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Ⅱ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 
区分 社会経済情勢の変化／国・道の施策 審議会委員・専門部会委員のご意見 企業等のご意見／他都府県の状況 

○人口減少に伴う 
労働力不足を 
踏まえた 
企業誘致の推進 

＜道内＞ 
○ 少子高齢化による人口減少が進む道内において
は、業種によって、労働力の確保が課題。 

＜専門部会委員＞ 
①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。 

＜企業等＞ 
○ 人口減少に伴う労働力不足の顕
在化や働き方の多様化に対応す
るため雇用要件の見直しが必要。 

＜他都府県＞ 
○ 「出向者」等を雇用増としてみな
す緩和措置（２県）や、ＵＩＪターン
による人材の雇用を後押しする措
置（４県）  

○サプライチェーンの 
再構築への対応 

＜国＞ 
○ サプライチェーン対策のための国内投資促進事
業補助金を実施。 

○ 本年８月、「経済産業政策の新機軸」においてレ
ジリエンスの強靭化としてサプライチェーンリスク
を位置づけ。  

＜道＞ 
○ 感染症拡大に伴う、グローバルサプライチェーン
の国内回帰などの再構築への対応。 

 ＜企業等＞ 
○ コロナ禍の中、経済活動が制限
され、サプライチェーン見直しが必
要だが経済的負担が大きく、進め
ることが困難。  

＜他都府県＞ 
○ 生産体制の国内回帰を図る企業
に対して補助率の加算（５県）や補
助メニューの創設（５県）、国制度
への上乗せ措置（２県）  

○カーボン 
ニュートラル 
の実現 

＜国＞ 
○ 2020年 10月菅総理が、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を宣言。 

○ 2020年 12月「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。 

○ 本年６月、「経済財政運営と改革の基本方針
2021」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、少子化対策を
位置づけるとともに、「日本全国を元気にする活力
ある地方創り」として、ゼロカーボン北海道の実現
に取り組む旨を明記。 

○ 本年８月、経産省は、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。 

 
＜道＞ 
○ 2020年３月、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言。 

○ 本年３月、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）」を策定。 

＜審議会委員＞ 
１ 北海道においては豊富な再エネや電化のポテン
シｬルが大きく企業誘致に対して非常に PRポイント 

１ カーボンニュートラルの実現、再生エネルギーを
活用した企業誘致を進めて欲しい。 

１ 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。そこで企業支
援ということも付け加えてもらいたい。 

 
＜専門部会委員＞ 
① 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。 

① 道内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、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。 

① グリーンという点では、北海道は非常に地の利が
よく、ここはひとつ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。 

① カーボンニュートラルについては、エネルギーを
どのようにルートを作って、どこに供給するのかセ
ットで考えることが大切。 

 

＜他都府県＞ 
○ 環境配慮型の工場立地等を行う
企業に対して補助率の加算等（３
県）や補助要件を緩和（１県）、新
エネルギー供給業への補助（３
県） 

１…審議会のご意見、①…第１回あり方部会のご意見、②…第２回あり方部会のご意見 
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区分 社会経済情勢の変化／国・道の施策 審議会委員・専門部会委員のご意見 企業等のご意見／他都府県の状況 
  ① グリーンは北海道が優位に立てる。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。 

② カーボンニュートラルに向けて、新エネの供給力
を高めること、中小企業を指導できる会社の誘
致、補助金の増額を考える必要がある。 

 

 

○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 

＜国＞ 
○ 2016年 12月、官民データ活用推進基本法施
行。2020年７月、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」
閣議決定。 

○ 本年８月、経産省は、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。 

○ 本年９月、国全体のデジタル化を主導するデジタ
ル庁を創設。 

 
＜道＞ 
○ 本年３月、北海道が直面する課題に対し、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」策定。 

 

＜審議会委員＞ 
１ デジタルトランスフォーメーション、ＩＴ産業につい
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、政策が明確になるのではない
か。 

 
＜専門部会委員＞ 
② IT企業の誘致では、投資額の要件クリアが非常
に厳しい。誘致の動機要因として賃料の助成を 
考えたほうがいい。 

② 自分の会社はインターネット附随サービス業だ
が、その時点で補助対象にならないものと認識。Ｄ
ＸはＩＴ企業が他業界の企業に支援するだけではな
く、全ての企業がデジタル化されていく中で後押し
をする。ＩＴ業界だけではデジタル化を支援していく
ことは難しい。 

 

＜企業等＞ 
○ 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（観光×ＩＴ、農業×Ｉ
Ｔ）への対応が必要。 

 
＜他都府県＞ 
○ ＩＴ産業として、「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」まで
幅広く対象に支援（１８県） 

○ 賃貸ビル等への入居の賃料等に
対して補助（２２県） 

○新しい働き方への 
対応 

＜国＞ 
○ テレワークの労務管理の方法を明確化や通信機
器の導入支援、フリーランスの環境整備として、
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備す
るためのガイドライン」を策定するなど、新しい働き
方の定着に向けた各種支援の実施。 

 
＜道＞ 
○ 働き方改革支援員など専門家等による助言や指
導、各市町村のサテライトオフィス・テレワーク拠
点の紹介などを実施。 

＜審議会委員＞ 
１北海道にとっては恵まれた「疎」が非常に注目され
ており、企業誘致に対して非常にＰＲポイント。 

＜専門部会委員＞ 
① 感染症対策として、出勤 7割削減に向けたテレ
ワークの導入支援の実施。 

② 道内の人の動きをさらに活性化させるため、道内
企業が他の市町村にサテライトオフィズを出すよう
な支援を考えたほうがいい。投資額や雇用増人数
の緩和についてもう少し実態に合う形で行ったほう
がいい。 

 

＜企業等＞ 
○ 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サテラ
イトオフィス設置に係る補助金を
創設。 

 
＜他都府県＞ 
○ サテライトオフィスの設置の際に
入居する賃貸ビル等の賃料（５県）
や設備投資（２県）に対して補助。 

○大規模事業所の 
再編への対応 
 

＜国内、道内＞ 
○ デジタル化の進展や新型コロナウイルス感染症
の影響など社会経済情勢の変化により、経済活動
が停滞。製紙工場や食品加工場などの大規模事
業所で事業縮小や撤退など、事業の再編の事例
が出てきている。 

 
 

＜専門部会委員＞ 
② 大規模事業所の再編への対応のためにも道内
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 

＜企業等＞ 
○ 地域への影響を最小限にするた
め撤退後の場所へ立地する企業
に対する支援の拡充や早期の立
地を促す対策が必要。 

○ 企業の道内撤退、工場閉鎖・縮
小等特殊事情を抱える企業の新
産業転換への設備投資に対する
助成措置が必要。 

１…審議会のご意見、①…第１回あり方部会のご意見、②…第２回あり方部会のご意見 
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 ＜道＞ 
○ 大規模事業所の撤退は地域経済や雇用に大き
な影響を及ぼすため、国、道、地元自治体等が連
携し、中小企業等に向けた「施策説明・相談会」、
「合同企業説明会」、再就職や職業訓練などの相
談を行う「総合相談会」を実施。 

 ＜他都府県＞ 
○ 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
投資する場合に補助（１県） 

○宇宙産業など 
新しいビジネス 
への対応 

＜国＞ 
○ 2016年、我が国の宇宙開発を規律する「宇宙活
動法」と「衛星リモートセンシング法」を制定。
「2020年 6月、自立した宇宙利用大国となること
を目指し「宇宙基本計画」を策定。 

 
＜道＞ 
○ 「北海道宇宙関連ビジネス創出会議」を設け、衛
星データの活用等の「宇宙利用」と「宇宙機器」の
２つの分野で、本道の宇宙産業の成長産業化を
図っている。 

 
＜道内＞ 
○ 独自の技術力を活かした従来にないロケットの
開発や一次産業の生産性向上を図る衛星データ
の利活用など、宇宙に関わるビジネスへの取組が
生まれている。 

 

＜審議会委員＞ 
１ 新しい動きとして宇宙産業が例示されているが、
このような動きも、地域とともに取り組んでいくこと
が重要。 

１ 成長産業分野のカバー率が少し足りないような気
がする。例えば宇宙産業はどこに入るのか。 

 
＜専門部会委員＞ 
② 産業の類型について、今後の成長産業分野、例 
えば宇宙産業が類型２なので、何を類型１に位置 
づけるのか、次回までに整理してほしい。 

 

＜企業等＞ 
○ 宇宙産業における構築物（ロケッ
ト発射装置等）や研究・試験施設、
装置に対する助成措置が必要。 

○ 新たなビジネスの動きへの対応
が必要。 

 
＜他都府県＞ 
○ 宇宙産業についての支援（７県） 

○その他  ＜審議会委員＞ 
１ 情勢変化により企業・人を呼び込むチャンスであ
るので、全般としては妥当 

１ 条例の目的で「企業誘致と中小企業の競争力強
化、これを一体的かつ相乗的に推進するというの
はこれについては全く異論はない 

 
＜専門部会委員＞ 
② 食関連産業は補助要件が一律に５億円以上２０ 
人以上となっている。労働集約型の工場が多い 
食関連産業にとってはハードルが高い。食関連産
業だけ別にして、投資額、雇用増人数を下げるの
はどうか。 

② 立地の施策に関して、道内の事業者が新しく事 
業所や工場を作るのは別枠にして、もう少し要件
のハードルの低くするなど、道外事業者と道内事
業者で差をつけてどうか。 
 

＜企業等＞ 
○ 設備投資を行う者と、事業の運
営や雇用を行う者が異なる場合に
も補助対象とするべき。 

 
＜他府県＞ 
○ 設備投資を行う者と、事業の運
営や雇用を行う者が異なる場合に
も補助対象（４県） 

 １…審議会のご意見、①…第１回あり方部会のご意見、②…第２回あり方部会のご意見 


