苫小牧商工会議所

経営支援

事例等紹介集

The Tomakomai Chamber of
Commerce and Industry

苫小牧商工会議所
新型コロナ感染症に対する取り組み
苫小牧商工会議所が行った新型コロナウイルス感染症への各種取り組みを時系列で振り返ります。

2020年
年月日

来

事

1月

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

2月

北海道知事が、
「新型コロナウイルス緊急事態宣言（北海道独自）」
を発表

3月

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 申請開始
以降、
計 7 回実施された。
（2022 年 2 月 4 日締切分含む）
新型コロナウイルスによる事業影響に関するアンケート実施

4月

東京、大阪など７都府県に緊急事態
宣言を発令。
北海道は、特に重点的な
対策を進める
「特定警戒都道府県」に
位置付けられる。
食品飲食業部会にて「新型コロナウ
イルス感染症で影響を受ける事業者
向け支援策説明会」開催

5月

1

出

設置

▲部会での説明会の様子

持続化給付金、
休業協力金
（北海道）の申請開始
令和 2 年度補正予算
小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】 申請開始
以降、
計 5 回実施された。

年月日

出
雇用調整助成金個別相談会

6月

来

事

開催

▲雇用調整助成金個別相談会の様子

苫小牧商工会議所新型コロナウイル
ス感染防止対策事業
「店舗内感染防止対策支援金」実施

▲支援金で購入されたマスク

7月

9月

家賃支援給付金の申請開始
苫小牧市・苫小牧市商店街振興組合連合会と共同で
「新型コロナウイルス感染症支援施策説明会」を開催
Go To トラベル事業
（国）
の地域共通クーポン取扱
店舗登録開始
Go To EAT 事業（北海道版）の地域クーポン取扱
店舗登録開始
苫小牧市プレミアム付商品券販売・利用開始
（苫小牧商工会議所が取扱店の募集を担当）
新型コロナウイルスによる事業影響に関す
るアンケート 第二弾実施
新北海道スタイル周知のためオリジナルの
「とまチョップイラスト付き布マスク＆
ウエットティッシュ」
を作成・配布

10 月

▲苫小牧市プレミアム付
商品券事業者募集チラシ

▲新北海道スタイル周知事業で制作した
ノベルティ

苫小牧商工会議所地域活性化イベント支援事業
「会員げんきいっぱいイベント支援金」実施

▲支援金を受け開催された
苫小牧「夢」花火 2020
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2021年
年月日

出

来

事

苫小牧商工会議所会員限定企画とまチョップ
マスク販売

1月

▲販売されたとまチョップマスク

3月

一時支援金の申請開始
登録確認機関として、
事前確認を行う

5月

北海道で
「まん延防止等重点措置」適用
その後、
2 回目の
「緊急事態宣言」発令
月次支援金の申請開始
登録確認機関として、
事前確認を行う
苫小牧市プレミアム付商品券
（第 2 弾）
販売・利用開始
（苫小牧商工会議所が取扱店の募集を担当）

6月

苫小牧市・苫小牧市商店街振興組合連合会
と共同で「新型コロナウイルス感染症支援
施策説明会」
を開催

7月

▲新型コロナウイルス感染症支援施策説明会

北海道で
「まん延防止等重点措置」適用
（2 回目）
その後、
緊急事態宣言（3 回目）
発令

8月

2022年
年月日
1月

北海道で
「まん延防止等重点措置」適用
（3 回目）
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

設置

苫小牧商工会議所／苫小牧中小企業相談所
〒053-0022 苫小牧市表町1丁目1‑13 苫小牧経済センター3階
TEL 0144‑33‑5454／FAX 0144‑32‑6058
公式HP http://www.tomakomaicci.jp/
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01 事業資金

苫小牧商工会議所では、商工会議所が融資申込を受付、調査等を経て日本
政策金融公庫へ推薦する制度「小規模事業者経営改善資金」
（マル経融資）
の相談を承っています。本項では実際に融資を活用された方を紹介します。

飲食店

苫小牧市双葉町3‑25‑16
TEL 0144‑33‑3778
営業時間 11：00〜14：30
17：30〜22：00
定休日
日曜日

とまり季

小規模事業者
経営改善資金
（マル経融資）

テイクアウト事業強化資金

苫小牧市東部商業地区にて営業する飲食店。昼間は定食屋、夜は居酒屋
として稼働している。新型コロナウイルス感染症の影響により来客数が減
少、対応策として小規模事業者経営改善資金を利用し、テイクアウトメ
ニュー強化のための準備資金を調達した。

取り組み内容

・テイクアウトで使用する容器購入
・テイクアウト強化に伴う材料仕入

事業者コメント

以前、設備投資のために小規模事業者経営改善資金を
利用したことがありましたが、今回は新型コロナウイル
スに対応するための仕入資金として利用しました。商工
会議所の職員は、担当者が変わっても迅速で的確なアド
バイスをくださるので大変助かっています。

担当者コメント

このお店はサラリーマンが主な客層のため、もともと
テイクアウトのお弁当が評判でした。飲食業界全体がコ
ロナ禍による打撃を受ける中、今回の資金調達によりテ
イクアウト事業が強化され、稼働が安定しました。今後
も、補助金や助成金の情報提供など支援を続けていきます。

建設業

株式会社
大豊

苫小牧市沼ノ端13‑1
TEL 0144‑84‑6495

小規模事業者
経営改善資金
（マル経融資）

IT化で業務効率改善

苫小牧市東部に所在するプラント配管工事業者。マル経資金を活用し、
備品管理のデータ化や図面の3D化など、ITを駆使した様々な業務効率改
善に取り組んでいる。

取り組み内容

・工事関連書類の電子化・共有
・消耗品・工具や工数等管理のデータ化
・工事図面3D化ソフトウェアの導入
・付随するPC、タブレットの導入

事業者コメント

当社は、現場に派遣する従業員の労務費などコスト軽
減が課題となっており、マル経資金を活用してITによる
業務改善に取り組んできました。おかげさまで、業務効
率改善は順調に進んでおり、安全面においても大きく改
善されました。商工会議所には資金面だけでなく労働保
険事務など様々なサポートを受けており、非常に助けら
れています。
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担当者コメント

この会社はもともと労働保険事務の支援を行っており、
日ごろからコミュニケーションを取れていたことから資
金相談の際にも状況をいち早く把握し、経営改善の計画
を共有できました。今後も、労務や資金面での多面的な
支援を行います。

02 販路拡大

苫小牧商工会議所では、事業者の販路拡大に関するご相談を随時承っており、
道内外の様々な事業や補助金のご紹介をしております。本項では、「小規模事
業者持続化補助金」についてご紹介いたします。

苫小牧苫小牧市桜木町2‑18‑11
TEL 0144‑74‑6161
ＨＰ https://kitazawakensetsukogyo.co.jp

北澤建設工業株式会社

小規模事業者
持続化補助金

（令和元年度一般型）

補助金利用でHP作成･総合建設業の販路開拓

1962年創業の総合建設会社。民間・公共工事問わず建築一式工事を請け
負い施工管理を行うほか、民間一般住宅等のブロック塀と併せた総合外構工
事事業を展開している。新型コロナウイルスの影響による消費減退により工
事数が減少。HPを新たに作成することで自社の認知度強化を図った。

取り組み内容

HP新規作成
①施工事例や概算価格・単価等の公開
お客様が住宅（内部、外部共に）の困りごとを、気軽に連絡できるように細かい施工事例や概算価格、単価等をホー
ムページ上で閲覧できるようにする事で販路拡大を狙った。
②工事現場の日常を公開
顧客や求職者に建設工事に興味を持ってもらうため、日常の工事現場の様子や、工事の進捗等をホームページで公開
する事で社内の見える化を行った。

事業者コメント

今回初めて小規模事業者持続化補助金を利用しました
が、ホームページの作成業者や商工会議所の担当者を交
えて計画書の作成について打ち合わせを行い、完成させ
ました。必要書類等についてしっかりと説明してくれた
ので、申請はとてもスムーズでした。

苫小牧市住吉町1‑2‑5

Pizza&café

NOVITA

担当者コメント

この会社は地域密着型の建設会社として長い業歴を
持っており、その確かな実績をいかに広報できるかが課
題でした。完成したホームページはおしゃれで見やすい
つくりとなっており、自社の魅力を最大限生かせるもの
になっていると思います。

予
約 0144‑38‑5070
営業時間 ［ランチタイム］11:00〜15:00（14:30L.O）
［ディナータイム］17:00〜22:00（21:30L.O）
定 休 日 月曜日
※月曜日が祝日の場合は、翌日火曜日が定休日となります。
その他に月に１回連休を頂いております。

小規模事業者
持続化補助金

（コロナ特別対応型）

補助金利用でテイクアウト強化･看板等のリニューアル
Instagramは
こちらから

2002年創業のイタリア料理店。2020年の緊急事態宣言によって客足が激減。感染症対
策として客席の間隔を広くとったために回転率が低下、売上が減少していたところ商工会
議所に相談し小規模事業者持続化補助金を利用。

取り組み内容

①テイクアウト事業の強化−デザインリニューアル ─ もともと小規模にピッツァのテイクアウト販売は行っていた
が、コロナ禍を機に販売を強化。補助事業によりテイクアウト用容器のデザインリニューアルやロゴデザインの作成を
行ったことで、テイクアウトメニューを購入した顧客からの2次的な宣伝効果も狙った。
②店前看板の改装による視認性UP ─ 長年親しまれてきた看板も、認知度向上のためにリニューアル。新ロゴをあし
らった視認性の高いものへ改装した。一目で「美味しいピッツァのお店」とわかるデザインで、新規顧客を中心に集客
力の強化を狙った。

事業者コメント

緊急事態宣言の影響で飲食店が大打撃をこうむる中、
どうにか販路を確保しようと試行錯誤を重ねる中で商工
会議所にこの補助金について相談しました。担当者が親
身になって計画作成についてアドバイスをくれたので、
スムーズな申請ができたと思います。

担当者コメント

このお店は地元から愛される人気店でしたが、緊急事
態の発令により大きな打撃を受けていました。魅力ある
商品と広報戦略のアイデアをお持ちでしたので、お店の
魅力が最大限伝わることを意識して、計画書の作成につ
いて支援しました。
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03 記帳・税務

苫小牧商工会議所では、日々の記帳・経理や確定申告等の税務に
関するご相談を承っております。

税務記帳指導
青色申告会、税理士会、税務指導所などの協力のもとに、小規模事業者を中心に日々の記帳の仕方から確定申告における
決算までの一貫した実務指導を行っております。
◇どんなご相談でも承ります◇
帳簿付けの基礎から教わりたい！初めての確定申告で不安…まずはご相談ください。

会計ソフトの斡旋
苫小牧商工会議所ではクラウド型会計ソフト「マネーフォワードクラウド」
を推奨しております。

こんな方にオススメ！
本業が忙しく

簡単な操作で

事業の収支や、

帳簿づけに

本格的な帳簿を

経営状況の分析を

時間が取れない…

作成したい！

したい！

ユーザーの声

「創業当初は手書きで記帳していましたが、クラウド会計ソフトを導入し
て大幅に業務効率が上がりました！」
「会員特典の無料利用期間がありがたいです。
利用料金もリーズナブルで、
困ったときは商工会議所の職員が相談に乗ってくれるので安心です。」

04 労働保険事務

苫小牧商工会議所では、従業員の雇用に関するご相談を承っ
ております。本項では、労働保険の手続きを事業主の代わり
に行う｢労働保険事務組合」制度についてご紹介致します。

「労働保険事務組合」
とは？
従業員が安心して働くために最低限必要な雇用保険・労災保険の加入には、各種書類を揃えた上での手続きが必要とな
ります。加入後にも保険料の計算、納付や従業員の入退社に応じて各種手続きが発生します。そこで、忙しい事業主の代
わりに労働保険に係る各種手続きを行うのが「労働保険事務組合」制度です。新規開業された方だけではなく、既に自身
で手続きを行っている方もご利用頂けます。

事務委託のメリット
・事務処理の代行により、手間が省け本来業務に注力できます！
・労働保険料を金額に関わらず年間３分割で納付できますので、資金繰りが楽になります！
・本来労災保険に加入できない事業主や役員も特別加入制度で労災保険加入可能に！

お問い合わせ
・保険料の額、手数料、必要書類は業種や従業員数により変わります。
・保険料・手数料の試算や、各種資料のご請求などお気軽にお問い合わせください。

労働保険事務組合苫小牧商工会議所

TEL 0144‑33‑5454 / FAX 0144‑32‑6058
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05 共済制度

苫小牧商工会議所では、企業経営に役立つ各種共済制度を取り扱っておりま
す。本項では、代表的な４つの制度をご紹介いたします。

小規模企業共済とは
安心・安全

国が作った経営者のための退職金制度です。

・掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
・掛金は月1,000円〜70,000円の範囲内で自由に設定可能。加入後も、いつでも変更できます。
・共済金は退職・廃業時等に受け取り可能。満期や満額はありません。
・納付した課金の範囲内で、事業資金等の貸付も可能。もしもの時のサポートにもなります。

中小企業倒産防止共済とは
取引先の倒産！もしものときの資金調達

しっかりサポートします。

・掛金月額は、5,000円〜200,000円の範囲内（5,000円単位）で自由に選べます。
・掛金は、税法上損金（法人）または必要経費（個人事業）に算入できます。
・掛金の10倍の範囲内で、最高8,000万円の貸付け。貸付条件は無担保・無保証人。
・40か月分以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも払い込んだ掛金の金額が受け取れます。（条件あり）
小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度の詳細については、独立行政法人「中小企業基盤整備機構」のHPを
ご参照ください。
中小機構HP：http://www.smrj.go.jp

生命共済とは
苫小牧商工会議所会員限定の共済制度で、福利厚生にご活用いただけます。

・業務上・プライベートを問わずケガによる入院、高度障害、死亡を保障します。
・ガン入院治療一時金や結婚、出産に対するお祝い金給付制度も付帯しております。
・月額掛金は1,500円から（掛金は年齢により異なります）
「ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください」
生命共済制度定期保険（団体型） 引受保険会社 アクサ生命保険株式会社

特定退職金共済制度とは
大切な「人財」に安心の退職金を

・この制度を採用する事により、中小企業でも安定した退職金制度が容易に確立できます。
・人材確保・定着に効果的な共済制度です。
・事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。
・月額掛金は1,000円から。
詳しくは、苫小牧商工会議所までお気軽にお問合せください。
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06 人材育成

苫小牧商工会議所では、企業の人材育成に役立つ各種セミナーや講習を随時
開催しております。本項では「新入社員セミナー」と「簿記検定対策講座」
についてご紹介いたします。

新入社員セミナー

簿記検定対策講座

当所では、毎年３月下旬に「新入社員セミナー」を開催し
ております。講師をお招きし、仕事に対する心構えやビジネ
スマナーなど社会人の基本を講義と体験学習で学んでいた
だきます。
ぜひ、
企業の人材教育にお役立てください。
新入社員セミナー概要
●開催時期 ３月下旬の２日間
●主な内容 ・社会人の心構え
・適切な身だしなみ
・ビジネスの慣用表現
・電話応対（体験）
・来客、
訪問応対 など

▲新入社員セミナーの様子

当所では、「企業が欲しがる資格 NO.1」日商簿記検定の
合格に向けた集中対策講座を毎年開催しております。３級
対策講座では、簿記の基本から検定合格のポイントまで、初
心者にもわかりやすく解説いたします。ぜひ、経理実務のス
キルアップにお役立てください。
簿記検定対策講座概要
●開催時期 日商簿記検定の開催
時期に合わせて実施
●主な内容 講義と問題演習で、
対応する検定レベル
に合わせた理解と応

用力を身につけます。

※2021 年は新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止

▲簿記検定対策講座の様子

お役立てください！苫小牧商工会議所の各種セミナー・講習会

・社会保険労働実務基礎研修
・総務担当者向け実務研修
・新規創業セミナー
・財務諸表分析セミナー など

07 事業承継

詳しくは、公式HPをご覧ください。
苫小牧商工会議所公式 HP URL（セミナー情報）

http://tomakomaicci.jp/publics/index/8/

苫小牧商工会議所では、専門家や関係機関と連携し、事業承継のサポートに
取り組んでいます。

事業承継 ご相談の流れ
事業承継問題でお悩みの経営者・後継者
ご相談（電話・FAX・メールフォーム）

北海道事業承継
引継ぎ支援センター 苫小牧サテライト

エリアコーディネーターによるヒアリングを行い、
現状・今後の進め方・ご希望事項等を伺います。
事業承継計画策定や、
Ｍ＆Ａ手続きなど複合的な支援を行います。

事業承継後のフォローアップ

（苫小牧商工会議所/苫小牧中小企業相談所）
後継者からお話を伺い、豊富な支援メニューで
承継後のフォローアップを行います。

相談無料

秘密厳守
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事業承継は…

企業が必ず直面する問題です。親族内でも、
親族外
（従業員・第三者）でも、
人（経営）
・資産・知的資産の承継には想像以上の時間がかかります。

早めにご相談を！

まだ先のこと…と先延ばしせず、早めの相談で漠然とした不安を解消しま
せんか。個人事業者、法人企業問わず相談可能です。早めの準備で、円滑な
事業引継ぎに備えましょう！

08 創業支援

苫小牧商工会議所では、これから事業を始める方や事業を始めて間もない方
のあらゆるご相談を承っております。本項では、実際に苫小牧商工会議所の
創業支援を受けられた事業者の体験談をご紹介いたします。

arch hair creation
苫小牧市拓勇東町4‑3‑5
TEL 0144‑77‑7933
営業時間 9：00〜19：00
【最終受付】カット19：00まで
定 休 日 毎週火曜日、第１・第３月曜日

長年の経験を生かした独立創業
私は、創業を決意した当時で美容業に従事して15年、
スタイリストとしては11年の勤務経験があり、店長とし
て店舗の運営経験も積みました。年齢的なタイミングと、
物件や事業の見通しが立ったことで創業に踏み切り、創業

いての支援を受けました。
創業期にしっかりと計画を立て準備を行えたことで、初
年度から当初の計画を上回る売上高を確保できました。商
工会議所には、現在も確定申告や日々の経営についての相

商工会議所で相談を始めてからは、日本政策金融公庫の
新規開業資金利用と創業サポート補助金申請に向けて創業
計画書・売上利益計画表や資金繰り表などの書類作成につ

が、ひとりひとりのお客様を大切にしていきたいと思いま
す。

のための資金調達や補助金の利用について商工会議所に相
談しました。

談を続けています。
現在は私一人の店舗経営で忙しい日々を過ごしています

りんごの木箱
苫小牧市植苗156‑30 道の駅ウトナイ湖内
TEL 0144‑77‑4466
営業時間 9：00〜17：00
定 休 日

（季節により変動があります）

なし

（年末年始ほか道の駅ウトナイ湖の
休業日に準ずる)

ハンドメイド雑貨で広がるコミュニティ
私は、道の駅ウトナイ湖を拠点に「handmade toma
komai fromウトナイ湖」として、近郊の作家さんと協力
してハンドメイド雑貨の製作販売を行っています。もとも
と趣味としてハンドメイド雑貨の制作やイベントでの小規
模な販売をしていましたが、新型コロナウイルス感染症が
拡大したことでイベント出店の機会が大きく減りました。
そんな中、作家さんやお客様のコミュニティを活かせる場
所を作りたいと思い創業を決意しました。
創業の準備に関して、まずは新規創業セミナーを受講し、
その後補助金申請や確定申告などについて苫小牧商工会議
所に相談するようになりました。その中で苫小牧商工会議
所がオススメするクラウド会計ソフト「ＭＦクラウド確定

申告」も紹介していただきました。
もともと事務の経験もあったので経理については問題な
いと思っていましたが、自分の確定申告となるとなかなか
難しく、たびたび指導を受けながら初めての確定申告を終
えました。今では確定申告時に簡単なチェックをお願いす
るだけで申告を終えられるようになっています。
おかげさまでハンドメイド作家さんとのコミュニティも
徐々に拡大しており、道の駅での販売数や小さなイベント
での出店も増えてきました。これからも作家さんとのつな
がりを大切に、ひとつひとつ心を込めた作品を世に出して
いきたいです。
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中小企業相談所のご案内
経営上の問題に関することはどんなことでもご相談ください！
商工会議所・中小企業相談所では、経営指導員・記帳選任職員・専門相談員が市内商工業者の
経営相談にお答えいたします。

窓口相談

当相談所では、経営指導員・記帳選任職員・専門相談員を配置し、ご来所いただいた皆様方の経営上の
あらゆるご相談に対応いたします。

巡回相談

窓口相談の結果、直接事業所へ出向いての相談・指導が必要な場合、もしくはお忙しくて来所する事が
困難な事業所へはご連絡を頂けましたら直接皆様方の事務所へ出向いてご相談に対応いたします。

各種融資制度の相談、斡旋、推薦
●国、道、市、等各種融資制度利用についてご相談に応じております。
●各種融資制度利用の斡旋を行っております。
●マル経融資（無担保・無保証人制度）の融資推薦を行っております。

相談にお越しの際は以下の書類をお持ち下さい。
① 前期・前々期の決算書、確定申告書（決算後６ヵ月を経ている場合は最近の試算表）
② 設備資金の場合は見積書、カタログ等
※これ以外にも、必要書類をお願いする場合があります。
③ 法人の場合は登記簿謄本（３ヵ月以内のもの）

講習会・講演会の開催

税務記帳指導

人材育成、経営手法の習得・改善のために各分野の
専門講師を招き、講習会・研修会を開催しております。
（例）日商簿記検定３級対策講座・新入社員セミ
ナー・経営安定セミナー・社会保険セミナーなど

青色申告会、税理士会、税務指導所などの協力のも
とに、小規模事業者の自主記帳の促進に主眼を置き
日々の記帳の仕方から確定申告における決算までの
一貫した実務指導を行っております。

新規創業のサポート

事業承継の支援

新規開業にあたり、事業計画の立て方及び事業計画
書の作成手順の指導、資金調達や開業時に必要な諸
手続き方法などのご相談に対応させていただきます。
また、新規創業セミナーの開催や、苫小牧市の創業
補助金「創業サポート事業」申請の際に必要な審
査・斡旋を行っております。

中小企業経営者の高齢化が進む中、少子化等の影響
も有り事業承継の問題が極めて重要な課題となりつ
つあります。
個別のご相談に対応させていただく他、事業承継の
諸課題に対応するセミナーも随時開催しております。

経営に関する各種相談・お問合せは

苫小牧商工会議所／苫小牧中小企業相談所
〒053-0022 苫小牧市表町1丁目1‑13 苫小牧経済センター3階
TEL 0144‑33‑5454／FAX 0144‑32‑6058
公式HP http://www.tomakomaicci.jp/

