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第２回北海道産業振興条例あり方検討部会 議事録 

 

日時：令和３年１０月２７日（水）１５:００～１７:００  

場所：かでる２・７ １０６０会議室         

 

■経済部産業振興局産業振興課 三浦課長補佐 

定刻となりましたので、ただ今から、第２回北海道産業振興条例あり方検討部会を開催します。 

委員の皆様には、時節柄お忙しい中、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

本日は、前回欠席をされた、株式会社ワールド山内代表取締役社長の山内委員が出席されておりますの

で、ご紹介します。根橋委員、横山委員におかれましては、遅れての参加とのことですので、現在、委員８名

中、６名のご出席をいただいており、北海道商工業振興審議会条例施行規則第２条第２項及び第６条第４

項の規定により、会議は成立していることをご報告させていただきます。本日は１７時頃終了を予定しており

ますのでよろしくお願いします。それでは、ここからの議事進行は吉成部会長にお願いします。 

 

■吉成部会長 

本日は皆様方ご多用のところ、北海道産業振興条例あり方検討部会にご参集いただきまして誠にありが

とうございます。前回の部会では、産業振興条例はどのような条例なのか、条例に基づいて実施している企

業立地促進事業や中小企業競争力強化促進事業の概要や実績、昨今の社会経済情勢の状況などについ

て、事務局から説明があり、委員の皆様からご意見をいただいたところです。 

 本日は、社会経済情勢に対応した条例となるようご意見を伺いたいと思っております。皆様の忌憚のない

ご意見をよろしくお願いいたします。それでは、ご意見を伺うにあたり、基本的事項と前回の振り返りを事務

局から説明をお願いします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

産業振興課の安田と申します。それでは、着席して説明させていただきます。 

前回のおさらいになりますが、本日のご議論に当たりましての基本的事項について、資料は前回、第１回

目の資料２をご覧ください。産業振興条例の点検についてという資料になります。２番の検討の視点をご覧

下さい。検討の視点として大きく二つあげておりまして、今日の社会経済情勢の変化によって、条例の趣旨

や基本的施策などを見直す必要があるかどうか。また、情勢が変わって新たに盛り込むべき事項、あるいは

もう不要になった事項、こういったものもないかということを点検していただきたいと考えております。 

それから二つ目につきましては、条例の施行状況です。これについては具体的に成果が出ているか、あ

るいは課題はないか、こういった観点で条例が効果的に機能していて、条例の目的を達成するための成果

が出ているかということをご検討、ご議論いただきたいと考えております。 

次に、４の検討スケジュール案のところです。この検討部会というのは３回開催させていただきたいと考え

ておりまして、本日は第２回目となっております。１１月頃に第３回目の開催を考えております。本日のご議論

を踏まえた上で、見直しの方針案をお示ししたいと考えております。その結果を年内に予定されております

商工業振興審議会で改正内容等の検討結果をご報告させていただきたいと思います。条例改正が必要な

場合はパブリックコメントを経て道議会に改正を提案、また、施行規則の改正が必要な場合は、同じくパブリ

ックコメントを経て４月に改正・施行ということをスケジュールとして考えているところです。 

次に資料３をご覧下さい。今回点検いただく条例の概要です。１番上の条例の目的です。産業構造の高

度化によって公的需要から民間需要主体の自立型経済構造への転換を図る。そのために企業立地の促進、

それから中小企業の競争力強化を両輪で取り組んで、その施策を一体的に相乗的に推進して北海道経済

の活性化及び雇用の機会の創出、こういった部分に資することを目的としております。次に、４つの基本方

針です。この条例の一つの大きなポイントは企業立地の促進と中小企業の競争力、これを一体的、相乗的

に進めていくというところとなっております。具体的にはその下の６つの基本的施策というところになります。

企業立地と中小企業の取引参入の一体的促進、人材の育成・確保、国内外における販路拡大といった６つ

の柱を基本的な柱として掲げております。 
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この６つの基本的施策の具体策として、企業への助成措置を施行規則で定めることとしております。 

次に、資料１４をご覧ください。第１回目のあり方検討部会で皆様からいただいたご意見をまとめておりま

す。中小企業競争力強化事業について、北海道は素材だけを提供して、本州で付加価値をつけるとよく言

われる。マーケティング支援事業と市場対応型製品開発支援事業の使い勝手がよくなるようにするとよいの

ではないかなどといったご意見。人材育成・確保について、道内中小企業は、人材育成という面で支援をし

てもらうとありがたい。デジタル人材の育成・確保を支援するような取組をやっていく必要があるのではない

か。デジタル人材をいかに各企業で育成・採用するということが重要などのご意見をいただいております。カ

ーボンニュートラルの実現につきましては、グリーンは、北海道は非常に地の利がよく、何か推し進めていけ

るような施策・政策が出てくればよい。CO２の排出を下げていく支援する施策があるとありがたい。再生エネ

ルギーを活用した誘致については、実際にはエネルギーをどのようにルートを作っていって、どこに供給し

ていくのか、ということもすごく大切。中小企業がカーボンニュートラルを実現しようとしたときに、省エネとエ

ネルギーを買う以外の支援をする取組が必要ではないか。中小企業に対し、カーボンニュートラルは企業経

営にリアルに関係するということをわかりやすく説明していく必要があるなどのご意見をいただいております。 

 オブザーバーの皆様からは、人材育成のために長期間研修機関などに人を出すことが厳しいというご意

見。新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの導入に対する支援を行ってはどうか。また、経済産

業省の新たな経済産業政策の新機軸が示され、第１にグリーン、第２にデジタル、そして第３にレジリエンス

を挙げている。などといったご意見、お話がありました。 

本日は、前回いただいたご意見をさらに深めていただきたいと考えております。以上でございます。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。ただ今の事務局の説明に対しまして質疑や確認事項がございましたらご発言を

お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

それではただいまのご説明に基づき、それぞれの資料について議論してまいりたいと思います。 

はじめに北海道産業振興条例の検討についてです。事務局から説明をお願いします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

お手元の資料１５についてご説明をさせていただきます。 

こちらは条例本文の資料になります。本年の７月２７日に開催の北海道商工業振興審議会において、審

議会委員からご意見をいただきました。条例の目的で企業誘致と中小企業の競争力強化を一体かつ相乗

的に推進することについて全く異論はない。これを推進して、産業構造の高度化による自立型経済構造へ

の転換を図るというところに少し違和感がある。具体的にはこの自立型経済構造という言葉がよろしいのかど

うか、資料１３の新たな課題検討の論点を踏まえると、持続可能なとかそのあたりの言葉が入るのではないか。

また、産業構造の高度化の意味、ここは資料１３の新たな課題を入れ込むことによって産業構造の高度化を

図るという意味であれば北海道の強みを生かしたとか、そういう文言が、この産業構造の高度化の前に入る

べきではないか。といったご意見をいただきました。 

このご意見を検討するにあたり、近年の社会経済情勢の変化を真ん中の欄に記載をしております。 

 人口減少下での人材確保や生産性向上などにつきましては、国においては、２０１５年、女性活躍推進法、

２０１６年、SDGｓ実施方針の決定をしております。道においても、２０１６年、女性活躍推進法に基づく特定事

業主行動計画の策定、２０１８年は北海道 SDGｓ推進ビジョン策定、２０２０年には北海道雇用・人材対策計

画、第二期北海道創生総合戦略の策定をいたしまして、北海道人口ビジョンの改訂をしております。  

カーボンニュートラルの実現にあたりましては、国においては、２０２０年菅総理が、２０５０年までに温室効

果ガスの排出を全体としてゼロとする、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことの宣言をいた

しております。２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略策定。２０２１年、経済財政運営と改革

の基本方針２０２１、いわゆる骨太の方針ですが、これに日本の未来を拓く４つの原動力としてグリーン、デジ

タル、活力ある地方創り、少子化対策といったものを位置づけますとともに、日本全国を元気にする活力ある

地方創りの項目には、ゼロカーボン北海道に取り組む旨を明記するとともに、経産省が経済産業政策の新

機軸として、グリーン、レジリエンス、デジタルを解決すべき課題と設定をしております。 

道におきましても、２０２０年、知事が２０５０年までに道内の温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることを宣
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言しておりまして、本年３月には２０３０年度に２０１３年比で３５％削減、２０５０年までに道内の温室効果ガス

排出量を実質ゼロとするため、北海道地球温暖化対策推進計画第３次の策定をいたしました。 

 デジタルトランスフォーメーションの推進にあたりましては、国においては、２０１６年、官民データ活用推進

基本法の施行。２０２０年、同法に基づく世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計

画が閣議決定され、本年、骨太の方針にもデジタルが位置づけられ、経済産業政策の新機軸にもデジタル

が解決すべき課題として設定されております。 

 道においても、本年３月、北海道が直面する様々な課題に対し、未来技術を積極的に利活用し、地域産

業、そして道民生活が根本から変わる新たな社会システムを実現するため、北海道 Society５.０を策定して

いることなど、社会経済情勢はめまぐるしく変化している状況にあります。 

この北海道産業振興条例が平成２０年に制定されて以降、様々な行政課題ですとか社会的課題・問題、

社会経済情勢の変化に対応するため、企業誘致や中小企業競争力強化につきましては、それぞれ施行規

則で定める助成制度の見直しを行ってきたところであります。 昨今の社会経済情勢の変化に対しても、助

成制度の見直しにより、より実効性のある対策を検討する必要があると認識をしているところです。ご説明は

以上です。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。委員の皆様から北海道産業振興条例の検討についてご意見を伺いたいと思いま

す。いかがでしょうか。ありませんか。 

それでは、事務局から考え方等について、補足の説明があればお願いします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

 それでは、北海道産業振興条例の考え方につきまして、もう少し詳しくご説明します。 

 北海道産業振興条例は、さきほどご説明したとおり、目的の下に４つの基本方針、６つの基本的施策で構

成されております。企業への助成措置は施行規則で定めることとしております。 

 簡単に申し上げますと、目的は公共投資や公的な事業に頼らないで、民間需要だけで企業の皆様に儲け

ていただくことであり、基本方針の考え方に基づく、基本的施策の助成措置で、この目的を達成することとし

ておりまして、私どもとしましては、これらは一体であるとともに、普遍的な理念であると考えております。 

 一方で、社会経済情勢への対応につきましては、道においても課題解決に向けた様々な計画やビジョン

などを策定し対応しているところであります。この度の審議会委員のご意見であります持続可能なという表現

は SDGｓの考え方であると私どもは受け止めておりますが、道においても、北海道 SDGｓ推進ビジョンを策定

しているほか、ゼロカーボン北海道の実現に向けては、北海道地球温暖化対策推進計画。デジタルトランス

フォーメーションの推進に向けては、北海道 society５.０など、重要な政策課題については、それぞれに対応

した計画やビジョンを策定しており、これらは北海道全体として取組を進めているところです。これらの目標

すべてを北海道産業振興条例の目標に盛り込むというのはなかなか難しいのかなと考えているところです。 

また、北海道の強みを活かしたといった文言を入れるべきとのご意見につきましては、資料３に４つの基本

方針の一つに、地域の特性に応じた産業の発展を図ることと規定されておりますので、産業振興条例にお

きましても北海道の強みを活かすというこのことについてはすでに対応していると、私どもは認識をしていると

ころです。 

この産業振興条例におきましては、これまでの情勢の変化による様々な課題に対しまして、助成制度の見

直しによりまして対応してきたところであり、今般の課題に対しましても、助成制度の見直しによりまして、より

実効性のある対策を検討する必要があると考えているところであります。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございました。今ご説明のとおり条例は施行規則の上位の理念という位置づけということでした。

これを受けまして、委員の皆様からご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

西山委員いかがでしょうか。 
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■西山委員 

 もう少し整理をさせてください。 

 

■吉成部会長 

 ウエブの方から、渡辺委員ご意見いかがでしょうか。 

 

■渡辺委員 

 今日の中で、どこで発言しようか迷っていましたが、今資料として上がっている項目の中にどこにもバリアフ

リー化という言及がない、先日、うちの会社でトイレを障がい者向けに変えようと話が出まして、いろいろと検

討しましたが、一般企業が障がい者向けの設備を整備しようというものに対する助成金や補助がほとんどな

いです。旅行に関する設備や施設では補助はある。一般企業は障がい者の働きやすい環境を整備しようと

しても補助が見当たらなかったところです。 

雇用率も上げられている中でそのように障がい者雇用をしようかということをいろいろな企業が考える中で、

障がい者の方々が働ける環境を整備するということについても、なかなかハードルが高いところがあるものと

思っています。そういったものに対してもある程度、補助といったものが出てくると道内の企業の活力のベー

スとなる部分、今、働きたくても働けない障がい者の方々を雇用することで、新たに企業の振興策になるので

はないかと考えております。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。事務局からどうぞ。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

 ありがとうございます。今のお話は助成制度の方で検討してまいりたいと思います。 

 

■吉成部会長 

 その他、ご意見ありますでしょうか。前田委員、いかがでしょうか。 

 

■前田委員 

 今、お話を伺っているといわゆる条例の目的のところは普遍性を持たせつつ、施行規則のルールで独自

性をしっかり担保させていくのがいいのではないかというお話ととらえております。そういった意味では、そこ

については普遍的な長期ビジョンが条例の目的に記載されていて、施行規則のルールの方でトレンドをしっ

かり取り込めていればいいのかなと考えています。以上です。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。その他、ご意見ありますでしょうか。 

 それでは、委員の皆様の意見を踏まえまして、条例目的については変更しない方向で、事務局で整理を

お願いしたいと思います。では、田邊局長からコメントをいただきたいと思います。 

 

■経済部 田邊産業振興局長 

産業振興局長の田邊でございます。ありがとうございます。 

さきほど、渡辺委員からご意見をいただきました件につきまして、さきほど安田が説明しました資料の１５、

その中に、いくつかの計画を書かせていただいております。一番上の欄、北海道雇用・人材対策基本計画と

いうのがあります。どちらかというと雇用とか就労に対する計画です。多様な人材が働けるような職場づくりに

取り組んで行くという計画。一方で、今ご議論いただいている産業振興は如何に価値を高めていくかという

条例、どういった形でご意見を取り込んでいけるのか検討させていただきたいと思います。 

条例につきましては、前回、この検討部会でも、北海道のものの付加価値を高めて売っていくことが重要

となる、そこに支援策をということのご意見をいただきました。まさに北海道が自分たちで稼いで、少しでも強

くしたい大きくしたいというのが条例の理念です、その他、安田が説明したように、地方創生という話、人口が
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減っていく中でどうしていくか、そこで生産性を高める、海外の需要を取り込んでいこうということで、西山委

員のように積極的に海外展開されている。そういうところの後押しをしたいというのが、条例の理念です。いた

だいたご意見を踏まえて、より企業さんのお役に立てるような制度を作れるように検討してまいります。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。 

それでは、次に中小企業競争力強化事業に対するこれまでのご意見や状況等の①これまでの課題や新

たな課題に対応する支援・助成制度について事務局から説明をお願いいたします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

お手元の参考資料８と資料１６の前半部分についてご説明させていただきます。 

はじめに参考資料８です。ページで言いますと１１ページです。 

これからご議論いただきます中小企業競争力強化事業の概要につきまして、改めてご説明いたします。こ

の事業は中小企業の競争力の強化を図るための助成措置となっております。新たな事業分野への進出や

市場の開拓等に取り組む道内中小企業に対して補助を行うものであり、令和３年の例ですが、４月２１日から

５月３１日まで申請を募集しまして、７月上旬から中旬頃に審査をします。評価につきましては、事業計画の

明確度や市場性、成長性など①から⑦までの視点で審査します。事業メニューについては、マーケティング

支援、コンサルタント等招へい支援、産業人材育成事業、テレワーク導入支援事業、市場対応型製品開発、

こういった中小企業が取り組む目的別にメニューを整備しております。この制度のもう一つの特徴としまして、

６番の部分、市場対応型製品開発支援事業に特定産業分野というのがあります。こういった特定の産業に

ついては補助限度額を一般枠に対して少し上げるということで優先的に企業の行動を促進していくというよう

な支援していこうというような制度設計になっております。特定産業分野枠は、立地企業との取引参入を目

指す加工組立型企業や基盤技術企業という形で入れています。また、特定の重点産業としては食関連産業

ですとか環境・エネルギー産業、こういったところを重点分野として規定をして、この分野の取組に関しては、

重点的に支援をする制度になっているところであります。特定産業分野の具体的な業種につきましては、次

の１３ページにお示しをしております。 

続きまして、資料１６、ページで言いますと、３ページです。Ⅰ中小企業競争力強化事業に対するこれまで

のご意見や状況等ですが、まず、社会経済情勢の変化や国、道の施策とさきほどご説明しました、第１回あ

り方検討部会でのご意見を含めまして、これまでの課題や新たな課題に対応する支援制度のあり方に関す

るご意見を整理したものです。 

これまでの課題として、人口減少下での人材育成・人材確保について、IT 業界においては、日本全体で

人手不足、北海道の人を育てるという視点と海外も含めた道外から人を採用するという視点の両面からの支

援を検討することに意味があるのではないかとのご意見をいただきました。 

UIJ ターンや外国人技能実習生の受け入れにつきましては、国をはじめ、道でも中小企業への各種支援

を行っているところですが、IT 人材の確保につきましては、事務局としても重要な課題であると認識しており

ます。難しい課題ではありますが、是非、皆様からお知恵をお借りしたいところですので、よろしくお願いしま

す。 

 次に新型コロナウイルス感染症について、道内企業は自社の経営課題として、コロナ感染症等への対応

が必要であると感じているとのご意見をいただいております。昨今の感染状況は以前に比べると大幅に減少

しているところではありますが、コロナ前と現在では、ビジネスの常識が大きく変わっています。皆様も日々感

じられているところと存じますが、是非、皆様からお知恵をいただきたいと思っております。 

次、４ページです。カーボンニュートラルの実現について、道内企業がこの再生エネルギーの活用に関し

て、かなり勉強しなければならない。カーボンニュートラルは取引条件となってくるため、なぜ道内中小企業

がカーボンニュートラルに取り組む必要があるのかをわかりやすく説明する必要がある。省エネやエネルギ

ーを買う以外の支援をする取組が必要なのではないか。勝ち筋だと思っているので、ぜひその辺で何か推

し進めていけるような施策・政策が出てくればよい。ＣＯ２の排出を下げていくというニーズが高いため、支援

する施策があるとよいとのご意見をいただきました。カーボンニュートラルの実現について、皆様の関心度が

高く、多くのご意見をいただいております。こちらも重要な課題でありますので、是非、ご意見をよろしくお願
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いします。 

 デジタルトランスフォーメーションにつきまして、ご意見としまして、フードテック、アグリテック、トラベルテック

など、北海道の強みを活かすものを掛け合わせて打ち出しをした方がより政策が明確になるのではないかと

いったご意見をいただいております。 

 次に５ページ。新しい動きへの対応について、航空宇宙産業に関する取組を行っており、連携を行ってい

ければ良いとのご意見をいただいております。 

こうした様々な課題に中小企業の皆様が対応していくためには、どのような支援策が有効であるかといっ

たところにつきまして、皆様方のご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。ただいまのこれまでの課題や新たな課題に対応する支援制度について、１５分程

度時間をとりたいと思います。いかがでしょうか。ご意見、コメントございますか。 

 

■西山委員 

 西山でございます。カーボンニュートラルの実現について、皆様の関心が大変あると、私もそう思っており

ます。前回の検討部会で私の方から、カーボンニュートラルは取引条件として、国際認証と同じようにカーボ

ンニュートラルに取り組んでいることが取引条件になってくるのではないかと発言させていただきました。これ

は海外取引のみならず、国内でもまもなくやってくると思います。もうすでに認証関係については、スーパー、

コンビニエンスストア関係が注目をしてみているところです。カーボンニュートラルの実現については、国内

でも重要な課題であり、北海道でも支援をしていただければありがたいと思っているところです。以上でござ

います。 

 

■吉成部会長 

 カーボンニュートラルについて関連のご発言ありますでしょうか。 

 事務局から補足の説明などはありますか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

 カーボンニュートラル、デジタルトランスフォーメーションなどもそうですが、現状でこうした課題に対して、

助成事業の審査の段階で、西山委員からお話をいただきましたような優先的な採択をするような仕組みにな

っていないことから、その辺につきましても、ご意見をいただければありがたいです。 

 

■吉成部会長 

 今の説明に対して、ご意見をお願いします。 

 審査条件について、もう少し使いやすくということですが、いかがですか。 

 具体的に審査案件がないとなかなか意見がでないのかもしれませんね。 

 

■経済部 田邊産業振興局長 

 すみません、ちょっと教えていただきたいのですが、取引の条件になってくるときに、何かを証明しなけれ

ばいけないと思うが、今、求められるのはどこかの機関の証明が必要でしょうか、それとも、取引先が示した

条件をクリアしているということになるのでしょうか。 

 

■西山委員 

 実は話はよくでてきますが、具体的にどのような認証機関があるのか、どのような項目があるのかというとこ

ろまでの把握はしていません。海外の取引先についてもカーボンニュートラルに何か取り組んでいますかと

いう話題にはなりますが、具体的にどういう項目があるのか整理にいたっていない、認証制度については、ま

だまだそういった段階ではありますので、補助制度の検討は難しいと思います。いずれにしてもカーボンニュ

ートラルという単語はよく出てきます。 話をしておきながらよくわかっていないというのは、申し訳ない。 
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■経済部 田邊産業振興局長 

 前回の検討部会でも、まだよくわかっていないので、そういうのを知る機会もほしいという趣旨のご意見もい

ただきました。そういう意味ではカーボンニュートラルというものに向けて、どんな取組していかなければなら

ないのか、どんな認証制度があるのか、そういった普及もしていかなければならないと思いながら伺っていま

したが、他にもっとこうしたこともした方がいいなどのご意見も含めて伺えたらと思っております。よろしくお願

いします。 

 

■吉成部会長 

いかがでしょうか。 

カーボンニュートラルの動きに対して、整理とか啓蒙も含めて、それと補助の条件がセットとなると思いま

すが、そういった観点でご意見がありましたら、いかがですか。 

 前回の会議の中でも、雰囲気は感じられるけども具体的になっていないとの話もありましたので、事務局の

方でも整理をしていただければと思います。 

 それでは、新しい動きへの対応というところで、宇宙産業をはじめ、様々な動きがありますけど、山内委員

から何かございますでしょうか。 

 

■山内委員 

 ワールド山内の山内でございます。 

 話が戻りますが、参考資料８の支援事業についてですが、中小零細企業にとっては、非常にありがたいこ

とであります。内容についても、どんどん変わっていってかまわないですし、補助金の金額が高い安いはここ

で決めることではないと僕は思っています。今、皆さんにわかっていただきたいのは、実態を知っていただき

たいのですが、せっかく国や道、いろんな方々の中でこういった支援事業が零細中小にまずしっかり伝わら

なければならないと思っています。内容をしっかり決めていただくことを検討していると思いますが、せっかく

決まった内容を皆さんに理解していただいて使っていただくのが本当の目的ではないかと思っております。

今、ここにきている委員の皆様や私どもはこういった皆様との人間関係であったり、いろいろな方々の出会い

の中でこういったお話は常にしており、こうした補助金、支援金を把握しています。ほとんどの零細企業が困

ったときにこんな補助金があるのかと調べているのが実態だと思います。私もいろいろな講演会などでよく聴

かれるのは、山内さんはいろいろな補助金を使っているが、どのように調べているのですかとよく聴かれます。

これって結局、自分で調べているのが現状です。わからなければ電話で問い合わせから始まって、どういっ

たことをすればこの支援事業を使えるのですかと聴いたら、国や道の方が親切丁寧に説明してくれますが、

ほとんどの方がその話をするのが面倒、調べ方もわからないなどと悲しい話ばかり聴くので、自分がしてきた

経験の中のことを説明させていただくが、せっかく来年も実施する事業についても、発信の方法をもう少し考

えていただけないかということ。 

金額や内容によって、審査の方法は様々かと思いますが、より簡単に企業側のハードルが低い仕組みを

もっと作っていただきたい。僕がこれまで活用した補助制度は作文ありきで、文章をしっかり書かないと通ら

ない、通すために考える時間がものすごくかかるので、ハードルが高くなる。レ点チェックの項目などで、実

態がどうなのかをしっかり審査した上で、この企業にこれだけの支援する価値ということをしっかり理解してい

ただいて、使っていただいた後もしっかりどうなっているのかというところまで追いかける仕組みもあった方が

いいと思います。 

 今まで補助金などの支援をとっている企業は、そういう人を雇ってまで獲得している企業がたくさんいます。

そういうことは力のある企業でしかできませんし、零細中小の３人、５人、３０人、１００人、５００人様々ですが、

そういった文章能力は実業をしながらなかなか力を発揮できない企業に、可能性があり、技術力があり、北

海道のためになり、外貨を得られるような仕組みがあるのであれば、もっともっと活用していただきたいと思っ

ております、中身はいいと思っていますから発信方法を考えていただきたいと思います。 

 カーボンニュートラルは絶対に北海道だけでなく、世界的にやっていかなければならないことです。具体的

な話は海外の取引先ともいろいろな話をします。西山委員のおっしゃったようにそういった問い合わせがで

てきています、認証機関についてもチェック項目も出てくると思いますが、現段階では数値に表れるものでは

なくて、企業側で何をしなければならないのか、どういう取組をしなければならないのか、どういう方針を出さ
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なければならないのかということが、まだまだ見えていないのが現状です。ただ将来のためにはもっと考えて

いかなければならないと思います。 

航空宇宙のお話、来年からホンダジェット、航空ビシネスに力を入れて、北海道から全国へ、北海道から

世界へとやっていくことを考えております。航空は皆さんやりたい。北海道でやりたい。北海道で僕はやりた

い。航空はお金がかかる。航空は土地を買って、建物を建てて、人を育てて、設備を入れて、航空がすぐ取

れるかというとそうではなくて。長い年月の認証が必要で、試作で２年３年の歳月がかかり、航空をするため

の JIS９９００、アメリカで言うと AS９２００という国際認証が必要で、さらにその部品が一つずつ決まると特殊工

程の認証が必要になってきます。自分の会社で自分のロケットを飛ばしたいという夢もありますが、それ商売

として北海道から全国へ、世界へ出すためにはそれなりに体力とそれだけの知識を持っている方、今、航空

やっているのですが、すべて英語、図面も英語、認証も英語、問い合わせもすべて英語、当社は外国人を

含め、文系理系を問わず、世界中の学生やエンジニアをヘットハンティング含めて、人をどんどん入れてい

る状況です。北海道としていろいろな情報を世界中に発信すれば、人と人のマッチングであったり、生まれ

が北海道で世界中に旅立っている方がまだまだいますので、UI ターンであったり、北海道の優秀な人材が

集まる仕組みがあればと思います。道もそうですし、企業も我々も頑張らなければならない。魅力のある企業

を作らないと誰も戻ってくれない、魅力のある企業に少しでも道が応援する仕組みを作っていただければと

思います。 

道が考えたことをより多くの方々に知っていただき、すぐに活用してもらえるような情報の発信の仕方を今

以上の形であったらと思います。北海道が大好きなので、世界中の人が北海道に来ていただいて、北海道

の四季折々を楽しんでいただいて、北海道はいいものづくりをするねと感心され、また北海道に来たいと思

っていただけるような企業にしたいと思っております。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。多岐にわたるご意見をいただきました。 

個別の補助事業の要件よりは、その事業をよく知っていただく、コンシェルジュのようにサポートしていただ

く、そういうことも重要であると理解しました。カーボンニュートラルもカーボンプライシングが定まらないとなか

なか進まないのかなと思いました。 

山内社長も様々な業種と関わる中で補助事業を活用されたとのことですが、デジタルトランスフォーメーシ

ョンに関して、システムインテグレーターとして取り組んでいらっしゃる大岩委員お願いします。 

 

■大岩委員 

大岩です。DXのキーワードは人材です。DXの一つは AIなどの技術的なことでやり方を変えていこうとい

う考え方、もう一つはビジネスを作る人と作るために必要な IT を提供する人の関係を直さなければならない

と言われています。IT 技術者が不足するということは、IT 業界以外の中小企業さんも大変な思いをされるこ

ととなると思います。 

中小企業が自分たちで ITの素養を持った社員を育てられるかというと非常に難しい話だと思います。 

北海道全体で IT技術者の流動性を高めて、その人たちが IT業界の仕事をしたり、一般の会社の業務を

するという形にしていかないと、北海道の中小企業の方がおいて行かれるのではないかという危惧がありま

す。端的に申し上げますと、デジタルトランスフォーメーションに関し、どのように技術者を北海道の中で増や

すかということ。単純なことで、外部から国内、海外から人をどのように持ってこられるようにするか、若しくは

教育で IT に関わる人材を増やす、わりと教育で人を作るということはやりやすいことだと思います。国が力を

入れれば、直近ではないですが、１０年後には厚い IT 技術層ができる、長い視点で IT 人材を増やすという

ことをやっていただくと、我々としてもやりやすい。 

IT業界のシニア層の人たちをどううまく活用するのかということも大切、ただ、今の ITのシニア層は人に教

えるやり方を知らない、自分自身でやる、そういったところをもう少し教育すれば、いいのかと思います。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございます。 

IT 技術者の継続的な確保、その技術をいかに中小企業に持っていけるのか、そういった仕組みに対する
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ご意見をいただきました。 

だいぶ時間が押していますが、その他ご意見はありますでしょうか。 

では、田邊局長からコメントをいただきたいと思います。 

 

■経済部 田邊産業振興局長 

中小企業競争力強化ということで、これまでの課題や新たな課題に対するご意見をいただきました。 

一つはカーボンニュートラルが取引条件になってくる、ただ、具体的なところが見えていない部分がある、

そういったとことを含めて対応を考えていかなければならないことを受け止めました。また、支援制度全般に

ついて、発信の仕方を考えてほしいと、実は５年前に条例の点検をした際も同じようなご意見がありました。

我々なりに SNS を活用するなどいろいろ工夫をしましたが、届ききらないということがわかりましたので、勉強

して対応していかなければならないと思いました。 

デジタルトランスフォーメーションについては、人材の確保をどうしていくかということが課題であると、いた

だいた意見を受け止めて次回までにどういう風に施策を実施していくかというところを整理したいと思います。

ありがとうございます。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。それでは、次に中小企業競争力強化事業に対するこれまでのご意見や状況等の

②現行の支援制度について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

資料１６の４枚目、ページでいいますと６ページです。 

Ⅰ中小企業競争力強化事業に対するこれまでのご意見や状況等の②の現行の支援、助成制度につい

てです。こちらは先ほど参考資料８で説明しました中小企業競争力強化促進事業のメニューごとにご意見を

整理しています。マーケティング支援事業について、申請件数も採択件数も多く、道内中小企業が特に望

んでいる部分かと思うため、より使い勝手を良くしてはどうか。 とのご意見をいただきました。 皆様のご意

見を是非お伺いしたいところです。 

コンサルタント招へい支援については、特にご意見をいただいておりませんが、この事業についても是非

ご意見をいただきたいと考えております。 

産業人材育成支援について、いろいろな技術革新を推進するためには人材が欠かせない。この部分もう

少し力を入れていただきたい。即戦力となる専門人材を求めることも多くなってきており、そのような事に対す

る支援の検討もお願いしたい。人が足りない道内企業においては、人材育成のために先進企業・試験研究

機関・研修機関等に人を出すことが厳しい。とのご意見をいただきました。 

 人材育成につきましては、これまでも中小企業の皆様にとって重要な課題と考えております。 コロナ禍に

おいて、人と人が接触する人材育成支援事業については、なかなか活用が進んでいないところであり、何か

活用しやすいような工夫が必要であると考えております。 

産業人材確保支援テレワーク導入について、テレワークの導入に対する支援を行ってはどうか。とのご意

見をいただいております。 

テレワーク導入支援につきましては、本事業において助成を行っております。 

国と道の他部署において、期間は限定されるものと思われますが、コロナ対策として補助金額が本制度を

上回る制度があるところですが、本事業は令和３年度も２件の申請があり、ニーズが高いものと考えておりま

す。 

市場対応型製品開発支援について、一般型の市場対応型製品開発支援事業は、申請件数も採択件数

も多く、道内中小企業が特に望んでいる部分かと思うため、より使い勝手を良くしてはどうか。とのご意見を

いただきました。こちらも皆様のご意見を是非お伺いしたいところです。特定産業分野枠については、先ほ

どの別紙の業種になりますが、業種が合わずに一般枠に申請したというご意見。共同研究開発枠について

は、知的財産の共有要件や産業分野が限定されており、使いにくいといったご意見がありました。こうしたこ

ともあってかこのメニューは利用が低調となっております。皆様のご意見をよろしくお願いします。 

 また、その他として事業全般に対しても、様々なご意見をいただいております。これらの支援制度をどうい
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った方向性にしていくのか、ご議論のほどよろしくお願いします。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。ただ今の現行の支援制度について、１０分程時間をとりたいと思います。 

いかがでしょうか。ございませんか。 

事務局から、市場対応型製品開発支援の３つのカテゴリーがあって、一般は人気が高いが、共同研究開

発が改善すべき点があるとありましたが、補足などはありますか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

 共同研究開発のメニューは、大学等と企業が連携しながら製品を共同で開発していこうというメニューです

が、発生した知的財産を共同研究した方々で共有することや、特定産業分野の業種の企業様しか申請でき

ない要件となっておりまして、使いにくいところなのか伺いたい。 

 

■吉成部会長 

 いろいろな要件があるとのことですが、さきほど山内委員から細かな説明がないとわかりにくいとありました

が、改善をどのようにしたらよいかありましたら、ご発言をお願いします。 

 

■山内委員 

 零細中小企業は年齢層が様々ですが、年配の方が見てもわかるようにするためには、文章よりも具体的な

例で絵を大きめで、文字を少なめで具体的な流れをパターン化して何点か入れればいいと思います。 

パッとイメージできるかできないか、ハードルが高いか低いかを判断するので、ハードルが低くこれならい

けると思うためには、たとえばこんな事例、こんな方法、こんなやり方があります、こういうことをした企業があり

ましたとか。そういう風にしたほうがいい。 

あとは産業人材、コンサルも同じで、例えばこんなことができますとか例示がないとわからない。僕もいろい

ろなセミナーに行きましたが、セミナーといっても色々な種類があり、せっかく行っても参考にならないものも

ある。結果として参考にならなければ価値がなくなってしまう。価値があるようにするためには、企業が何を求

めているかを企業とすり合わせができるそんな仕組みになったらと思います。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。その他ご意見ありますでしょうか。マーケティング支援で様々な需要があると思いま

すが、横山委員から食品産業協議会並びに中小企業家同友会などで何かご意見等がありましたらお願いし

ます。 

 

■横山委員 

 マーケティング関係ですか。 

 

■吉成部会長 

 その他でも。 

 

■横山委員 

 前回もお話ししましたが、人材育成という部分で中小企業は社内で OJT に取り組んでいても、これだけ時

代が大きく変わっている。いろいろなことをやっていくためには知識が必要となっておりまして、人材を採用

することも必要になってきております。人材はどちらかというと道内よりも道外、首都圏にいると感じております。

そういう方を採用して、会社をより進めていく、進化させていきたいと思っていますが、向こうの方々、首都圏

は給与面でもレベルが高いのでそういう面での支援。採用に当たってもそういう方を見つけるのも苦慮して

いるので、人材派遣会社にお願いすると多額の費用がかかる。そういうものに対する助成があれば、中小企

業が今の時代についていけるような人材、会社力を高める人材の確保できると思います。 
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■吉成部会長 

ありがとうございます。今は人材の採用の話でしたが、会社にすでにいる方の再教育と言いますか、人材

の能力を高めるような取組はいかがでしょうか。 

 

■横山委員 

 それに対しても、支援制度があるとは思いますが、管理職であったり、それぞれの分野での知識を高めて

いくような教育を受けたりする支援は大変ありがたいと思っております。 

中小企業は一人が抜けると厳しい状況となる、余剰といいますか、十分な人がいて経営しているわけでは

ない。毎年、定期的に人を採用することができない企業が多いので、病気になったりすると代わりになる人が

いないというのも問題になる。いろいろな形で人材を採用するときの支援が必要と思っております。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。渡辺委員から IT 業界の状況等のご意見をいただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 マーケティングの支援についていかがでしょうか。 

 

■渡辺委員 

  IT 推進協議会でも展示会への出展支援をしていますが、まず展示会への出展にたどり着ける企業はい

いですが、自社の製品やサービスについて外部に発信することが整理されていない企業がたくさんある、そ

ういった企業は展示会での見せ方がわからないとか、展示会に出ていけないとかがあります。それは IT企業

に限らず道内の事業者によくあることだと思います。前回、第１回目の会議でも西山社長がおっしゃられたよ

うに北海道の企業は素材を作るのは得意だけど、それに付加価値をつけるのが不得意、まさに付加価値を

つけるのはマーケティングで補完できる部分であるので、道内の事業者が持っている素材をどううまく付加価

値を高めるかという支援をマーケティング支援にどう盛り込むことによって、もっと外に打って出られる企業を

たくさん道内から輩出することに繋がるのではないかと思います。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。そのほかご意見ありますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、田邊局長からコメントをいただきたいと思います。 

 

■経済部 田邊産業振興局長 

中小企業競争力強化促進事業の方向性について、いろいろなご意見をいただきました。 

前段の社会経済情勢のご議論の中でもご意見をいただきましたので、それも含めて検討が必要だと受け

止めております。 

パッと見てわかるような発信の仕方について、さらに工夫しなければならないこと、人材の育成確保、マー

ケティングで素材をどう価値を高めて発信できるかといなご意見を踏まえながら、次回までに整理をしてご報

告をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。次に企業立地促進費補助金に対するこれまでのご意見、状況等について、事務

局から説明をお願いします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

企業立地を担当しております安彦でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきま

す。 

企業誘致の制度ですが、お配りしている資料でパンフレットが入っているかと思います。開いていただくと

左側に表があります。この表に企業立地の補助金がどうなっているかお示ししております。補助要件、投資

額がいくら、雇用の人数、助成の金額、これに対してご意見をいただきたいと思います。 
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資料１６をご覧いただきたいと思います。企業立地促進費補助金に対するこれまでのご意見、状況等です。

ポイントを説明いたします。 

まず始めに、人口減少に伴う労働力不足を踏まえた企業誘致の推進につきましてです。企業等や専門部

会委員から、労働力不足の顕在化等を踏まえるならば、従来の雇用要件の見直しや道外から人を採用する

際の支援などについて検討すべきといった意見が出ています。 

他府県におきましては、出向者等を雇用増とみなす事例や、県外からのＵＩＪターン者であれば、１名で２

名の雇用増のカウントとなる優遇を行うといった制度も見られます。 

道の産業振興条例では、雇用機会の創出を目的にしているため、事業所が直接雇用することが要件とな

っており、出向者は雇用増に含まれませんし、ＵＩＪターン者の雇用について特段の優遇はありません。 

次に、サプライチェーンの再構築への対応についてですが、国では、国内投資促進補助金によりサプラ

イチェーン対策などを進めている状況です。一方、企業等からは、サプライチェーン見直しの必要性は認識

しているものの、経済負担が大きく、進めることが困難との意見が出ています。他府県の事例を見ますと補助

率の加算や補助メニューの創設などの優遇を行う制度も見られます。現行、道の助成制度では、サプライチ

ェーンの見直しを支援するメニューはありません。 

次に、カーボンニュートラルの実現についてですが、審議会委員からは、北海道は、グリーンという点で優

位性が高く、ＣＯ２排出の削減を支援していく施策が必要との意見が出ています。他府県の事例を見ますと、

環境配慮型の工場立地等を行う企業に対しての補助率の加算や新エネ供給事業者の立地への補助といっ

た制度も見られます。道の助成制度においては、データセンターにつきましては、一般型と環境配慮型に分

けまして、環境配慮型について補助限度額を引き上げ優遇していますが、それ以外の立地では、特段の優

遇等の措置はありません。 

また、新エネルギー供給業の新設については平成２４年から補助対象としていますが、増設については

補助対象としていません。 

次に、デジタルトランスフォーメーションを支えるＩＴ産業の企業誘致についてですが、審議会委員や企業

等からは、国際市場を舞台に競争するため、先進技術導入やＤＸ、オープンイノベーションへの対応が必要

との意見が出ています。他府県の事例を見ますと、こうした取組や対応の中核となるＩＴ産業を支援するメニ

ューを有しており、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業を補助対象と

しています。また、支援の方法についても賃貸ビル等への入居への賃料の補助など小規模な業態に対応し

ています。一方、道の助成制度では、現行、インターネット附随サービス業は含まれていません。また、支援

方法については、投資額２，５００万円以上、雇用増５人以上の要件を満たす必要があり、基本的に中規模

以上向けの投資となっているため、小規模な投資には対応しづらい制度となっています。 

次に、新しい働き方への対応についてですが、企業等からは、オフィスの地方移転や分散化を図る企業

を支援するための補助金を創設するべきとの意見が出ています。他府県の事例を見ますと、サテライトオフィ

スの設置の際の賃料や設備投資に対して補助しています。一方、道の助成制度では、本社機能の移転に

ついては、賃料を３年間補助していますが、現行、サテライトオフィスの設置については制度がありません。 

次に、大規模事業所の再編への対応についてですが、デジタル化や感染症の影響などにより、製紙工場

や食品加工場などの大規模事業所での事業縮小や撤退といった再編の動きが出てきています。 

道でも、こうした動きは、地域経済や雇用に大きな影響を及ぼすため、国や自治体等とも連携し、中小企

業等に向けた相談会を行うなどの対応を行っています。企業等からは、撤退後の場所に立地する企業に対

しての支援や工場閉鎖・縮小といった特殊事情を抱える企業の新産業転換に対する支援を行うべきとの意

見が出ています。他県では、大規模事業所の休止・閉鎖後、当該事業所内に事業所を有する企業等が、県

内で生産設備等へ投資する場合に支援する制度があります。道の助成制度でも補助要件を満たせば、これ

らの企業も補助対象となりますが、現実的には雇用増が難しく活用につながらない場合や活用できても、従

前の雇用を維持できないなどの場合があり、特に雇用面での課題は大きいものと考えられます。 

次に、宇宙産業など新しいビジネスへの対応についてですが、企業等からは、宇宙産業における構築物

や研究・試験施設等に対する助成措置が必要との意見が出ています。他府県の事例を見ますと、宇宙産業

を支援している県がありますが、現行、道の助成制度では、宇宙産業を支援する独自のメニューはありませ

ん。 

最後に、その他についてですが、企業から、投資ファンドの事例など、設備投資を行う者と、事業の運営
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や雇用を行う者が異なる形態の立地の動きが出てきており、こうした形態の投資や立地についても取り込み

を図っていくべきとの意見が出ています。他府県の事例では、こうした形態に対応が可能な制度を有してい

る県もありますが、道の助成制度では、設備投資を行う者と事業の運営等を行う者が異なる場合を想定して

おらず、基本的に要件を満たす一事業者を対象としております。 

 資料の説明は以上です。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。ただ今の企業立地促進費補助金に対するこれまでのご意見、状況等について、

意見交換をしたいと思います。１５分程度時間をとりたいと思います。いかがでしょうか。 

西山委員、どうぞ。 

 

■西山委員 

 パンフレットの見開き、補助金の概要のところ、自動車、航空機とありまして、電気、電子、医薬品の工場は

どちらかというと装置型、食関連は労働集約型の工場が多いと思いますが、補助要件が一律に５億円以上２

０人以上となっていますが、労働集約型だとハードルが高いのかなと思います。 

手前どもの会社は１９５３年に創業しております、当時の資本金は３００万、今の貨幣価値だと５，０００万円

です。そうしますと５億円はかなり高いハードルであると思います、食品関連だけ別にしまして５０００万とはな

らないが、３億円とか１０人以上とか下げるのはどうでしょうか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 今の関連でご説明します。今の表の下のほうに類型二とあります。こちらの方に製造業というのがありまして

こちらの製造業に食関連の製造業も含まれます。その他の製造業も幅広く対象となります。投資ですとか、

雇用ですとか。大きな波及効果ですとかそういったものとかは類型一で見ます。そういう作りとなっております。

いただいたご意見は検討させていただきます。 

 

■西山委員 

 よくわかりました。ありがとうございます。 

 

■吉成部会長 

 その他のご意見ありますでしょうか。渡辺委員どうぞ。 

 

■渡辺委員 

 この立地に関する施策ですが、道内の事業者にしてみると、道外の事業者がこの制度を利用して入ってく

ると割と脅威になります。札幌市さんと議論したことがあるのですが、道外から事業者がきて、工場や事業所

を作っていただくのはいいことだろうとは思いますが、そこで行われることは道の人材を比較的安い人件費

で雇用をして、利益は東京に持っていかれることだと思います。道内の事業所が新しく事業所や工場を作る

のは別枠で、道外とは違う、もう少しハードルの低い補助にするとか、道外事業者と道内事業者でいろいろ

差をつける必要もあるのではないかと思います。 

さきほど大規模事業所の再編への対応のところでもありましたが、道内にはまだ本州資本の大きな工場に

依存している自治体がありますよね。そういったところがこれから先も大きな工場が撤退するとか閉鎖すると

かはあると思いますので、今のうちから道内の事業者が新しく何かするときにはハードルを低く設定しておく

必要があるかと思います。 

それから、デジタルトランスフォーメーションを支える企業の誘致というところ、こういった支援をいただける

のは非常にありがたいことですが、これも道外の IT企業が入ってくるのは、道内の IT企業にとっては非常に

脅威になると思います。今、経済産業省の方で進めております DX 認証というのがありますが、我々も取得し

ようと動いています。DX 認証を取得した道内企業に対して何らかの優遇措置を講じるとか、道内 IT 企業が

道内事業者に対して、DX を推進のお手伝いをすることに対する支援があると DX は進むのはないでしょう

か。 
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■吉成部会長 

 ありがとうございます。 

 事務局から何かありますか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

ありがとうございます。道内、道外の事業者についてご意見をいただきました。 

この条例は道の産業構造を強化するということを目的としておりますが、誘致もしながら、道内の企業様も

競争力を強化するというところを同時に両輪として図っていくために制度を作っております。道内の企業様が

設備投資をするとなると、主に増設になるかと思いますが、現状の制度では増設と新設があり、増設もこの制

度の対象となるところです。 

条例の目的としましては、成長発展が期待される産業ですとか、地域における波及効果が高いところを北

海道で成長させていくために対象業種を制定しまして、誘致と競争力強化をやっているところです。いただ

いたご意見につきましては、しっかり受け止めて検討をさせていただきます。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。 

 根橋委員から何かありますでしょうか。 

 

■根橋委員 

 カーボンニュートラルの支援策として、どのような考えを持っていて、どういった支援をしていくのかわかるよ

うにしていただければと思います。前回申しあげたとおり中小企業の方はどのような取組すればいいのか迷

われていると思いますので、そこに対する取り組みとして、省エネから始まり、クリーンエネルギーを買うという

ことになると思いますが、もう少し先をみますと CO２を出さないような技術革新する企業への支援、CO２を回

収する、吸収する技術を考えていかなければいけないことだろうと思います。そういうところに支援をするとい

うことを道として考えなければならないと思います。 

 

■吉成部会長 

 事務局いかがですか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 カーボンニュートラルのご意見をいただきました。企業立地の範囲で申し上げますと、北海道が再生可能

エネルギー、風力、太陽光、水力とポテンシャルは日本で一番高い、あるいは寒冷な気候を打ち出しながら、

誘致を進めたいと考えております。あわせまして、カーボンニュートラルに向けて、そういったものに配慮した

工場や設備投資を道内の企業様に上乗せの制度が道にはなく、他県にはありますので、他県に見習ったほ

うがいいのかご意見を伺えればと思います。 

 

■根橋委員 

 ほくでんさんの計画はそんなに早くはないと思いますので、新エネの供給力を高めるということと中小さん

を指導できるような会社さんを誘致するとか、補助金をもっとだすとか考えていくのかと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 ありがとうございます。 

 

■吉成部会長 

 そのほかありますでしょうか。 

 前田委員からいかがでしょうか。 
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■前田委員 

 IT 企業の誘致では投資額というと非常に厳しいのかなと、極端な話、パソコン１台が１０万円、２０万円だと

事務所代金から見ても厳しいと思います、誘致の動機要因として賃料とかを考えていただいた方がいいの

かと思います。 

私も１０何年前に一人で創業をしまして、今は札幌で、１００名くらいでやらせていただいておりますが、こ

の補助要件には一切かからない状況でした。このような企業でも１００も２００も１０００も増えれば北海道の経

済に寄与するのかと思いますが。 

一つのアイデアベースではありますが、例えばサテライトオフィスを道内企業が他の市町村に出すと、そ

のような形でテレワークをしながらサテライトオフィスを利用するとか、北海道内で人の動きをさらに活性化さ

せるような施策を考えたほうがいいのかな。投資額をもう少し緩和されるべきである点、人員についてももう少

し実態経済に合う形で行ったほうがいいのかなと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 ありがとうございます。 

 IT 企業様から制度の活用に向けてお問い合わせをいただきますが、投資額の要件の説明になると、それ

でなかなか使えないとなることがあります。ご意見ありがとうございます。 

 お伺いしたいのですが、上が成長産業分野、下が市町村連携促進分野となっておりますが、DXの中で IT

関連がより成長されると思いますが、IT 産業が上ではなくて、下の方に分類されています、北海道の場合、

インターネット付随産業が成長産業分野に入っていませんが、その部分についてもご意見をいただけます

でしょうか。 

 

■前田委員 

 私どもの会社がインターネット付随サービス産業に分類されておりまして、もうその時点で対象になってい

なかったんだなという風に認識しました。DXは IT企業が支援するだけではなく、すべての産業が IT企業に

なるものだと思います。すべての企業がデジタル化されていく中での促進に対して後押しをする、自分として

は IT 企業を推したいところでありますが、IT 業界だけではデジタル化を支援しきることは難しい。そういった

切り口でお考えいただければと思います。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございます。その他ありますでしょうか。 

では、田邊局長からコメントをいただきたいと思います。 

 

■経済部 田邊産業振興局長 

ありがとうございます。 

 食関連産業について、装置産業の面もありますが、労働集約部分もあり、そういったところを踏まえた制度

が検討すべきとのご意見、道内の企業さんと道外から来られた企業さんについて、道内の企業さんのハード

ルを低くできないだろうかとの意見をいただきました。 

また、カーボンニュートラルについて、中小企業を支援できる仕組みのご提案をいただきました。あと CO２

の吸収、回収というご提案をいただきました、企業さんの取組で言いますと、一つの研究開発の上限が５００

万円となっておりまして、回収とか吸収となるとかなり額が大きくなるといことで、何ができるか考えなければな

らないと思いながら伺っておりました。 

 IT 産業について、投資額と人員の実態を踏まえた検討が必要ではないか。IT 企業だけでなく、すべての

企業がデジタル化対応していかなければならない、そういった切り口で考えてはどうか。ありがとうございます。 

最後にどなたかにご意見を伺いたいのですが、道内でデジタルトランスフォーメーションが進んでいること

とか、コロナの影響もあると思いますが、大規模な製造事業所、特に製紙工場、食品加工業とか施設が古く

なったところで、地域で大きな影響が出ているところを何とか応援したいと考えておりますが、今でも新規で

の立地に対しては新たな支援はできますが、雇用を維持しながらとなると、雇用増にはならないので要件が

あわない。そこらへんについて、身近に触れられてなどご意見があれば伺いたいと思っております。よろしく
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お願いします。 

 

■吉成部会長 

今の件につきまして、何かご意見ありますでしょうか。 

身近な事例、その他何でも構いませんが、いかがでしょうか。 

 

■経済部 田邊産業振興局長 

今回いただいたご意見につきまして、次回の部会において我々の考え方をお示ししたいと考えております。 

いくつか他県の例もみながら制度を見直していきますが、拡充する部分もあれば、限られた財源の中でス

クラップといいますか見直していく部分もあるのかと思っております、そういったところもご議論をいただけれ

ばと思います。今日はありがとうございました。 

 

■吉成部会長 

 全体を通しまして意見等はありますでしょうか。ありませんか。 

 私から１点、前田委員からありましたけれども、産業の類型につきまして、今後の成長産業分野、例えば宇

宙産業が類型２のままですので、何を類型１に位置づけるのか次回までに整理いただければと思います。 

その他ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、オブザーバーの皆様から、お気づきの点や各機関からの情報提供を含めて何かありましたら

ご発言をお願いしたいと思います。香川様からいただければと思います。  

 

■北海道中小企業総合支援センター 香川助成支援担当部長 

山内社長からお話がありました、企業によって差がある補助金の申請について、私どもで申請を受け付け

て、同じことをやるにしても、書き方がうまいところとそうでないところの差が出る。私どもの方である程度のブ

ッラシュアップをさせていただいているんですけども、最後の最後まで作りこんでしまいますと審査委員会で

採決されないこともあるのでブラッシュアップもどこまでやっていいか、ジレンマを抱えながら相談対応をして

いるところです。 

私どものところで申請を受け付けて審査をしていないものつくり補助金ですとかそういうものの関係で中小

企業から相談を受け付けているものもありますが、企業の話を伺いながら思いを盛り込んで支援をしている

のが現状です。周知についてはどこまでやればいいのか難しいところです。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございました。続いて磯部様からお願いします。 

 

■中小企業基盤整備機構北海道本部 磯部経営支援部長 

 ご議論を伺って私自身勉強になりました。 

カーボンニュートラルにつきましては中小企業基盤整備機構においても相談窓口を設けまして、週に一

回、東京の専門家が予約制でオンライン受付をしております。環境省の中小企業事業者向けの事例集やす

でに取り組まれている企業さんの事例なんかもあっていい成果を上げている取組を紹介することもあります。 

補助金で、通年でいつでも申請できるものというのはなかなか無くて、応募期間がありますが年度内で複

数の公募期間を設けるとか、企業さんの熟度によって低い要件を設定し、その代わり補助額は下げる、高い

ハードルのところはそれなりに優遇するとかそういった制度があってもいいのかなと思いました。以上です。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございました。次に内山様お願いします。 

 

■北海道立総合研究機構 内山ものづくり支援センター長 

 人材確保、人材の育成というお話がありましたが、私ども工業試験場としましても北海道庁さんと一緒に

様々なメニューで人材育成に関する研修を行っています。改善だとか品質管理とかもありますし一方で未来
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を見据えた AIやロボットなどの研修に取り組んでいるところです。 

デジタルトランスフォーメーションはなかなかハードルが高いかもしれませんが、エンジニアリングができる

人材が北海道で育てばいいのかなと思いました。工業試験場としては地味かもしれませんけど、そういった

人材育成の事業に関しては今後とも北海道さんと一緒に頑張っていきたいと思っております。以上でありま

す。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございました。次に酒井様お願いします。 

 

■北海道経済産業局 酒井産業振興課長 

 本日の委員の皆さんのご指摘につきましては経産局の方でも是非貴重な参考とさせていただきたいと思

います。特に支援制度の情報発信の仕方に対するご指摘がありまして我々としても中小企業施策をやって

いる人間として制度を必要とする方にその情報が届いているのか過去から現在に至るまで最大の課題です。 

もっと申しますと国の制度であったり道の制度であったり様々なメニューがありますが、会社さんにとって自

分にとってどれが一番いいものかどうかマッチしたものかそれがわからないとよく言われます。情報を届ける、

その情報を見られるようにする仕組みであったり、窓口であったり、そういったものを国としても関係機関の皆

様と一緒にもう少ししっかり取り組んでいく必要があると実感したところです。本日はありがとうございました。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。 

皆様から活発なご意見をいただき、改めて感謝申し上げます。本日賜りましたご意見は、事務局で整理し

ていただき、整理したものについては、市町村、関係団体等に意見照会を踏まえた上で、次回の部会で引

き続き検討することとします。 

これをもちまして、第２回北海道産業振興条例あり方検討部会を終了させていただきます。 

なお、第３回検討部会は１１月１７日水曜日に開催を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 


