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国・北海道・市が行っている中小・小規模事業者向けの支援策をまとめています。 

新型コロナウイルス感染症関連の支援策もこちらから確認できます。 

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/tomasapo/ 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/tomasapo/
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☆「とまジョブ」は、苫小牧市が運営する苫小牧の企業と人をしごとでつなぐ、求

人情報サイトです。 

https://www.toma-job.jp/ 

☆完全無料の求人サイトで、記事の作成支援も行っています。 

☆とまジョブ登録企業には、国・北海道・市が行っている中小・小規模事業者向け

の支援策等の情報を随時メールにてお知らせしています。 

  

https://www.toma-job.jp/
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１ 事業一覧 

 

 

事業名又は取組名 

(各名称をクリックすると詳細ペー

ジへリンクします) 

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ＵＩＪターン新規

就業支援事業 

政策推進課 

工業・雇用

振興課 

○ ○  ○ 

２ 

市内大学インターンシッ

プ支援事業 

（2022 年新規事業） 

政策推進課  ○  ○ 

３ 
とまこまい得する街のゼ

ミナール事業 

未来創造 

戦略室 
  ○ ○ 

４ 
防災出前講座・ＢＣＰ策定

支援事業 
危機管理室 ○   ○ 

５ 

ゼロカーボンハウス促進

補助金（旧 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   ○ ○ 

６ 介護人材確保支援事業 介護福祉課  ○  ○ 

７ 
ジョブコーチ養成研修助

成事業 

障がい福祉

課 
 ○  ○ 

８ 
合理的配慮の提供を支援

する助成事業 

障がい福祉

課 
  ○ ○ 

９ 
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 
 ○  ○ 

10 受動喫煙防止対策事業 健康支援課  〇  〇 

11 飲食店全面禁煙化補助金 健康支援課   ○ ○ 

12 
苫小牧市住宅耐震・リフォ

ーム支援事業 
建築指導課   ○ ○ 

13 
苫小牧市立地企業サポー

ト事業 

港湾・企業 

振興課 
 ○ ○ ○ 

14 
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 
○ ○  ○ 
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事業名又は取組名 

(各名称をクリックすると詳細

ページへリンクします) 

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 
苫小牧イノベーション

活性化事業補助金 

工業・雇用 

振興課 
○ ○ ○ ○ 

16 障害者雇用奨励金事業 
工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

17 
中小企業人材育成補助

金 

工業・雇用 

振興課 
○ ○ ○ ○ 

18 

職場改善コンサルティ

ング事業（旧 離職防止

等処遇改善事業） 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

19 
職人育成応援事業（旧 

若者人材育成事業） 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

20 なでしこ就職応援事業 
工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

21 
苫小牧市勤労者共済セ

ンター補助金 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

22 
共同研究支援事業補助

金 

工業・雇用 

振興課 
 ○ ○ ○ 

23 企業データブック作成 
工業・雇用 

振興課 
  ○ ○ 

24 協同組合等の概況作成 
工業・雇用 

振興課 
  ○ ○ 

25 
公共工事における技能

士の活用 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

26 
就職マッチング支援事

業 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

27 

採用力強化・機会創出

事業（旧 合同就職説明

会事業） 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

28 
とまなか産業発展・創

出事業 

工業・雇用 

振興課 
○ ○ ○ ○ 

29 
就職氷河期世代就職応

援事業 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

30 先端設備等導入計画 
工業・雇用振興

課、資産税課 
  ○ ○ 
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事業名又は取組名 

(各名称をクリックすると詳細

ページへリンクします) 

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 

31 
ものづくり産業人材育

成支援事業費 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

32 

中途採用合同就職説明

会事業 

（2022 年新規事業） 

工業・雇用 

振興課 
 ○  ○ 

33 設備機器の利用開放 テクノセンター ○ ○ ○ ○ 

34 依頼試験 テクノセンター ○  ○ ○ 

35 技術相談 テクノセンター ○ ○ ○ ○ 

36 技術指導 テクノセンター ○ ○ ○ ○ 

37 研修会・講習会の開催 テクノセンター ○ ○  ○ 

38 
新入社員・中堅技術者

向け常設研修会の開催 
テクノセンター  ○  ○ 

39 
苫小牧市外国人観光客

等受入整備事業 
観光振興課     ○ ○ 

40 
苫小牧市観光ＰＲ推進

事業補助金 
観光振興課     ○ ○ 

41 

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 

商業振興課 ○   ○ ○ 

42 
北海道中小企業総合支

援センター負担金 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

43 
北海道貿易情報センタ

ー負担金 
商業振興課 ○   ○ ○ 

44 
北海道国際流通機構負

担金 
商業振興課 ○   ○ ○ 

45 
北海道中小企業団体中

央会補助金 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

46 
苫小牧市商店街振興組

合連合会補助金 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 
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事業名又は取組名 

(各名称をクリックすると詳細

ページへリンクします) 

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 

47 
苫小牧市イベント・環

境整備等業助成事業 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

48 
苫小牧市内空き店舗活

用事業 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

49 
苫小牧市店舗改装費補

助事業 
商業振興課 ○  ○ ○ 

50 
苫小牧市中小企業創業

サポート事業 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

51 
苫小牧市中小企業融資

制度 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

52 
小規模企業経営改善資

金信用保証料の補給 
商業振興課 〇  ○ ○ 

53 

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 

 

 

  

  ○ ○ 

54 
中小企業振興計画推進

事業 
商業振興課  〇  ○ 

55 
苫小牧市事業承継推進

事業 
商業振興課 ○ ○ ○ ○ 

56 
苫小牧港小口混載コン

テナ輸送支援事業 

苫小牧港管理組

合 政策推進課 

(苫小牧港利用促

進協議会) 

  〇 ○ 
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２ 地元中小企業等の支援事業 

事業番号 №１ 苫小牧 UIJ ターン新規就業支援事業 

目的 

人口減少と少子高齢化に伴う、人手不足に直面している地域の中

小企業等の人材確保及び東京圏から本市への UIJ ターンによる就

業・起業の促進を図り、活気ある地域づくり・地域経済を維持する。 

事業概要 

東京圏の求職者に対して、訴求力の高いマッチングサイトを北海

道が開設・運営。このサイトに掲載された中小企業等に東京圏から移

住して就業する又は起業しようとする者が転居・就業又は起業・定着

に至った場合に、国、北海道、苫小牧市で負担し、移住支援金を給付。 

支援対象 

移住支援金 （1 人当たり）       

(1)中小企業に就職した場合 最大 100 万円   

（財源  国 50 万円 都道府県 25 万円 市町村 25 万円）  

(2)起業した場合 最大 300 万円        

（財源  上記に加え 国 100 万円 都道府県 100 万円） 

(3)東京 23 区での仕事をテレワークで継続する場合 

                      最大 100 万円 

 （財源  国 50 万円 都道府県 25 万円 市町村 25 万円） 

主管課 
総合政策部 政策推進室 政策推進課 

産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

2022 年度 目標 
移住就業数  ４名 

移住起業者数 1 名 

実績 

(移住就業者・起業者・テ

レワーカー数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － 0 ０ 

2021 年度 2022 年度 

１  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/syugyosien/wakuwaku.html


 

8 

事業番号 №２ 市内大学インターンシップ支援事業（2022 年新規事業） 

目的 

北洋大学における市内企業へのインターンシップを支援すること

で、学生の市内企業の認知度向上を図るとともに、市内企業への就職

促進を目的とする。 

事業概要 

北洋大学の学生が希望する職種の市内企業で長期インターンシッ

プを行い、受入企業と学生は雇用契約を締結することで、勤務に応じ

た賃金が支給される。市は受入企業に対して、学生の賃金と事務手数

料を補助金として支給する。 

支援対象 長期インターンシップを受入れた市内企業 

主管課 総合政策部 政策推進室 政策推進課 

2022 年度 目標  

実績 

(インターンシップ履修者数) 

※2022 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － － － 

2021 年度 2022 年度 

－  

 

  



 

9 

事業番号 №３ とまこまい得する街のゼミナール事業 

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 未来創造戦略室 

2022 年度 目標 410（まちゼミ受講者延べ人数） 

実績 

(まちゼミ受講者延べ人数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

390 305 303 238 0 

2021 年度 2022 年度 

230  

注）2020 年度は事業中止 

 

事業番号 №４ 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 

2022 年度 目標 800（受講者数累計） 

実績 

(受講者数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

325 227 215 160 0 

2021 年度 2022 年度 

0  

注）2020 年度、2021 年度は事業中止 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/toshikeikaku/machinakasaiseishukan/machizemi.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/bosai/jishin/guard/kouza.html
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事業番号 №５ 

ゼロカーボンハウス促進補助金（旧 苫小牧市住宅用新・省エネルギ

ーシステム補助事業） 

※予算がなくなり次第終了 

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、HEMS、定置用リチウムイオン蓄電

池、ビークルツーホーム（V2H）、エコキュート（CO２冷媒ヒートポ

ンプ給湯器）、スマートエルラインライト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

までの補助金を交付する。補助金支給は、新築時の請負業者を除き市

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、HEMS、定置用リチウムイオン蓄電

池、ビークルツーホーム（V2H）、エコキュート（CO２冷媒ヒートポ

ンプ給湯器）、スマートエルラインライトを取り扱う市内事業所 

主管課 環境衛生部 環境保全課 

2022 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 

(補助件数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

294 308 318 143 156 

2021 年度 2022 年度 

117  

※ 2019 年度以降の補助件数は予算の減額により減っています。 

 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyohozen/suishin/hojojigyou2019.html
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事業番号 №６ 介護人材確保支援事業 

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 

2022 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 

(新規雇用数) 

※2017 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ 5 12 12 15 

2021 年度 2022 年度 

15  

 

事業番号 №７ 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。（１名あたり上限 15 万円） 

支援対象 市内全企業 

主管課 福祉部 障がい福祉課 

2022 年度 目標 14（補助人数、累計） 

実績 

(補助人数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

2 ０ 1 0 0 

2021 年度 2022 年度 

１  

 

 

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/shogaifukushi/jigyousho/jobcoach.html
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事業番号 №８ 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。2017 年 11 月事業

開始。（対象経費ごとに助成限度額あり 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 

2022 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 

(補助件数) 

※2017 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ 4 4 3 1 

2021 年度 2022 年度 

2  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/shogaifukushi/joseikin/gouritekijoseikin.html
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事業番号 №９ 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 

2022 年度 目標 10(事業所数) 

実績 

(事業所数) 

※匿名のため、重複の可能

性あり 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

7 6 9 4 9 

2021 年度 2022 年度 

6  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/kosodate/torikumi/kaisetusoudan.html
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事業番号 №10 受動喫煙防止対策事業(通年実施) 

目的 「受動喫煙のない、空気のきれいな、健康なまち」を実現する。 

事業概要 

受動喫煙を防止するため、民間施設における分煙設備などの整

備に対し、国の受動喫煙防止対策助成金に上乗せし、助成金を交

付する。 

支援対象 

(1)国の受動喫煙防止対策助成金の交付を受けた市内事業所 

(2)（公財）全国生活衛生営業指導センターが実施する生衛業受

動喫煙防止対策事業助成金の交付を受けた市内事業所 

主管課 健康こども部 健康支援課 

2022 年度 目標 受動喫煙を防止する環境づくりに努めてまいります。 

実績 

(補助事業所数) 

※2019 年度新規事業 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － 2 0 

2021 年度 2022 年度 

０  

 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/nonsmoking/joseikin.html
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事業番号 №11 飲食店全面禁煙化補助金(通年実施) 

目的 

 既存特定飲食提供施設（健康増進法上の経過措置の対象となる

経営規模の小さな飲食店）における受動喫煙防止対策を推進する

ため。 

事業概要 

既存特定飲食提供施設が店舗を全面禁煙化する場合に、店内の

クリーニング費用等の一部（１店舗につき上限５万円、補助率２

分の１）を補助する事業。 

支援対象 

(1)補助対象者 

ア 健康増進法の規定による既存特定飲食提供施設の管理権

原者であること 

イ 市税の滞納がない事業主であること 

ウ 令和２年４月１日以降に当該施設を全面禁煙化とするた

めの措置を講じる者であること 

(2)補助対象事業 

ア 喫煙室又は喫煙所の撤去に係る費用 

イ 内装（壁紙やカーテン）の改装及びクリーニング 

ウ 店舗クリーニング 

エ 上記ア～ウのいずれかと併せて行う家具備品の交換（新規

に増設するものは含まない。） 

主管課 健康こども部 健康支援課 

2022 年度 目標 受動喫煙を防止する環境づくりに努めてまいります。 

実績 

(補助事業所数) 

※2020 年度新規事業 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － － 0 

2021 年度 2022 年度 

０  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/iryo/boshikenko/nonsmoking/kinenkahojo.html
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事業番号 №12 

苫小牧市住宅耐震・リフォーム支援事業 

受付期間：2022.4.1～2023.3.31 

(工事計画審査の申請の受付、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 

(1)融資対象住宅を新築した時の請負業者 

(2)市内に事務所などを置く法人もしくは個人事業者 

※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 

2022 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 

(補助件数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

55 46 43 52 60 

2021 年度 2022 年度 

61  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/toshikensetsu/kakuninshinsei/taishinkaishu/shienjigyo.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/toshikensetsu/kakuninshinsei/taishinkaishu/shienjigyo.html
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事業番号 №13 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（2022.4.1～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（2022.4.1～5.27 ※受付終了） 

※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（2022.4.1～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、 

市内企業が参加する就職説明会(オンライン合同説明会も 

対応)等の参加経費を補助。 

支援対象 

(1)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 

(2)人材確保支援 

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 

2022 年度 目標 
 本事業の実施により市内企業の雇用機会の創出や労働環境の改

善等を図ってまいります。 

実績 

(各事業における補助

件数累計) 

※毎年事業内容の見直し

を行っております。 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

83 82 88 86 71 

2021 年度 2022 年度 

82  
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事業番号 №14 

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） 

(1)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  

(2)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  

(3)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 

(4)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 

2022 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 

(事業所数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

42 43 42 43 32 

2021 年度 2022 年度 

29  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kigyoritchi/yugusochi/josei.html
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事業番号 №15 
苫小牧イノベーション活性化事業補助金  

(募集期間：2022 年５月～６月) 

目的 

新たな技術やサービスを導入し、課題解決や新規事業の創出を行

う取組を支援し、雇用の確保や産業競争力の強化を通じて、市内産業

の活性化を図る。 

事業概要 
先進企業等が持つ先進的な技術やアイデアを導入し、新規事業の

創出や課題解決に取り組む市内企業に対し、補助金を交付する。 

支援対象 市内事業者 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

2022 年度 目標  市内企業の新技術を導入する機運の醸成や産業の活性化を図る。 

実績 

(実証事業件数) 

～2019まで：イノベーシ

ョンマッチング基盤整備

事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

3 6 9 7 ６ 

2021 年度 2022 年度 

４  

※ 2020 年度 コロナ特別枠 実績３件 

 

事業番号 №16 
障害者雇用奨励金事業 

(実施期間：2022.4.1～2023.3.31) 

目的 
障がい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 

障がい者雇用の安定及び促進を図るため、厚生労働省の助成金

を活用し、障がい者を雇用し、その後も継続雇用する市内事業者

に対し、障がい者雇用奨励金を支給する。 

支援対象 
国の「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）の支

給終了後も引き続き障がい者を雇用する市内事業者 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

2022 年度 目標 15(雇用者数) 

実績 

(事業所数(雇用者数)) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

3(3) 1(1) 0 0 ０ 

2021 年度 2022 年度 

1  

 

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/kogyosinko/r3inv.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/hojoseido/syogai.html
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事業番号 №17 
中小企業人材育成補助金 

(実施期間：2022.4.1～2023.3.31) 

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 

2022 年度 目標 40(補助人数) 

実績 

(事業所数、補助人数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

9(17) 5(14) 6(13) 14(29) ９(24) 

2021 年度 2022 年度 

14(27)  

 

事業番号 №18 
職場改善コンサルティング事業（旧 離職防止等処遇改善事業） 

(実施期間：2022.4～2023.3) 

目的 
多様で柔軟な働き方の導入や働きやすい職場づくりを支援す

る。 

事業概要 

企業が抱える多様な経営課題に対応するため、企業の課題に応

じて社会保険労務士等の専門家等による相談・助言等や研修会を

行い、職場改善に取り組む企業を支援します。 

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 

2022 年度 目標 50(個別支援件数) 

実績 

(2016～2018：支援事

業所数、処遇改善事業者

数) 

(2019～：個別支援件数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

74(48) 88(62) 89(65) 43 40 

2021 年度 2022 年度 

51  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/jinzaihojo.html
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/rodo/syokuba.html
https://www.pasona.co.jp/pr/tomakomai/
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事業番号 №19 
職人育成応援事業（旧 若者人材育成事業） 

 (実施期間：2022.4.1～2023.3.31) 

目的 建設業の人材の確保を図る。 

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 

2022 年度 目標 15(新規就職者数) 

実績 

(新規就職者数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

６ 7 6 ６ ７ 

2021 年度 2022 年度 

９  

 

事業番号 №20 
なでしこ就職応援事業 

(実施期間：2022.4～2023.3) 

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 

2022 年度 目標  25(新規就職者数) 

実績 

(新規就職者数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

16 15 19 17 12 

2021 年度 2022 年度 

14  

 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/syugyosien/wakamono.html
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/syugyosien/nadeshiko_s.html
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/syugyosien/nadeshiko_s.html
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事業番号 №21 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 

2022 年度 目標 維持(補助事業者数) 

実績 

(補助事業所数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

514 511 506 500 499 

2021 年度 2022 年度 

481  

 

事業番号 №22 
共同研究支援事業補助金 

(募集期間：2022 年 4 月～６月) 

目的 市内中小企業の技術力向上による地域産業の活性化を図る。 

事業概要 
大学・高専、市テクノセンター等の研究機関と連携し、共同研究

に取り組む中小企業に補助金を交付する。 

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 

2022 年度 目標 維持(補助件数) 

実績 

(補助件数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

3 2 2 2 3 

2021 年度 2022 年度 

１  

 

  

https://tomakyou.zenpuku.or.jp/
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/kogyosinko/kyodo.html
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事業番号 №23 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 

2022 年度 目標 維持(掲載事業所数) 

実績 

(掲載事業所数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

158 436 126 327 108 

2021 年度 2022 年度 

331  

 

事業番号 №24 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 

2022 年度 目標 維持(掲載団体数) 

実績 

(掲載団体数) 

※奇数年実施 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ 69 － 58 － 

2021 年度 2022 年度 

57  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kigyodata/index.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/tokeijoho/kigyojoho.html
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事業番号 №25 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 

2022 年度 目標 技能士活用の促進に努める。 

実績 

(技能士活用数) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

178 117 217 190 272 

2021 年度 2022 年度 

198  

 

事業番号 №26 就職マッチング支援事業(通年実施) 

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運用し、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・周知し、市

内企業の人材確保を支援する。 

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 

2022 年度 目標 450(掲載件数) 

実績 

(掲載件数) 

※2018 年度開始事業 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － 63 156 308 

2021 年度 2022 年度 

427  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/kogyosinko/ginousi.html
https://www.toma-job.jp/
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事業番号 №27 採用力強化・機会創出事業（旧 合同就職説明会事業） 

目的 新たな労働力市場の開拓や有能な人材確保のため実施する。 

事業概要 

札幌市で市内企業による合同就職説明会を開催し、人材確保に

向けた支援を行う。近年の採用手法の傾向等の情報提供等、採用

力向上のためのコンサルティングを行う。 

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 

2022 年度 目標 維持(支援企業数(延べ)) 

実績 

(支援企業数(延べ)) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

54 49 54 50 15 

2021 年度 2022 年度 

15  

 

事業番号 №28 とまなか産業発展・創出事業 

目的 

苫小牧高専、苫小牧商工会議所と共同で中小企業等が抱える課

題の解決や、新規事業化の支援を行い、ものづくり産業の活性化

を図る。 

事業概要 
技術相談窓口「C-base（シーベース）」を運営し、各支援機関

と協力しながら企業等が抱える課題の解決にあたる。 

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 

2022 年度 目標 C-base の運営を支援し、中小企業の課題解決を後押しする。 

実績 

(相談件数) 

※2019 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － 85 64 

2021 年度 2022 年度 

84  

 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/gosetsu2022.html
https://www.tomakomai-ct.ac.jp/collaborate/consulting
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事業番号 №29 就職氷河期世代就職応援事業 

目的 

現在もなお、不安定就労を余儀なくされている就職氷河期世代の

方に対し、一人ひとりに寄り添った就業支援を行い、地域の人手不

足産業への安定的な就職に繋げる。 

事業概要 

就職氷河期世代の方に対して、就業相談や企業への職場見学・体

験を支援。また、希望する対象者には、玉掛け・小型移動式クレー

ン・フォークリフト等、9 種類の資格取得を支援。 

支援対象 
平成 5 年から平成 16 年の間に学校卒業期を迎えた方（高卒は

36 歳から 47 歳、大卒は 40 歳から 51 歳） 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課 

2022 年度 目標 10(新規就職者数) 

実績 

(新規就労者数) 

※2021 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － － － 

2021 年度 2022 年度 

15  

 

事業番号 №30 先端設備等導入計画 

目的 
中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上

を図る。 

事業概要 

中小企業・小規模事業者等が労働生産性の向上を図るため、設備

投資を行った際に、固定資産税の税制優遇や設備に係る民間金融機

関からの融資の債務保証に関する支援措置を行う。 

支援対象 市内に設備投資を行う中小企業・小規模事業者 

主管課 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課、財政部 資産税課 

2022 年度 目標 80 件(認定件数(累計)) 

実績 

認定件数、（固定資産優

遇事業所数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － 19(11) 25(14) 10(6) 

2021 年度 2022 年度 

18(12)  

 

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/syugyosien/syokunin.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/kogyosinko/seisansei_plan.html
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事業番号 №31 ものづくり産業人材育成支援事業費 

目的 ものづくり産業における技能者の確保及び雇用の安定を図る。 

事業概要 
北海道立苫小牧高等技術専門学院の入校生に対し「ものづくり

技能習得奨励金」を支給し、入校に必要な経費の一部を補助する。 

支援対象 北海道立苫小牧高等技術専門学院の入校生 

主管課 産業経済部企業政策室 工業・雇用振興課 

2022 年度 目標 
本補助金により、道立苫小牧高等技術専門学院の入校生を確保

し、市内のものづくり産業の活性化を目指します。 

実績 

(奨励金支給件数) 

※2020 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － － 4 

2021 年度 2022 年度 

11  

 

事業番号 №32 中途採用合同就職説明会事業（2022 年新規事業） 

目的 市内企業の人材確保・求職者雇用 

事業概要 

中途採用を予定している市内企業を集め、市内で合同就職説明

会を対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で実施す

る。 

支援対象 市内企業、市内外の求職者 

主管課 産業経済部企業政策室 工業・雇用振興課 

2022 年度 目標 参加企業者数 40 社 

実績 

(参加企業者数) 

※2022 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － － － 

2021 年度 2022 年度 

－  

 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/rodokoyo/hojoseido/ginosyutokusyorekin.html
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事業番号 №33 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 

2022 年度 目標 維持 ※利用件数(利用事業所数) 

実績 

(利用件数、利用事業所

数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

521(470) 603(567) 658(599) 597(559) 555(502) 

2021 年度 2022 年度 

555(503)  

 

事業番号 №34 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 

2022 年度 目標  維持 ※利用件数(利用事業所数) 

実績 

(利用件数、利用事業所

数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

495(79) 503(134) 1,010(111) 798(109) 290(77) 

2021 年度 2022 年度 

459(70)  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/tekunosenta/
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/tekunosenta/


 

29 

事業番号 №35 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 

2022 年度 目標 必要に応じて他機関の協力等も仰ぎながら、迅速な解決を図る。 

実績 

(相談件数、相談事業所

数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

68(68) 55(55) 49(49) 45(45) 36(36) 

2021 年度 2022 年度 

70(70)  

 

事業番号 №36 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 

2022 年度 目標 必要に応じて他機関の協力等も仰ぎながら、迅速な解決を図る。 

実績 

(指導日数、指導事業所

数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

13(7) 41(14) 3(2) 4(2) 3(3) 

2021 年度 2022 年度 

22(19)  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/tekunosenta/
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/tekunosenta/
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事業番号 №37 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 

2022 年度 目標 維持 ※研修会・講習会開催回数(実施日数) 

実績 

(研修会・講習会開催回

数、実施日数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

14(21) 16(30) 13(19) 12(21) 9(13) 

2021 年度 2022 年度 

8(10)  

 

事業番号 №38 新入社員・中堅技術者向け常設研修会の開催(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 
新入社員、中堅技術者等向けの個別対応型技術研修会を開催す

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 

2022 年度 目標 維持 ※研修会開催回数(実施日数) 

実績 

(研修会開催回数、実施

日数) 

※2017年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ 13(25) 13(22) 17(28) 32(43) 

2021 年度 2022 年度 

26(38)  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/tekunosenta/
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/tekunosenta/
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事業番号 №39 
苫小牧市外国人観光客等受入整備事業 

(募集期間：2022.5.2～2023.1.31) 

目的 インバウンド観光客受入拡大のため。 

事業概要 

【2016～2018】市内飲食店等が Wi-Fi 環境整備に要する経費

を補助し環境整備を図る事業を実施 

【2019～ 】市内飲食店等のメニューやパンフレット、POP 等

の英語表記を推進する事業を実施 

支援対象 飲食店、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 

2022 年度 目標 
市内飲食店等において外国人観光客等を受け入れするために必

要な整備への支援を行い、インバウンド需要拡大を推進します。 

実績 

(補助利用件数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

3 1 1 1 0 

2021 年度 2022 年度 

０  

 

事業番号 №40 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 

2022 年度 目標 15(補助事業者数) 

実績 

(補助事業者数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

12 14 11 12 5 

2021 年度 2022 年度 

３  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kanko/wifi.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kankojoho/tokusanhin/kanouprjigyou.html
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事業番号 №41 
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する。 

また、国・北海道・市で実施している施策の説明会や、苫小牧市

中小企業振興計画の内容に沿った講習会を実施する。 

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 

2022 年度 目標 40（講習会・講演会参加人数、2018～2022 年度の平均） 

実績 

(講習会等参加人数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

8 37 61 34 25 

2021 年度 2022 年度 

64  

 

事業番号 №42 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 

2022 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 

(補助金額) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

215 千円 215 千円 215 千円 215 千円 215 千円 

2021 年度 2022 年度 

215 千円  

 

  

http://tomakomaicci.jp/publics/index/90/0/
http://tomakomaicci.jp/publics/index/90/0/
https://www.hsc.or.jp/
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事業番号 №43 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 

2022 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 

(補助金額) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

50 千円 50 千円 50 千円 50 千円 50 千円 

2021 年度 2022 年度 

50 千円  

 

事業番号 №44 北海道国際流通機構負担金 

目的 
中小企業による海外への輸出等について支援を行い、販路拡大

の促進を図る。 

事業概要 

中小企業等が海外へ商品を小口輸出するための支援や、海外商

業施設におけるテスト販売を後押しする機関へ負担金を交付す

る。 

支援対象 北海道国際流通機構 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

2022 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 

(補助金額) 

※2018年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － 50 千円 50 千円 50 千円 

2021 年度 2022 年度 

50 千円  

 

  

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hokkaido/
http://hi-do.or.jp/
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事業番号 №45 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 

2022 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 

(補助金額) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

515 千円 515 千円 515 千円 515 千円 515 千円 

2021 年度 2022 年度 

515 千円  

 

事業番号 №46 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 

2022 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 

(補助金額) 

 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1,700 千円 1,700 千円 1,700 千円 1,700 千円 1,700 千円 

2021 年度 2022 年度 

1,700 千円  

 

 

  

https://www.h-chuokai.or.jp/
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/shogyo/shotengaiichiran/chubu/rengokai.html


 

35 

事業番号 №47 
苫小牧市イベント・環境整備等助成事業 

(募集期間：2022.4.1～通年(予算の限り)) 

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。 

（助成事業例） 

(1)環境整備事業：上限 15 万円 

(2)商店街イベント事業：20 万円 

(3)商店街ＩＴ化支援事業：20 万円（Ｒ２新設） 

(4)商店街安全安心力向上支援事業：20 万円（Ｒ２新設） 

(5)商店街ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入推進支援事業：20 万円（Ｒ２新設） 

(6)商学連携支援事業：20 万円（Ｒ２新設） 

(7)プレミアム付商品券タイアップ事業：20 万円 

（市商連の要望により R４追加）        等 

  ※詳細はお問い合わせください。 

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 

2022 年度 目標 30（補助金利用件数） 

実績 

(補助金利用件数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

15 19 16 15 25 

2021 年度 2022 年度 

17  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/shogyo/shienseido/shienseido.html#a2_1
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/shogyo/shienseido/shienseido.html#a2_1
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事業番号 №48 
苫小牧市内空き店舗活用事業 

(募集期間：2022.4.1～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、市内商店街およ

び中心市街地商店街の活性化を図る。 

事業概要 

市内の商店街および中心市街地の商店街にある空き店舗を活用

して、集客につながる施設や起業者が活用する施設等を運営・開

設する事業者に対し、補助金を交付する。 

(1)苫小牧市内の商店街 

店舗賃借料：1/2 以内とし、月額 3.5 万円×12 ヶ月を上限 

(2)苫小牧市中心市街地の商店街 

店舗賃借料：1/2 以内とし、月額 5 万円×12 ヶ月を上限 

店舗移転改装費：上限 60 万円（いずれか選択） 

 

※詳細はお問い合わせください。 

支援対象 条件を満たした空き店舗を活用する事業者 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

2022 年度 目標 10(利用事業者数) 

実績 

(事業利用事業者数） 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

1 3 5 3 10 

2021 年度 2022 年度 

９  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/shogyo/shienseido/shienseido.html
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事業番号 №49 
苫小牧市店舗改装費補助事業 

(募集期間：2022.4.1～ (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。 

(1)補助上限：40 万円 

(2)補助率：２分の１ 

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 

2022 年度 目標 12(補助金利用件数) 

実績 

(補助金利用件数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

10 7 6 11 16 

2021 年度 2022 年度 

９  

 

※ コロナ特例 2020 年度 実績 71 件、2021 年度 実績 126 件 

  (1)補助上限：５０万円 

  (2)補助率：３分の２  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/kosho/shogyo/shienseido/tenpokaisou.html
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事業番号 №50 苫小牧市中小企業創業サポート事業  

新規創業セミナー 

開催日程 

 

(1)2022.5.25(水) ※1 日コース 

(2)2022.6.18(土) ※女性限定 

(3)2022.7.2(土)～7.23(土) ※4 回コース 

※募集期間、時間等の詳細は広報とまこまい・市ホームページ・

市公式 facebook 等でお知らせします。 

目的 
「苫小牧市中小企業振興条例」を推進し、地域経済の発展、経営

基盤の強化、雇用の確保を図る。 

事業概要 

新規創業セミナーを開催し、受講完了者に対し、創業にかかる

経費の一部を補助する。 

（※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 

2022 年度 目標 

60(15) 

※創業セミナー受講修了証交付者数(新規創業者数(市補助者

数)) 

実績 

(創業セミナー受講修

了証交付者数、新規創

業者数(市補助者数)) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

46(7) 44(9) 69(12) 57(8) 54(22) 

2021 年度 2022 年度 

48(21)  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/sogyoshien/2020nenndo.html
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事業番号 №51 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 

2022 年度 目標 維持(市融資制度利用件数) 

実績 

(市融資制度利用件数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

274 259 228 224 112 

2021 年度 2022 年度 

129  

 

事業番号 №52 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 

2022 年度 目標 維持(補給制度利用件数) 

実績 

(補給制度利用件数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

145 143 128 112 48 

2021 年度 2022 年度 

85  

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/yushi/yushiseido/
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/yushi/yushiseido/hokyu.html
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事業番号 №53 
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 

2022 年度 目標 350(市内加盟店数) 

実績 

(市内加盟店数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

198 215 214 197 190 

2021 年度 2022 年度 

165  

 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/shisei/shiseihoshin/sonohoka/tomap.html
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/shisei/shiseihoshin/sonohoka/tomap.html
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事業番号 №54 
中小企業振興計画推進事業 

(実施期間：契約締結後～2023.2.28) 

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。 

※2022 年度は、コロナ禍において事業者の ICT 利活用が経営上不

可欠となってきている中で、ICT をテーマにしたセミナーを開催し、

市内事業者の ICT 利活用を促進するとともに、市内にコミュニティ

を醸成することを目的とした、『ICT 推進コミュニティ創出事業』を

行います。 

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 

2022 年度 目標 500(延べセミナー等参加人数) 

実績 

(セミナー等参加人数) 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － 

61 

(販路拡大 

セミナー) 

15 

(事業承継 

セミナー) 

30 

(Startup 

weekend) 

2021 年度 2022 年度 

のべ 214 

(ICT 

セミナー) 

 

  

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/
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事業番号 №55 苫小牧市事業承継推進事業 

目的 

中小企業等における経営者の高齢化が進み、休廃業や解散の増

加が予想されることから、事業承継（第三者承継）を行った経営者

へ給付金を給付することで事業承継を推進し、廃業や解散等を防

ぐ。 

事業概要 

市内の事業者が、市内の金融機関及び北海道事業承継・引継ぎ

支援センターからの支援を受けて、市内の事業者に第三者承継（親

族内承継、役員・従業員承継は対象外）を完了した場合、事業を譲

渡した事業者に対し、給付金 100 万円を給付する。 

支援対象 市内中小企業者 

主管課 産業経済部 産業振興室 商業振興課 

2022 年度 目標  3 件／年 

実績 

補助金利用件数 

※2021 年度開始事業 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － － － 

2021 年度 2022 年度 

２  

 

  

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/jigyogyoshokei.html
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事業番号 №56 苫小牧港小口混載コンテナ輸送支援事業 

目的 

リーファーコンテナによる小口混載コンテナ定期輸出サービス

の確立・北海道産の農水産品、加工食品等の輸出促進・苫小牧港の

利用拡大 

事業概要 

下記３事業者に対して支援を行い、リーファーコンテナを活用

した北海道産農水産品及び加工食品等の小口混載コンテナ定期輸

送サービスを実現。 

本支援により、荷主にとってはコンテナ内の積載量にかかわら

ず安定した価格で定期的な輸送が可能となる。 

※事業内容については、下記事業者にお問い合わせください。 

(1)ナラサキスタックス㈱（台湾向け） 

   TEL：011-261-7889 

(2)苫小牧埠頭㈱（シンガポール向け） 

   TEL：0144-57-6991 

(3)㈱栗林商会（香港向け） 

   TEL：0144-32-5161 

支援対象 － 

主管課 苫小牧港利用促進会 事務局 苫小牧港管理組合 政策推進課 

2022 年度 目標  支援なしでの定期輸出サービスの成立 

実績 

輸送回数（支援事業者） 

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

－ － － 28(２) 14(3) 

2021 年度 2022 年度 

13(3)  

 

  

http://www.jptmk.com/001news/news/post_2286/index.html
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３ 各事業における主要産業別対応表 

 

 

事業 

番号 
担当課 事業名 

卸売業 

小売業 

宿泊業 

飲食 

サービス業 

建設業 

生活関連 

サービス業 

娯楽業等 

製造業 

１ 

政策推進課 

工業・雇用振

興課 

苫小牧ＵＩＪターン新規就

業支援事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

２ 政策推進課 
市内大学インターンシップ

支援事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

３ 
未来創造 

戦略室 

とまこまい得する街のゼミ

ナール事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

４ 危機管理室 
防災出前講座・ＢＣＰ策定支

援事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

５ 環境保全課 
ゼロカーボンハウス促進補

助金 
    ○ ○   

６ 介護福祉課 介護人材確保支援事業       ○   

７ 障がい福祉課 
ジョブコーチ養成研修助成

事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

８ 障がい福祉課 
合理的配慮の提供を支援す

る助成事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

９ こども育成課 
事業所内保育事業及び企業

主導型保育事業相談 
○ ○ ○ ○ ○ 

10 健康支援課 受動喫煙防止対策事業 ○ ○ ○ ○ ○ 

11 健康支援課 飲食店全面禁煙化補助金  ○    

12 建築指導課 
苫小牧市住宅耐震・リフォー

ム支援事業 
    ○     

13 
港湾・企業振

興課 

苫小牧市立地企業サポート

事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

14 
港湾・企業振

興課 

苫小牧市企業立地振興条例

に基づく助成金 
    ○ 

15 
工業・雇用振

興課 

苫小牧イノベーション活性

化事業補助金 
○ ○ ○ ○ ○ 

16 
工業・雇用振

興課 
障害者雇用奨励金事業 ○ ○ ○ ○ ○ 
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事業 

番号 
担当課 事業名 

卸売業 

小売業 

宿泊業 

飲食 

サービス業 

建設業 

生活関連 

サービス業 

娯楽業等 

製造業 

17 
工業・雇用振

興課 
中小企業人材育成補助金 ○ ○ ○ ○ ○ 

18 
工業・雇用振

興課 

職場改善コンサルティング

事業 
○ ○ ○ ○ ○ 

19 
工業・雇用振

興課 
職人育成応援事業     ○     

20 
工業・雇用振

興課 
なでしこ就職応援事業 ○ ○ ○ ○ ○ 

21 
工業・雇用振

興課 

苫小牧市勤労者共済センタ

ー補助金 
○ ○ ○ ○ ○ 

22 
工業・雇用振

興課 
共同研究支援事業補助金 ○ ○ ○ ○ ○ 

23 
工業・雇用振

興課 
企業データブック作成 ○ ○ ○ ○ ○ 

24 
工業・雇用振

興課 
協同組合等の概況作成 ○ ○ ○ ○ ○ 

25 
工業・雇用振

興課 

公共工事における技能士の

活用 
    ○    

26 
工業・雇用振

興課 
就職マッチング支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ 

27 
工業・雇用振

興課 
採用力強化・機会創出事業 ○ ○ ○ ○ ○ 

28 
工業・雇用振

興課 
とまなか産業発展・創出事業 ○ ○ ○ ○ ○ 

29 
工業・雇用振

興課 

就職氷河期世代就職応援事

業 
  ○  ○ 

30 
工業・雇用振

興課 
先端設備等導入計画 ○ ○ ○ ○ ○ 

31 
工業・雇用振 

興課 

ものづくり産業人材育成支

援事業費 
    ○ 

32 
工業・雇用振 

興課 

中途採用合同就職説明会事

業 
○ ○ ○ ○ ○ 

33 テクノセンター 設備機器の利用開放         ○ 
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事業 

番号 
担当課 事業名 

卸売業 

小売業 

宿泊業 

飲食 

サービス業 

建設業 

生活関連 

サービス業 

娯楽業等 

製造業 

34 テクノセンター 依頼試験         ○ 

35 テクノセンター 技術相談         ○ 

36 テクノセンター 技術指導         ○ 

37 テクノセンター 研修会・講習会の開催         ○ 

38 テクノセンター 
新入社員・中堅技術者向け常

設研修会の開催 
        ○ 

39 観光振興課 
苫小牧市外国人観光客等受

入整備事業 
  ○   △   

40 観光振興課 
苫小牧市観光ＰＲ推進事業

補助金 
○         

41 商業振興課 

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 

○ ○   ○   

42 商業振興課 
北海道中小企業総合支援セ

ンター負担金 
○ ○ ○ ○ ○ 

43 商業振興課 
北海道貿易情報センター負

担金 
○       ○ 

44 商業振興課 北海道国際流通機構負担金 ○       ○ 

45 商業振興課 
北海道中小企業団体中央会

補助金 
○ ○ ○ ○ ○ 

46 商業振興課 
苫小牧市商店街振興組合連

合会補助金 
○ ○   ○   

47 商業振興課 
苫小牧市イベント・環境整備

等助成事業 
○ ○   ○   

48 商業振興課 
苫小牧市内空き店舗活用事

業 
○ ○   ○   

49 商業振興課 
苫小牧市店舗改装費補助事

業 
○ ○   ○   

50 商業振興課 
苫小牧市中小企業創業サポ

ート事業 
○ ○ ○ ○ ○ 
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51 商業振興課 苫小牧市中小企業融資制度 ○ ○ ○ ○ ○ 

52 商業振興課 
小規模企業経営改善資金信

用保証料の補給 
○ ○ ○ ○ ○ 

53 商業振興課 
地方創生地域コミュニティ

活性化支援事業 
○ ○ ○ ○   

54 商業振興課 中小企業振興計画推進事業 ○ ○ ○ ○ ○ 

55 商業振興課 苫小牧市事業承継推進事業 ○ ○ ○ ○ ○ 

56 

苫小牧港利用

促進協議会事

務局 苫小牧

港管理組合 

政策推進課 

苫小牧港小口混載コンテナ

輸送支援事業 
○ ○     ○ 

 

※その他の業種はお問合せください。 

 

  

事業 

番号 
担当課 事業名 

卸売業 

小売業 

宿泊業 

飲食 

サービス業 

建設業 

生活関連 

サービス業 

娯楽業等 

製造業 
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４ 関係機関の中小企業支援策など（2022 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 

３ 金融支援事業 

４ 税務指導事業 

５ 生産性向上への取り組み支援 

６ 研修会・セミナー等の実施 

７ 創業支援事業 

８ 事業承継、事業再生、会社・事業所整理に対する相談事業 

９ 経営革新サポート事業 など 

http://www.tomakomaicci.jp/
http://www.tomakomaicci.jp/
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【 2022年度スローガン 】 

みんなと創る 未来のカタチ 

～温故創新 自社と同友会のキヅナの深化！～ 

所 管  

１ 

＜企業づくり＞ 

①コロナ禍でもブレない企業発展のために欠かせない経営指針作

成を推進し、経営者と社員とが同じベクトルに向かうために必要

な理念の共有を図ります（経営指針推進委員会） 

②社員や求職者に求められる魅力ある企業に必要な事業継続、厚

生労働の在り方を提示するために、次世代へ事業を継続・発展させ

るための課題、経営者と従業員の健康で豊かな生活を送るための

課題、従業員の雇用及び労働環境にかかわる課題の学習及び、問題

解決に向けた委員会内学習会やセミナーの開催を企画運営してい

きます（経営厚生労働委員会） 

③企業発展のために必要な社員の成長を促し、経営者と社員とが

お互いに信頼しあえる学びの機会を提供していきます（共育委員

会） 

④求職者が会員企業に入社したくなるような企業になるために学

びを深め、地元の教育機関や学校訪問及び担当者との連携をし、学

校の先生を迎えた意見交換会等の事業を企画していきます（共同

求人委員会） 

⑤会員企業とデジタル弱者の経営者が将来困らないために、DX 化

等による自社の業務効率化、利便性向上及びバックオフィス業

務にかかわる業務効率につなげることができるセミナーの企画

及び推進をしていきます（総務ＩＣＴ委員会） 

(一社)北海道中小企業家

同友会 

(苫小牧支部) 

２ 

＜経営環境の改善と地域づくり＞ 

①地域中小零細企業・個人事業者の視点に立った地域政策を学び、

地域の特色、独自性を活かした、地域ビジネスの発掘を模索してい

きます（政策委員会） 

②食と観光をキーワードに東胆振、日高の新たな地域資源の発掘

を企画していきます（食と観光部会） 

https://tomakomai.doyu.jp/
https://tomakomai.doyu.jp/
https://tomakomai.doyu.jp/


 

50 

 

  

３ 

＜同友会づくり＞ 

①同友会の魅力を会員に受発信し、地域の経営者を新しい仲間に

迎え、苫小牧支部組織率 7％の成長を会員全体で目指す旗印を揚

げていきます（組織・企画委員会） 

②企業と同友会運動の発展に貢献された会員の一人ひとりの豊か

な人生を創造するために、経営経験者がその体験をもとに、忌憚な

く語り合い学び合う機会を提供します（大和会） 

③正しい同友会の理解を会員に発信し、苫小牧内外で活躍する経

験豊富な経営者との出会いの場を創出していきます（友知会、女

性部会） 
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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 中小企業景況調査事業 

８ ものづくり補助金事業 

９ 消費税インボイス制度対応支援事業 

10 経営環境変化対応支援事業 

11 経営革新等支援機関としての支援 など 

http://www.h-chuokai.or.jp/
http://www.h-chuokai.or.jp/
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５ 関係課・関係機関連絡先など 

 

事業番号 課 名 住 所  電話番号 

１、２ 政策推進課 旭町 4丁目５番６号 32-6039 

３ 未来創造戦略室 〃 32-6062 

４ 危機管理室 〃 32-6280 

５ 環境保全課 字沼ノ端 2番地の 25 57-8806 

６ 介護福祉課 旭町 4丁目５番６号 32-6340 

７、８ 障がい福祉課 〃 32-6356 

９ こども育成課 〃 32-6224 

10、11 健康支援課 〃 32-6407 

12 建築指導課 〃 32-6527 

13、14 港湾・企業振興課 〃 32-6438 

15～32 工業・雇用振興課 〃 32-6432 

33～38 テクノセンター 字柏原 32 番地の 27 57-0210 

39、40 観光振興課 
表町 5丁目 11 番 5号 

ふれんどビル テナント棟 3 階 
32-6448 

41～55 商業振興課 
旭町 4丁目５番６号 

(９階 緊急経済対策給付金室) 
32-6445 

56 

苫小牧港利用促進協議会

事務局 苫小牧港管理組

合 政策推進課 

入船町 3 丁目 4番 21 号 

ハーバーFビル 3 階 
34-5903 

関係機関名 住 所  電話番号 

苫小牧商工会議所(中小企業相談所) 
表町 1丁目 1 番 13号 

苫小牧経済センタービル 3 階 
33-5454 

北海道中小企業家同友会 苫小牧支部 
表町 1丁目 1 番 13号 

苫小牧経済センタービル 4 階 
36-9080 

北海道中小企業団体中央会(胆振支部) 
室蘭市東町 4 丁目 29番 1 号 

室蘭市中小企業センター3 階 
0143-45-8104 


