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経済産業省北海道経済産業局

【本件に関するお問い合わせ先】
経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
担当：酒井、山本、長村
電話：011-709-2311（内2576）
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E-mail：hokkaido-chusho@meti.go.jp

地域一丸となった小規模事業者への経営支援

～道内の伴走型支援事例・市町村の小規模事業者支援施策をまとめました～



1．北海道における中小企業・小規模事業者
支援の現状と取組
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 日本が直面する大きな課題としてまず挙げられるのが、少子高齢化とそれに伴う人口減少。北海道の人口は
1995年をピークに減少しており、2045年には総人口が400万人となる見込み。

 中小企業・小規模事業者数も減少。北海道の中小企業・小規模事業者数は、地域別で最も高い後継者不
在率や経営者の高齢化率などを背景として、全国の減少率を上回って推移することが見込まれる。
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北海道における人口の推移

中小企業・小規模事業者を取り巻く環境①

事業者数（規模別）の推移

(出典)東京商工リサーチのデータを再編・加工
※３カ年以上財務情報があり、黒字の企業におけるデータ

1 秋田県 66.7%
2 島根県 62.8%
3 佐賀県 60.9%
4 北海道 60.3%
5 茨城県 58.9%

60歳以上の経営者の割合
（法人）

構成比

（北海道）

構成比

（全国）

後継者あり ２７.１％ ３４.８％

後継者不在 ７２.９％ ６５.２％

計 １００.０％ １００.０％

北海道の後継者不在率（全国との比較）

（出典）：帝国データバンク『道内「後継者不在企業」動向調査（2019年）』
※後継者の実態について分析可能な道内の１万893社（全業種）を対象に調査
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中小企業・小規模事業者を取り巻く環境②

 北海道において、人口減少の影響は深刻。特に都市部を除く、地方では傾向が顕著。

 地方においては、事業が成り立たなくなる可能性。特にサービス業は人口密度などによって生産性が左右され、
影響は甚大であるため、中小企業・小規模事業者の減少により地域に必要な供給が脅かされる可能性も。

木古内町、神恵内村、赤井川村、上砂川町、月形町、北竜
町、秩父別町、初山別村

ガソリンスタンドが1箇所しかない道内市町村

（資料）資源エネルギー庁「市町村別に見るＳＳ過疎の状況」

北海道の地域別将来推計人口（2045年）

（出典）：社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

（出典）：総務省「2012経済センサス活動調査」、同「統計でみる市区町村のすがた2015」により作成
※Ⅰ～Ⅳは、市区町村を人口密度の低い順に並べ、最も低い1/4の市区町村をⅠ、次の1/4をⅡ、次の
1/4をⅢ、最も高い1/4をⅣとして、グループ内の平均をとったもの

人口密度と生産性の関係

※平成31年3月末時点



北海道とその他地域の面積比較

北海道の中小企業・小規模事業者数
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北海道全域への支援に関する課題

※2016年6月現在

事業者数 うち中小企業 割合
うち

小規模事業者
割合

北海道 141,669者 141,386者 99.8% 120,299者 84.9%

全国 3,589,333者 3,578,176者 99.7% 3,048,390者 84.9%

 北海道の面積は、国土の約２割を占め、広大な地域に人口や機能、中小企業・小規模事業者が分散。

 地域に必要な供給が脅かされる可能性の中、全道に分散する14万者以上の中小企業・小規模事業者を支
援するためには、市町村や商工会・商工会議所、金融機関をはじめとする地域に根差した支援機関との連携
が必要不可欠。

北海道の面積

（出典）：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」

（出典）：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」



経営発達支援計画の概要

小規模事業者支援法における経営発達支援計画

 経済産業省では、地域に不可欠なコミュニティの維持など「地域の持続的発展」の観点から、令和元年に小規
模事業者支援法を改正。商工会・商工会議所が策定し国が認定する「経営発達支援計画」を、市町村と共
同して策定する制度に見直し。

 制度の見直しを機会として、北海道経済産業局では、市町村や商工会・商工会議所との意見交換会を開催。
共同策定された49計画を2020年3月16日付で新たに認定し、地域における小規模事業者支援を推進。

小規模事業者

認定

これまでは経営の基
盤である記帳指導・
税務指導が中心

新たに個社の経営戦略
に踏み込んだ支援

を実施

経済産業大臣

経営発達支援事業の実施と経営発達支援計画の策定
①経営状況の分析（強み・弱みを知る）
②計画策定・実施支援（戦略を作り、実施する）
③経済動向・市場調査支援（潜在的顧客を探す）
④展示会等の開催（新たな販路を見つける）

経営の発達支援経営の改善支援

伴走型

支援の強化

商工会・商工会議所＋市町村
（共同策定）

都道府県知事意見
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経営発達支援計画認定状況

は認定を受けた商工会議所地域

は認定を受けた商工会地域

（道内152の全商工会地域で計画認定）

（道内42の商工会議所地域のうち、16計画が認定）

は2020年3月16日付けで新たに認定した地域

（2020年3月16日現在）

100km

小規模事業者支援施策に関する４者
（北海道経済産業局・北海道・市町村・商工団体）

意見交換会の参加実績

〇 道東ブロック（釧路）
〇 道北ブロック（旭川）
〇 空知・石狩ブロック（札幌）
〇 十勝ブロック（帯広）
〇 オホーツクブロック（網走）
〇 後志・胆振・日高ブロック（札幌）
〇 道南ブロック（函館）

8市町、14商工団体
33市町村、41商工団体
20市町村、18商工団体
17市町村、19商工団体
11市町、17商工団体
23市町村、33商工団体
15市町、20商工団体



市町村との連携（令和元年度） 信用金庫等との連携（令和元年度）
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市町村や地域に根差した支援機関との連携に関する取組

 商工会・商工会議所との連携に加え、北海道経済産業局では、中小企業・小規模事業者支援をはじめ、
様々な施策を全道津々浦々に普及・推進し、地域経済の活性化を図るため、市町村、地域金融機関と積極
的に連携。

訪問済市町村
（159／179市町村）

■稚内信用金庫（稚内市）

■留萌信用金庫（留萌市）

■北星信用金庫（名寄市）

■北空知信用金庫（深川市）

■北門信用金庫（滝川市）

■北海道信用金庫（札幌市））

■空知信用金庫（岩見沢市）

■道南うみ街信用金庫（江差町）

■渡島信用金庫（森町）

■伊達信用金庫（伊達市）

■室蘭信用金庫（室蘭市） ■日高信用金庫（浦河町）

■帯広信用金庫（帯広市）

■釧路信用金庫（釧路市）

■大地みらい信用金庫
（根室市）

■網走信用金庫（網走市）

■旭川信用金庫（旭川市）

●北央信用組合（札幌市）

●釧路信用組合（釧路市）

■北見信用金庫（北見市）

■遠軽信用金庫（遠軽町）

■函館商工信用組合（函館市）

■苫小牧信用金庫（苫小牧市）

道内20信用金庫及び3信用組
合を訪問済み
※信用金庫・信用組合の名称
（本店所在地）

各信用金庫等による企業支援・地域支援に係る内容や体制等の現状を
把握するため、訪問等を通じてヒアリング・意見交換を実施。

市町村の商工担当職員と顔の見えるネットワークを構築するため、市町村を
訪問して企業支援の取組についての意見交換や情報提供を実施。

（2020年3月16日現在）



2．道内商工会・商工会議所と市町村の
連携による小規模事業者支援
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経営発達支援計画認定状況
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道内商工会・商工会議所と市町村の連携による伴走型支援の取組

 北海道経済産業局では、認定を受けた152商工会地域・16商工会議所地域の経営発達支援計画のうち、
商工会・商工会議所と市町村が連携し、伴走型支援（事業者目線に立ち常に寄り添っていく支援）を展開
する2商工会地域・1商工会議所地域の事例をまとめた。

100km

中頓別町

富良野市

八雲町

八雲商工会・八雲町役場

中頓別町商工会・中頓別町役場

富良野商工会議所・富良野市役所

道南

宗谷

上川

経営指導員・補助員での積極的なチーム支援を推進
令和元年度の法律改正に先んじて商工会と共同で
経営発達支援計画を策定

商工会

町役場

商工会

町役場

会議所

市役所

（2020年3月16日現在）

は認定を受けた商工会議所地域

は認定を受けた商工会地域

（道内152の全商工会地域で計画認定）

（道内42の商工会議所地域のうち、16計画が認定）

は2020年3月16日付けで新たに認定した地域

限られた職員で町役場と連携しながら経営発達支援
事業を推進
地域を維持するため、商工業振興支援条例を制定して
今後の地域のあり方を検討

従来の記帳・税務指導はもとより、各種施策を活用した
支援を積極的に展開
市独自の補助金の措置などを含め、商工会議所とともに
事業者を支援
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 八雲商工会では、経営指導員と補助員がチームを組み、各々のアイディアや知識を持ち寄りながら事業者を支援。

 八雲町役場では、小規模事業者支援法の改正に先んじて商工会とともに議論を重ねて、今後の地域の商工業の
あり方を検討し、経営発達支援計画を策定。

八雲商工会の取組 ＜八雲商工会DATA＞ 住所：（本所）八雲町本町110-1 （支所）八雲町熊石雲石町150

TEL：0137-63-2525 職員数9名（常勤6名、非常勤3名）町内事業者数：529者 経営発達支援計画：平成29年4月～令和4年3月

八雲町商工会、八雲町役場の面々（左から八雲商工会 高
見補助員、櫻田経営指導員、高田経営指導員、八雲町役
場 藤牧商工観光労政課長、岩崎労務係）

八雲商工会と八雲町役場で共同作成した
八雲版中小（小規模）企業白書

＜八雲商工会のコメント＞
・「何でも相談できる環境にあり、チーム支援を行うことで、お互い強みを出し合い、より質の高い事業者支援を行うこと
ができる。」（高田経営指導員）

○経営指導員・補助員での積極的なチーム支援を推進

・八雲商工会では、より良い事業者支援を実現するため、経営指導員2名、補助員1名の3人で
のチーム支援の仕組みを構築。互いのアイディアや知識などを持ち寄ることで、支援の幅が広が
るとともに、互いのノウハウを吸収することを通して、職員の能力向上にも寄与。
・また、町役場と共同で地域の現状・課題や事業者の声に関する調査を実施。今後の地域のあり
方を踏まえた上で、八雲版中小（小規模）企業白書を作成し、町内の事業者にも情報提供。

＜八雲町役場のコメント＞
・「地域の全体計画である経営発達支援計画の策定には、商工会と同じ方向を向いて取り組むことが必要。ともに考
えることでより良い計画となり、地域全体の活性化に繋がると考えている。」（藤牧商工観光労政課長）

○令和元年度の法律改正に先んじて商工会と共同で経営発達支援計画を策定

・八雲町役場では、策定に全面的に協力・支援し、商工会とともにワーキンググループの開催などを
通して何度も議論を重ね、地域の商工業のあり方を検討。計画実行にあたっても、施策を考えると
きは事前に商工会と議論し、一体となって事業を実施。
・また、オール八雲で町の産業団体間の連携を図るため、「八雲町産業連携促進協議会」を定期開
催。商工会をはじめ、農協や漁協、森林組合、観光物産協会なども参画し、共通した意識を醸成。

八雲町役場の取組 ＜八雲町役場DATA＞ 住所：八雲町住初町138 TEL：0137-62-2111

商工担当職員数：4名 人口：16,292人（令和元年1月末現在）

八雲商工会・八雲町役場の取組



ボデーショップ八雲について

八雲商工会・八雲町役場の支援事例

 有限会社ボデーショップ八雲に対し、事業計画の作成を支援。計画作成にあたっては、今後の経営を事業者
とともに考えながら支援することで、事業を見つめ直すきっかけや経営者としての気づきの機会を提供。

 複数回にわたって補助金を活用し、新たな事業を展開。宣伝強化などによって、売上は2倍以上に増加。

小規模事業者持続化補助金の活用によってさま
ざまな整備を実施（写真左：レンタカーWEB予
約システム、右：新たに設置した店舗の看板）

○町内唯一の総合ディーラーとして多角的に事業を展開

＜有限会社ボデーショップ八雲のコメント＞
・「補助金は、負担軽減以上に、事業計画の作成によって、現状を把握し今後に向けた取組を検討することが最も重
要。今後も、八雲で頑張っている事業者と一緒に新しいことにチャレンジしていきたい。」（小西常務取締役）

・ボデーショップ八雲は、車の板金塗装を主とするほか、リースやレンタカー、車両販売なども行う町
内唯一の総合ディーラーとして事業を展開。
・同社では、小西常務取締役が商工会の青年部に在籍し、周囲から補助金の話を聞いたことを
きっかけにして、商工会に補助金申請を相談。事業計画の作成支援を受けることに。そのほか、
小西常務取締役は、町内若手経営者によるビジネスサークル「ノビシロラボ」を立ち上げるなど地
域経済活性化に向けても取り組む。

○事業計画の策定を契機とした気づきを伴走型支援で提供

・八雲商工会は、補助金申請を目的とした事業計画の作成を通して、現状の整理や目標に向け
た事業展開などをボデーショップ八雲とともに考えながら事業を見つめ直す機会を提供。補助金
の活用、新分野への進出など、事業者の地域に根差した積極的な事業活動を伴走型で支援。
・また、補助金の活用では、看板の設置やレンタカー予約サイトの作成など、複数回にわたる申請
支援を行い、新たな販路開拓の取り組みを支援。宣伝強化によって、売上は２倍以上に増加。

八雲商工会の伴走型支援

「これからも地域に根差した事業を展開したい」と小西常務取締役
（写真左から八雲商工会 櫻田経営指導員、高田経営指導員、ボ
デーショップ八雲 小西常務取締役、八雲商工会 高見補助員）
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名 称：有限会社ボデーショップ八雲 住 所：北海道二海郡八雲町東雲町115-1
電 話：0137-63-4132 営業時間：8:30~17:30
定休日：日曜日 ホームページ：http://www.bsy-yakumo.com/

ボデーショップ八雲DATE

http://www.bsy-yakumo.com/


中頓別町商工会・中頓別町役場の取組

 中頓別町商工会では、限られた職員数の中、町役場と連携し、事業承継を含めた事業者支援を実施。

 中頓別町役場では、地域の持続的な発展について積極的に検討し、「小規模事業者の存在は地域の維持
に必要不可欠」との考えの下、平成28年に商工業振興支援条例を制定。

＜中頓別町商工会のコメント＞
・「少ない職員数だからこそ、職員全員で協力して支援にあたることが重要。町役場とともに地域の商工業のあり方を
考え、今後も実行部隊として全力で事業者支援に当たりたい。」（赤坂経営指導員）

○限られた職員で町役場と連携しながら経営発達支援事業を推進

中頓別町役場の取組 ＜中頓別町役場DATA＞住所：中頓別町字中頓別172番地6 TEL：01634-6-1111

商工担当職員数：3名 人口：1,680人（令和元年8月31日現在）

中頓別町商工会の前で（写真左から
中頓別町商工会 赤坂経営指導員、種村補助員）

中頓別町役場の前で（写真右から中頓別町産業課
平中課長、永田参事、荒川主任、矢上主任）

・中頓別町商工会では、職員数が3名と限られる中、一丸となって事業者支援を実施。支援に
あたっては、町役場で措置した補助金を活用し、設備投資や事業拡大などを積極的に支援。
・また、日々の事業者とのやりとりや、事業承継に関するアンケート調査などを通じ、地域に根差す
支援機関にしか拾うことのできない町内事業者の廃業ニーズを把握することで、町役場ととも
今後の商工業のあり方の検討に繋げる。

中頓別町商工会の取組 ＜中頓別町商工会DATA＞ 住所：中頓別町字中頓別18 TEL：01634-6-1416

職員数：3名（経営指導員、補助員、記帳指導員） 町内小規模事業者数：66者 経営発達支援計画：平成29年4月～令和4年3月

○地域を維持するため、商工業振興支援条例を制定して今後の地域のあり方を検討

＜中頓別町役場のコメント＞
・「地域に商工業を残していくためには、地域一丸となって考えることが不可欠。商工会には、事業者に最も近い立場
で実態を把握し、今後の在るべき支援などについて、役場とともに検討していくことを期待。」（平中産業課長）

・中頓別町役場では、一軒の廃業で町内から一つの業種がなくなってしまう実情を踏まえて、地
域に必要な供給を残し町民生活に支障の及ばぬよう、平成28年に商工業振興支援条例を制
定。商工業支援のあり方などを商工会とともに検討し、これまでなかった町独自の補助金を措置。
・また、人口減少で町が消滅する可能性という大きな課題を抱える中、移住定住等支援と後継
者不在事業者への引継支援を一つにすることなど、今後の地域のあり方を商工会とともに検討。
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中頓別町商工会・中頓別町役場の支援事例

 地域おこし協力隊として札幌から赴任した中野さんに対し、70年続く後継者のいない老舗菓子店を引き合わ
せ、経営資源の引継ぎを支援。

 店舗や土地、設備のほか、商品や顧客を含めて無償で引き継ぎ、リニューアルオープン。売上も順調に推移。

○札幌出身の地域おこし協力隊が地域の老舗菓子店を承継

＜中野商店のコメント＞
・「最初から中頓別への移住を考えていたわけではない。商工会からとらや菓子店の引継ぎの提案がなければ、中頓別
に残っていなかったかもしれない。これからも地域に大事にされる商店でありたい。」（中野代表取締役）

・中野商店は、和菓子やクッキーなどの焼き菓子のほか、ケーキや菓子パン、調理パンなども幅広く
取り扱う菓子店。厳選した生クリームをたっぷりと使った生どらは絶品。
・同社は、70年もの間続いた地元菓子店を札幌から地域おこし協力隊として赴任した中野代
表取締役が引き継いでリニューアルオープン。凝り固まった考えをもたず、素材に良いものを使うこ
となどを通して、商品を美味しくすることだけを考える。

中野商店について

○地域の廃業ニーズと創業ニーズを引き合わせ、経営資源の引継ぎを実現

・中頓別町商工会では、地域の老舗菓子店からの高齢・後継者不在を理由とした廃業意向を
聞き、地域の特産品開発事業で連携していた地域おこし協力隊の中野さんと引き合わせること
によって、創業と廃業という両者の意向に沿う経営資源の引継ぎを支援。
・また、引継ぎ後の事業展開においても、町役場で措置した商工業振興支援補助金によって、菓
子用自動充填設備の導入を支援するなど、寄り添った支援を実施。

「今後は卸売にも力を入れ、多くの人に味わってもらいたい」と中
野代表取締役（店内で撮影）

美味しさそうな中野商店の商品たち（写真左：厳選
生クリームを使った生どら、右上：バターたっぷりの白い
雪原、左下：ふっくらとした中野商店の食パン）

中頓別町商工会の伴走型支援
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名 称：株式会社ナカノ 住 所：中頓別町字中頓別28-11
電 話：01634-6-1065 営業時間：10:00～18:00
定休日：不定休 ホームページ：https://www.nakanosyouten.com/

中野商店DATE

https://www.nakanosyouten.com/


富良野商工会議所・富良野市役所の取組

 富良野商工会議所では、国等が措置した各種支援施策を用いて、管内事業者に寄り添った支援を実施。

 富良野市役所では、商工会議所からの要望を受け、市の商工業の持続的発展のために、平成27年から事
業計画の策定を前提とした使い勝手の良い補助金を措置。

＜富良野商工会議所のコメント＞
・「経営発達支援計画によって、これまでに目を向けてこなかった支援に目を向けることができた。大変なこともあるが、
事業者との関わり方がぐっと濃くなったことを感じている。」（年代相談所長）

○従来の経営改善普及事業はもとより、各種施策を活用した支援を積極的に展開

富良野市役所の取組 住所：富良野市本町2番27号 コンシェルジュ・フラノ2階（商工観光課） TEL：0167-39-2312

＜富良野市役所DATA＞ 商工担当職員数：3名 人口：21,578人（令和2年1月末現在）

＜富良野市役所のコメント＞
・「商工会議所は地域を考える大事なパートナー。市役所と商工会議所は同じフロアにあり、一日に何度も往復して
いる。これからもともに考え、ともに取り組んでいきたい。」（澤田商工労働係長）

富良野商工会議所の前で（写真左から富良野市役所 澤田商工労働係長、
富良野商工会議所 萩原相談係、年代相談所長、沼田経営指導員、香川補助員）

富良野商工会議所、富良野市役所
（商工観光課）が同じフロアに入居するコンシェルジュ・フラノ

・富良野商工会議所は、経営発達支援計画の認定以降、補助金の申請や実行支援、展示会・
商談会への出展支援をはじめとする事業者支援の取り組みを積極的に実施。支援にあたっては、
事業計画の策定などを通して、事業者に気づきを促し、行動することのできるようにサポート。
・また、国等の施策では支援できない部分について、市役所に独自の補助金の措置を要望。各支
援施策に加え、市役所が措置した独自補助金を積極的に用いて、事業者支援を加速化。

富良野商工会議所の取組 住所：富良野市本町2番27号 コンシェルジュ・フラノ2階 TEL：0167-22-3555 職員数：11名

＜富良野商工会議所DATA＞ 市内小規模事業者数：654者 経営発達支援計画の実施期間：令和2年4月～令和7年3月

○市独自の補助金の措置などを含め、商工会議所とともに事業者を支援

・富良野市役所では、商工会議所からの要望を踏まえ、事業者の事業計画策定を前提として
幅広い事業活動に活用できる独自の補助金を平成27年に措置。
・また、事業者の販路開拓にあたっても、商工会議所とともに商談会等に参加。そのほか、今後の
地域のあり方を検討するための先進地視察にも商工会議所とともに赴くなど、市の商工業を考
えるにあたって、商工会議所と強く連携して事業を展開。
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富良野商工会議所・富良野市役所の支援事例

 東京から地元に戻ってカフェを創業した宮本夫妻に対し、事業計画作成から補助金申請、商品の磨き上げ、
販路開拓など、計画実行に至るまでを一貫して積極的に支援。

 富良野市で措置した独自補助金の活用により、設備を導入したことを通じて、安定的な経営体制を構築。

halu CAFÉについて

halu CAFÉのメニューとゆったりとした店内

（写真左：もっちもちの富良野産小麦ダッチベイビーパンケーキ、右上：丁寧に手作りした
自家製ジャム、下：雄大な大雪山連邦十勝岳を堪能できる大きな窓の店内）

14

○雄大な大雪山連邦十勝岳を望みながら、自然の恵みをいっぱいに感じるカフェ

＜halu CAFÉのコメント＞
・「専門家からのアドバイスや、商談会出展でのアンケート調査の回答、設備の導入支援など、事業展開においてすごく
役立った。今後も、何かあったときには、商工会議所に相談したい。」（宮本オーナー）

・halu CAFÉは、古い納屋をリノベーションして平成26年にオープンした富良野にあるカフェ。地元
産の顔の見える食材にこだわったダッチベイビーパンケーキや生パスタのほか、富良野市役所から
MADE IN FURANOの認定を受けたトマトやハスカップなどを使った自家製ジャムも販売。
・同店は、東京で働いていた宮本オーナー夫妻が地元に戻り、創業。開業を控え、補助金活用な
どの検討をきっかけに、商工会議所に相談し、事業計画の作成など様々な支援を受けることに。

○事業計画の策定から計画実行に至るまで一貫支援

・富良野商工会議所では、事業計画の作成をきっかけにして、補助金紹介や申請書作成、専門
家派遣による商品磨き上げ、商談会出展による販路開拓を含む計画実行まで数年間にわたっ
て切れ目なく支援を実施。
・また、市役所の独自補助金を使って、自家製ジャムの果物用冷凍庫を導入。従来の4倍以上
の量産体制を整え、安定した原材料確保や供給機会の損失減少に繋がったほか、加工品販
売の増加によって、観光シーズン以外でも売上を確保し、安定した経営体制の構築を実現。

富良野商工会議所の伴走型支援

「富良野の自然をいっぱいに感じていただきたい」と宮本オーナー夫妻（写真左から富良
野市役所 澤田商工労働係長、halu CAFÉ 宮本オーナー夫妻、富良野商工会議所

年代相談所長）

名 称：halu CAFÉ 住 所：富良野市西学田2区 電 話：0167-22-1266
営業時間：【9–6月】10:00～sunset 【7–8月】10:00～18:00
定休日：月曜日 ホームページ：http://www.halufurano.jp/

halu CAFÉ DATE

http://www.halufurano.jp/


3．道内市町村による
独自の中小企業・小規模事業者支援施策
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道内市町村による中小企業・小規模事業者支援施策①

（出典）：北海道経済産業局
「北海道内市町村による中小企業支援施策に関する調査」

独自の補助金・助成金はないが、
独自の融資等がある市町村

独自の補助金・助成金等がある市
町村

独自の補助金・助成金、融資は
ないが、その他独自の支援施策が
ある市町村

16

国の設置するワンストップ支援窓口である北海道よろず支援
拠点と連携関係を結び、専門家の定期的な派遣やセミ
ナー・相談会の開催などにより、町商工会において、経営指
導の専門家による相談しやすい体制を構築

釧路の様々な業種の中小企業、個人事業主、創業希望
者を支援する無料相談所を設置。販促活動・販路拡大・
新商品開発から採用・労務に至るまで幅広い経営相談に対
応。

道内市町村による独自の支援措置の有無

独自の支援施策を

措置している, 

77.7%

独自の支援施策はない, 

22.3%

N＝157

独自の中小企業・小規模事業者支援施策の措置状況

道内市町村による補助金・助成金、
融資以外の独自の支援施策（例）

知床しゃりビジネスサポート事業
（斜里町商工会助成事業）

釧路市ビジネスサポートセンター
（k-Biz）

 道内市町村の約８割は、管内中小企業への補助金や融資などによって、多くの商工業者の日々の事業活動
に対して活用できる独自の支援施策を講じている。

 補助金や融資などの施策に加え、専門家を活用した経営相談環境の整備など、さまざまな施策で管内中小
企業を支援する取組も出てきている。

※「独自の支援施策」は、創業や事業承継、企業誘致、空き店舗対策、人材育成などを目的とするものではなく、生産性向上や販路開拓など多くの商工業者の日々の事業活動に
対して活用できる支援施策とする。

調査対象： 道内179市町村（商工担当部署）
調査時期： 令和元年12月2日～12月25日
調査手法： 郵送及びメールによる配布・回収、書面自記入式
回答者数： 配布数179件、回収数157市町村

（回収率：87.7％）

北海道内市町村による中小企業支援施策に関する調査 概要

独自の支援施策がない、もしくは
無回答の市町村
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1.6%

その他独自の支

援施策がある, 
3.3%

N＝122
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道内市町村による中小企業・小規模事業者支援施策②

 独自の支援施策を講じている道内市町村のうち、7割以上は管内事業者を支援する補助金がある。

 特に、平成26年度の小規模企業振興基本法の制定以降、支援補助金を措置する市町村が増加傾向にあ
り、設備投資や販路開拓など幅広く事業者を支援できる補助金も多い。

（出典）：経済産業省北海道経済産業局「北海道内市町村による中小企業支援施策に関する調査」

道内市町村による独自の支援補助金措置数の推移

※令和元年度は12月末現在

道内市町村による独自の支援補助金（例）
市町村 補助金 概要 補助上限額 補助率

商工会・商工会議所

の執行・関与

札幌市
小規模企業向け製品開発・

販路拡大支援補助金

小規模企業者を対象に、設備等の導入、チラシ・カタログ等の作成・配布、看板等の作成・設置、広

告掲載、折り込み広告、新商品、試作品の開発、展示会・商談会等への出展、商品パッケージや包装

紙等の変更、販路開拓のための出張、中古品の購入などを支援

200万円 2/3 ×

木古内町
木古内町中小企業・小規模

企業経営改善等支援補助金

中小企業者を対象に、店舗等の改装・改修、ホームページの作成・改良、設備等の導入、チラシ・カ

タログ等の作成・配布、看板等の作成・設置、広告掲載、折り込み広告、新商品、試作品の開発、展

示会・商談会等への出展、商品パッケージや包装紙等の変更、販路拡大のための出張、店舗等の新

築、パソコン等汎用品の購入、車両の購入、中古品の購入などを支援

300万円 1/2 ×

真狩村
真狩村小規模事業者

持続化補助金

商工会会員の小規模事業者を対象に、店舗等の改装・改修、設備等の導入、展示会・商談会等への出

展、販路拡大のための出張、車両の購入などを支援
25万円 1/2 ○

北竜町
北竜町商工業元気支援応援

条例（商工業振興奨励事業）

商工会会員の中小企業者を対象に、店舗等の改装・改修、設備等の導入、店舗等の新築、車両の購入

などを支援
100万円等 1/4等 ○

富良野市
富良野市中小企業振興総合

補助金（事業拡大支援事業）

市内中小企業者を対象に、ホームページの作成・改良、設備等の導入、チラシ・カタログ等の作成・

配布、看板等の作成・設置、広告掲載、折り込み広告、新商品、試作品の開発、展示会・商談会等へ

の出展、商品パッケージや包装紙等の変更、販路拡大のための出張、車両の購入などを支援

30万円等 1/2 ○

美瑛町
美瑛町中小企業者等

振興補助事業

商工会会員を対象に、店舗等の改装・改修、設備等の導入、新商品、試作品の開発など事業者の経営

改善が図られ、持続的な発展が望まれる事業を支援
100万円 2/3 ○

上富良野町
上富良野町商工業者

持続化補助金

商工会会員を対象に、設備等の導入、新商品、試作品の開発、展示会・商談会等への出展、販路拡大

のための出張、車両の購入などを支援
50万円等 1/2等 ○

比布町
比布町商工業振興事業

補助金（持続的発展型）

商工会会員の中小企業者を対象に、店舗等の改装・改修、設備等の導入、看板等の作成・設置、展示

会・商談会等への出展、パソコン等汎用品の購入、などを支援
200万円 1/2 ○

増毛町
増毛町産業活性化支援

事業補助金

町内事業者・起業者を対象に、店舗等の改装・改修や設備等の導入、チラシ・カタログ等の作成・配

布、看板等の作成・設置、広告掲載、折り込み広告、新商品、試作品の開発、展示会・商談会等への

出展、店舗等の新築、パソコン等汎用品の購入、中古品の購入などを支援

100万円 1/2 ○

中頓別町
中頓別町商工業振興

支援補助金

商工会会員を対象に、店舗等の改装・改修、設備等の導入、販路拡大のための出張、店舗等の新築、

パソコン等汎用品の購入、車両の購入、中古品の購入などを支援
700万円等 1/2等 ○

豊富町
豊富町商工業活性化

事業補助金

商工会会員を対象に、店舗等の改装・改修、設備等の導入、看板等の作成・設置、店舗等の新築、パ

ソコン等の汎用品の購入などを支援
400万円等 4/10 ○

雄武町 中小企業等振興助成金
商工会会員を対象に、店舗等の改装・改修、設備等の導入、看板等の作成・設置、新商品、試作品の

開発、店舗等の新築などを支援
200万円等 1/3等 ○

足寄町
足寄町商工会

小規模振興事業補助金

商工会会員の小規模事業者を対象に、店舗等の改装・改修、ホームページの作成・改良、設備等の導

入、チラシ・カタログ等の作成・配布、看板等の作成・設置、広告掲載、折り込み広告、新商品、試

作品の開発、展示会・商談会等への出展、商品パッケージや包装紙等の変更、販路拡大のための出

張、店舗等の新築、パソコン等汎用品の購入、車両の購入、中古品の購入などを支援

50万円 1/2 ○

芽室町
芽室町小規模事業者

持続化補助金

町内事業者を対象に、ホームページの作成・改良、設備等の導入、チラシ・カタログ等の作成・配

布、看板等の作成・設置、広告掲載、折り込み広告、展示会・商談会等への出展、商品パッケージや

包装紙等の変更、販路開拓のための出張などを支援

12.5万円 1/2 ○

鶴居村
つるい未来へつなぐ商工観光

経済活性化支援事業補助金

村内中小企業者を対象に、店舗等の改装・改修、ホームページの作成・改良、設備等の導入、チラ

シ・カタログ等の作成・配布、看板等の作成・設置、広告掲載、折り込み広告、新商品、試作品の開

発、展示会・商談会等への出展、商品パッケージや包装紙等の変更、販路拡大のための出張、店舗等

の新築、パソコン等汎用品の購入、中古品の購入などを支援

250万円等 1/2 ○

※「独自の支援施策」は、創業や事業承継、企業誘致、空き店舗対策、人材育成などを目的とするものではなく、生産性向上や販路開拓など多くの商工業者の日々の事業活動に
対して活用できる支援施策とする。
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道内市町村による中小企業・小規模企業振興条例

 道内市町村において、中小企業・小規模事業者振興条例を制定する動きが増加傾向。道内の53％の市町
村において中小企業・小規模事業者振興条例を制定している。

 なかでも、小規模企業振興条例もしくは小規模企業の振興に言及している条例制定の増加が顕著。

（出典）：経済産業省北海道経済産業局「北海道内市町村による中小企業支援施策に関する調査」

中小企業・小規模事業者振興条例の制定状況

※上のグラフは総数、下のグラフは条例別制定数 ※令和元年度は12月末現在

中小企業振興条例（小規模

企業の振興についても言及

されている）を制定している, 
29.3%

中小企業振興条例（小規模企

業の振興については言及され

ていない）を制定している, 
14.6%

小規模企業振興条例を制定している, 
8.9%

中小企業振興条例等

は制定していない, 
47.1%
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１．中小企業振興条例（小規模企業の振興についても言及されている）を制定している

２．中小企業振興条例（小規模企業の振興については言及されていない）を制定している

３．小規模企業振興条例を制定している
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