第２章
その他の
コロナ関連支援策
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相談窓口の開設
道では、新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴い、中小企業者等の経営及び金融の相談に対応する
ため、「新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う経営・金融特別相談室」を設置しているほか、お問
い合わせ内容に応じ、関係団体とも連携の上、各種相談窓口を開設しています。お困りごとがありまし
たら、お気軽にご相談ください。

区分

相談窓口

窓口時間
平日：8:45～17:30
休日：9:00～17:00

北海道経済部中小企業課

経営・金融
特別相談室
以下QRコード
からもご確認
いただけます

電話：011-204-5346

空知総合振興局商工労働観光課

電話：0126-20-0061

石狩振興局商工労働観光課

電話：011-204-5827

後志総合振興局商工労働観光課

電話：0136-23-1362

後志総合振興局小樽商工労働事務所

電話：0134-22-5525

胆振総合振興局商工労働観光課

電話：0143-24-9589

日高振興局商工労働観光課

電話：0146-22-9281

渡島総合振興局商工労働観光課

電話：0138-47-9459

檜山振興局商工労働観光課

資金繰りの相談

連絡先

平日：8:45～17:30

電話：0139-52-6641

上川総合振興局商工労働観光課

電話：0166-46-5940

留萌振興局商工労働観光課

電話：0164-42-8440

宗谷総合振興局商工労働観光課

電話：0162-33-2925

オホーツク総合振興局商工労働観光課

電話：0152-41-0636

十勝総合振興局商工労働観光課

電話：0155-27-8537

釧路総合振興局商工労働観光課

電話：0154-43-9182

根室振興局商工労働観光課

電話：0153-24-5619
平日：9:00～17:00
休日：
〃

北海道信用保証協会
（公財）北海道中小企業総合支援センター

経営面の相談
北海道よろず支援拠点

平日： 9:00～17:30
休日： 9:00～12:00
13:00～17:00

電話：011-241-2231
電話：011-232-2001
電話：011-232-2407

雇用関連の相談

労働相談ホットライン

平日：17:00～20:00
土曜：13:00～16:00

電話：0120-81-6105

海外との取引等
についての各種
相談

北海道国際ビジネスセンター相談窓口

平日：9:00～17:00

電話：011-251-2700
hibc@dousanhin.com

※国・関係団体の経営相談窓口については下記QRコードをご参照ください
【平日のご相談】
【休日のご相談】
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国の給付金、助成金に関する申請サポート窓口
本庁・振興局に設置した窓口において、国の支援策である「持続化給付金」及び「雇用調整助成金」
の申請にあたって必要となる書類や基本的な疑問等に対し、道の職員がアドバイスを行うことで、事業
者の皆様がスムーズに申請できるようお手伝いします。
持続化給付金

中堅、中小・小規模事業者等に最大200万円、フリー
ランスを含む個人事業者等に最大100万円を給付

休業手当等の一部（又は全部）を助成。
雇用調整助成金 助成率：中小企業４/5（最大10/10）、
大企業2/3（最大3/4）

設置場所

住

所

持続化給付金事業コールセンター
(経済産業省)
0120-115-570
北海道労働局（札幌圏）及び各ハローワーク
又は
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

持続化給付金
サポート窓口
【中小企業課】
011-204-5331

雇用調整助成金
申請サポート窓口

本庁
（主に札幌圏の方向け）

札幌市中央区北3条西6丁目

空知総合振興局商工労働観光課

岩見沢市8条西5丁目

0126-20-0061

石狩振興局商工労働観光課

札幌市中央区北3条西7丁目
道庁別館

011-204-5827

後志総合振興局商工労働観光課

倶知安町北1条東2丁目

0136-23-1362

0136-23-1362

小樽市富岡１丁目14-13

-

0134-22-5525

0143-24-9589

0143-24-9588

小樽商工労働事務所

【雇用労政課】
011-204-5353
011-204-5354

胆振総合振興局商工労働観光課

室蘭市海岸町1丁目4番1号
むろらん広域センタービル

日高振興局商工労働観光課

浦河町栄丘東通56

渡島総合振興局商工労働観光課

函館市美原4丁目6-16

0138-47-9459

0138-47-9457

檜山振興局商工労働観光課

江差町字陣屋町336-3

0139-52-6641

0139-52-6643

上川総合振興局商工労働観光課

旭川市永山6条19丁目

0166-46-5940

0166-46-5938

留萌振興局商工労働観光課

留萌市住之江町2丁目1番地2

0164-42-8440

宗谷総合振興局商工労働観光課

稚内市末広4丁目2-27

0162-33-2528

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局商工労働観光課

網走市北7条西3丁目

0152-41-0636

0152-41-0635

十勝総合振興局商工労働観光課

帯広市東3条南3丁目

0155-27-8537

0155-26-9048

釧路総合振興局商工労働観光課

釧路市浦見2丁目2番54号

0154-43-9181

0154-43-9183

根室振興局商工労働観光課

根室市常盤町3丁目28番地

0153-24-5619

0153-23-6829

0146-22-9281

※３密を回避するため、面談による相談を希望される場合は事前に道の担当者と時間調整をお願いします。
※事業所等の所在地を管轄する振興局の連絡先がつながらない場合は、本庁及び他の振興局での電話相談も可能です。

 開設時間：朝8時45分～夜17時00分（月～金※祝日除く）
 注意事項
•
当該窓口は、給付金、助成金の申請に向けた事前のアドバイスを行うものであり、申請
を代行するものではありません。
•
支給の可否や支給額といった国の判断が必要となるものなど、明確にお答えすることが
できない事項もありますので、ご了承ください。
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食と観光需要確保緊急対策事業
道産品の消費回復と新型コロナウイルス感染症収束後に向けた道内観光需要の下支えを目的としたキ
ャンペーンを展開します。

事業概要
【事業内容】
・道産品消費回復緊急対策事業（次頁参照）の通販サイトにおける道産品購入者等を対象として、道内宿
泊券等が当たる「北海道の観光を応援！キャンペーン」を実施する。
【キャンペーン内容】
■ 応募対象者及び景品
①プレミアム抽選会
「北海道どさんこプラザWEB」で令和2年4月27日正午から令和2年7月31日23時59分までの間に、1度
に5千円以上（割引後の金額で消費税及び送料を含んだ額）の商品購入者
・特賞
10万円相当の道内ペア宿泊券等 10人 （※10万円以内の景品）
・A賞
道内空港利用往復航空券等 30人
・B賞
2万5千円相当の道内ペア宿泊券等 60人
②ラッキー抽選会
応募条件なし
・1,500円～5,000円相当の道内観光施設等利用券 2,200人
・ウポポイ入場券 1,800人
■ 応募期間
令和2年6月1日から7月31日まで
■ 応募方法
楽天市場、Yahoo!ショッピング、47CLUB 各サイトの「どさんこプラザWEB」内バナーより接続
■ 受託者
北海道貿易物産振興会

【お問合せ先】
北海道経済部観光局[誘客係]
TEL：011-204-5306
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道産品消費回復緊急対策費
道内の食品製造事業者の商品を全国の皆様に買い支えていただき、道産食品の消費回復を図ることを
目的に、通販サイトによる道産食品の販売キャンペーンを実施します。

制度概要
【事業内容】
■キャンペーンサイト：楽天市場、Yahoo!ショッピング、47CLUB
■割引サービス：
商品20％割引。また、送料が別途かかる商品については、3,000円（税込み）以上
お買い上げで送料無料。

詳細は以下QR
コードから

■出品商品の構成：
①地域の味をお届け（振興局・市町村・道の駅のセット商品）
②どさんこプラザお薦めギフト商品
③北海道認定商品（北のハイグレード・きらりっぷ等）
④季節の旬の商品（農産物、水産物）
⑤全道各地からの公募商品など
■出品商品の公募：第3期及び第4期に出品する商品について、ホームページで商品を募集。
※1事業者3商品まで。申し込みは最寄りの（総合）振興局産業振興部
商工労働観光課へメールで応募
※出品募集ホームページ
北海道経済部食関連産業室： http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/syouhinbosyu.htm
（一社）北海道貿易物産振興会：http://www.dousanhin.com/
■受託者：北海道貿易物産振興会及び北海道百科のコンソーシアム
【実施時期】
令和2年4月27日から令和2年7月31日まで
第1期：4月27日～5月10日
※4月27日（月）正午キャンペーン開始
第2期：5月11日～5月31日
※キャンペーンの期ごとに割引原資を設定。期間中に設定額を
第3期：6月 1日～6月30日
超えた場合は、時期キャンペーン開始まで通常価格で販売。
第4期：7月 1日～7月31日

【お問合せ先】
北海道経済部食関連産業室販路拡大係
TEL：011-204-5766
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【失業された方々向け】ジョブカフェ・ジョブサロンについて
新型コロナウイルスの影響等により、離職した方々に向け、キャリアカウンセリング等を行っており
ます。失業された場合などは、ジョブカフェ・ジョブサロンへご相談いただければ、ワンストップで離
職者の早期再就職を支援します。

コロナウイルスの影響等で

失業をされた皆様へ
ジョブカフェ・ジョブサロンで
お話をうかがいます
◆１人で悩まず、まずは、ジョブカフェ・ジョブサロンへご相談
ください。ワンストップで対応します。
活用方法
①ｷｬﾘｱ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
(仕事探しの困りごと)

■

ｼﾞｮﾌﾞｶﾌｪ・ｼﾞｮﾌﾞｻﾛﾝで
は、窓口での相談のほか、
メールやスカイプなど
Web相談でも対応してい
ます。(※ﾒｰﾙ以外要予約)

②ｷｬﾘｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによ
る各種情報等の提供

■

専門のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰが皆様
の状況に応じ、就職相談や
職業訓練の情報提供を行う
など、きめ細かな相談対応
を行います。

③応募書類の添削
面接の対策

■

模擬面接や応募書類の
添削も行っています(Web
対応可。模擬面接要予約)
Wi-FiやPC、プリンターも
利用できます。

※Webでのご相談をご希望の方は、上記URLをご参照ください。

このほか、函館、旭川、釧路、帯広、北見で窓口でのご相談
を受け付けております。詳しくは、上記URLをご参照ください。
【お問合せ先】
ジョブカフェ・ジョブサロン北海道 TEL：011-209-4510
北海道経済部労働政策局雇用労政課 TEL：011-204-5353、011-204-5099
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オンライン就職活動緊急支援事業
新型コロナウイルスの影響により、満足な就職活動を行えない就活生等若年求職者に対し、オンライ
ンセミナーの実施や、オンライン合同企業説明会の開催により、感染拡大の防止を図りながら若年者の
就職活動及び企業の採用活動を支援します。

事業概要
アンケートや質疑応答等、双方向のやりとりが可能であるライブ配信型のサービスを活用し、ＰＣやスマ
ホを通じて、どこからでも視聴可能なオンラインセミナー・オンライン合同企業説明会を開催。
１ オンラインセミナー
【概要】
〇就職活動の進め方、自己分析、模擬面接等、求職者に対する就職支援セミナーを開催
〇開催後の視聴ができるよう、セミナーを録画し、ＨＰ等で公開
【開催時期】 通年
【対象】
翌年４月の新規採用希望者（高校生、大学生）等
２ オンライン合同企業説明会
【概要】
〇各企業が順番にＰＲを実施できる、オンライン合同企業説明会を開催
〇参加企業は１００社程度、１社あたり３０分の持ち時間を想定
〇求職者は、同時に１００名接続が可能
【開催時期】 ６月上旬（予定）
【対象】
求職者：翌年４月の新規採用希望者（大学生）等
企業 ：道内中小企業等
【お問合せ先】
北海道経済部労働政策局雇用労政課就業推進係
TEL：011-204-5099

「NO!３密」就活応援宣言
（企業・団体の取組事例発信）
道内企業・団体におけるソーシャルディスタンスを保って行う採用活動（オンラインセミナー・オン
ライン合同企業説明会）を推進するため、『「NO!３密」就活応援宣言』と題して、道内企業・団体の取
組内容を一元化し、ホームページで発信します。
事業概要
道内企業・団体におけるソーシャルディスタンスを保って行う採用活動（オンラインセミナー・オンライ
ン合同企業説明会）の取組内容を一元化し、道のホームページで発信。

１ 発信内容
（１）道内就職希望の学生向けのオンラインセミナー・オンライン合同企業説明会等の開催情報
（２）道内企業の採用活動のオンライン移行を支援する道内企業・団体の紹介
２ 取組の情報について
ホームページで掲載する情報は、道内企業や経済団体等の協力を得ながら、順次更新予定。

【お問合せ先】
北海道経済部労働政策局雇用労政課就業推進係
TEL：011-204-5099

詳細は右QR
コードから
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勤労者福祉資金による生活資金等の融資
勤労者福祉資金は、道内に居住する中小企業従業員（育児・介護休業者を含む）、非正規労働者、季
節労働者及び離職者に対して、生活の安定と福祉の向上を図るため、医療、教育等の生活資金を低利で
融資する制度です。
＜休職者向け＞
新型コロナウイルス感染症の影響により、休職を余儀なくされた勤労者の方々を支援するため、
一定期間、保証料を免除します。
＜離職者向け＞
事業主都合で離職された方に対しては、保証料を免除するとともに、さらに低利（年利：0.6％）
で融資します。

休職者向け新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【内容】
勤労者福祉資金の対象者で、中小企業で働く方、非正規労働者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響
により、休職を余儀なくされた方に対する融資の保証料を一定期間免除します。
・融資金額 １２０万円以内（融資期間８年以内）
・融資利率 年１．６％
・保証料率 免除（2020年9月申込受付分まで）
※保証料率の免除 0.5% → 0.0%
【申込先】
取扱金融機関（北海道労働金庫、北海道銀行、北洋銀行、各信用金庫、各信用組合の本店・支店）
【留意事項】
・新型コロナウイルス感染症の影響に該当するかの判断基準として、事業主による休業証明書を求める
ものとします。
・なお、子どもの一斉休校に伴う休業者については、家庭内に小学生以下、または特別支援学校（高校
まで）に通う子どもがいることを確認できる書類（健康保険証の写し等）があれば、休業証明書は不
要です。

事業主都合の離職者向けの低利融資
【内容】
事業主都合による離職された方に対しては、保証料を免除するとともに、以下の利率により生活費等を
融資します。
・融資金額 １００万円以内（融資期間：５年以内）
・融資利率 年０．６％
・保証料率 免除（2021年3月申込受付分まで）
【申込先】
取扱金融機関（北海道労働金庫、北海道銀行、北洋銀行、各信用金庫、各信用組合の本店・支店）

【留意事項】
融資にあたっては、取扱金融機関の条件や審査があります。
【お問合せ先】
取扱金融機関に直接お問い合わせいただくか、北海道経済部地域経済局中小企業課（011-204-5346）
または各総合振興局・振興局の商工労働観光課、小樽商工労働事務所まで
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『北海道短期おしごと情報サイト』
感染症の影響による人手不足への緊急的な対応として、北海道短期おしごと情報サイトを開設し、一
次産業や流通業など人手不足にある企業等と、一時帰休などの状況にあって短期的に働きたい希望を持
つ方々などを繋げることにより、生産維持・事業継続をサポートします。

人材不足の企業の皆様 社会貢献・副業したい皆様 雇用維持したい企業の皆様

北海道短期おしごと情報サイト
をご活用ください
【活用方法】

北海道庁
「短期おしごと情報サイト」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/oshigoto.htm

①求人情報登録

求人情報一覧
サイトからDL可

オンラインフォームで
簡単登録（約５分）

人材不足の企業等
農業、食品加工業、運送等

③連絡・調整・就労
短期バイト、出向契約等

②サイト閲覧
リストから条件に合う出向先を
自由に選択可能

社会貢献・副業したい方
雇用維持したい企業等
宿泊業、飲食業、製造業等

【雇用維持・社会貢献されたい場合】
・一時帰休され、副業を許可している場合は、従業員の皆様への周知をお願いいたします。
（休業手当を支払った従業員が副業で収入を得た場合も、休業手当に係る雇用調整金は受給可能です）
・企業同士で出向契約を結んだ場合も、雇用調整助成金の支給対象となる場合があります。
【人材が不足している場合】
・求人情報を、サイトの入力フォームから登録ください。
【共通】雇用にあたっては、新型コロナウイルス感染予防に十分にご配慮願います。
【お問合せ先】
北海道経済部労働政策局産業人材課
TEL：011-251-3896
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