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１ 事業一覧 

事業名又は取組名 所 管 課 

３つの柱 

小規模企業 

関連事業 創業及び経営

基盤の強化 

人材確保・育成

及び事業承継

の円滑化 

販路の拡大及

び需要の開拓 

１ 

苫小牧市イノベーショ

ンマッチング実証事業 

補助金 

政策推進課 ○ ○ ○ ○ 

２ 
とまこまい得する街の

ゼミナール事業 

まちづくり

推進課 
  ○ ○ 

３ 
防災出前講座・ＢＣＰ

策定支援事業 
危機管理室 ○   ○ 

４ 

苫小牧市住宅用新・省

エネルギーシステム補

助事業 

環境保全課   ○ ○ 

５ 
介護人材確保支援事業

委託業務 
介護福祉課  ○  ○ 

６ 
ジョブコーチ養成研修

助成事業 

障がい福祉

課 
 ○  ○ 

７ 
合理的配慮の提供を支

援する助成事業 

障がい福祉

課 
  ○ ○ 

８ 

事業所内保育事業及び

企業主導型保育事業相

談 

こども育成

課 
 ○  ○ 

９ 
苫小牧市住宅耐震・リ

フォーム支援事業 
建築指導課   ○ ○ 

１０ 
苫小牧市立地企業サポ

ート事業 

港湾・企業 

振興課 
 ○ ○ ○ 

１１ 
苫小牧市企業立地振興

条例に基づく助成金 

港湾・企業 

振興課 
○ ○  ○ 

１２ 障害者雇用奨励金事業 
工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

１３ 
中小企業人材育成補助

金 

工業・雇用 

振興課
○ ○ ○ ○ 

１４ 
離職防止等処遇改善事

業 

工業・雇用 

振興課
 ○  ○ 
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事業名又は取組名 所 管 課 

３つの柱 

小規模企業 

関連事業 創業及び経営

基盤の強化 

人材確保・育成

及び事業承継

の円滑化 

販路の拡大及

び需要の開拓 

１５ 若者人材育成事業 
工業・雇用 

振興課
 ○  ○ 

１６ なでしこ就職応援事業 
工業・雇用 

振興課
 ○  ○ 

１７ 
苫小牧市勤労者共済セ

ンター補助金 

工業・雇用 

振興課
 ○  ○ 

１８ 
産学官連携共同研究事

業補助金 

工業・雇用 

振興課
 ○ ○ ○ 

１９ 企業データブック作成 
工業・雇用 

振興課
  ○ ○ 

２０ 協同組合等の概況作成 
工業・雇用 

振興課
  ○ ○ 

２１ 
公共工事における技能

士の活用 

工業・雇用 

振興課
 ○  ○

２２ 
採用力・魅力創造支援

事業 

工業・雇用 

振興課
 ○  ○

２３ 設備機器の利用開放 テクノセンター ○ ○ ○ ○ 

２４ 依頼試験 テクノセンター ○  ○ ○ 

２５ 技術相談 テクノセンター ○ ○ ○ ○ 

２６ 技術指導 テクノセンター ○ ○ ○ ○ 

２７ 研修会・講習会の開催 テクノセンター ○ ○  ○ 

２８ 
苫小牧市外国人観光客

等受入整備事業補助金 
観光振興課     ○ ○ 

２９ 
苫小牧市観光ＰＲ推進

事業補助金 
観光振興課     ○ ○ 
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事業名又は取組名 所 管 課 

３つの柱 

小規模企業 

関連事業 創業及び経営

基盤の強化 

人材確保・育成

及び事業承継

の円滑化 

販路の拡大及

び需要の開拓 

３０ 
商工会議所・市商連・

市の三者事業 
商業振興課 ○   ○ ○ 

３１ 
北海道中小企業総合支

援センター負担金 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

３２ 
北海道貿易情報センタ

ー負担金 
商業振興課 ○   ○ ○ 

３３ 
北海道国際ビジネスセ

ンター負担金 
商業振興課 ○   ○ ○ 

３４ 
北海道中小企業団体中

央会補助金 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

３５ 
苫小牧市商店街振興組

合連合会補助金 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

３６ 
苫小牧市商店街活性化

事業助成金 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

３７ 
苫小牧市中心商店街活

性化事業 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

３８ 
苫小牧市店舗改装費補

助事業 
商業振興課 ○  ○ ○ 

３９ 
苫小牧市中小企業振興

事業 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

４０ 
苫小牧市中小企業融資

制度 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

４１ 
小規模企業経営改善資

金信用保証料の補給 
商業振興課   ○ ○ 

４２ 

地方創生地域コミュニ

ティ活性化支援事業 

(とまチョップポイント

事業)

商業振興課   ○ ○ 

４３ 
中小企業振興計画推進

事業 
商業振興課   ○ ○ 
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２ 地元中小企業等の支援事業 

事業番号 №１ 事業名称 

苫小牧市イノベーションマッチング実証事業 

補助金 (マッチングイベントを７月に開催した

後、募集) 

目的 
新しい技術やアイデアの活用により地域課題の解決や生

産性向上(イノベーション)を促進し、市の産業活性化を図る。 

事業概要 

市外ベンチャー企業がもつ新技術やアイデアを市内企業

に紹介するマッチングイベントを開催するとともに、提案さ

れた新技術等を活用し、業務効率化や事業拡大等を図る試行

的な取組(実証事業)の支援を行う。(実証事業に要する経費の

一部を補助) 

支援対象 
マッチングイベントに参加したベンチャー企業の技術・ア

イデアを導入し、実証事業を実施する市内事業者 

主管課 総合政策部 政策推進室 政策推進課 

平成 2８年度 実績 実証事業件数 ３件 

平成 2９年度 実績 実証事業件数 ６件 

平成３４年度 目標 

平成２８年度から延べ ２３ 件 

（※内閣府に提出している地域再生計画上は、平成２９年

度から３１年度までの３か年） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №２ 事業名称 
とまこまい得する街のゼミナール事業 

(実施期間未定) 

目的 
各商店とお客様の交流を深め、新たな顧客作りとまちなか

の活性化を図る。 

事業概要 

まちなかの商店街の店主やスタッフが講師となり、プロな

らではの専門的な知識や情報、商品を選ぶコツなどを原則無

料で受講者(お客様)にお伝えする少人数制ゼミナールを開催

する。 

支援対象 

苫小牧駅前通商店街振興組合及び苫小牧駅通中心商店街

振興組合加盟店、並びにＣＡＰ事業エリア内での講座の実施

が可能な店舗等 

主管課 総合政策部 まちづくり推進室 まちづくり推進課 

平成 2８年度事業実績 390人（まちゼミ受講者延べ人数） 

平成 2９年度事業実績 311人（まちゼミ受講者延べ人数） 

平成３４年度 目標 410人（まちゼミ受講者延べ人数） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №３ 事業名称 
防災出前講座・ＢＣＰ策定支援事業 

(通年実施) 

目的 

企業の防災意識を高め、災害による被害を最小限に留める 

とともに、大規模災害時であっても、事業を継続できる体 

制を確保する。 

事業概要 企業、団体等を対象に防災出前講座・セミナー等を実施 

支援対象 市内全企業、団体 

主管課 市民生活部 危機管理室 

平成 2８年度事業実績 325人（受講者数） 

平成 2９年度事業実績 227人（受講者数） 

平成３４年度 目標 800人（累計） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 



6 

事業番号 №４ 事業名称 
苫小牧市住宅用新・省エネルギーシステム補助事

業(実施期間未定) 

目的 

CO2の削減を図り、地球温暖化対策を推進する。 

また、対象システムの購入又は設置にかかる事業者を新築

時の請負業者を除き、市内に事務所を有する法人又は個人事

業者に限定することで、地域の活性化につなげる。 

事業概要 

住宅用太陽光発電システム又は住宅用省エネ給湯暖房シ

ステムを設置する個人の方に、システムの購入・設置に要す

る費用の10分の１、各システムの上限の補助金を交付する。

補助金支給は、市内に事務所のある法人または個人事業者に

依頼することが条件である。 

支援対象 
住宅用太陽光発電システム又は住宅用省エネ給湯暖房シ

ステムを取り扱う市内事業所 

主管課 環境衛生部 環境保全課 

平成 2８年度事業実績 ２９４人 

平成 2９年度事業実績 ３０８人 

平成３４年度 目標 
本事業により、家庭への新・省エネルギーシステムの普及

を目指します。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №５ 事業名称 
介護人材確保支援事業委託業務 

(委託期間：H30.４月下旬～H31.3.31) 

目的 
市内求人企業に研修等を受けた介護就業希望者をマッチ

ングし、労働力の確保を図る。 

事業概要 

人材派遣会社を活用し、未就業の介護就業希望者を最大３

か月間雇用する。 

人材派遣会社による雇用期間中は市内介護事業所に派遣

して実習を行い、派遣期間を通じて介護就業希望者及び派遣

先介護事業所の双方が正式な雇用に同意した場合、人材派遣

会社での雇用を終了し、派遣先介護事業所での雇用開始へと

繋げる。 

支援対象 介護就業希望者及び人材を確保したい介護事業所 

主管課 福祉部 介護福祉課 

平成 2８年度事業実績 なし（平成２９年度からの新規事業） 

平成 2９年度事業実績 新規雇用数５人 

平成３４年度 目標 
本事業により、市内介護人材の確保及び離職防止を目指し

ます。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №６ 事業名称 
ジョブコーチ養成研修助成事業 

(通年実施) 

目的  障がい者の就労を支援する人材の育成のため。 

事業概要 

障がい者の就労を支援するジョブコーチ修了証を取得す

るために養成講座に係る経費を助成する。 

（上限１０万円×３名分） 

支援対象 市内全企業 

主管課 福祉部 障がい福祉課 

平成 2８年度事業実績 ２事業所、２名（社会福祉法人１社を含む） 

平成 2９年度事業実績 なし 

平成３４年度 目標 １４名（累計） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №７ 事業名称 
合理的配慮の提供を支援する助成事業 

(通年実施) 

目的 合理的配慮の提供を行いやすい環境づくりのため。 

事業概要 

障害者差別解消法の施行にあたり、事業者等による率先的

な合理的配慮を推進することを目的に、筆談ボードや折りた

たみスロープ等の購入に係る費用の一部を助成する。平成２

９年11月事業開始。（助成率1/2 予算５０万円） 

支援対象 市内全企業 

主管課 福祉部 障がい福祉課 

平成 2８年度事業実績 なし（平成２９年１１月事業開始） 

平成 2９年度事業実績 4件 

平成３４年度 目標 
障害者差別解消法に基づき、事業者自らが合理的配慮の提

供を率先して推進するまちづくりを目指します。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №８ 事業名称 
事業所内保育事業及び企業主導型保育事業相談 

(通年実施) 

目的 
企業が開設・運営する保育施設の支援により、人材確保、

離職防止に努める。 

事業概要 

市内の企業等が、小さなお子さんを育てながら働く従業員

が安心して働けるよう、企業内または事業所周辺に育児中の

従業員向けの保育施設を開設・運営するにあたって、支援メ

ニューや諸条件などの相談・アドバイスを行う。また、国が

実施する企業主導型保育事業についても、企業の希望に応じ

て都度、情報提供を行う。 

支援対象 
市内で事業所内保育事業及び企業主導型保育事業を検討

する市内の企業 

主管課 健康こども部 こども育成課 

平成 2８年度事業実績 ７事業所(匿名のため重複の可能性あり) 

平成 2９年度事業実績 6事業所(匿名のため重複の可能性あり) 

平成３４年度 目標 10事業所 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №９ 事業名称 
苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業 

(受付期間：H30.4.2～H31.3.29(予算の限り)) 

目的 
住み慣れた家に安心して長く住み続けられる住まいづく

り 

事業概要 

住宅の耐震化、省エネルギー化、高齢者等のためのバリア

フリー化及び広く市民の方々が快適な生活をするための住

宅のリフォームに必要な資金を金融機関から受けた市民に

対し、その利子の一部を苫小牧市が利子補給金として補助す

ることにより、住環境の向上と活力あるまちづくりを支援す

る。 

支援対象 

・融資対象住宅を新築した時の請負業者 

・市内に事務所などを置く法人 

※施工業者は主に市内企業に限定 

主管課 都市建設部 建築指導課 

平成 2８年度事業実績 ５５事業所 

平成 2９年度事業実績 ４６事業所 

平成３４年度 目標 民間住宅に対する、住宅リフォーム支援を継続します 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №１０ 事業名称 苫小牧市立地企業サポート事業 

募集期間 

１ 事業拡大・販路拡大支援事業 

（H30.4.2～通年） 

 ※先着順。出展する商談会等の概ね1ヶ月前までに申請。 

２ 職場環境改善事業 

 （H30.4.2～5.17） 

 ※実施検査及びヒアリング後、選定委員会において採択 

事業を決定。 

３ 人材確保支援事業（H30.4.2～通年） 

※先着順。参加する就職説明会等の概ね1ヶ月前まで 

に申請。 

目的 

雇用機会の創出と雇用の安定化を目的として、市内に事業

所を有する企業等を対象に、人材確保への支援や雇用環境改

善等に係る補助や支援を行う。 

事業概要 

１ 事業拡大・販路拡大支援事業 

安定した雇用を確保するため、経営の安定化を図ることを目

的として、事業拡大・販路拡大に対する支援を行う。 

２ 職場環境改善事業 

従業員の職場定着率向上を目的として、労働環境改善の 

ための支援を行う。 

３ 人材確保支援事業 

労働力市場の開拓や有能な人材確保と定住促進のため、市が 

主体となって市外で市内企業による合同就職説明会を開催 

するほか、市内企業が参加する就職説明会等の参加経費を補 

助。 

支援対象 

○事業拡大・販路拡大支援、職場環境改善 

市内に事務所又は事業所を有すること 

○人材確保支援（合同就職説明会事業） 

苫小牧市内に募集職種の勤務地がある企業  

主管課 産業経済部 企業政策室 港湾・企業振興課 

平成 2８年度事業実績 

８４事業所   

補助金採択企業 ２９事業所 

合同就職説明会出展企業 延べ５５事業所 

平成 2９年度事業実績 

８２事業所   

補助金採択企業 ３３事業所 

合同就職説明会出展企業 延べ４９事業所 

平成３４年度 目標 
 立地企業にとって、より効果的な事業となるように制度の

見直しを行ってまいります。 
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実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №１１ 事業名称 

苫小牧市企業立地振興条例に基づく助成金 

(募集期間：随時) 

※適用条件はご相談ください 

目的 
本市への企業の立地により、地域経済の活性化及び雇用機

会の拡大を図る。 

事業概要 

苫小牧市内での事業展開を支援するための優遇措置（※土

地取得面積等の要件有） 

・初期投資の軽減：事業場の新増設に伴い市有地を購入する

場合、10%引き  

・事業場設置助成金：事業場の新増設に伴い取得した資産の

固定資産税相当額2年もしくは3年分を助成  

・雇用助成金：事業場の新増設に伴う雇用1人あたり30万

円を助成 

・緑化助成金：事業場の新増設に伴う緑化事業費の30% 

相当額を助成 

支援対象 
市内で工場等の新増設や設備投資を行う事業所等 

（要件あり） 

主管課 産業経済部 企業政策室 港湾・企業振興課 

平成 2８年度事業実績 ４４件 

平成 2９年度事業実績 ４４件 

平成３４年度 目標 

今後成長が見込まれる産業等対象業種の追加・要件の改正

など検討し、経済の動向や効果を勘案しながら柔軟に対応し

てまいります。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №１２ 事業名称 
障害者雇用奨励金事業 

(実施期間：H30.4.1～H31.3.31) 

目的 
障害者の雇用機会の創出及び市内事業所の雇用維持・確保

を図る。 

事業概要 

厚生労働省が実施する障害者トライアル雇用の対象者を

引き続き、期間の定めのない労働者として雇い入れ、１か月

以上雇用が継続している事業所に対し奨励金を交付する。 

支援対象 
障害者トライアル雇用対象者を引き続き期間の定めのな

い労働者として雇用をした市内事業所 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 ３事業所（３人） 

平成 2９年度事業実績 １事業所（１人） 

平成３４年度 目標 １０人 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №１３ 事業名称 
中小企業人材育成補助金 

(実施期間：H30.4.1～H31.3.31) 

目的 中小企業の人材育成を支援し、経営基盤の強化を図る。 

事業概要 

中小企業大学校旭川校など、独立行政法人中小企業基盤整

備機構の主催する研修事業に従業員等を受講させる場合に、

受講料の一部を補助する。 

支援対象 市内中小企業 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 ９事業所（１７人） 

平成 2９年度事業実績 ５事業所（１４人） 

平成３４年度 目標 ４０人 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №１４ 事業名称 
離職防止等処遇改善事業 

(実施期間：H30.4.2～H31.3.31) 

目的 若手社員や女性の離職防止を図る。 

事業概要 

若手社員や女性の離職防止等につながる企業向けセミナ

ーの開催や働きやすい職場環境づくりの支援を行うととも

に、専門家等の個別企業訪問支援を実施する。 

支援対象 市内企業 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 ７４事業所（処遇改善４８事業所） 

平成 2９年度事業実績 ８８事業所（処遇改善６２事業所） 

平成３４年度 目標 １１０事業所（処遇改善８５事業所） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №１５ 事業名称 
若者人材育成事業 

(実施期間：H30.4.2～H31.3.29) 

目的 
建設業の人材の確保及び在職者の職場定着率の向上を図

る。 

事業概要 
建設業に必要な基礎知識や技能資格を取得した後、企業で

職場体験や実務研修を行い、建設業への就労につなげる。 

支援対象 建設業へ入職を希望する若者及び建設業の市内事業所 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 新規雇用数１０人 

平成 2９年度事業実績 新規雇用数１０人 

平成３４年度 目標 新規雇用数１５人 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №１６ 事業名称 
なでしこ就職応援事業 

(実施期間：H30.5 月中旬～H31.3 月下旬) 

目的 
出産や育児等で離職した女性の復職を支援し、労働力の確

保を図る。 

事業概要 
ビジネスマナー、パソコンスキル習得の研修や企業での職

場実習などを行い、女性の復職を支援する。 

支援対象 
出産や育児等により離職し、再就職を希望する市内在住の

女性 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績  新規雇用数２０人 

平成 2９年度事業実績  新規雇用数２０人 

平成３４年度 目標  新規雇用数２５人 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №１７ 事業名称 苫小牧市勤労者共済センター補助金 

目的 
単独で福利厚生事業を実施することが困難な中小企業の

福利厚生の充実を図る。 

事業概要 
中小企業の福利厚生の充実を図るため、一般財団法人苫小

牧市勤労者共済センターに補助金を交付する。 

支援対象 苫小牧市勤労者共済センターに加入する事業所 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 ５２０事業所 

平成 2９年度事業実績 ５１１事業所 

平成３４年度 目標 維持 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 



16 

事業番号 №１８ 事業名称 産学官連携共同研究事業補助金 

目的 地域企業等における研究・製品開発を支援する。 

事業概要 

地元企業等から依頼された技術的課題に専門知識及び設

備等を活用し、問題解決にあたる（公財）道央産業振興財団

に補助金を交付する。 

支援対象 研究開発や製品開発で技術的課題を持つ市内企業等 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 ３件 

平成 2９年度事業実績 ２件 

平成３４年度 目標 維持 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №１９ 事業名称 企業データブック作成 

目的 企業間連携・交流促進、受発注機会の拡大を図る。 

事業概要 

市内企業の事業内容、機械設備、有資格者などについてア

ンケート調査し、取りまとめる。 

偶数年は製造業、奇数年は建設業・情報通信業・運輸業・

廃棄物処理業を調査対象としている。 

支援対象 市内対象企業 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 １５８事業所を掲載 

平成 2９年度事業実績 ４３６事業所を掲載 

平成３４年度 目標 維持 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №２０ 事業名称 協同組合等の概況作成 

目的 各団体の事業活動・企業間取引の活性化を図る。 

事業概要 
隔年で協同組合等の実態調査を実施し、調査結果を「協同

組合等の概況」として取りまとめる。（奇数年実施） 

支援対象 市内協同組合等 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 （平成２７年度）７２団体を掲載 

平成 2９年度事業実績 ６９団体を掲載 

平成３４年度 目標 維持 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №２１ 事業名称 公共工事における技能士の活用 

目的 
技能士の社会的・経済的地位の向上及び技能・技術の向上

を図る。 

事業概要 

「苫小牧市公共工事における技能士の活用に関する要綱」

に基づき、技能士の活用を図り、技能労働者の育成及び中小

企業の振興につなげる。 

支援対象 技能士、建設業の事業所 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 技能士活用数１７８人 

平成 2９年度事業実績 平成３０年７月頃確定予定 

平成３４年度 目標 技能士活用の促進に努めます。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №22 事業名称 
採用力・魅力創造支援事業 

(H30年度サイト公開予定) 

目的 市内就職を促進し、企業の人材確保を支援する。 

事業概要 

就職マッチングサイトを構築し、市内外の求職者に市内企

業の情報や仕事の魅力を、インターネットを使い広く発信・

周知する。 

支援対象 市内事業者、市内就職を希望する求職者 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

平成 2８年度事業実績 なし(平成 30年度新規事業) 

平成 2９年度事業実績 なし(平成 30年度新規事業) 

平成３４年度 目標 掲載企業数１００社 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №２３ 事業名称 設備機器の利用開放(通年実施) 

目的 企業等の技術力の向上や高度化を図る。 

事業概要 
テクノセンター内にある各種試験・測定機器を、企業に利

用していただく。（有料） 

支援対象 苫小牧地域を中心とする企業。（地域制限はない） 

主管課 産業経済部 企業政策室 テクノセンター 

平成 2８年度事業実績 ５２１件（４７０事業所） 

平成 2９年度事業実績 ６０３件（５６７事業所） 

平成３４年度 目標 ５２５件 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №２４ 事業名称 依頼試験(通年実施) 

目的 企業等の技術力の向上や高度化を図る。 

事業概要 
企業からの依頼による材料試験、精密測定、非破壊検査を

行い、成績書を発行する。（有料） 

支援対象 苫小牧地域を中心とする企業。（地域制限はない） 

主管課 産業経済部 企業政策室 テクノセンター 

平成 2８年度事業実績 ４９５件（７９事業所） 

平成 2９年度事業実績 ５０３件（１３４事業所） 

平成３４年度 目標 ５００件 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №２５ 事業名称 技術相談(通年実施) 

目的 企業等の技術的諸問題や課題の解決を図る。 

事業概要 
企業等からの技術的諸問題に関する相談に対し、助言等を

行う。（無料） 

支援対象 苫小牧地域を中心とする企業。（地域制限はない） 

主管課 産業経済部 企業政策室 テクノセンター 

平成 2８年度事業実績 ６８件（６８事業所） 

平成 2９年度事業実績 ５５件（５５事業所） 

平成３４年度 目標 ７２件 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №２６ 事業名称 技術指導(通年実施) 

目的 企業等の技術的諸問題や課題の解決を図る。 

事業概要 
各企業の当面する技術的課題についてセンターの職員が

個別指導形式により指導を行う。（無料） 

支援対象 苫小牧地域を中心とする企業。（地域制限はない） 

主管課 産業経済部 企業政策室 テクノセンター 

平成 2８年度事業実績 １３日間（７事業所） 

平成 2９年度事業実績 ４１日間（１４事業所） 

平成３４年度 目標 １３日間 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №２７ 事業名称 研修会・講習会の開催(随時実施) 

目的 企業等の技術力の向上や高度化を図る。 

事業概要 
新技術の普及等を図るため研修会・講習会を開催する。（無

料） 

支援対象 苫小牧地域を中心とする企業。（地域制限はない） 

主管課 産業経済部 企業政策室 テクノセンター 

平成 2８年度事業実績 
１４回開催（２１日間） 

３０４人受講 

平成 2９年度事業実績 
１６回開催（３０日間） 

２２４人受講 

平成３４年度 目標 １４回開催 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №２８ 事業名称 
苫小牧市外国人観光客等受入整備補助金 

(募集期間：未定) 

目的 インバウンド拡大のため。 

事業概要 
観光施設等が行うWi-Fi 環境整備に対する補助事業 

（上限１０万円） 

支援対象 
飲食店、宿泊施設、観光施設、交通施設、その他市長が特

に認める施設 

主管課 産業経済部 産業振興室 観光振興課 

平成 2８年度事業実績 ３事業所 

平成 2９年度事業実績 １事業所 

平成３４年度 目標 ３事業所 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №２９ 事業名称 
苫小牧市観光ＰＲ推進事業補助金 

(募集期間：通年) 

目的 
観光及び特産品の振興、観光客の誘客促進並びに地域経済

の活性化を図る。 

事業概要 
市外イベント等にて、特産品等を販売する事業者に対する

補助事業。（必要経費の１/２、上限５万円） 

支援対象 市内に住所を有し、市内で事業を営む個人又は団体 

主管課 産業経済部 産業振興室 観光振興課 

平成 2８年度事業実績 １２事業所 

平成 2９年度事業実績 １４事業所 

平成３４年度 目標 １５事業所 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №３０ 事業名称 
苫小牧商工会議所・苫小牧市商店街振興組合連合

会・市の三者事業 

目的 

歩行者通行量調査により、賑わい状況の把握及び商業振興

施策の基礎資料に役立てる。また、集客に繋がる講習会の実

施により、市内事業所の販売促進を図る。 

事業概要 

市内中心部の歩行者通行量調査を実施し、小冊子を作成す

る。また、ブラックボードを活用した広告やラッピングディ

スプレイの工夫など、集客に繋がる講習会を実施する。 

支援対象 市内事業所 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 ８人（講習会参加人数） 

平成 2９年度事業実績 ３７人（講演会参加人数） 

平成３４年度 目標 ４０人（講習会・講演会参加人数） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №３１ 事業名称 北海道中小企業総合支援センター負担金 

目的 
新事業の育成、人材育成、公的診断など、中小企業の振興

を図る。 

事業概要 
中小企業の支援機関である、北海道中小企業総合支援セン

ターへの負担金を交付する。 

支援対象 北海道中小企業総合支援センター 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績  ２１５千円（負担金） 

平成 2９年度事業実績  ２１５千円（負担金） 

平成３４年度 目標 経済動向や効果を勘案し対応していきます。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №３２ 事業名称 北海道貿易情報センター負担金 

目的 
海外の市場調査及び情報収集、さらには、事業の海外展開

支援など、販路拡大にかかる企業の国際化支援を図る。 

事業概要 
国内外に多くのネットワークを持つ北海道貿易情報セン

ターへの負担金を交付する。 

支援対象 北海道貿易情報センター 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績  ５０千円（負担金） 

平成 2９年度事業実績  ５０千円（負担金） 

平成３４年度 目標 経済動向や効果を勘案し対応していきます。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №３３ 事業名称 北海道国際ビジネスセンター負担金 

目的 

貿易実務に関する研修会の参加及び個別相談の実施、海外

との取引に関するマッチングの支援など、海外との経済交流

を図る企業を支援する。 

事業概要 
諸外国との経済交流の取り組みを支援する北海道国際ビ

ジネスセンターへの負担金を交付する。 

支援対象 北海道国際ビジネスセンター 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績  ５０千円（負担金） 

平成 2９年度事業実績  ５０千円（負担金） 

平成３４年度 目標  経済動向や効果を勘案し対応していきます。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №３４ 事業名称 北海道中小企業団体中央会補助金 

目的 
中小企業連携組織の設立から運営の支援、中小企業の経営

相談など企業の経営改善の促進を図る。 

事業概要 
各種協同組合の設立指導、相談事業、組織化の促進を行う

北海道中小企業団体中央会への補助金を交付する。 

支援対象 北海道中小企業団体中央会 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績  ５１５千円（補助金） 

平成 2９年度事業実績  ５１５千円（補助金） 

平成３４年度 目標  経済動向や効果を勘案し対応していきます。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №３５ 事業名称 苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 

目的 
市内商店街の活性化、魅力ある商店街づくりの促進を図

る。 

事業概要 
魅力ある商店街及びまちづくりを推進する苫小牧市商店

街振興組合連合会への補助金を交付する。 

支援対象 苫小牧市商店街振興組合連合会 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績  １，７００千円（補助金） 

平成 2９年度事業実績  １，７００千円（補助金） 

平成３４年度 目標  経済動向や効果を勘案し対応していきます。 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №３６ 事業名称 
苫小牧市商店街活性化事業助成金 

(募集期間：H30.4.2～4.27) 

目的 商店街に恒常的な賑わいを創出し、活性化を図る 

事業概要 
市内商店街組織が実施する商店街の活性化を図る事業へ

の助成金を交付する。 

支援対象 事業を採択された市内商店街組織 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 

商店街活性化事業助成 １１件 

 チャレンジショップ等運営事業補助 ４件 

 合計１５件 

平成 2９年度事業実績 

商店街活性化事業助成 １７件 

 チャレンジショップ等運営事業補助 ２件 

 合計１９件 

平成３４年度 目標 ４０件（店舗改装補助金含む） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №３７ 事業名称 
苫小牧市中心商店街活性化事業 

(募集期間：H30.4.2～通年(予算の限り)) 

目的 

空き店舗の活用により商店街の連続性を保ち、中心商店街

の活性化を図る。 

中心商店街の各個店の魅力を再発見してもらうことによ

り、中心商店街の再生を図る。 

事業概要 
中心市街地内の空き店舗を活用して行う事業者や商店街

組織等が行うイベント事業に対し、補助金を交付する。 

支援対象 

条件を満たした空き店舗を活用する事業者 

中心商店街のまちづくりに関する事業を実施する商店街

組織等 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 

情報発信事業補助、百縁商店街補助 ２件 

空き店舗活用事業補助 ３件 

合計５件 

平成 2９年度事業実績 

情報発信事業補助、百縁商店街補助 ２件 

空き店舗活用事業補助 ４件 

合計６件 
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平成３４年度 目標 合計１０件 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №３８ 事業名称 
苫小牧市店舗改装費補助事業 

(募集期間：H30.5.7～6月下旬(予算の限り)) 

目的 
魅力ある個店を増加及び商店街の美観向上を図る。もっ

て、賑わいを創出する。 

事業概要 
市内商店街の各個店が行う自店舗の魅力向上や来訪者の

増加に繋がる店舗改装に対し、補助金を交付する。 

支援対象 
市内商店街組織に加盟している、小売業、飲食サービス業

又はサービス業等。 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 １０件 

平成 2９年度事業実績 ７件 

平成３４年度 目標 １０件 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №３９ 事業名称 苫小牧市中小企業振興事業 

新規創業セミナー 

開催日程 

① H30.5.23(水) 10：00～17：00 

② H30.6.17(日) 10：00～17：00 

③ H30.7. ７(土)  ９：00～16：00(女性限定) 

④ H30.8.23(木) 18：30～20：30 

H30.8.30(木) 18：30～20：30 

H30.9. ６(木) 18：30～20：30 

H30.9.13(木) 18：30～20：30 

H30.9.20(木) 18：30～21：00 

※募集期間は広報とまこまい・市ホームページ・市公式

facebook 等でお知らせします。 

目的 

中小企業審議会を設置し、中小企業の振興に関する課題及

び具体的な中小企業支援施策を検討する。また、地域経済を

担う新たな中小企業者の育成を図る。 

事業概要 

中小企業審議会を設置し、中小企業の振興に関する課題及

び具体的な中小企業支援施策を検討する。また、新規創業セ

ミナーを開催し創業にかかる経費の一部経費を補助する。 

（※創業セミナーは苫小牧商工会議所・苫小牧男女平等参画

センターと共催） 

支援対象 市内に在住し創業意欲のある方  

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 ４６人（新規創業セミナー受講修了証交付者数）  

平成 2９年度事業実績 ４４人（新規創業セミナー受講修了証交付者数）  

平成３４年度 目標 ６０人（新規創業セミナー受講修了証交付者数） 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №４０ 事業名称 
苫小牧市中小企業融資制度 

(通年実施) 

目的 
市内中小企業等の事業活動に必要な資金融通の円滑化を

図る。 

事業概要 

市は財源を金融機関に預託し、金融機関はその原資に独自

の資金を上積みして融資枠を増やし、中小企業の資金需要に

円滑に応え、経営基盤の強化及び経営安定に役立ててもら

う。 

支援対象 市内中小企業等  

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 ２７４事業所 

平成 2９年度事業実績 ２５９事業所 

平成３４年度 目標 ３００事業所 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №４１ 事業名称 
小規模企業経営改善資金信用保証料の補給 

(通年実施) 

目的 小規模企業者の負担軽減を図る。 

事業概要 
市の小規模企業経営改善資金を利用した場合の信用保証

料の一部を補給する。 

支援対象 条件を満たした市内小規模企業者 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 １４５事業所 

平成 2９年度事業実績 １４３事業所 

平成３４年度 目標 １６０事業所 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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事業番号 №４２ 事業名称 
地方創生地域コミュニティ活性化支援事業 

※とまチョップポイント事業(通年実施) 

目的 地元消費の拡大及び地域経済の活性化を図る。 

事業概要 
市の事業及び加盟店での買い物等によりポイントが貯ま

り、貯まったポイントは市内加盟店で利用可能となる。 

支援対象 市内の登録業者 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 ２０４事業所 

平成 2９年度事業実績 ２１５事業所 

平成３４年度 目標 ３５０事業所 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 

事業番号 №4３ 事業名称 
中小企業振興計画推進事業 

(実施期間未定) 

目的 
中小企業振興計画に即した事業を実施し、計画の周知と中

小企業の振興を図る。 

事業概要 

計画の3つの柱である「創業促進」「人材確保・事業承継」

「販路拡大」に基づいた事業を実施する。平成30年度は販

路拡大セミナーを開催し、売上増加を目指す中小企業等の後

押しを行う。 

支援対象 市内中小企業等 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

平成 2８年度事業実績 なし(平成 30年度新規事業) 

平成 2９年度事業実績 なし(平成 30年度新規事業) 

平成３４年度 目標 
(平成 30年～平成34年) 

支援実施 延べ 500事業者 

実績 
H30 H31 H32 H33 H34 
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３ 関係機関の中小企業支援策など（平成２９年度） 

主な取組など 所 管

１ 経営指導の充実及び利用促進 

苫小牧商工会議所 

(中小企業相談所) 

２ 中小企業・小規模事業者サポート事業の推進 

３ 金融指導対策 

４ 税務指導対策 

５ 生産性向上支援 

６ 人材育成・能力開発事業 

７ 創業支援 

８ 事業承継・事業再生に対する相談体制の強化 

９ 経営革新サポート事業の推進 など 
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２０１７年度活動の力点（一部抜粋） 所 管

１ 

＜企業づくり＞ 

１.経営指針の成文化と実践に力を注ぎ、全社が一丸となれ 

 る企業づくりを進めます 

２.人材確保に取り組み、社員教育を充実させ、次世代へ 

 事業を継承させる企業づくりを推進します 

３.国内外の新市場・新分野に目を向け、新規事業進出への 

 学びと交流を促進します 
(一社)北海道中小企業家同友会 

(苫小牧支部) 

２ 

＜地域づくり・経営環境づくり＞ 

１.中小企業憲章の理念を広め、中小企業振興基本条例の制

定、活用を広げます。 

２.持続可能な地域をめざし、課題を明確にした学びと交流

を推進します 

３.金融・税制問題の学習を進めます 
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主な取り組みなど 所 管

１ 組合等指導事業 

北海道中小企業団体中央会 

(胆振支部) 

２ 地域産業実態調査事業 

３ 組合等への情報提供事業 

４ 組織化対策事業 

５ 小規模事業者組織化指導等事業 

６ 外国人技能実習制度適正化事業 

７ 専門家派遣・相談等支援事業 

８ 中小企業景況調査事業 

９ 中小企業会計啓発・普及セミナー事業 

１０ ものづくり補助金事業 

１１ 消費税軽減税率対応窓口相談等事業 

１２ ほっかいどう働き方改革支援センター事業 

１３ 勤労者財産形成制度普及事業 

１４ 経営革新等支援機関としての支援 など 


