
サスカチュワン州                                2020年 6月 5日時点 

 

 

新型コロナウイルス関連のビジネス向け支援制度 

（サスカチュワン州） 

 

☆各支援項目名をクリック頂くと、個別概要の説明ページに移動します。 

 

○補助金 

■サスカチュワン州政府 

・サスカチュワン中小企業緊急支給（The Saskatchewan Small Business Emergency 

Payment、SSBEP） 

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/09/small-

business-support 

 

○雇用維持政策 

■サスカチュワン州政府 

・従業員の無給休暇（Unpaid Leave for Employees） 

https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/104952/formats/116959/do

wnload 

 

・雇用基準規則の変更について（Changes to Employment Standard Regulations） 

https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/104952/formats/116959/do

wnload 

 

○支払い猶予等 

■サスカチュワン州政府 

・州税の 3 ヵ月支払い期限の延長および監査の停止（Three Month PST Remittance Deferral 

and Audit Suspension） 

https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/104443/formats/116278/do

wnload 

 

・サスカチュワン就労者補償委員会の雇用者への救済措置（Saskatchewan WCB offers relief 

measures for employers） 

http://www.wcbsask.com/wcbs-employer-relief-measures/ 
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サスカチュワン州                                2020年 6月 5日時点 

 

サスカチュワン中小企業緊急支給 

（The Saskatchewan Small Business Emergency Payment、SSBEP） 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

サスカチュワン州 補助金 

https://www.saskatchewan.ca/government/ne

ws-and-media/2020/april/09/small-business-

support 

 

https://www.saskatchewan.ca/government/hea

lth-care-administration-and-provider-

resources/treatment-procedures-and-

guidelines/emerging-public-health-issues/2019-

novel-coronavirus/covid-19-information-for-

businesses-and-workers/saskatchewan-small-

business-emergency-payment-program 

 

                

概要  

 サスカチュワン州政府が、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受ける中小企業を対象に最大 5,000 カ

ナダ・ドルの補助金を支給する。 

                

施策の要点 

 補助金は 5,000 カナダ・ドルを上限に、2019年 4月もしくは 2020年 2月の月額売上の 15％を補助す

る。参照月はどちらでも可能。季節営業の場合には、2019年の全稼働月の月額平均売上の 15％を補助

する。 

 補助金の使途は自由。 

 対象企業 

 2020年 2月 29日時点で完全に稼働していること。 

 新型コロナウイルス公衆衛生命令の結果、事業を停止または縮小していること。 

 従業員が 500人未満であること。 

 新型コロナウイルス公衆衛生命令の解除後、操業再開を約束すること。 

 7月 31日以前に申し込むこと。 
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サスカチュワン州                                2020年 6月 5日時点 

 

 

 

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

州内事業者 

2020年 2月 29

日時点で稼働して

いること。 

なし  500人未満 

  

               

申請に関わる情報  

 ウェブサイト（https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-

provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-

issues/2019-novel-coronavirus/covid-19-information-for-businesses-and-

workers/saskatchewan-small-business-emergency-payment-program）から申請を行う。 

 申請時には事業銀行口座情報が必要。 

 応募期限は 7月 31日。 

 

 

               

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【サスカチュワン州財務省】  

メール： ssbep@gov.sk.ca  

電話：1-800-667-6102 もしくは１-306-787-6645 
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従業員の無給休暇 

（Unpaid Leave for Employees） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

サスカチュワン州 雇用基準法改正 
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/pr

oducts/104952/formats/116959/download 

                

概要  

 新型コロナウイルス感染により隔離された従業員、または、学校やデイケアの閉鎖を含むがこれらに限定されな

い家族の世話仕事から離れる必要がある従業員に、雇用保護無給休暇を提供する。 

                

施策の要点 

 無給休暇は以下の場合に取得可能。 

 雇用主、政府、医師、または州の最高医療保健担当官の命令に従って、従業員が休暇を取得する

必要がある場合 

 サスカチュワン州政府の指示または最高医療責任者の命令による影響から子供や家族の世話をする

必要がある場合 

 公衆衛生と安全を確保するため、重要な公衆衛生を提供する必要がある従業員は本休暇の取得資格がな

い。 

 本休暇については、通常病気休暇の取得に先立って必要な雇用主との連続 13週間の雇用要件は適用さ

れない。 

 休暇取得に際しては、医師のメモまたは証明書は不要。 

 

 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

連邦管轄機関での就労者を

除くサスカチュワン州の就労

者 

なし  なし  なし 
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サスカチュワン州                                2020年 6月 5日時点 

 

申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

【サスカチュワン州雇用関係・職場安全省】  

電話１－(306) 787-2438 

メールアドレス： employmentstandards@gov.sk.ca 

ウェブサイト：https://www.saskatchewan.ca/government/directory?ou=1c13fc7e-36c5-4e1c-

b2cb-38c2b8fda3f0 
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サスカチュワン州                                2020年 6月 5日時点 

 

雇用基準規則の変更について 

（Changes to Employment Standard Regulations） 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

サスカチュワン州 雇用基準法改正 

https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/pr

oducts/104952/formats/116959/download 

 

                

概要  

 新型コロナウイルス感染拡大により影響を受ける企業を救済するため、雇用基準解雇規則に変更を設け、

経済活動再開後の雇用主の従業員再雇用を促す。 

                

施策の要点 

 緊急事態宣言発令中、16週間の期間中 12週間以内の解雇であれば、雇用主が従業員を解雇する際

に、解雇通告を出したり、通告の代わりの給与支給が必要がない。 

 緊急事態宣言終了後、雇用主は従業員を最大２週間一時解雇することができ、その際に解雇通告を出し

たり、通告の代わりの給与支給が必要がない。 

 一時解雇中の従業員は引き続き従業員と見なされるが、連邦雇用保険給付の申請が可能。 

 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

連邦管轄機関での就労者

を除くサスカチュワン州の就

労者 

なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし。 
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留意事項  

 なし。 

                

問い合わせ先  

【サスカチュワン州雇用関係・職場安全省】  

電話１－(306) 787-2438 

メールアドレス： employmentstandards@gov.sk.ca 

ウェブサイト：https://www.saskatchewan.ca/government/directory?ou=1c13fc7e-36c5-

4e1c-b2cb-38c2b8fda3f0 
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州税の 3 ヵ月支払い期限の延長および監査の停止 

（Three Month PST Remittance Deferral and Audit Suspension） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

サスカチュワン州財務省 税支払い猶予 
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/pr

oducts/104443/formats/116278/download 

                

概要  

 州税（PST）支払いにおいて、支払い期限を 3 ヵ月延長し、監査を停止する。 

                

施策の要点 

 毎月の申告者は、2020年 2月、3月、および 4月の申告期間の支払期日を 2020年 7月 31日まで延

期可能。 

 四半期ごとの申告者は、2020年 1月 1日から 2020年 3月 31日までの申告期間の支払期日を 2020

年 7月 31日まで延期可能。 

 企業は、期限延期適用について特に申請を行う必要はない。 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

サスカチュワン州内事業者 なし  なし なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

留意事項  

 なし 
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サスカチュワン州                                2020年 6月 5日時点 

 

                

問い合わせ先  

【サスカチュワン州財務省】  

電話：1 (306) 787-6645 

E-mail: sasktaxinfo@gov.sk.ca 

  

mailto:sasktaxinfo@gov.sk.ca


サスカチュワン州                                2020年 6月 5日時点 

 

サスカチュワン就労者補償委員会の雇用者への救済措置 

（Saskatchewan WCB offers relief measures for employers） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

サスカチュワン州就労者補償

委員会 
罰金免除 

http://www.wcbsask.com/wcbs-employer-

relief-measures/ 

 

                

概要  

 保険料の延滞に対する罰金および利息の免除、監査の停止。 

                

施策の要点 

 2020年 4月 1日から 2020年 6月 30日までの保険料の延滞に対する罰金および利息を免除する。 

 2020年 3月の保険料の延滞に対して適用された利息および罰金を免除する。 

 雇用主が返金の対象となる場合を除いて今後通知を行うまで監査を停止する。 

 

 

               

対象企業・団体に関わる要件  

法人形態  法人歴  売上高  従業員数  

州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 
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留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【サスカチュワン州就労者補償委員会】  

Email: employerservices@wcbsask.com 

電話: 1.800.667.7590 Option 2 

 

 

 

 

【免責条項】 

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロで

は、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利

用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご

了承ください。行政府からの支援措置、行政措置は変更があり得ますので、最新の内容はご利用

される方が直接、各行政府にご確認されるようお願い致します。 
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