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2 (3) A

平成30年度　基本評価調書

施 策 名 中小・小規模企業の振興
所 管 部 局 経済部 作成責任者 経済部長　倉本 博史 施策コード

照   会   先
中小企業課中小企業企画Ｇ

(内26-212)

経済・産業 中小・小規模企業の振興や地域商業の活力再生 地域の経済・雇用を支える中小・小規模企業の振興
公益財団法人北海道中小企業総合支援
センターの相談件数、開業率

関　係　課 中小企業課

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）
【総合計画等の位置づけ】

政
策
体
系

大項目（分野） 中項目（政策の柱） 小項目（政策の方向性） 総合計画の指標

特定分野別
計画等

１　目標等の設定

現状と
課題

・中小・小規模企業は、地域の経済や雇用を支える重要な担い手であるが、人口減少に伴う需
要の減退や流通構造の変化などによる競争の激化、人手不足や後継者難などに直面し、厳し
い経営環境にある。
・こうした現状を踏まえ、地域の中小・小規模企業の事業の持続的発展を図る取組を推進する
必要がある。

施策目標

・地域の経済や雇用を支える重要な役割を担っている中小・小規模企業の経営改善などを図るた
め、企業が抱える課題を地域の関係者が連携して解決する体制づくりを進める。
・地域に密着した小規模企業の事業活動の継続を促進するため、円滑な事業承継や創業等に向
けた支援体制の整備を進める。
・中小・小規模企業に対し、経営基盤の強化や事業の活性化を促進するために必要な資金の融
資の円滑化を図る。

北海道創生総
合戦略

A3611,A3621,A3622,A3623
北海道

強靱化計画
B1112,B5131,B5141

新・北海道
ビジョン

C00902,C02401,C02402,C02403,C07203,C10603



H28

H29

H30

136,981,740

2(3)A

【事業承継の円滑化】
〔道〕①事業承継サポートネットワークや専門アドバイザー登録制度を構築
して事業承継を支援　②官民連携ファンドからの資金供給による支援　な
ど
〔国〕①北海道事業引継ぎ支援センターによる相談対応　②中小企業基盤
整備機構（北海道本部）が設置する事業承継コーディネーターによる対応
③プッシュ型事業承継支援高度化事業の実施など
〔民間〕士業などの専門家を事業承継のアドバイザーとして登録　など

2(3)A

【円滑な資金の供給】
〔道〕中小・小規模企業等における資金調達の円滑化を図るための融資制
度の充実　など
〔民間〕金融機関などによる中小・小規模企業への円滑な資金供給の実施
など 114,949,938

施策の
推進体制
（役割・取組等）

政策体系 役割等 政策体系 役割等 施策の予算額

2(3)A

【経営体質の強化】
〔道〕①専門家派遣による小規模企業経営者等に対する個別研修の実施
②地域支援機関職員に対するICT利活用に係るスキルアップ研修の実施
など
〔国〕専門家派遣事業（「ミラサポ」）、「よろず支援拠点」による経営相談対
応　など
〔市町村〕道が構築した「地域中小企業支援ネットワーク」において、道や民
間の関係機関と連携した取組の実施　など
〔民間〕金融機関、商工会・商工会議所などが「地域中小企業支援ネット
ワーク」に参画 など

2(3)A

【創業等の促進】
〔道〕女性や若者の創業意欲の喚起と創業を支える体制の整備を実施　な
ど
〔国〕①地域創造的起業補助金による創業支援　②産業競争力強化法に基
づく創業支援　など

103,879,611

2(3)A

【経営体質の強化】
◎中小企業の経営資源の確保及び新事業の創出を促進するため、（公財）北海道中小
企業総合支援センターが行う中小企業支援事業に要する経費の一部を補助する。
○小規模企業の経営体質の強化を図るため、小規模企業等への経営相談の実施
○商工会・商工会議所による小規模事業者に対する経営指導等の実施
○組合の設立や組合運営に係る指導の実施
○経営革新支援の企画調整、経営革新計画の策定指導、承認及び承認企業及び補助
金交付先企業のフォローアップ
○トライアル新商品制度により、知事が認定した事業者の生産する新商品の販路開拓を
支援する。
○中小企業者等に対する受注機会の確保に関する企画調整、受注実績の調査、推進
方針の見直し等を行う。
○個別企業の課題解決のため、ICT利活用など生産性向上に向けた経営者や従業員の
人材育成事業を実施するとともに、地域の課題解決への取組を支援する。

2(3)A

【創業等の促進】
◎地域課題の解決に資する優れた創業計画を募集・選出・表彰するとともに、クラウドファ
ンディング型ふるさと納税を活用して起業時の初期投資の一部を助成することにより、道内
における起業促進を図る。

2(3)A

【事業承継の円滑化】
〇国で行う各種事業承継施策を活用しながら、北海道で整備した支援体制参画機関と
連携した取組を行うことで事業の承継の円滑化を図る。
〇地域における小規模企業などの事業活動の継続に向け、円滑な事業承継を進めるた
めの人材育成を行う。
○官民連携で設立するファンドからの資金供給により、事業承継や第二創業への支援と
成功事例の創出・展開を図る。

2(3)A

【円滑な資金の供給】
○円滑な資金供給に向けた中小企業総合振興資金などによる支援の実施や金融機関な
どへの積極的かつ弾力的な融資の取扱い要請を実施する。

今年度の
取組

政策体系 今年度の取組 政策体系 今年度の取組



前年度付加意見への対応状況（H30年3月末時点）

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

前年度付加意見 各部局の対応（H30年3月末時点）

施策

事務事業

事務事業
整理番号

事務事業名 前年度付加意見

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

事務事業
整理番号

事務事業名 前年度付加意見 各部局の対応（H30年3月末時点）

北海道商工会連合会指導事業費補助金
退職者不補充を基本とした取組を行い、人員の適正化に向けた計画策定
について、確実に平成29年度中に団体と協議を進め結論を得ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の人員体制で効率的
に業務を進めることなどとする内容の計画（案）の提出があったが、現
状の人員配置や増加する業務量を定量的に分析する必要があること
から、平成30年7月までに団体と協議を進めて結論を得ていく。

0423
北海道中小企業団体中央会指導事業費補助
金

今後の業務量を見極めながら組織体制や人員の適正化に向けた計画策
定について、確実に平成29年度中に団体と協議を進め結論を得ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の人員体制で効率的
に業務を進めることなどとする内容の計画（案）の提出があったが、現
状の人員配置や増加する業務量を定量的に分析する必要があること
から、平成30年7月までに団体と協議を進めて結論を得ていく。

事務事業

0402
中小企業支援対策費（北海道中小企業総合支
援センター事業費補助金）

事業費の削減に対応した人工数の見直しが進んでいないことから、退職者
不補充を基本とした取組を行い、人員の適正化に向けた計画策定につい
て、確実に平成29年度中に団体と協議を進め結論を得ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の人員体制で効率的
に業務を進めることなどとする内容の計画（案）の提出があったが、現
状の人員配置や増加する業務量を定量的に分析する必要があること
から、平成30年7月までに団体と協議を進めて結論を得ていく。

0417
商工指導団体等指導事業費（小規模事業振興
指導費補助金）

平成22年に道がとりまとめた「商工会・商工会議所の振興方策」等につい
て、実現性・実効性のある取組となるよう、早急に方策内容を見直し、平成
30年度当初予算編成までに反映すること。

小規模関係事業の見直し事項について、実現性・実効性を確保する
ため団体と協議を継続しており、平成30年10月までに見直しを行う。

0418

0429 北海道信用保証協会損失補償金
平成30年度からの次期契約における道負担割合の更なる引き下げについ
て、信用保証協会と協議を進め、道費負担の縮減を図ること。

平成30年度からの次期契約においては、道負担割合の引き下げを行
い、道費負担の縮減を図った。



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果

2(3)A

【円滑な資金の供給】
中小企業向けの融資制度である　「中小企業総合振興資金」では、中小・小規模企業等が使いやすい制度となるように、平
成30年4月に融資利率を0.1%引き下げるなどの改正を行った。また、金融機関などに対して中小企業向け金融の円滑化を
要請するなどして、中小・小規模企業の資金繰りの安定化に努めた。
○中小企業総合振興資金　新規融資実績（H29.4～H30.6）：7,915件、70,799百万円
○金融円滑化要請（H29.4～H30.3）：訪問101件、文書4回

A3611

A3623

B1112

B5141

C00902

C02402

C02403

2(3)A

【創業等の促進】
・女性や若者の起業の促進に向けて、先輩起業家との交流会（10月28日中標津町6名、11月4日旭川市14名、11月18日釧
路市25名、1月13日富良野市10名）や、実践起業塾（10月21～22日中標津町7名、11月11～12日旭川市8名、11月25～26
日釧路市7名、1月20～21日富良野市12名）道内大学と連携した起業意欲喚起の取組（旭川大学9月22日）、地域全体で起
業を支える体制の構築等を実施

A3611

A3621

A3622

C00902

C02402

C07203

C10603

2(3)A

・組合の設立指導や経営指導及び指導者の育成等の実施
（H29実績～組織化指導による設立組合数：11組合、組合等への指導：15,101件、個別専門指導事業等の実施：15件、講習
会・研修会の開催：117回、調査の実施：4テーマ、情報誌の発行：12回）
・商工会・商工会議所が行う経営改善普及事業及び北海道商工会連合会が行う商工会指導事業等に対する補助を行い、
小規模事業者の振興と経営改善に努めた。
○商工会・商工会議所による指導実績（H29実績～巡回指導・窓口指導件数：213,770件、記帳指導：12,592件、講習会の開
催：2,333件、商工会・商工会議所に対する運営指導：83件）　228,778件
○商工会連合会による企業指導実績（H29実績～7,555件)

A3611 C00902

（１）取組の実績と成果

政策体系 備　考実績と成果等

関連する計画等

2(3)A

【事業承継の円滑化】
・道がこれまで道内6圏域で整備・育成してきた、事業承継サポートネットワークや専門アドバイザー等のほか、国のプッシュ
型事業承継支援高度化事業も活用して事業承継に係る支援を実施
・新たな経営者が株式の買取資金を準備する間、官民が連携して設立した「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、小規模企業の円滑な事業承継を支援(H29:1件、H30:1件(4～7月))

A3611

A3623

C00902

C02402

北海道創生総
合戦略

北海道強靱化
計画

新・北海道ビ
ジョン

2(3)A

【経営体質の強化】
・（公財）北海道中小企業総合支援センターが行う中小企業支援事業に要する経費の補助金について交付決定済（相談件
数H29：12,288件　H30：3,943件(4～6月)）
・トライアル新商品認定制度による認定　（H29：3社3商品）。新商品トライアル制度による認定商品を集めた展示会の実施。

A3611 B5131 C00902

C02402



（２）その他の取組の成果等

国等要望・
提案状況

・中小・小規模企業の経営体質の強化、事業承継の円滑化、創業の促進などに係る支援の充
実・強化、国の契約における中小企業の受注機会の確保・拡大並びに中小企業等の資金繰り
を支援するための金融対策の一層の充実について、経済産業省に対して要望を行った。（平成
29年7月、平成30年7月）

施策に
関する

道民ニーズ
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

（１）施策間・部局間の連携 （１）施策間・部局間の連携

クラウドファンディング型ふるさと納税の募集については９月以降を予定して
いることから、効果的な取組ができるよう協議を進めているところ。

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果

・「中小企業等に対する受注機会の確保」について、庁内各部局に対し、H29
年度部局別中小企業向け契約実績を踏まえたH30年度部局別目標の検討を
依頼し、回答を集約(9月予定)

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

２　連携の状況　　　　　　　　　　　

政策体系 連携内容
連携先

施策コード 関係部・関係課

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 中小・小規模企業の振興 施策コード

2（3）A
クラウドファンディング型ふるさと納税の活用については、当課と関係課と
の間で協議・連携を図り、効果的に取組を推進

－ 総合政策部地域政策課

－
中小・小規模企業の振興における事業の実施においては、当課又は関係
課が実施する連絡会議等の機会をとらえ、協議、情報交換するなど連携を
図り効果的な取組を推進

N0805 建設部建設管理課



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

取組の実績と成果

○道と日本政策金融公庫が連携し、日本政策金融公庫の「地域活性化・雇
用促進資金」を活用した、食関連産業を営む中小企業者向けの融資制度で
ある「北海道食クラスター活動促進貸付」を実施している（平成29年度は融資
実績なし）。

連携内容 連携先

(株)日本政策金融公庫との連携協定に基づき、中小企業者に対する金融相談、中小企
業者向け融資制度の周知、創業の活性化及び農林水産資源の活用促進に関する事業
を実施するとともに、北海道信用保証協会を含めた三者で連携し、経済環境の悪化や災
害、大規模倒産などによる中小企業者の資金繰りの悪化に対応するため、合同金融相
談会などの金融円滑化対策を実施する。

(株)日本政策金融公庫

北海道信用保証協会
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価
３　成果指標の設定 ３－２　成果指標の達成度合

●　達成度合について

達成度合 A B C D -

直近の成果指標
の達成率

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

達成度合 A 評価年度 H26
達成度合の分析　ほか

・最新の実績は、H26年度の統計の数

・道が実施した支援施策のほか、市町
村、商工団体、金融機関等関係機関が
個別にあるいは連携して支援を実施した
ことが、減少傾向の歯止めにつながって
いる。

年    度 H26 H30 進捗率

目 標 値 -2.8 -1.98 -1.5

実 績 値 -1.44 - -1.44

達成率 780.0% - 104.0%

達成度合の分析　ほか

・女性や若者の起業を促進する相談会や
実践起業塾、先輩起業家との交流会を
実施するとともに、創業をサポートする体
制の整備に取り組んでいるほか、地域課
題の解決に資する優れた創業計画を募
集・選出・表彰し、クラウドファンディング
型ふるさと納税を活用して起業時の初期
投資の一部を助成することとしており、達
成率は低いものの、開業率は着実に増
加していく見込み。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 5.9 6.4 10

実 績 値 4.4 - 4.4

達成率 6.3% - 1.8%

- 12,288

達成率 138.8% - 107.5%

達成度合 D 評価年度 H29

達成度合 A 評価年度 H29
達成度合の分析　ほか

・総合相談窓口などのセンターの経営コ
ンサルティング機能を発揮するとともに、
地域の支援体制の強化を図ったことが、
事業効果として現れている。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 11,130 12,000 12,000

実 績 値 12,288

施策コード

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

主① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 中小・小規模企業の振興

H37

基 準 値 8,145 目標値 12,000 最終目標値 12,000

公益財団法人北海道中小企業
総合支援センターの相談件数

基準年度 H26 年度 H30 最終年度

〔指標の説明〕
（公財）北海道中小企業総合支援センターが
行った「経営相談」及び「専門相談」の件数

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道総合計画 2(3)A 増加
((実績値-基準値)／(目標値－基準値))
×100

最終年度 H37

基 準 値 4.3 目標値 6.4 最終目標値 10

主② 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

開業率（％）
基準年度 H26 年度 H30

〔指標の説明〕
既存事業所に対する新規に開設された事業
所数の割合

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道総合計画 2(3)A 増加
((実績値-基準値)／(目標値－基準値))
×100

最終年度 H33

基 準 値 -3 目標値 -1.98 最終目標値 -1.5

関① 指標名 目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

小規模企業数の年平均減少率
（％）

基準年度 H24 年度 H30

● 本施策に成果指標を設定できない理由

〔指標の説明〕
平成33年度までに、小規模企業の年平均減
少率を半減させる。
※指標の算出が可能なのは経済センサスの
実施年分のみ。

根拠計画 政策体系 増減方向 達成率の算式

北海道創生総合戦略 2(3)A 減少
((実績値-基準値)／(目標値－基準値))
×100



平成30年度　基本評価調書 施策名 施策コード 05 ― 06

Ｐｌａｎ

0401 2(3)A その他内部管理事務
職員の服務・研修、道議会事務、文書事務、予算・決算事務等課内の庶務
に関する事務全般

中小企業課 0 8.0 0.0 8.0 64,240

0402 2(3)A
中小企業支援対策費（北海道中小企
業総合支援センター事業費補助金）

創造的中小企業育成条例（旧条例）における事業化資金貸付金（⑲廃止）
の残高分の貸付及び事業運営に要する経費の一部を補助する。

中小企業課 254,105 254,105 0.4 0.0 0.4 257,317

0403 2(3)A
中小企業支援対策費（中小企業経営
資源強化対策事業費）

道内中小企業の経営資源の確保及び新事業の創出を促進するため、（公
財）北海道中小企業総合支援センターが行う中小企業支援事業に要する経
費の一部を補助する。

中小企業課 23,299 23,299 0.1 0.0 0.1 24,102

0404 2(3)A 中小企業経営相談室
中小企業者等からの経営相談に対応するため、本庁及び（総合）振興局に
相談窓口を設置する。

中小企業課 0 0.2 0.7 0.9 7,227

0405 2(3)A
（公財）北海道中小企業総合支援セ
ンターに関する事務

団体の運営等に関する事務 中小企業課 0 0.3 0.0 0.3 2,409

0406 2(3)A 中小企業経営革新支援
経営革新支援の企画調整、経営革新計画の策定指導、承認。承認企業及
び補助金交付先企業のフォローアップ

中小企業課 0 0.5 2.8 3.3 26,499

0407 2(3)A 企業顕彰事務 小規模企業の振興に関する表彰事務 中小企業課 0 0.3 0.8 1.1 8,833

0408 2(3)A 新商品トライアル制度
知事が認定した事業者が生産する新商品を随意契約制度の活用により購
入することにより販路開拓を支援する。

中小企業課 0 0.6 0.5 1.1 8,833

前年度から
の繰越事
業費
（千円）

中小・小規模企業の振興

 (目標管理型行政運営システム実施要領別紙様式1）

４　事務事業の設定

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）



前年度から
の繰越事
業費
（千円）

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

0409 2(3)A
中小企業者等の受注機会の確保に
関する推進

受注機会の確保に関する企画調整、受注実績の調査、推進方針の見直し
等

中小企業課 0 0.9 1.4 2.3 18,469

0412 2(3)A
小規模企業持続的発展支援事業（創
生交付金）

道内の小規模企業の経営体質の強化や生産性向上を図るため、企業等へ
の人材育成を実施する。

中小企業課 10,114 5,057 1.0 0.0 1.0 18,144

0414 2(3)A
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・選出・表彰するとともに、
クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して起業時の初期投資の一部
を助成する。

中小企業課 11,017 5,017 0.9 0.0 0.9 18,244

0415 2(3)A

北のふるさと事業承継支援ファンド投
資事業有限責任組合に対する出資
金

官民連携で設立するファンドからの資金供給により、事業承継や第二創業
への支援と成功事例の創出・展開を図る。

中小企業課 36,665 36,665 0.5 0.0 0.5 40,680

0416 2(3)A 経営承継円滑化法に係る認定業務
中小企業者の事業承継に伴う納税猶予等に係る認定を行うとともに、認定
後における定期的な確認を行う。

中小企業課 0 0.7 0.0 0.7 5,621

0449 2(3)A 事業承継後継者育成事業
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行う。

中小企業課 0 0.9 0.0 0.9 7,227

0450 2(3)A
被災中小企業施設・設備整備支援事
業貸付制度に係る返還事務

被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付に係る（公財）北海道中小企業
総合支援センターからの償還金を、中小企業基盤整備機構に返還するとと
もに一般会計に繰り出しする。

中小企業課 212,112 0.1 0.0 0.1 212,915

0417 2(3)A
商工指導団体等指導事業費（小規模
事業振興指導費補助金）

小規模事業者の経営基盤の強化を図るため、小規模事業者支援促進法に
基づき、商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業等に要する経費
に対し補助する。

中小企業課 3,873,407 3,873,407 0.6 1.2 1.8 3,887,861

0418 2(3)A
北海道商工会連合会指導事業費補
助金

商工会の健全な運営と活動を促進するため、商工会の指導機関である北
海道商工会連合会が行う指導事業に要する経費に対し補助する。

中小企業課 357,347 357,347 0.3 0.0 0.3 359,756



前年度から
の繰越事
業費
（千円）

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

0419 2(3)A 商工会議所指導事業費補助金
商工会議所の健全な運営と活動を促進するため、商工会議所の指導機関
である（社）北海道商工会議所連合会が行う指導事業に要する経費の一部
に対し補助する。

中小企業課 34,316 34,316 0.3 0.0 0.3 36,725

0420 2(3)A
商工団体等指導事業費（経営対策諸
費）

小規模事業振興指導費補助金の確定に係る審査事務 中小企業課 219 219 1.3 0.0 1.3 10,658

0421 2(3)A

商工会及び商工会議所、北海道商工
会連合会、北海道商工会議所連合
会に関すること

商工会法及び商工会議所法に基づく許認可等事務、北海道商工会連合
会、北海道商工会議所連合会、各商工会・商工会議所の行事、陳情対応等
に関する事務、現在休止事業となっている商工会館等建設費補助金に関す
る事務

中小企業課 0 1.0 1.2 2.2 17,666

0422 2(3)A
経営改善普及事業実施体制に関す
ること

商工会、商工会議所等が行う経営改善普及事業に関する企画調整等に関
する事務

中小企業課 0 0.5 0.0 0.5 4,015

0423 2(3)A
北海道中小企業団体中央会指導事
業費補助金

中小企業等協同組合法に基づき設立されている北海道中小企業団体中央
会が行う中小企業等への指導事業等及び一般振興事業に対し補助する。

中小企業課 252,427 252,427 0.3 0.0 0.3 254,836

0424 2(3)A

中小企業団体の組織に関する法律
及び中小企業等協同組合法に関す
る事務

法に基づき中小企業団体から申請される設立、定款変更等の認可及び決
算書類の受理等に関する事務

中小企業課 0 2.1 2.7 4.8 38,544

0425 2(3)A 中小企業関係団体に関する事務 中小企業関係団体との連絡調整及び行事への対応等に関する事務 中小企業課 0 0.2 0.0 0.2 1,606

0426 2(3)A 勤労者福祉資金貸付金
金融機関に原資を預託して、中小企業従業員、季節労働者及び離職者の
生活安定と福祉向上を図るための低利融資を行う。

中小企業課 146,629 -1 0.8 0.0 0.8 153,053

0427 2(3)A
北海道勤労者信用基金協会損失補
償金

（一財）北海道勤労者信用基金協会に対し、代位弁済に伴う損失に対する
補償金を支払う。

中小企業課 1,576 1,576 0.5 0.0 0.5 5,591



前年度から
の繰越事
業費
（千円）

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

0428 2(3)A 中小企業総合振興資金貸付金 金融機関に原資を預託して、中小企業者に対する融資を促進する。 中小企業課 96,642,000 -3,157 2.5 0.0 2.5 96,662,075

0429 2(3)A 北海道信用保証協会損失補償金
北海道信用保証協会に対し、代位弁済に伴う損失に対する補償金を支払
う。

中小企業課 412,400 277,400 0.5 0.0 0.5 416,415

0430 2(3)A 移動中小企業経営相談事業費
中小企業者に対し、道の融資制度等の周知を図り、金融の相談及び経営に
関する助言、指導等を行う。

中小企業課 120 120 0.2 0.0 0.2 1,726

0431 2(3)A 信用保証協会に対する指導・監督
信用保証協会法に基づく、北海道信用保証協会に対する指導及び監督に
関する事務

中小企業課 0 0.5 0.0 0.5 4,015

0432 2(3)A 金融支援施策に関する相談業務 金融支援施策に関する道民からの照会及び相談対応に関する事務 中小企業課 0 1.0 0.0 1.0 8,030

0433 2(3)A 高度化資金貸付事業費

・中小企業の連携、事業の共同化、中小企業の集積の活性化等に必要な
資金の一部を貸付する。
・納入通知、督促、条件変更事務、貸付先との面接、連帯保証人調査、関
係機関との調整、公債費等償還に関する事務
・中小企業設備近代化資金収入

中小企業課 516,332 12,239 3.0 0.0 3.0 540,422

0434 2(3)A 設備導入資金貸付事業費

小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な設備の導入を支援する
ため、（公財）北海道中小企業総合支援センターが実施した設備導入資金
事業に係る貸付債権の管理に必要な経費を補助する。また、小規模企業者
等設備導入資金貸付債権の管理を行う。

中小企業課 983 0.4 0.0 0.4 4,195

0435 2(3)A
高度化資金貸付事業費（設備貸与資
金貸付金）

小規模企業者等の創業及び経営の革新に必要な設備の導入を支援するた
め、（公財）北海道中小企業総合支援センターが実施する設備貸与事業に
対し、必要な資金を貸し付ける。
・貸付金収入に係る公債費等の償還に関する事務。

中小企業課 749,741 300,000 0.5 0.0 0.5 753,756

0436 2(3)A 国庫償還事業費
設備貸与資金（旧制度）、設備導入資金の制度廃止に伴う、未貸付金等の
国への償還等に関する事務。

中小企業課 344,802 0.1 0.0 0.1 345,605

0 103,879,611 5,430,036 32.0 11.3 43.3 104,227,310計



―

(1)成果指標の分析

-

80%未満

中小・小規模企業の振興 施策コード

D

達成度合の集計

判定 成果指標の分析
A B

算定不可

C

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

-

06

-

平成３０年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価　一次評価結果（各部局等による評価）　
5  一次評価結果

政策体系

05

2(3)A 2 1 D指標あり

＜公益財団法人北海道中小企業総合支援センターの相談件数【Ａ】＞
・総合相談窓口などのセンターの経営コンサルティング機能を発揮するとともに、地域の支援体制の強化を図ったことが、事業効果と
して現れている。
＜小規模企業数の年平均減少率【Ａ】＞
・道が実施した支援施策のほか、市町村、商工団体、金融機関等関係機関が個別にあるいは連携して支援を実施したことが、減少傾
向の歯止めにつながっている。
＜開業率【Ｄ】＞
・女性や若者の起業を促進する相談会や実践起業塾、先輩起業家との交流会を実施するとともに、創業をサポートする体制の整備に
取り組んでいるほか、地域課題の解決に資する優れた創業計画を募集・選出・表彰し、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用し
て起業時の初期投資の一部を助成することとしており、達成率は低いものの、開業率は着実に増加していく見込み。

-

-

-

計
2 0 0 1 0

D指標あり

3



(2)取組の分析

1

2

3

(３)総合評価

対応しているとする理由

施策の推進に当たり、国等に要望・提案を
行い、実現に向けて進捗しているか

○ 中小・小規模企業の振興に向けて必要な要望を国に対して実施している。

基準1
（施策の推進に当たり対応すべきもの）

対応している
（○あり→対応している）

計画した取組を着実に進め、かつ社会情勢
や道民の要請等を踏まえた課題等に対応し
ているか

○
「経営体質の強化」、「事業承継の円滑化」及び「創業等の促進」を基本方針に掲げ、社会情勢や道民の要望等を踏まえた課題に対応し、効果的な取組
が行われている。

基準２～４
（施策の推進に当たり取組が認められる）

取組がある
（○あり→取組がある）

取組があるとする理由

道民からのニーズを的確に把握し、施策推
進に役立てているか

4

施策の推進に当たり、他の施策・部局との
連携による成果を確認できるか

○ 中小・小規模企業の振興について、関係部と連携した取組が行われている。

施策の推進に当たり、地域・民間との連携･
協働による成果を確認できるか

D指標あり a 課題等はあるが引き続き推進

判　　　　　定
（基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→a、それ以外→ｂ） a

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定



―

1

視点

１　成果指標の達成度を高めていく必要がある

４　より効果的・効率的に取り組む必要がある

３　より一層の成果発現に向け、取組を強化する必要がある

中小・小規模企業の振興 06

２　更に取組が必要な事項がある

C00902

C02402

C07203

C10603

① 2(3)A

A3611

A3621

A3622

平成２９年度に行った事業の結果をもとに、創業の拡大に向けた女性や若者の起業を促し、開業率を更に
向上するための効果的な取組が必要 施策推進に

向け改善
0414

ふるさと経済活性化のため
の起業応援事業

対応方針

内　　　　容
対応方針
番号

平成３０年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　１次評価結果（各部局による評価）　

事務事業
整理番号

事務事業名 視点
北海道強
靱化計画

05

関連する計画等

６　施策・事務事業の翌年度に向けた対応方針

政策体系 方向性

関連する事務事業

北海道創生
総合戦略

新・北海道
ビジョン

施策コード



0402
中小企業支援対策費（北海道中小企業総合支援セン
ター事業費補助金）

事業費の削減に対応した人工数の見直しが進んでいないことから、退職者不補充を基本と
した取組を行い、人員の適正化に向けた計画策定について、確実に平成29年度中に団体と
協議を進め結論を得ること。

0429 北海道信用保証協会損失補償金
平成30年度からの次期契約における道負担割合の更なる引き下げについて、信用保証協
会と協議を進め、道費負担の縮減を図ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の人員体制で効率的に業務
を進めることなどとする内容の計画（案）の提出があったが、現状の人員配置
や増加する業務量を定量的に分析する必要があることから、平成30年8月ま
でに団体と協議を進めて結論を得ていく。

事務事業評価　前年度評価結果への対応状況など（評価時点）
事務事業
整理番号

事務事業名 前年度付加意見 各部局の対応（評価時点）

平成30年度からの次期契約においては、道負担割合の引き下げを行い、道
費負担の縮減を図った。

0417
商工指導団体等指導事業費（小規模事業振興指導費
補助金）

平成22年に道がとりまとめた「商工会・商工会議所の振興方策」等について、実現性・実効
性のある取組となるよう、早急に方策内容を見直し、平成30年度当初予算編成までに反映
すること。

小規模関係事業の見直し事項について、実現性・実効性を確保するため団体
と協議を継続しており、平成30年10月までに見直しを行う。

0423 北海道中小企業団体中央会指導事業費補助金
今後の業務量を見極めながら組織体制や人員の適正化に向けた計画策定について、確実
に平成29年度中に団体と協議を進め結論を得ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の人員体制で効率的に業務
を進めることなどとする内容の計画（案）の提出があったが、現状の人員配置
や増加する業務量を定量的に分析する必要があることから、平成30年8月ま
でに団体と協議を進めて結論を得ていく。

0418 北海道商工会連合会指導事業費補助金
退職者不補充を基本とした取組を行い、人員の適正化に向けた計画策定について、確実に
平成29年度中に団体と協議を進め結論を得ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の人員体制で効率的に業務
を進めることなどとする内容の計画（案）の提出があったが、現状の人員配置
や増加する業務量を定量的に分析する必要があることから、平成30年8月ま
でに団体と協議を進めて結論を得ていく。



施　策　名 施策コード

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

平成３０年度　基本評価調書 中小・小規模企業の振興 05 ― 06

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　二次評価結果（知事による評価）

７　二次評価結果（知事による評価）

対応方針
番号

事務事業
整理番号

事務事業名 付加意見

施策

事務事業

対応方針
番号

事務事業
整理番号

事務事業名 付加意見

事務事業

Ⅰ 0402
中小企業支援対策費（北海道中小企業総
合支援センター事業費補助金）

業務内容の再検討を行い、必要な業務量に応じた人員の適正化に向けた計画について、平成30年度中に団体と協議を終わらせ
確実に策定すること。

Ⅱ 0417
商工指導団体等指導事業費（小規模事業
振興指導費補助金）

平成22年に道がとりまとめた「商工会・商工会議所の振興方策」等について、実現性・実効性のあるものとなるよう、早急に団体と
協議を進め、平成30年度中に取組内容の具体化を検討すること。

Ⅴ 0429 北海道信用保証協会損失補償金
第18次契約終了時には、協会の財務状況や道内の経済情勢等を十分に勘案し、損失補償の必要性も含め協会の自立的経営に
向けた見直しを検討すること。

Ⅲ 0418 北海道商工会連合会指導事業費補助金
業務内容の再検討を行い、必要な業務量に応じた人員の適正化に向けた計画について、平成30年度中に団体と協議を終わらせ
確実に策定すること。

Ⅳ 0423
北海道中小企業団体中央会指導事業費
補助金

業務内容の再検討を行い、必要な業務量に応じた人員の適正化に向けた計画について、平成30年度中に団体と協議を終わらせ
確実に策定すること。



05 － 06

対応方針
番号

①

対応方針
番号

対応方針
番号

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

（３）事務事業への反映状況

1 1

整理番号 次年度の方向性

施策
事務事業

拡　　充

0414 廃止

事務事業名

ふるさと経済活性化のための起業応援事業

反 映 結 果
1

対 応

事務事業
整理番号

＜新たな取組等＞
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、事業計画のブラッシュアップや事業運営に必要な経営指導など、起業の実現と経営に向けた指導・助言を行う。
（新規：地域課題解決型起業支援事業費）

（２）二次評価結果への対応(付加意見への対応状況）

事務事業名

第18次契約の終了年次にあたる今年度は、二次政策評価意見も踏まえ、次期第19次契約に向けた見直しを検討する。

合　　　計

0417

0418

0423

商工指導団体等指導事業費（小規模事業振興指導費補助
金）

北海道商工会連合会指導事業費補助金

北海道中小企業団体中央会指導事業費補助金

方　向　性

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

次年度新規事業
（予定）

団体から「現行体制の維持」を内容とする人員配置計画（案）が提出され、定量的な分析を踏まえて団体との協議（現行体制を基本と
する。）を終え、庁内における協議を開始、継続中。

事務事業
整理番号

統　　合 廃　　止

事務事業名

0402
中小企業支援対策費（北海道中小企業総合支援センター
事業費補助金）

0429 北海道信用保証協会損失補償金

小規模関係事業の見直し事項について、実効性・実現性を確保するため、団体との協議を終え、庁内における協議を開始、継続中。

団体から「現行体制の維持」を内容とする人員配置計画（案）が提出され、定量的な分析を踏まえて団体との協議（現行体制を基本と
する。）を終え、庁内における協議を開始、継続中。

団体から「現行体制の維持」を内容とする人員配置計画（案）が提出され、定量的な分析を踏まえて団体との協議（現行体制を基本と
する。）を終え、庁内における協議を開始、継続中。

８　評価結果の反映

平成30年度　基本評価調書

終　　了

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価

中小・小規模企業の振興

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

各部局の対応（2019年3月末時点）

改　　善

施　策　名

事務事業

各部局の対応（2019年3月末時点）

（１）一次評価結果への対応

施策コード

縮　　小


