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北海道小規模企業振興条例（経営体質の強化）について 

 

 

 

 

 

 

１．方策に基づく展開の方向 
（１）小規模企業の目線に合わせたきめ細やかな経営相談・ 

経営指導の実施 

（２）重要な経営資源である経営者や従業員に対する 

伴走型のスキルアップ支援 

（３）道外からの人材誘致や産業の理解促進等による人材の確保 

（４）域内・域外からの需要開拓・確保のための 

新商品・新サービスの開発と販路開拓支援 

 

２．主な道の取組状況 
（１）きめ細やかな経営相談・経営指導の実施 

■地域に密着した商工会・商工会議所による伴走型の経営指導、情報提供 

■北海道中小企業総合支援センター等による支援情報の提供や製品開発から販路拡大に至る幅広 
い経営指導 

■地域の金融機関、中小企業診断士等と連携した専門家の派遣による経営指導 

 
事業名 事業概要 取組結果 備 考 

小規模事業振興指導
費補助金 

商工会、商工会議所、(一社)北海道商
工会議所連合会、北海道商工会連合
会に対し、経営改善普及事業等の実
施に要する経費の一部を支援する。 

巡回指導、窓口指導、記帳指導、
講習会の開催など 
 
＜指導実績＞ 
H28~ 
・巡回指導、窓口指導：211,046 件 
・記帳指導：12,302 件 
・講習会の開催：2,926 件 
H29~ 
・巡回指導、窓口指導：213,770 件 
・記帳指導：12,592 件 
・講習会の開催：2,333 件 
H30~ 
・巡回指導、窓口指導：206,859 件 
・記帳指導：12,621 件 
・講習会の開催：5,038 件 
H31/R1~ 
・巡回指導、窓口指導：204,290 件 
・記帳指導：12,071 件 
・講習会の開催：3,030 件 
R2~ 
・巡回指導、窓口指導：226,934 件 
・記帳指導：11,649 件 
・講習会の開催：2,675 件 

Ｈ２８～ 

中小企業経営資源強
化対策事業費 

（公財）中小企業総合支援センター
が実施する総合コーディネート事
業、取引拡大支援事業など各種事業
を支援 

経営に関する総合相談窓口設
置、中小企業者等に対する受発
注情報等取引に関する情報等
を提供 
 
＜相談件数＞ 
H28~ 10,799 件 
H29~ 12,288 件 
H30~ 14,189 件 
H31/R1~ 15,806 件 
R2~ 17,101 件 
 

Ｈ２８～ 

 

（経営体質の強化） 
第 12条 道は、小規模企業の経営体質の強化を図るため、小規模企業関係団体による
経営指導の促進、小規模企業の事業活動に有用な知識、技能等に係る研修の充実、小
規模企業の事業活動を担う人材の育成、道外からの人材の誘致その他の必要な措置を
講ずるものとする。 

資料４－１ 
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商店街振興対策費補
助金 

北海道商店街振興組合連合会が行
う傘下の商店街振興組合への指導
事業、研修会等を支援 

指導相談事業等による運営支
援、地域活性化研修会等を開催 
 
＜指導実績＞ 
H28~ 
・巡回指導実績 
  延べ 160 団体 346 件 
・相談対応実績 
 延べ 180 団体 449 件 
・地域活性化研修会の開催 
H29~ 
・巡回指導実績 
 延べ 187 商店街 408 件 
・相談対応実績 
 延べ 190 商店街 483 件 
・地域活性化研修 5 回 
H30~ 
・巡回指導実績 
 延べ 208 商店街 565 件 
・相談対応実績 
 延べ 308 商店街 824 件 
・地域活性化研修 4 件 
H31/R1~ 15,806 件 
・巡回指導実績 
 延べ 159 商店街 439 件 
・相談対応実績 
 延べ 195 商店街 520 件 
・地域活性化研修 3 件 
R2~ 
・巡回指導実績 
 延べ 99 商店街 190 件 
・相談対応実績 
 延べ 444 商店街 1,198 件 
・地域活性化研修 2 件 

Ｈ２８～ 

新型コロナウイルス
感染症対策支援総合
相談窓口（ワンストッ
プ相談窓口） 

中小・小規模企業の新型コロナウイ
ルス感染症関連の施策活用の利便
性向上を図るため、本庁・各（総合）
振興局にワンストップ相談窓口を
設置し、支援制度の紹介や申請支援
などをサポート 

相談窓口では、道の支援制度、
国の各種給付金などの紹介や
給付金申請などをサポート 
 
＜相談件数＞ 
R2~ 4,982 件 

Ｒ２～ 

中小・小規模企業緊急
総合支援事業 

新型コロナウイルス感染症による
影響を受けている中小・小規模企業
に対し、中小企業診断士などの専門
家を派遣し、事業活動の維持・再建
を支援 

専門家の派遣等 
 
＜取組実績（R2~）＞ 
・相談件数 805 件 
・派遣回数 1,305 回 

Ｒ２～ 
（Ｒ２は一
部コロナ関
連） 

 

（２）経営者や従業員に対する伴走型のスキルアップ支援 

■売上拡大や収益改善など企業ニーズに沿った専門家派遣による個別研修の実施 

■ものづくりや食品産業など新分野・新市場への進出等に資する人材の養成 

■従業員の職業訓練を行う事業主に対する支援 

 
事業名 事業概要 取組結果 備 考 

ＢＣＰセミナーの開
催 

道と包括連携協定を締結している
損害保険株式会社と共催で、自然災
害など緊急事態への事前の備えと
して有効なＢＣＰ（事業継続計画）
セミナーを開催 

＜開催実績＞ 
H30~６回 
H31/R1~１回 
R2~中止 

Ｈ３０～ 

道内中小企業ＢＣＰ
策定促進事業 

道内中小企業において、災害時等の
事業継続・早期復旧が可能となるよ
う、ＢＣＰ（事業継続計画）策定の
個別支援を実施し、手引作成 

＜取組実績＞ 
・BCP 策定に係る専門家派遣 
（23 社） 
・北海道版BCP 策定手引き 
（5,000 部）の作成配布 

Ｈ３１／Ｒ元 

中小・小規模企業Ｉ
Ｔ・キャッシュレス導
入加速化事業費 

人手不足等の課題や消費増税に伴う
国の施策に対応するため、道内中小・
小規模企業におけるＩＴやキャッシ
ュレス導入の加速化に向けたフェア
を実施 

＜取組実績＞ 
・全道６地域で「キャッシュレス
応援フェア」を実施 

・計 115 名が参加 

Ｈ３１／Ｒ元 
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ものづくり人材技術
力強化事業 

ものづくり企業の販路拡大や新分
野進出を促進するため、研修会やゼ
ミ等の開催による IoT技術や生産管
理などの技術系人材の育成強化の
ほか、セミナーや展示会出展による
取引拡大、専門家派遣による課題解
決や成功モデル創出などの取組を
実施 

＜取組実績＞ 
H31/R1~ 
・技術系人材育成に向けた研修・
セミナー開催：16 回 

・「メッセナゴヤ 2019」への出展 
道内出展企業数：8 社 

・ものづくり関連企業訪問（中京
圏）～訪問先企業数 7 社 

・企業への専門家派遣：19 社、148
回 

・コーディネーター配置： 
東北（1 名）・中京圏（2 名） 

R2~ 
・技術系人材育成に向けた研
修・セミナー開催 17 回 

・道内ものづくり企業の技術や
北海道の事業環境をＰＲす
るセミナー開催（東京・大阪・
名古屋）や展示会出展（名古
屋） 

・営業力強化に向け東北（1
名）・中京圏（2 名）にコーデ
ィネーターを配置 

Ｈ３１／Ｒ元～ 

水産加工関連事業者
生産性向上緊急対策
事業費 

主要魚種の不漁による影響を受け、
とりわけ厳しい状況にある水産加
工関連事業者の生産性向上のため、
専門家派遣等による伴走型集中支
援を実施 

＜支援実績＞ 
R2~ 
・支援企業数：145社 
・支援回数：延べ774回 
・専門家派遣：延べ257回 

Ｒ２～ 
（一部コロ
ナ関連） 

 

（３）道外からの人材誘致や産業の理解促進等による人材の確保 

■道外のプロフェッショナル人材と道内企業との橋渡しや、人材の受入企業への支援 

■若年者等の U・Iターン促進のための求人情報の提供 

■産業や職場理解による人材の確保・定着 

 
事業名 事業概要 取組結果 備 考 

人材誘致促進事業 道外の若年者等を対象にインターネ
ットを活用した求人・求職情報の提供
や、大学・民間が主催する就職説明会
等に参加し、道内企業の求人情報の提
供等を実施 

ＵＩターンネットシステムに
よるマッチング、首都圏等での
民間就職説明会、大学のＵＩタ
ーン就職相談会等に参加、道内
へのＵＩターン就職を促進 
 
＜取組実績＞ 
H28~ 
・民間就職説明会（３回） 
・ＵＩターン就職相談会（20回） 
H29~ 
・民間就職相談会（３回） 
・ＵＩターン就職相談会（20回） 
H30~ 
・民間就職相談会（３回） 
・ＵＩターン就職相談会（33回） 
H31/R1~ 
・大学での就職相談会 
（40 大学、相談者 140 人） 

・道外大学就職担当者に道内企
業紹介の説明会開催（２回、
参加者 23 大学企業 60 人） 

・ＵＩターンネットシステムを
活用した求人・求職者情報提
供等（登録者数 177 人、登録
求人企業数 432 社、相談件数
90 件） 

R2~  

・道外大学と道内企業のマッチ 

 ング交流会 ２回 

・首都圏大学の就職説明会 

・ＵＩターンネットシステムの 

 運用 

Ｈ２８～ 
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地域若者就業・定着支
援事業 

若者に地元産業・企業の情報等を提
供する就職活動応援フェア、規模が
小さな企業の若手社員向け研修な
ど、企業への定着に向けた取組を支
援 

＜取組実績＞ 
H28~ 
・｢じもと✕しごと発見フェア｣
開催（15地域） 
269企業・団体出展、就職活動
前の高校生等 1,654人参加 

・若手社員の職場定着に向けた企
業向けセミナー開催（15地域） 

 企業等 84社、118人参加 
・若手社員向け研修会開催（14 
地域）45社、77人参加 

H29~ 
・｢じもと✕しごと発見フェア｣
開催（16地域） 
362企業・団体出展、就職活動
前の高校生等 2,198人参加 

・普及啓発セミナー開催（札幌、
帯広） 

H30~ 
・｢じもと✕しごと発見フェア｣
開催（14地域） 
352企業・団体出展、就職活動
前の高校生等 2,321人参加 

・普及啓発セミナー開催（札幌、
旭川） 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 

中高年求職者安定就
業促進事業 

即戦力と期待される中高年求職者
を対象に採用意欲のある企業の開
拓を行い、マッチング機会の提供を
行うほか、未就職者に対するフォロ
ーを行い、雇用の確保や職場定着を
促進 

道内６地域(札幌、函館、旭川、
北見、帯広、釧路)で求職者向け
セミナー、合同企業説明会、個
別相談会等を開催 
 
＜就職実績＞ 
H28~ 就職者 100名 
H29~ 就職者 85 名 
H30~ 就職者 32 名 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 

多様な人材の安定就
業促進事業 

人口減少や少子高齢化が進行し、人手
不足の一層の深刻化による地域産業
の停滞が懸念されることから、若年
者、女性、中高年齢者、外国人材とい
った多様な働き手の道内企業への就
業を支援 

＜取組実績＞ 
◆外国人材の雇用促進 
・外国人材採用事例集の作成 
・採用事例普及セミナー：１回 
・企業見学ツアー：２回 
・外国人材と企業の交流会：２回 
◆職場定着の促進 
・メンター育成事業：セミナー開
催（６回） 

・好事例発信事業：セミナー開催
（６回） 

◆地域企業の人材確保支援と地
域企業の情報発信 

・地域企業の発信力採用力向上セ
ミナー：6カ所で開催、参加企業
76社、参加者97名 

・地域企業説明会：8 回開催：参
加企業 75 社、来場者 351 名 

Ｈ３１／Ｒ元 

外国人材確保支援事
業 

外国人材の採用経験が無い企業、採
用ルートを開拓したい道内企業等
を対象に、道内６地域で、採用相談
会を開催し、円滑な外国人材の確保
を支援 

外国人材基礎セミナー開催（６回） 
 
＜採用実績＞ 
H31/R1~ 外国人材採用 36 名 
R2~  

Ｈ３１／Ｒ元～ 

就業環境改善支援事
業費 

中小企業等の就業環境改善を促進
するため、地域企業へのハンズオン
支援と優良事例の普及 

ワークライフバランス、人手不足
解消をサポート、働き方改革の優
良事例の普及を実施 

 
＜取組実績＞ 
H31/R1~  
・ハンズオン支援実績 
地域連携コース：15 社 
ＷＬＢ見える化コース：1 社 

・優良事例集の作成：3,400 部 

R2~ 

・ハンズオン支援実績 

 地域連携コース ８件 

 ＷＬＢ見える化コース：３件 

・優良事例集の作成：3，400 部 

Ｈ３１／Ｒ元～ 
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（４）新商品・新サービスの開発と販路開拓の支援 

■北海道産業振興条例に基づく施策、官民連携ファンド等による新商品・新サービス開発・販路開拓 

への支援 

■小規模企業の受注機会の拡大・確保 

 

事業名 事業概要 取組結果 備 考 

中小企業新応援ファ
ンド助成金 

ファンドの運用益を活用して、道内
における新たな産業の創出や事業
化を支援 

活用企業において、新商品事業
化に向けた取組 
 
＜採択実績＞ 
H28~ 41 件 99,161 千円 

うち小規模企業 
23 件 56,813 千円 

H29~ 67 件 
H30~ 13 件 
H31/R1~ 22 件 

R2~ 23 件 

Ｈ２８～ 

中小企業競争力強化
促進事業 

道内中小企業の競争力強化を図る
ため、「北海道産業振興条例（通称）」
に基づく製品開発や市場開拓等の
取組に対し、助成を実施 

＜採択実績＞ 
H28~ 19 件 20,736 千円 

うち小規模企業 
７社 11,543 千円 

H29~ 20 件 
H30~ 33 件 
H31/R1~ 23 件 
R2~ 24 件 

Ｈ２８～ 

中小企業者等の受注
機会の確保・拡大 

「北海道中小企業者等の受注機会
の確保に関する推進方針」にもとづ
く小規模企業の受注機会の確保・拡
大 

道内小規模企業の受注機会の
確保・拡大に努めた。 
 
＜道内中小契約額実績＞ 
H28~ 295,168,246,000 円 
H29~ 305,127,093,000 円 
H30~ 320,493,646,000 円 
H31/R1~ 367,056,222,000 円 
R2~（集計中） 

Ｈ２８～ 

市場動向対応型研究開
発支援事業費 

産学が共同で取り組む市場動向を
反映させた商品化などに関する研
究開発の最終フェーズを支援する
ことで、ベンチャーの創出や事業拡
大、新規事業の立ち上げなどを促進
し、雇用の創出を図る。 

専門家による事業化、商品化に
向けたテスト商品の開発、市場
動向の反映等支援 
 
＜取組実績＞ 
H31/R1~ 13 社 

Ｈ３１／Ｒ元～ 

被災地企業等の連携に
よる販路・売上拡大支
援事業費 

厚真町、安平町、むかわ町において、
地域の企業が連携し、商品・サービ
スの開発や販路拡大に取り組み、地
域経済を活性化し復興を促進 

＜取組実績＞ 
H31/R1~販路開拓：13 事業者 
    商品開発：９事業者 

R2~販路開拓：13 事業者 

  商品開発：８事業者 

Ｈ３１／Ｒ元
～Ｒ２ 
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（５）円滑な資金の供給 

事業名 事業概要 取組結果 備 考 

北海道中小企業総合
振興資金による融資 

小規模企業貸付、ステップアップ貸
付、新型コロナウイルス感染症対応
資金（無利子融資）など中小・小規
模企業に対する金融支援を実施 

＜融資実績＞ 

H28~ 

・小規模企業貸付： 

3,305 件、20,898 百万円 

 ・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ貸付： 

42 件、792 百万円 

 ・一般貸付： 

2,565 件、28,967 百万円 

H29~  

・小規模企業貸付： 

3,167 件、19,618 百万円 

 ・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ貸付： 

42 件、1,122 百万円 

 ・一般貸付： 

2,553 件、27,174 百万円 

H30~ 

・小規模企業貸付： 

3,106 件、21,763 百万円 

 ・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ貸付： 

27 件、488 百万円 

 ・一般貸付： 

2,264 件、27,013 百万円 

H31/R1~ 

・小規模企業貸付： 

3,165 件、22,687 百万円 

 ・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ貸付： 

27 件、594 百万円 

 ・一般貸付： 

2,185 件、26,599 百万円 

R2~ 

・小規模企業貸付： 

1,180 件、9,218 百万円 

 ・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ貸付： 

14 件、271 百万円 

 ・一般貸付： 

639 件、8,082 百万円 

 ・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応資金：  

57,102 件、1,079,599 百万円  

Ｈ２８～ 
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３．関係機関との連携の状況 

 

 

４．北海道中小企業総合支援センターの相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．経営革新計画の承認件数（北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H27 H28 H29 H30 H31/R元 R2

承認件数 48 86 35 78 61 180

48

86

35

78

61

180

30

60

90

120

150

180

210 経営革新計画の承認件数の推移
（単位：件） 

（北海道調べ） 

 

H27 H28 H29 H30 H31/R元 R2

相談件数 9,363 10,799 12,288 14,189 15,806 17,101

9,363 

10,799 

12,288 

14,189 

15,806 

17,101 

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
年間相談件数の推移

（北海道調べ） 

（単位：件） 

 

 
地域中小企業支援ネットワーク

（設立：Ｈ２５．３） 

 

 

北海道 国 

市町村 

大企業等 

商工会・ 
商工会議所 金融機関 

大学等 

関係団体、 
士業団体等 

・道制度融資による金融支援 
・ワンストップ相談窓口等の総合経営相談 
・個別ニーズに対応した専門家派遣 
・ファンド運用益を活用した事業化支援 
・北海道どさんこプラザ等の販路開拓支援 
・産業人材育成、就業支援 等 

 

・地域の特性や 
ニーズに応じた 
取組 等 

 

・資金供給 
・経営相談 
・経営支援 等 

 

・持続化補助金等による販路開拓支援 
・ものづくり補助金等による設備投資支援 
・ＩＴ導入補助金等による生産性向上支援 
・中小企業再生支援協議会等による再生支援 
・様々な経営課題に対応する「よろず支援 
拠点」の設置 等 

・人材育成 
・新製品･新技術 
開発支援 等 

 

・課題解決に向
けた助言･指導 
等 

・巡回訪問指導 
・研修会等の開催 
・地域イベントの 
開催 等 

 

・発注の拡大 
・技術力向上の 
支援 等 

 

関係機関が協力し、それぞれの機能を活用
して、小規模企業に対する個別相談対応や
経営改善などを支援 

中小企業総合
支援センター 

・総合経営相談 
・新製品開発等の
事業化支援 

・商談会開催等の 
販路拡大支援 

・専門家派遣 等 
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北海道小規模企業振興条例（事業の承継の円滑化）について 

 

 

 

 

 

 

 

１．方策に基づく展開の方向 

（１）専門家によるきめ細やかな情報提供と相談指導 

（２）事業承継を支える専門人材の育成支援 

（３）創業支援の取組と連動した事業承継の促進 

 

２．主な道の取組状況 

（１）きめ細やかな情報提供と相談指導の実施 

■地域ごとに専門家（弁護士、税理士、中小企業診断士等）の登録制度を整備 

■登録制度を活用した、地域における事業承継に関する相談・指導の実施 

■北海道事業引継センターや金融機関等との連携による情報提供 

 

事業名 事業概要 取組結果 備 考 

事業承継サポートネ
ットワーク事業 

法律問題や税金対策など様々な事
業承継問題に対応するため、地域の
専門家（弁護士、税理士、中小企業
診断士など）を登録し、企業に派遣
し相談・指導を実施 

＜アドバイザー登録実績＞ 
H28~ 道北圏域：11 名 

道南圏域：15 名 
十勝圏域：10 名 

その他の圏域：8 名 
H29~ 道央圏域：41 名 

ｵﾎｰﾂｸ圏域：28 名 
釧根圏域：28 名 

Ｈ２８～ 
Ｈ２９ 

北海道事業引継ぎ支
援センターとの連携
による情報提供 

後継者不在で事業存続に不安を抱
える中小企業に対してＭ＆Ａの活
用による事業を引き継ぐためのア
ドバイスを実施 

＜支援センターの相談・成約件数＞ 
H28新規相談 240件 成約 16件 
H29   〃  231件 〃 21件 
H30   〃  267件 〃 28件 
H31/R1 〃  265件 〃 34件 
R2    〃  303件 〃 46件 

Ｈ２８～ 

起業後のフォローア
ップ 

中小企業総合支援センター、商工
会・商工会議所等による起業後のフ
ォローアップを実施 

＜事業承継相談件数（中小企業
総合支援センター）＞ 
H28~ 147 件 
H29~ 539 件 
H30~ 935 件 
H31/R1~ 1,125 件 
R2~ 1,456 件 
 
＜商工会・商工会議所等の事業
承継に関するフォローアップ実
績（下記実績総数の内数）＞ 
H28~ 
・巡回指導、窓口指導：211,046 件 
・記帳指導：12,302 件 
・講習会の開催：2,926 件 
H29~ 
・巡回指導、窓口指導：213,770 件 
・記帳指導：12,592 件 
・講習会の開催：2,333 件 
H30~ 
・巡回指導、窓口指導：206,859 件 
・記帳指導：12,621 件 
・講習会の開催：5,038 件 
H31/R1~ 
・巡回指導、窓口指導：204,290 件 
・記帳指導：12,071 件 
・講習会の開催：3,030 件 
R2~ 
・巡回指導、窓口指導：226,934 件 
・記帳指導：11,649 件 
・講習会の開催：2,675 件 

Ｈ２８～ 

（事業の承継の円滑化） 
第 13条 道は、小規模企業の事業の承継の円滑化を図るため、経営者の意識の醸成、
後継者の育成等に係る研修の充実、事業の承継に関する情報の提供、事業の承継を支
援する人材の育成、専門家による相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるものと
する。 

資料４－２ 
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中小企業等事業承継
支援事業 

信用金庫と連携し、個別相談会や啓
発セミナーの開催、事業承継支援施
策紹介冊子の作成など事業承継の
取組を支援 

＜取組実績＞ 

H29~ 

・啓発セミナー（2 回） 

 上川北部開催：32 名 

 上川南部開催：22 名 

・紹介冊子：3,000 部 

H30~ 

・啓発セミナー(北部：43 名、 

中部：44 名参加) 

･支援者向けスキルアップ 

セミナー(28 名参加) 

・個別相談会 

(6 回・17 名参加) 

・紹介冊子：3,000 部 

H31/R1~ 

・啓発セミナー(北部：42 名、 

中部：49 名参加) 

･支援者向けスキルアップ 

セミナー(18 名参加) 

・個別相談会 

(6 回・17 名参加) 

・紹介冊子：3,000 部 

Ｈ２９～ 
Ｈ３１ 

北のふるさと事業承
継支援ファンド投資
有限責任組合に対す
る出資金 

小規模企業の事業活動の継続を図
るため、官民連携の資金供給ファン
ドに対し、出資を実施し、事業承継
の取組を支援（出資規模：５億円、
存続期間：14 年） 

新経営者が株式の買取資金を蓄
積する間、「北のふるさと事業承
継支援ファンド」が株式を一時
保有し、円滑な事業承継を支援 

 

＜投資実績＞ 

H29~ 1 件 24,192,500 円 

H30~ 4 件 53,434,556 円 

H31/R1~ 1 件 11,198,000 円 

R2~ 1 件 15,156,000 円 

Ｈ２９～ 

 

 

（２）事業承継を支える専門人材の育成支援 

■事業承継課題に専門に対応する専任の事業承継コ－ディネ－タ－の育成 

 

事業名 事業概要 取組結果 備 考 

事業承継サポートネ
ットワーク事業（再
掲） 

事業承継計画策定支援など事業承
継課題に専門に対応する専任の事
業承継コーディネーターを育成 

＜コーディネーター登録実績＞ 

H28~ 道北圏域：16 名 

道南圏域：14 名 

十勝圏域：12 名 

H29~ 道央圏域：55 名 

ｵﾎｰﾂｸ圏域：11 名 

釧根圏域：７名 

Ｈ２８～ 
Ｈ２９ 

事業承継サポートネ
ットワークの活用 

市町村、商工団体、金融融機関、産
業支援機関など関係機関で構成す
る「事業サポートネットワーク」の
活用 

事業承継コーディネーターを
活用し、事業承継診断を実施 

 

＜事業承継診断件数＞ 

H30~ 3,822 件 

H31/R1~ 8,359 件 

R2~ 6,089 件 

Ｈ３０～ 

事業承継後継者育成
事業（赤レンガ・チャ
レンジ事業） 

円滑な事業承継の促進を図るため、
後継者候補へ事業承継や企業経営
に必要な知識の提供と自主的取組
を促す研修を実施 

事業後継希望者向けセミナー
企画（参加者が想定人数に至ら
ず、中止） 

Ｈ３０ 
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（３）創業支援の取組と連動した事業承継の促進 

■後継者不在企業と創業希望者とのマッチング 

■起業相談会や実践起業塾の活用による後継候補者のスキルアップ 

■移住希望者による事業承継の促進 
 

事業名 事業概要 取組結果 備 考 

空き店舗を活用した
コミュニティビジネ
ス創出加速事業 

高齢者・子育て世代の交流・生活サー
ビス支援拠点づくりなど商店街の空
き店舗を活用したコミュニティビジ
ネス創出の取組を支援 

＜取組実績＞ 
H28~ 
・コミュニティ拠点整備：６件 
H29~ 
・コミュニティ拠点整備：５件 
・コミュニティビジネス創 
出検討：１件 

H30~ 
・コミュニティ拠点整備：４件 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 

いなか暮らし応援プ
ログラム推進事業 

本道への移住希望者に対する相談
対応を実施するとともに、「ローカ
ルワークコーディネーター」の配置
やローカルワークビジネススクー
ルの開催 

地域に潜在するしごと情報の
提供や、起業に関するノウハウ
を習得するビジネススクール
を開催 
 
＜取組実績＞ 
H28~ 
・移住希望者に対する相談窓口
｢北海道ふるさと移住定住推
進センター｣を東京に設置 

・ローカルワークコーディネー
ターを 14 振興局管内に配置 

・｢いなかで起業｣ビジネススク
ールを全６日間開催 

H29~ 
・ローカルワークコーディネー
ター31 名配置（企業情報 772
件、求人情報延べ 350 件） 

・ビジネススクール受講者 16名 
H30~ 
・ローカルワークコーディネー
ター27 名配置（企業情報 988
件、求人情報約 200 件） 

・ビジネススクール（6 回） 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 

北海道後継者人材バ
ンク 

創業意欲の高い人材と後継者不在
事業者とをマッチングさせる後継
者人材バンクを北海道事業引継ぎ
支援センター及び北海道経済産業
局と連携・設置し、運用を実施 

北海道後継者人材バンク： 
R1.3 月設置 
 
＜取組実績 R2＞ 
 後継者募集事業者数 22 者 
 登録起業家数 58 名 
 成約件数 1 件 

Ｒ元～ 

 

（４）円滑な資金の供給 

事業名 事業概要 取組結果 備 考 

北海道中小企業総合
振興資金による融資 

創業貸付、ステップアップ貸付など
中小・小規模企業に対する金融支援
を実施 

＜融資実績＞ 
H28~ 
・創業貸付：345件、1,663百万円 
・ステップアップ貸付： 

42 件、792 百万円 
H29~ 
・創業貸付：334件、1,514百万円 
・ステップアップ貸付： 

42 件、1,122 百万円 
H30~  
・創業貸付：276件、1,411百万円 
・ステップアップ貸付： 

27 件、488 百万円 
H31/R1~ 
・創業貸付：188 件、937 百万円 
・ステップアップ貸付： 

27 件、594 百万円 
R2~ 
・創業貸付：219件、1,265百万円 
・ステップアップ貸付： 

14 件、271 百万円 
・事業承継貸付 9 件、310 百万円 

Ｈ２８～ 
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３．関係機関との連携の状況 

 

４．後継者不在率の推移 

 

※ 近年、後継者不在率は緩やかな低下傾向にある。これは関係機関の後継者問題に対する 

地道な支援が中小企業に浸透していることが理由として挙げられる。 

 

＜Ｒ２後継者の状況＞ 

 

74.0 74.0 
73.5 

72.9 
72.4 

66.1 66.5 66.4 

65.2 65.1 

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

72.0

74.0

76.0

H28 H29 H30 H31/R1 R2

後継者不在率

北海道 全国平均 （帝国データバンク調べ）

（単位：％）

後継者あり 後継者なし 後継者不在率

（企業数） （企業数） Ｒ２（2020年）

北海道 2,949 7,749 72.4%

東北 5,685 10,632 65.2%

関東 33,426 62,710 65.2%

北陸 5,085 6,936 57.7%

中部 13,161 23,850 64.4%

近畿 15,680 30,837 66.3%

中国 4,269 10,366 70.8%

四国 3,188 3,981 55.5%

九州 9,768 16,454 62.7%

合計 93,211 173,515 65.1%

（出典：帝国データバンク）

・Ｒ２（2019）年の本道の後継者不在率

は72.4％と全国９エリアで最も高い状

況。

備考地域別

全国平均と比較すると、本道の

後継者不在率は、年７～８％ほ
ど全国より高い。 

 

 

 

事業承継サポートネットワーク 
（設立：H28～H29） 

 

 

北海道 
国 

市町村 

北海道事業承継・ 
引継ぎ支援センター 

金融機関 

商工会・ 
商工会議所 

専門家 
（税理士、弁護士、
中小企業診断士等） 

・小規模企業者の親族外承継を官民
ファンドにより支援 

・北海道後継者人材バンクの活用促
進による第三者への事業承継促進 

・道制度融資による金融支援 

・施策実施 
・個別相談 
・情報提供 等 

 

・資金供給 
・個別相談 
・事業承継診断
の実施 等 

 

・事業承継･引継ぎ補助金に
よる事業承継促進支援 

・事業承継税制による相続
税･贈与税の負担軽減支援 

・巡回訪問指導 
・事業承継診断
の実施 等  

・親族内承継や親族外承継等 
に関する相談サポート 

・北海道後継者人材バンクに
よる後継者不在企業と創業
希望者とのマッチング支援 

・事業承継の啓発活動 

 

道内各地域の実情に通じた身近な支援機関の
連携を強化し、地域全体で事業承継を支える
ことを目的に設立し、小規模企業の円滑な 
事業承継を支援 

北海道 
信用保証協会 

連携 
中小企業総合 
支援センター 

・プッシュ型事業承継支
援高度化事業による個
別相談対応や専門家派

遣等支援 
・事業承継診断の実施 等 

北海道よろ
ず支援拠点 

・個別相談 
・専門家派遣  

・事業承継関連保証制
度による事業承継に 
必要な資金調達支援 
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北海道小規模企業振興条例（創業等の促進）について 

 

 

 

 

 

 

 

１．方策に基づく展開の方向 
（１）創業の各ステージに応じたきめ細やかな支援 

・起業家意識の普及・啓蒙 

・創業に向けた相談指導体制の整備 

・創業時、創業間もない企業に対する経営指導 

・事業承継の取組と連動した創業支援 

（２）女性・若者・アクティブシニアなど 

多様で意欲的な人材による創業の促進 

 

２．主な道の取組状況 
（１）創業の各ステージに応じたきめ細やかな支援 

■大学生向け起業家教育（アントレプレナーシップ講座）の開催 

■起業相談会、実践起業塾の開催 

■先輩起業家（メンター）登録制度の整備 

■先輩起業家との交流会、講演会や企業見学会の開催 

■創業希望者データベースの活用 

■後継者不在企業と創業希望者とのマッチング（再掲） 

■北海道中小企業総合支援センター、商工会・商工会議所等による起業後のフォローアップ 

 
事業名 事業概要 取組結果 備 考 

地域応援！女性若者
起業家育成支援事業 

・大学生向け起業家教育に係る講座
（アントレプレナーシップ講座）
を開催 

・起業時の疑問相談に係る起業相談
会や起業時の課題解決に向けた
実践起業塾を開催 

・先輩起業家と交流会や講演会、企
業見学会の開催 

＜取組実績＞ 
H28~ 函館圏・十勝圏 
・アントレプレナーシップ講
座：２回（函館・帯広） 

・先輩起業家交流会：２回 
・起業相談会：２回 
・実践起業塾：２回 
・地域起業サポートネットワー
ク構築（渡島檜山管内、十勝
管内） 

H29~ 道北圏・釧路根室圏 
・アントレプレナーシップ講
座：１回（旭川） 

・先輩起業家交流会：４回 
・起業相談会：４回 
・実践起業塾：４回 
・地域起業サポートネットワー
ク構築（道北圏、釧路根室圏） 

・先輩起業家（メンター）登録：
釧路根室５名、道北４名、道
南４名、十勝３名 

 

Ｈ２８～ 
Ｈ２９ 

起業後のフォローア
ップ 

中小企業総合支援センター、商工
会・商工会議所等による起業後のフ
ォローアップを実施 

＜創業相談件数（中小企業総合
支援センター）＞ 
H28~ 1,639 件 
H29~ 1,923 件 
H30~ 2,207 件 
H31/R1~ 3,671 件 

R2~ 3,134 件 

 
＜商工会・商工会議所等の起業
後フォローアップ実績（下記実
績総数の内数）＞ 
 

Ｈ２８～ 

（創業等の促進） 
第 14条 道は、小規模企業に係る創業等の促進を図るため、創業等の準備の段階から
その創業等に係る事業の健全な発展の段階までの各段階に応じた研修の充実及び情報
の提供、起業家等による創業等のための相談体制の整備その他の必要な措置を講ずる
ものとする。 

資料４－３ 
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H28~ 
・巡回指導、窓口指導：211,046件 
・記帳指導：12,302 件 
・講習会の開催：2,926 件 
H29~ 
・巡回指導、窓口指導：213,770件 
・記帳指導：12,592 件 
・講習会の開催：2,333 件 
H30~ 
・巡回指導、窓口指導：206,859件 
・記帳指導：12,621 件 
・講習会の開催：5,038 件 
H31/R1~ 
・巡回指導、窓口指導：204,290件 
・記帳指導：12,071 件 
・講習会の開催：3,030 件 
R2~ 
・巡回指導、窓口指導：226,934件 
・記帳指導：11,649 件 
・講習会の開催：2,675 件 

北の四大学ビジネス
プラン発表会 

若者や学生の創業マインドの醸成
及び産学官連携による創業者育成
を目的とした発表会を実施 

＜取組実績＞ 
H30~ 
小樽商大、はこだて未来大、北
見工大、帯広畜産大参加 
H31/R1~ 
小樽商大、はこだて未来大、北
見工大、帯広畜産大参加 

Ｈ３０～ 
（Ｒ２中止） 

地域課題解決型企業
支援事業費 

地域課題の解決に取り組む起業予
定者に対し、起業に要する費用の一
部を助成するとともに、起業の実現
と経営に向けた指導・助言を実施 

＜創業実績＞ 
H31/R1~ 創業者：12名 
（交付合計額：12,699千円） 

R2~ 創業者 17名 
（交付合計額：19,965千円） 

Ｈ31／Ｒ元～ 

 

（２）女性・若者・アクティブシニアなどによる創業の促進 
■大学生向け起業家教育（アントレプレナーシップ講座）の開催（再掲） 

■起業相談会、実践起業塾の開催（再掲） 

■先輩起業家（メンター）登録制度の整備（再掲） 

■先輩起業家と交流会、講演会や企業見学会の開催（再掲） 

■北海道産業振興条例に基づく施策、官民連携ファンド等による新商品・新サービス開発・販路開 

拓への支援（再掲） 

■空き店舗を活用したコミュニティビジネス創出の支援 

■ビジネスで女性が活躍しやすい環境づくりの推進 

 
事業名 事業概要 取組結果 備 考 

空き店舗を活用した
コミュニティビジネ
ス創出加速事業 

高齢者・子育て世代の交流・生活サー
ビス支援拠点づくりなど商店街の空
き店舗を活用したコミュニティビジ
ネス創出の取組を支援 

＜取組実績＞ 
H28~ 
・コミュニティ拠点整備：６件 
H29~ 
・コミュニティ拠点整備：５件 
・コミュニティビジネス創 
出検討：１件 

H30~ 
・コミュニティ拠点整備：４件 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 

いなか暮らし応援プ
ログラム推進事業 

道内への移住希望者に対する相談体
制を構築するとともに、「いなか仕事
コーディネーター」の配置やいなか
で起業」ビジネススクールの開催な
どを実施 

地域に潜在するしごと情報の提
供や、起業に関するノウハウを
習得するビジネススクール開催 
 
＜取組実績＞ 
H28~ 
・移住希望者に対する相談窓口
｢北海道ふるさと移住定住推
進センター｣を東京に設置 

・ローカルワークコーディネー
ターを 14 振興局管内に配置 

・｢いなかで起業｣ビジネススク
ールを全６日間開催 

H29~ 
・ローカルワークコーディネー
ター31 名配置（企業情報 772
件、求人情報延べ 350 件） 

・ビジネススクール受講者 16名 
H30~ 
・ローカルワークコーディネー
ター27 名配置。（企業情報
988 件、求人情報約 200 件） 

・ビジネススクール（6 回） 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 
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加速的創業促進支援
事業（中小企業応援フ
ァンド事業） 

創業者が、事業所を設けて新規に事
業を開始して新商品・新サービスの
開発や販路開拓等を行う取組に要す
る経費に対し、助成を実施 

＜採択実績＞ 
H28~ 小規模企業 23 件 

56,813 千円 
H29~ 新規助成事業 67 件 
H30~ 新規助成事業 13 件 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 

北大連携型起業家育
成施設入居企業支援
事業 

大学発ベンチャー企業等の創業や育
成を支援するため、「大学連携型起業
家育成施設(北大ビジネス・スプリン
グ）」にインキュベーションマネージ
ャを配置し、起業家の事業・経営等を
支援するとともに、ベンチャー企業
等の本施設の利用にかかる経費(賃
料)の一部を補助 

＜取組実績＞ 
H28~ 
・インキュベーションマネージ
ャ相談対応 
相談延件数：1,400 件 

・「北大ビジネス・スプリング」
賃料補助：16 社 

H29~ 
・インキュベーションマネージ
ャ相談対応 
相談延件数：1,512 件 

・「北大ビジネス・スプリング」
賃料補助：20 社 

H30~ 
・インキュベーションマネージ
ャ相談対応 
相談延件数：1,574 件 

・「北大ビジネス・スプリング」
賃料補助：17 社 

Ｈ２８～ 
Ｈ３０ 

ふるさと経済活性化
のための起業応援事
業 

地域課題の解決に資する優れた創業
計画を募集し、優れた計画について、
クラウドファンディング型ふるさと
納税を活用して創業時に要する費用
の一部を助成 

地域課題の解決に資する創業
を支援し、起業促進 
 
＜交付実績＞ 
H30~ 創業者:4 名 

寄付合計額：2,948 千円 
交付合計額：5,842 千円 

Ｈ３０ 

創業促進支援事業（中
小企業新応援ファン
ド事業） 

事業所を設けて新規に事業を開始す
る個人・中小企業者の事業展開に要
する経費に対し、助成を実施 

＜採択実績＞ 
H31/R1~新規助成事業 22件 

Ｈ31／Ｒ元 

地域課題解決型起業
支援事業費（再掲） 

地域課題の解決に取り組む起業予
定者に対し、起業に要する費用の一
部を助成するとともに、起業の実現
と経営に向けた指導・助言を実施 

＜創業実績＞ 
H31/R1~ 創業者：12名 
（交付合計額：12,699千円） 

R2~ 創業者 17名 
（交付合計額：19,965千円） 

Ｈ31／Ｒ元～ 

リサーチ＆ビジネス
パーク整備推進事業 

産学官の連携によって研究開発か
ら事業化までの一貫したシステム
の構築等を目指す「リサーチ＆ビジ
ネスパーク」構想を推進するための
体制整備や研究機関等の研究成果
の活用促進 

＜取組実績＞ 
H31/R1~ 
・北大リサーチ＆ビジネスパー
ク推進協議会 

 セミナー開催：３回 
 イベント出展：２回 
・北大ビジネス・スプリング賃
料補助：１７件 

・インキュベーションマネージ
ャー設置：１名 

R2~ 
・北大リサーチ＆ビジネスパーク 
 推進協議会 
 幹事会：２回 
 協議会：２回 
 セミナー開催：３回 
・北大ビジネス・スプリング賃料 
 補助：１７件 
・インキュベーションマネージャ 
 ーの設置：１名 

Ｈ31／Ｒ元～ 

 

（３）円滑な資金の供給 
事業名 事業概要 取組結果 備 考 

北海道中小企業総合
振興資金による融資 

創業貸付など中小・小規模企業に対
する金融支援を実施 

＜融資実績＞ 
H28~ 
・創業貸付： 

345 件、1,663 百万円 
H29~ 
・創業貸付： 

334 件、1,514 百万円 
H30~  
・創業貸付： 

276 件、1,411 百万円 
H31/R1~ 
・創業貸付： 

188 件、937 百万円 
R2~ 
・創業貸付： 

219 件、1,265 百万円 

Ｈ２８～ 
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３．関係機関との連携の状況 

 
 

 

４．廃業率の推移 

 

 

 

※ 近年、廃業率は低下傾向を示している。これは、バブル崩壊後のいわゆる平成不況や

リーマンショック（H20）などで高水準にあった廃業率が、中小企業金融円滑法（H23～

H25）で企業倒産が抑制されたことや、アベノミクスによる大手輸出企業を中心にした業

績拡大の下支え効果、東京オリンピック・パラリンピックに向けた再開発などで、国内

の景気が回復したことが要因。 

H14～16 H17～19 H20～22 H23～25 H26～28 H29～R1

北海道 5.10 5.27 5.33 4.83 4.10 3.73

全国 4.63 4.37 4.43 3.90 3.67 3.47

5.10 

5.27 
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4.10 

3.73 

4.63 

4.37 4.43 

3.90 
3.67 

3.47 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

全国・北海道における廃業率の推移 （単位：％） 

資料：雇用保険事業年報（厚生労働省） 

 

地域起業サポートネットワーク
（設立：H27～H29） 

 

 

市町村 

中小企業総合 

支援センター 

金融機関 

士業団体等 

商工会・ 
商工会議所 

・起業支援策実施 
・起業相談 
・情報提供 等 

 

・資金供給 
・起業相談 
・情報提供 等 

 

・課題解決に向け 
た助言･指導等 

・起業相談(創業計
画策定支援等） 

・経営相談 等 

 

起業希望者の課題に応じて、関係機関が協力
し、地域における小規模企業の起業を支援 

北海道 

・創業サポート相談室窓口による起業相談 
・実践起業塾や相談会開催し、起業機運醸成 
・大学生の起業意欲喚起 
・中小企業応援ファンドを活用した創業支援 
・地域課題解決に取り組む起業予定者支援 
・道制度融資による金融支援 等 
 

 

先輩起業家 
（メンター） 

連携 

大学 

・創業機運の醸成 
・創業者育成 等 

連携 
・専門家派遣 
・販路開拓･新商 
品開発支援 

・起業後のフォロ 
ーアップ  等 

  
 
 
 
 
 
 



 

北海道小規模企業振興方策（ＫＰＩ） 

 

 

◆ 小規模企業の年平均減少率 
 
 
 
 

対象年 実績値 算出根拠 備 考 

H24～H33 未公表 中小企業白書・小規模企業白書 [参考値] 2.4％（H24～H28実績） 
 

 

 

◆ 開業率（当該年開設事業所数÷前年事業所数） 
 
 
 
 

対象年 実績値 算出根拠 備 考 

Ｈ３１／Ｒ元 未公表 経済センサス [参考値] 4.92％(H26～H28実績) 

 

※ 経済センサス活動調査とは、全産業分野における経済活動を同一時点で網羅的に把握するものであり、総務省及び経 

済産業省により、平成 24年２月に第１回調査、平成 28年６月に第２回調査が実施され、令和３年６月１日を期日とし 

て第３回調査が実施された（令和 4年 9月公表予定）ものである。 

※ 開業率とは、ある特定の期間において、「①新規に開設された事業所（又は企業）を年平均にならした数」の「②

期首において既に存在していた事業所（又は企業）」に対する割合とし、①／②で求める。（中小企業白書） 

小規模企業の年平均減少率 

 

4,102,169 
3,776,863 

3,663,069 3,665,361 3,342,814 
3,252,254 3,048,390 

159,386 
147,324 143,400 144,616 133,263 

128,686 
120,299 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

H13 H16 H18 H21 H24 H26 H28

小規模企業数の推移

全国 北海道

開業率 
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H21～24 H24～H26 H26～H28

北海道 1.94 6.38 4.92

全国 1.82 6.52 5.05

1.94 
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全国・北海道における開業率の推移

資料：経済センサス-活動調査（総務省・経済産業省）

（単位：％） 

1.94％ (H21～H24の平均） 目標 7.0％ (H31) 

実績 

■ 経済センサス 

3.0％ (H21～H24の平均） 目標 1.5％ (H24（2012年）～H33（2021年）の平均) 

実績 

■ 小規模企業数の推移 

資料４－４ 

（全国） （道） 


