
がんばる会員応援プロジェクト！ 

会員限定!!       ２０２２年版 

 
                               ※上記画像は2021年版です。 

余市商工会議所では、お住いの困りごとや日常生活にお役立ていただけるよう会員

事業所を町民の皆様に広く周知・紹介するガイドブックを作成します。 

 

◆対 象 者  余市商工会議所会員事業所（住宅関連事業を行っている方） 
         ※掲載対象項目については、裏面掲載のとおり 

 

◆掲載資格  令和４年度の会費が納入済みであること 

◆掲 載 料  無 料 

◆掲載情報  事業所名・電話番号・住所 

◆規  格  Ａ３両面二つ折り（１色刷り） 

◆周  知  「広報よいち」に折込み・当会議所ホームページ掲載予定 
       １０月発行予定 

 
◆申込方法  令和４年８月１２日迄に裏面の申込書にご記入後、ＦＡＸ

又はご持参にてお申込み下さい。 

 
 

お申込み・お問合せ 

余市商工会議所業務課 担当：三浦・熱海・川尻 

TEL 0135-23-2116 FAX 0135-22-5100 

URL https://www.yoichi-cci.com   Mail info@yoichi-cci.com 

裏面もご覧ください 



「お住いのお助けガイド」掲載申込書 

●下記申込内容が情報として掲載されます。 

事業所名
ふ り が な

  電話番号 
※携帯電話番号可 

住  所  担当者名
ふ り が な

  

※掲載資格 余市商工会議所会員で、令和４年度分の会費が納入済みであること 

 前回申込された方で、掲載内容に変更がない場合はこの項目に✔マークをお願いします。

(変更や追加等がある方は、下記項目に✔マークをお願いします。) 

●該当する下記項目（左空欄）に✔マークをしてください。（複数選択可能です） 

＊屋根修理・工事 ＊住宅設備修理・工事 

 ・板金  ・水道（給排水） 

 ・塗装  ・キッチン 

＊外壁修理・工事  ・トイレ 

 ・補修工事  ・洗面台 

 ・塗装  ・ガス 

 ・左官  ・バス（風呂） 

 ・サイディング  ・冷暖房 

＊タイル、左官工事、玄関、階段、塀  ・サッシ、窓ガラス（網戸含む） 

 ・タイル工事  ・合鍵 

 ・左官工事 ＊害虫駆除 

＊リフォーム  ・害虫駆除 

 ・増改築（外装・内装） ＊ハウスクリーニング 

 ・壁紙（クロス）  ・ハウスクリーニング（清掃） 

 ・シャッター修理・工事 ＊除排雪 

＊電気工事  ・除排雪 

 ・一般電気工事 ＊造園、造成 

 ・家電修理・工事（電話・ＴＶ・照明など）  ・造園、園芸工事 

＊家具建具修理・工事 ＊その他 

 ・畳  ・ 

 ・ドア  ・ 

 ・障子  ・ 

 ・ふすま  ・ 

※住宅関連事業で上記に該当する項目がない場合、その他にご記入ください。 

※掲載順は事業所名の５０音順を予定しております。 

 

              屋根修理・工事 

  掲載イメージ       ●板 金 

                ・○○○板金 ００－００００ ○○町〇丁目〇番地 

                ・○○〇建築 ００－００００ 〇〇町〇丁目〇番地 



   余 市 商 工 会 議 所 

   買活！よいちプロジェクト事業 
 

 

 

 
 

 

 
 

このプロジェクトは、新型コロナウイルス感染拡大によって、多大な影響を受けて

いる事業者の皆様を応援し、広報よいち等への折込宣伝やクーポン券の利用を促

すことで、個人消費の拡大を目的としています。 
 
 

 
◆事 業 名 がんばる会員応援プロジェクト！『おっ！とクーポン vol.2』 

◆発行部数 ８，５００部（広報よいち折込み・当会議所ホームページ掲載予定） 

◆規  格 Ａ３片面１色刷りを想定 

◆掲 載 料 無料 

◆対 象 者 余市商工会議所会員事業所 

◆参加資格 ・当該年度の会費が納入済であること 

      ・クーポンのサービスを提供すること 

◆発 刊 日 令和４年８月２９日（月）予定 

     （クーポン券使用期間 令和４年９月１日～１０月３１日） 

◆申込方法 令和４年７月２９日（金）迄に裏面の参加申込書を記入後、    

      ＦＡＸまたは提出 

       (期限を過ぎると掲載できませんのでご注意願います) 

 

 
 

余市商工会議所業務課 担当：三浦・熱海・川尻 

☎  0135-23-2116  FAX 0135-22-5100 

URL https://www.yoichi-cci.com Mail info@yoichi-cci.com 

 
裏面もご覧ください 

 
 

がんばる会員応援プロジェクト！ 

『おっ！とクーポン vol.2』 

プロジェクト概要 

お申込み・お問合せ 

２０店舗限定！ 



余市商工会議所 買活！よいちプロジェクト事業 

がんばる会員応援プロジェクト実施要領 

 

 
◆事 業 名 がんばる会員応援プロジェクト！『おっ！とクーポン vol.2』 

 

◆事業概要 新型コロナウイルス感染拡大によって多大な影響を受けている事業者を応援する

ため、余市商工会議所会員飲食店・小売店等のクーポン券付チラシを発行し広報

よいち折込等で配布・宣伝を行う。消費者へ広報よいち折込等で宣伝しクーポン

券利用を促すことで、個人消費の拡大を図る。 

 

◆発行部数 ８，５００部（広報よいち折込み・当会議所ホームページ掲載予定） 

 

◆規  格 Ａ３片面１色刷りを想定 

 

◆掲 載 料 無料 

 

◆対 象 者 余市商工会議所会員事業所 

 

◆参加資格 ・当該年度の会費が納入済であること 

      ・クーポンのサービスを提供すること 

 

◆発 刊 日 令和４年８月２９日（月）予定 

     （共通クーポン券使用期間 令和４年９月１日～１０月３１日） 

 

◆申込締切 令和４年７月２９日（金）迄 

 

◆申込方法 別紙参加申込書を記入後、ＦＡＸまたは提出 

 

◆注意事項 ・クーポン券サービス提供期間は、定休日・休業日などを除き、全参加店で９月

１日～１０月３１日とする。各店独自での期間変更は認めない。 

      ・チラシ印刷後の記載内容変更は受け付けない。休業日等変更ある場合は、各店

で消費者に対応すること。 

      ・クーポン券の取り扱いについて、コピー印刷およびスマホ等画面の掲示も利用

可能とする。 

 



※実施期間：令和４年９月１日～１０月３１日まで

申込事業所名

□上記の実施期間に参加することを了承します。

■広告掲載内容

店　　　　　名

住　　　　　所

電話番号/ＦＡＸ

営  業  時  間

定  　休 　 日

宣　伝　内　容

クーポン特典

※参加資格：当商工会議所会員で、当該年度の会費が納入済みであること。

例:10%OFF　　１００円引　○○１個サービス　など

余市商工会議所業務課　行
　　(ＦＡＸ　２２－５１００)

　　　余市商工会議所　がんばる会員応援プロジェクト！　　　

クーポン事業参加申込書

【50文字以内】

余市町　　　　　町　　　　丁目　　　　番地

電話:　　　　　　               　／ＦＡＸ:

　　　　　　　　クーポンのサービスを提供すること。



５万円 
※以前利用された方については、最大３万円 

余市商工会議所 がんばる会員応援プロジェクト！ 

折込みチラシでお店のＰＲ！ 

新商品ＰＲや店舗開店など 

チラシをつくって宣伝しませんか？ 

 

 

 

 

 

対 象 者  余市商工会議所会員で、チラシを作成印刷し、かつ新聞折込 

みをする事業者（当該年度の会費が納入済みであること） 

 対象経費 チラシ作成印刷・新聞折込み費用 

 補 助 額 ５万円以内（1事業所 1回 1 種類まで申請可能） 

      ※但し、以前利用された方については、３万円以内 

      ※予算に達した時点で募集を終了いたします。 

 補 助 率 対象経費の２分の１以内 

 申請期間 令和４年７月１日～令和４年９月３０日  

申込方法 別紙申請書に記入し、必要書類を添えて申請ください。 

【実施要領については裏面をご確認ください】 

お申込み・お問合せ 

余市商工会議所業務課 担当：三浦・熱海・川尻 

☎  0135-23-2116  FAX 0135-22-5100 

URL https://www.yoichi-cci.com Mail info@yoichi-cci.com 

 

最

大 
補助します！ 

チラシ作成・折込み費用の 



がんばる会員応援プロジェクト！ チラシ作成補助事業実施要領 

 

＊補助対象者   余市商工会議所の会員（令和４年度の会費が納入済みであること）で、チラ

シ作成印刷し、かつ新聞折込みをする事業者。          

＊対象経費    チラシ作成印刷・折込み費用で消費税額を含む。 

         但し、自社で作成印刷したものは補助対象外とする。 

＊補助要件    １．対象のチラシに「余市商工会議所 チラシ作成補助金活用」の文言を掲

載すること。（サイズ指定：縦 1cm×横 15cm 以上でゴシック体） 

２．印刷の前に必ず校正原稿を余市商工会議所までご提出すること。 

＊補助額     ５万円以内（１事業所１回１種類まで申請可能とし、１，０００円未満は切 

捨て）※以前利用された方については、３万円以内とする。 

         ２社以上の共同申請も可能（補助額は同額） 

＊補助率     対象経費の２分の１以内 

         ※補助申請総額が予算額に達し次第、募集を締め切ります。 

         注１：精算時、事業予算額（見積額）よりも減額となった場合、交付額につ 

いても補助率に基づき減額するものとします。 

         注２：精算時、事業予算額（見積額）よりも増額となった場合については、 

交付額の増額はしないものとします。 

＊申請期間    令和４年７月１日～令和４年９月３０日 

         ※上記期間内に必要書類（申請書に記載）を添えて申込みをしてください。 

         ※実施期間等に内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡下さい。 

＊交付決定送付  申請書の提出後、書類審査を経て交付決定通知書を送付致します。 

＊事業実施期間  交付決定通知書到着後、令和４年１２月２８日まで 

※交付決定前に実施した事業は対象となりませんのでご注意ください。 

＊報告期間    事業実施完了後、1 カ月以内 

         ※印刷会社等への支払を完了した後、必要書類（報告書に記載）を添えて上

記期間内に報告書を提出してください。 

【申請の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

③事業実施 
 

   印刷原稿を余市商工会議所へ

   提出、交付決定を受けた後、 

  印刷業者へ発注・折込み 

②交付決定 
 

 余市商工会議所より 

 交付決定通知書を送付 

 

⑤補助金交付 
 

報告書確認後、余市商工

会議所より補助金の送金 

 

①募集期間 
７月１日〜９月３０日 
別紙申込書と必要書類を 

添えて余市商工会議所へ 

郵送又は持参 

④報告期間 
事業実施完了後、1 カ月以内 
別紙報告書と必要書類を 

添えて余市商工会議所へ 

郵送又は持参 



　
事　業　所　名
氏　　　　　　名

住　　　　　所

電話番号/ＦＡＸ

チラシ作成・折込費用

・普通
・当座

フリガナ

口座名義

　　　　　　　　　　　　※事業完了とは、印刷、折込費用等の支払いが完了したことをいう。

報告期限 ： 事業実施完了後、１カ月以内までにご提出ください。

余市商工会議所　がんばる会員応援プロジェクト！

折込チラシ作成補助事業 　報告書

【必要書類】

　　□ 本報告書

　　□ 作成したチラシ（１部）
　
　　□ 請求書の写し

　　□ 支払った金額のわかる書類（領収書又は振込通知書控）の写し

　　□ 送金先がわかる通帳の写し

余市商工会議所「がんばる会員応援プロジェクト！」折込チラシ作成補助事業
が完了致しましたので、下記のとおりご報告申し上げます。

㊞　　　　

余市町　　　　　町　　　　丁目　　　　番地

電話:　　　　　　               　／ＦＡＸ:

円（税込み）

口座番号：

送金先口座

　　　　　信用金庫　　　　本店
　　　　　銀　　行　　　　支店


