万円 
・200 ㎡以上…100 万円 

貸会場等設置事業者 
緊急支援金事務局 

         （23-6197） 

外国人技能実習

生等出入国緊急

支援事業 

外国人技能実習生等の出入国に係る受入事業者
の負担経費の一部を支援 

稚内市建設産業部水産商工課 
        （23-6184） 

景 気 低 迷 の 
影 響 を 受 け た 

外国人技能実習生

を受け入れている 



 

 

貸 

付

売上が減り、資金
繰りが厳しい 

実質無利子・ 

無担保融資 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別
利子補給制度」を併用することで実質的な無利子
化を実現し、資金繰りを支援 

・稚内商工会議所   （23-4400） 
・日本政策金融公庫事業資金 

相談ダイヤル（0120-154-505） 
・中小企業金融・給付金相談窓口 

（0570-783-183） 

新型コロナウイ

ルス感染症対応

資金 

一定の要件を満たした方に対して、当初３年間
分が実質無利子となるほか、信用保証協会に対
する保証料の全額または半額を国と道が負担 

融資金額：国準拠…4,000 万円以内 
     ：道特別…2,000 万円以内 
      合わせて最大 6,000 万円 

・宗谷総合振興局商工労働観光課 
(33-2925） 

・北海道庁経済部中小企業課 
（011-204-5346） 

・お取引のある金融機関 

猶
予
・
減
免
等

【稚内市】 

売上が減り、 

納税が厳しい 

国税・道税・市税の納税の猶予・減免等 
国税：札幌国税猶予相談センター  （0120-291-675） 
道税：宗谷総合振興局税務課納税係   （33-2520） 
市税：稚内市税務課納税・管理グループ （23-6395） 

社会保険料等が

支払えない 
厚生年金保険料等の納付の猶予 稚内年金事務所          （74-1001※自動案内４番） 

水道料金等の 

支払いが厳しい 
上下水道料金等の支払いの猶予 

水道料金・下水道使用料：稚内市水道料金課 
料金グループ（23-6514） 

し尿処理手数料：稚内市くらし環境課 
     廃棄物対策・生活環境グループ（23-6437） 

※令和２年 11 月 16 日時点の支援内容であり、変更が生じる場合があります。詳しくはホームページ等をご確認ください。 

助 

成 

金

雇用を維持でき

ない 
雇用調整助成金 

一時休業等により労働者の雇用維持を図った場
合、休業手当等の一部を助成 
助成率：中小企業 4/5 

（条件を満たす場合 最大 10/10） 
   ：大 企 業 2/3 

・宗谷総合振興局商工労働観光課 
（33-2528） 

・ハローワーク稚内 （34-1120） 
・学校等休業助成金・支援金、 

雇用調整助成金コールセンター 
（0120-60-3999） 

子の世話で自分 

が休業 

小学校休業等 

対応助成金 

子の世話で従業

員が休業 

臨時休業などをした小学校等に通う子どもなど
の世話が必要となり休業をした個人事業者また
はフリーランスに対し助成金を給付 

学校等休業助成金・支援金、雇
用調整助成金コールセンター 

（0120-60-3999） 

臨時休業などをした小学校等に通う子どもなど
の世話が必要となった従業員に、特別休暇（年次
有給休暇でない有給休暇）を取得させた事業者に
対し助成金を給付 

固定資産税・ 
都市計画税 
の軽減措置 

以下２点に当てはまる中小企業者等 
・稚内市内に事業用家屋、償却資産を所有している 
・令和２年２月～10 月までの連続する３ヶ月間の事業

収入が前年の同期間と比べて 30％以上減収している 

稚内市税務課資産税グループ 
       （23-6393） 


