
事業
番号

事業名
2020年度
（実績値）

2022年度
(目標値) 達成度

1
苫小牧UIJターン新規就業支援事業
（移住就業者・起業者数） 0人

就業4人
起業1人

未達成

13
苫小牧市企業立地振興条例に基づ
く助成金（事業者数） 32件 － 達成

14
苫小牧イノベーション活性化事業
補助金（補助件数）

6件
(特別枠3件)

－ ほぼ達成

27
C-base（シーベース）運営事業
（相談件数） 64件 － ほぼ達成

48
苫小牧市中小企業創業サポート事
業 （セミナー受講者数（市補助者
数））

54人
(22人)

60人
(15人)

ほぼ達成

53
苫小牧市事業承継推進事業
（2021年　新規事業） － 3人 －

②創業セミナー等、支援事業を開催する曜
日や時間帯を工夫し、参加者の増加を図り
ます。

48
苫小牧市中小企業創業サポート事
業 （セミナー受講者数（市補助者
数））【再掲】

54人
(22人)

60人
(15人)

ほぼ達成

①女性起業家の創出を図るセミナーを開催
します。

48
苫小牧市中小企業創業サポート事
業 （セミナー受講者数（市補助者
数））【再掲】

54人
(22人)

60人
(15人)

ほぼ達成

②専門的な知識・技術を持つ高齢者等の創
業を支援します。

3
防災出前講座・BCP策定支援事業
(受講者数)

375人
（2018～累計）

800人
（2018～累計）

ほぼ達成

16
中小企業人材育成補助金
(補助人数)

66人
（2018～累計）

４０人
（2018～累計） 達成

31
設備機器の利用開放
(利用件数、利用事業所数)

555件
(502事業所) 維持 ほぼ達成

32
依頼試験
(利用件数、利用事業所数)

290件
(77事業所) 維持 ほぼ達成

33
技術相談
(相談件数、相談事業所数)

36件
(36事業所) － ほぼ達成

34
技術指導
(指導日数、指導事業所数)

3日
(3事業所) － ほぼ達成

35
研修会・講習会の開催
(研修会・講習会開催回数、実施日
数)

9回
（13日）

維持 ほぼ達成

39
商工会議所・商店街振興組合連合
会・市の三者事業(講習会等参加人
数)

25人 40人 ほぼ達成

40
北海道中小企業総合支援センター
負担金(補助金額)

215千円 － 達成

41
北海道貿易情報センター負担金
(補助金額)

50千円 － 達成

42
北海道国際流通機構負担金
(補助金額)

50千円 － 達成

43
北海道中小企業団体中央会補助金
(補助金額)

515千円 － 達成

44
苫小牧市商店街振興組合連合会補
助金(補助金額)

1,700千円 － 達成

27
C-base（シーベース）運営事業
（相談件数）【再掲】 64件 － ほぼ達成

45
イベント・環境整備等助成事業
(補助金利用件数) 25件 30件 ほぼ達成

46
市内空き店舗活用事業(利用事業者
数） 10事業者 10事業者 達成

47
苫小牧市店舗改装費補助事業
(補助金利用件数) 16件 12件 達成

②本市の融資制度の周知を図り、中小企業
の経営を支援します。

49
苫小牧市中小企業融資制度
(市融資制度利用件数) 112件 維持 ほぼ達成

※2022年度(目標値)について、計画別冊で目標値が設定されていない事業は「－」と表記しております。

（２）ターゲットを絞った創業促進支援

（３）支援機関の活用促進

（４）創業後のサポートなど、経営基盤強化に関する支援

１　創業促進及び経営基盤の強化

①国や道、市など関係機関の支援事業を活
用し、創業を志す人材を後押しします。

自己評価

・高齢者のみを対象とした創業支援は実施しなかっ
たものの、高齢者も対象としている中小企業創業サ
ポート事業により、意欲のある高齢者も創業に結び
付けることができました。

（１）創業希望者を創業につなげる支援

・苫小牧市中小企業創業サポート事業においては、
毎年新規創業セミナーの受講者及び新規創業者が増
加傾向にあり、特に2020年度においては、創業者
が２２名と目標を上回ることができ、コロナ禍にお
いても、市内の意欲ある人材を創業に結び付けるこ
とができました。

・苫小牧市事業承継推進事業においては、関係機関
との協力により、事業承継の推進を通して新規創業
者の掘り起こしを図っていきます。

・新規創業セミナーの開催日時を、平日から土日や
夜間に変更することにより、参加者の増に結び付け
ることができました。

・男女平等参画センターの協力により、女性限定の
創業セミナーを毎年開催し、意欲ある女性を創業に
結び付けることができました。

・市制度融資は、昨年度国が実施した「無利子・無
担保」融資の影響により、利用件数は減少傾向です
が、市内中小企業の資金繰りの円滑化において必要
な役割を果たすことができました。

①事業を継続させることはもちろん、さら
に発展させるため、経営計画の見直しや支
援事業の活用など、支援機関などと協力
し、創業後の継続的な支援を行います。

①中小企業相談所や金融機関の相談窓口な
ど、中小企業の振興につながる支援機関を
積極的に周知し、利用促進を図ります。

・商工会議所・商店街振興組合連合会・市の三者事
業においては、事業者のニーズに合わせ、毎年テー
マを変えて効果的なセミナーを実行することができ
ました。

・北海道中小企業総合支援センター負担金、北海道
貿易情報センター負担金、北海道国際流通機構負担
金、北海道中小企業団体中央会補助金、苫小牧市商
店街振興組合連合会補助金では、市から各団体への
補助を通して、市内中小企業の支援や必要な情報提
供をすることができました。

・イベント・環境整備等助成事業の活用は横ばいで
あるものの、市内空き店舗活用事業、苫小牧市店舗
改装費補助事業は事業者の利用が進んでおり、目標
を上回りました。

資料２



2020年度
（実績値）

2022年度
(目標値) 達成度

1
苫小牧UIJターン新規就業支援事業
（移住就業者・起業者数）【再
掲】

0人
就業4人
起業1人 未達成

6
ジョブコーチ養成研修助成事業
（補助人数）

1人
(2018～累計)

14人
（2018～累計） 未達成

8
事業所内保育事業及び企業主導型
保育事業相談（事業所数）

9事業所 10事業所 ほぼ達成

9
受動喫煙防止対策事業(補助事業者
数)

0事業所 － ほぼ達成

12
苫小牧市立地企業サポート事業(各
事業における補助件数累計)

71件 － 達成

13
苫小牧市企業立地振興条例に基づ
く助成金(事業所数)

32事業所 － 達成

15
障害者雇用奨励金事業（雇用者
数）

0人 5人 未達成

17
職場改善コンサルティング事業
（個別支援件数）

40件 50件 ほぼ達成

19
なでしこ就職応援事業（新規就職
者数）

48人
(2018～累計)

25人
（2018～累計） 達成

20
苫小牧市勤労者共済センター補助
金(補助事業者数)

499事業者 維持 ほぼ達成

25
就職マッチング支援事業（掲載企
業数）

308事業者 450事業者 未達成

26
採用力強化・機会創出事業（支援
企業数）

15事業者 維持 ほぼ達成

28
就職氷河期世代就職応援事業
（2021年　新規事業）（新規就
職者数）

－ 10人  

30
ものづくり産業人材育成支援事業
費(奨励金支給件数)

4人 － ほぼ達成

12
苫小牧市立地企業サポート事業(各
事業における補助件数累計)【再
掲】

71件 － 達成

17
職場改善コンサルティング事業
（個別支援件数）【再掲】 40件 50件 ほぼ達成

18
職人育成応援事業（新規就職者
数）

19人
(2018～累計)

15人
（2018～累計）

達成

25
就職マッチング支援事業（掲載企
業数）【再掲】

308事業者 450事業者 未達成

26
採用力強化・機会創出事業（支援
企業数）【再掲】 15事業者 維持 ほぼ達成

30
ものづくり産業人材育成支援事業
費(奨励金支給件数)【再掲】 4人 － ほぼ達成

①地元中小企業によるインターンシップ
（職業体験）を活用し、若者の社会性等の
育成支援を行います。

②中小企業が、インターンシップを受け入
れやすい環境を整備します。

②若者の地元定着を増やすための支援を行
います。

・合同就職説明会の開催や無料就職マッチングサイ
ト「とまジョブ」を運営し、市内企業の魅力を発信
することで、若者の地元定着を図りました。

・職人育成応援事業やものづくり産業人材育成事業
では、建設業など人手不足産業の入職と定着を図
り、また、道立苫小牧高等技術専門学院の入校を促
進することで、若者の地元就業・地元定着を図りま
した。

・市内高校等を対象に、インターンシップの実施時
期や受け入れ先企業等の調査を行い、実態把握・情
報収集を行いました。

・「とまジョブ」では、登録企業情報にインターン
シップの受入れの可否を掲載することで、インター
ンシップの活用を促しました。

（２）若者の職業体験支援

２　人材確保・育成及び事業承継の円滑化

（１）中小企業の人材確保支援 自己評価

①中小企業が求める、多様な人材を確保す
るための支援を行います。

・中小企業の人材確保支援として、合同就職説明会
の開催や出展費用の補助、また、2019年3月には
市が運営する無料就職マッチングサイト「とまジョ
ブ」を開設するなど、市内企業についての情報を広
く発信し、求職者とのマッチングを図りました。

・人材確保と合わせて、職場定着を図るため、立地
企業サポート事業（職場改善事業）や職場改善コン
サルティング事業等を実施し、ハード・ソフト面か
ら、市内企業の働きやすい環境づくりを支援しまし
た。

・市内企業において、障がい者や子育て中の女性な
ど、多様な人材と働き方を受け入れるための支援を
実施しました。



２　人材確保・育成及び事業承継の円滑化

2020年度
（実績値）

2022年度
(目標値) 達成度

5
介護人材確保支援事業（新規雇用
数）

15人 － 達成

14
苫小牧イノベーション活性化事業
補助金（補助件数）

6件
(特別枠3件)

－ ほぼ達成

18
職人育成応援事業（新規就職者
数）【再掲】

19人
(2018～累計)

15人
（2018～累計）

達成

21
共同研究支援事業補助金（補助件
数）

3件 維持 ほぼ達成

24
公共工事における技能士の活用(技
能士活用数)

272件 － 達成

28
就職氷河期世代就職応援事業
（2021年　新規事業）（新規就
職者数）【再掲】

－ 10人  

30
ものづくり産業人材育成支援事業
費(奨励金支給件数)【再掲】

4人 － ほぼ達成

31
設備機器の利用開放
(利用件数、利用事業所数)【再掲】

555件
（502事業所） 維持 ほぼ達成

33
技術相談
(相談件数、相談事業所数)【再掲】

36件
（36事業所）

－ ほぼ達成

34
技術指導
(指導日数、指導事業所数)【再掲】

3日
（3事業所）

－ ほぼ達成

35
研修会・講習会の開催
(研修会・講習会開催回数、実施日
数)【再掲】

9回
（13日）

維持 ほぼ達成

36
新入社員・中堅技術者向け常設研
修会の開催(研修会開催回数、実施
日数)

32回
（43日）

維持 達成

52
中小企業振興計画推進事業(セミ
ナー等参加人数)

30人 500人 ほぼ達成

16
中小企業人材育成補助金（補助人
数）【再掲】

66人
(2018～累計)

40人
（2018～累計）

達成

27
C-base（シーベース）運営事業
（相談件数）【再掲】

64件 － ほぼ達成

43
北海道中小企業団体中央会補助金
(補助金額)【再掲】

515千円 － 達成

44
苫小牧市商店街振興組合連合会補
助金(補助金額)【再掲】

1,700千円 － 達成

45
イベント・環境整備等助成事業
(補助金利用件数)【再掲】

25件 30件 ほぼ達成

46
市内空き店舗活用事業(利用事業者
数）【再掲】

10事業者 10事業者 達成

48
苫小牧市中小企業創業サポート事
業 （セミナー受講者数（市補助者
数））【再掲】

54人
（22人）

６０人
(15人)

ほぼ達成

49
苫小牧市中小企業融資制度
(市融資制度利用件数)【再掲】

112件 維持 ほぼ達成

52
中小企業振興計画推進事業(セミ
ナー等参加人数)【再掲】

30人 500人 ほぼ達成

40
北海道中小企業総合支援センター
負担金【再掲】

215千円 － 達成

53
苫小牧市事業承継推進事業【再
掲】

 3人 －

※2022年度(目標値)について、計画別冊で目標値が設定されていない事業は「－」と表記しております。

①経営者・後継者の育成には時間や資金が
かかるため、負担を抑えて育成できるよ
う、支援を行います。

・中小企業の人材育成を促進するため、中小企業大
学校旭川校などが開催する研修事業の受講料を補助
し、また、2019年から、市内企業の経営者や新任
管理者に向けた苫小牧サテライトゼミを開催してお
り、経営者・後継者の育成を図りました。

・技術経営相談窓口「C-base」では、中小企業の
技術力向上や人材育成、取引の拡大などの支援のた
め、コーディネーターが市内各支援機関と連携し、
課題解決の支援を行いました。

②事業承継を円滑にするため、関係団体と
連携・協力して支援を行います。

・苫小牧市事業承継推進事業においては、関係機関
との協力により、事業承継の推進を通して新規創業
者の掘り起こしを図っていきます。

（４）経営者・後継者の育成支援

①専門的な技能の習得と、スキルアップの
ための支援を行います。

・介護や建設業など人手不足産業の就業に有効な資
格取得を支援し、入職を促進するため、求職者を雇
用し、資格取得支援、職場実習などを通じたマッチ
ング支援を実施しました。

・共同研究支援事業や苫小牧イノベーション活性化
事業では、研究機関の持つ専門知識や設備・機器等
活用した技術力向上の支援、また、課題解決や新規
事業の創出に向けての新たなアイデアを導入する市
内企業の取組を促し、地域産業の活性化を図りまし
た。

・テクノセンターにおいて、市内企業の技術的課題
に対して、相談・指導等を行い、市内企業の技術力
の向上を図りました。

（３）専門性及び技能の育成支援 自己評価



事業
番号

事業名
2020年度
（実績値）

2022年度
(目標値) 達成度

7
合理的配慮の提供を支援する助成
事業(補助件数)

1件 － ほぼ達成

10
飲食店全面禁煙化補助金　(補助事
業所数)

0件 － ほぼ達成

11
苫小牧市住宅耐震・リフォーム支
援事業(補助件数)

60件 － 達成

22
企業データブック作成
(掲載事業所数)

108事業所 維持 ほぼ達成

23
協同組合等の概況作成
(掲載団体数)

0件
(奇数年実施)

維持 ほぼ達成

39
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
(講習会等参加人数)【再掲】

25人 40人 ほぼ達成

41
北海道貿易情報センター負担金(補
助金額)【再掲】

50千円 － 達成

42
北海道国際流通機構負担金
(補助金額)【再掲】

50千円 － 達成

43
北海道中小企業団体中央会補助金
(補助金額)【再掲】

515千円 － 達成

46
苫小牧市内空き店舗活用事業(利用
事業者数）【再掲】

10事業者 10事業者 達成

47
苫小牧市店舗改装費補助事業(補助
金利用件数)【再掲】

16件 12件 達成

48
苫小牧市中小企業創業サポート事
業 （セミナー受講者数（市補助者
数））【再掲】

54人
(22人)

60人
(15人) ほぼ達成

51
地方創生地域コミュニティ活性化
支援事業(市内加盟店数)
※とまチョップポイント事業

190店 350店 ほぼ達成

53
苫小牧市事業承継推進事業
（2021年　新規事業）
（補助金利用件数）【再掲】

－ 3人 －

54
苫小牧港小口混載コンテナ輸送支
援事業（輸送回数（支援事業
者））

14回
(3事業者)

－ ほぼ達成

14
苫小牧イノベーション活性化事業
補助金 （事業者数）【再掲】

6件
(特別枠3件)

－ ほぼ達成

37
苫小牧市外国人観光客等受入整備
事業(補助利用件数)

0人 － ほぼ達成

40
北海道中小企業総合支援センター
負担金(補助金額)【再掲】

215千円 － 達成

4
苫小牧市住宅用新・省エネルギー
システム補助事業(補助件数)

156件 － ほぼ達成

21
共同研究支援事業補助金(補助件数)
【再掲】

7人
(2018～累計)

－ ほぼ達成

27
C-base（シーベース）運営事業
(相談件数)【再掲】

64件 － ほぼ達成

29
先端設備等導入計画
（認定件数）

54件
(2018～累計)

80件
（2018～累計） ほぼ達成

31
設備機器の利用開放
(利用件数、利用事業所数)【再掲】

555件
（502事業所）

維持 ほぼ達成

32
依頼試験
(利用件数、利用事業所数)【再掲】

290件
(77事業所)

維持 ほぼ達成

33
技術相談
(相談件数、相談事業所数)【再掲】

36件
(36事業所)

－ ほぼ達成

34
技術指導
(指導日数、指導事業所数)【再掲】

3日
(3事業所)

－ ほぼ達成

40
北海道中小企業総合支援センター
負担金(補助金額)【再掲】

215千円 － 達成

44
苫小牧市商店街振興組合連合会補
助金(補助金額)【再掲】

1,700千円 － 達成

49
苫小牧市中小企業融資制度
(市融資制度利用件数)【再掲】

112件 維持 ほぼ達成

50
小規模企業経営改善資金信用保証
料の補給(補給制度利用件数)【再
掲】

48件 維持 ほぼ達成

（２）商品の開発等に関する支援

３　販路拡大及び需要開拓の促進

（１）販路拡大・需要の開拓への関心を実施につな
げる支援

自己評価

①中小企業が求める、多様な人材を確保す
るための支援を行います。

・苫小牧商工会議所・苫小牧市商店街振興組合連合
会・市の三者事業では、事業者のニーズに合わせ、
毎年テーマを変えて効果的なセミナーを実行するこ
とができました。

・苫小牧市中小企業創業サポート事業では、セミ
ナー等により創業における販路拡大・需要の開拓の
必要性を周知することができました。

・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）により、地元消費の拡大・
地域経済の活性化を図ることができました。

・北海道中小企業総合支援センター負担金において
は、市から各団体への補助を通して、市内中小企業
の支援を行いました。

①マーケティング調査等に要する費用補助
など、消費者動向等に的確に対応した商品
やサービスの開発等が行えるよう支援しま
す。

②商品の開発等につながる支援機関、関係団体を
積極的に周知し、利用促進を図ります。

・北海道中小企業総合支援センター負担金、苫小牧
市商店街振興組合連合会補助金では、市から各団体
への補助を通して、市内中小企業の支援や必要な情
報提供をすることができました。

・苫小牧市中小企業融資制度、小規模企業経営改善
資金信用保証料の補給は、昨年度国が実施した「無
利子・無担保」融資の影響により、利用件数は減少
傾向ですが、市内中小企業の資金繰りの円滑化にお
いて必要な役割を果たすことができました。



３　販路拡大及び需要開拓の促進

事業
番号

事業名
2020年度
（実績値）

2022年度
(目標値) 達成度

2
とまこまい得する街のゼミナール
事業(まちゼミ受講者延べ人数)

0人
(コロナで中止)

410人 ほぼ達成

12
苫小牧市立地企業サポート事業(各
事業における補助件数累計)【再
掲】

71件 － 達成

38
苫小牧市観光ＰＲ推進事業補助金
(補助事業者数)

5事業者 15事業者 ほぼ達成

39
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
(講習会等参加人数)【再掲】

25人 40人 ほぼ達成

40
北海道中小企業総合支援センター
負担金(補助金額)【再掲】

215千円 － 達成

45
苫小牧市イベント・環境整備等助
成事業(補助金利用件数)【再掲】

25件 30件 ほぼ達成

※2022年度(目標値)について、計画別冊で目標値が設定されていない事業は「－」と表記しております。

①ＰＲ方法に関するセミナーの開催や広告費用補
助などの支援を行い、積極的な情報発信を促しま
す。

・苫小牧商工会議所・苫小牧市商店街振興組合連合
会・市の三者事業では、事業者のニーズに合わせ、
毎年テーマを変えて効果的なセミナーを実行するこ
とができました。

・北海道中小企業総合支援センター負担金では、市
から各団体への補助を通して、市内中小企業の支援
や必要な情報提供をすることができました。

・苫小牧市イベント・環境整備等助成事業では、市
内商店街組織が実施する事業における広告費等につ
いて支援することができました。

（３）商品のＰＲに関する支援 自己評価


