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 第３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１１月１７日（水） 10:00～12:00  

場 所：北海道第二水産ビル 8階 8BC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３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。 

現在、委員８名中、５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。 

また、１２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ありがとうご

ざいます。前回の部会では、昨今の社会経済情勢への対応や、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などについて、事務局から説明があり、見直しの方向性に向けて、

委員の皆様からご意見をいただいたところです。 

本日は、３回目、最後のあり方検討部会となりますので、これまでの意見のまとめをしたいと考えておりま

す。皆様のご忌憚のないご意見をよろしくお願いします。それでは、早速ですが、議事に入ります。はじめに

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 

産業振興課の安田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。では着席して説明させていただきま

す。まず、資料１７、資料１８についてご説明します。 

はじめにお手元の資料１ページの資料１７、第２回での主なご意見についてです。 

産業振興条例本文について、ご意見としまして、普遍的な長期ビジョンが条例の目的に記載され、施行

規則でトレンドをしっかり取り込んでいれば、条例目的は変更しない方向でよいのではないか。というご意見

をいただいています。 

社会経済情勢の変化に対して、まず、カーボンニュートラルの実現について、カーボンニュートラルにつ

いては、国内で重要な課題であると、北海道でも支援をしてほしい。カーボンニュートラルの支援策として、

企業への支援を考えていかなければならない。というご意見。 

それから、デジタルトランスフォーメーションの推進につきましては、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、道内 IT企業が道内事業者に対して、DX推進のお手伝いをする場合に助成が

あると DX は進むなどのご意見がありました。それから、DX は IT 企業が他業界の企業に支援するだけでは

なく、すべての企業がデジタル化し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

とは難しいといったご意見。 

それから、大規模事業所の再編につきましては、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といったご意見をいただいています。 

ページをお開きください。２ページ。次に、中小企業競争力強化事業につきまして、北海道の企業は素材

を作るのは得意だけれども、付加価値をつけるのが不得意だと。付加価値をどう高めるのか。マーケティング

支援に盛り込むと多くの企業の販路開拓に繋がるのではないか。それぞれの分野で専門的な知識を高めて

いくような教育を受けられる支援は大変ありがたい。まずは支援事業の存在が、零細中小に伝わらなければ

ならない。発信の方法を考えてほしい。といったご意見がありました。 

次に、企業立地促進費補助金につきましては、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というようなご意見。それから、サテライトオフィスを出

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。産業類型の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
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次回までに整理してほしいといったご意見がございました。 

次に３ページ。資料１８でございます。北海道産業振興条例は、これまでご説明してきたとおり、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して、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。条例の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の事業活

動を成り立たせていくことでありまして、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、私どもといたしましては、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。これまでの社会経済情勢の変化による様々な課題に対しましても、助成制度の見直しによ

り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前回のあり方検討部会でご説明したところでございます。それに対しまして、委

員の意見ということで、普遍的な長期ビジョンが条例の目的に記載され、施行規則でトレンドをしっかり取り

込んでいれば、条例目的は変更しない方向でよいのではないかといったご意見をいただいております。 

 資料１７と１８のご説明は以上となります。 

  

■吉成部会長 

ありがとうございました。ただ今、事務局から、資料１７の第２回での主なご意見について、資料１８の北海

道産業振興条例の検討についての説明がありました。ご意見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。質疑や確認事項などはございませんでしょうか。よろしいですか。 

それでは、次に、資料１９の北海道産業振興条例に基づく施策の検討について、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 安田産業振興課長 

お手元の資料４ページになります。資料１９について説明させていただきます。資料１９、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について、これまでの課題や新たな課題に対応する支援制

度についてです。これまでの課題や新たな課題に対応する委員の皆様のご意見などについてまとめたもの

です。 

右下の余白の例示をご覧ください。四角で囲った１というのが第１回審議会でのご意見、第１回あり方検討

部会でのご意見を①、それから第２回あり方検討部会でのご意見を②でお示しております。 

 第２回あり方検討部会では①の部分につきましては、すでにお示しをしておりますので、第２回部会でのご

意見を中心に、ポイントをご説明します。 

これまでの課題、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。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、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いった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いて、ページを開きまして、５ページになります。第２回目の部会で、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とのご意見をいただいています。 

デジタルトランスフォーメーションについて、DX のキーワードは人材。技術者を北海道の中でどう増やす

かということ。外部、国内、海外から人をどのように持ってくるか、教育で IT に関わる人材を増やすのが、比

較的やりやすいことだと思うといったご意見をいただいております。 

ページを開きまして、６ページになります。 大規模事業所の再編への対応について、 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。

とのご意見をいただきました。 

ページを開きまして、７ページになります。 ここからは中小企業競争力強化事業に対するこれまでのご意

見や状況等の現行の支援制度に関して、いただいたご意見を整理しています。 

マーケティング支援事業につきましては、北海道の企業は素材を作るのは得意であるが、付加価値をつ

けるのが不得意といったご意見。道内事業者が持っている素材の付加価値をどう高めるのか。そういったこと

をマーケティング支援に盛り込むと多くの企業の販路開拓に繋がるのではないかといったご意見をいただい



3 

 

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きていると思います。マーケティング支援事業に関して、さらにご意見がござい

ましたらお願いします。 

コンサルタント招へい支援については、ご意見をいただいておりませんので、この事業につきましてもご意

見がございましたらお願いします。 

産業人材育成支援については、先ほどご説明したように様々なご意見をいただいております。ありがとうご

ざいます。 

続きまして８ページになります。産業人材確保支援、テレワーク導入について、人材は道内よりも道外、首

都圏にいると感じると。人材を採用して、会社を成長、進化させていきたいが、首都圏は給与面でもレベル

が高いのでそういった面での支援や人材派遣会社にお願いする際の助成があれば助かるといったご意見。 

障がい者が働く環境整備に対して、補助制度があるといい。働きたくても働けない障がい者を雇用するこ

とは、企業の振興策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。 

市場対応型製品開発支援では、共同研究開発枠につきまして、企業等から、知的財産の共有要件や産

業分野が限定されており、使いにくいとのご意見をいただいておりますが、委員の皆様からもご意見がござ

いましたらお願いしたいと思います。 

ページを開きまして、９ページになります。その他、制度全般についての項目ですが、制度の周知方法や

運用面での様々なご意見をいただいております。後ほどご説明する見直しの方向性の中で、私たちの考え

方をお話ししたいと思います。 

ページを開きまして、１０ページになります。こちらは企業立地促進費補助金に対するこれまでのご意見、

状況等についてです。サプライチェーンの再構築への対応につきましては、ご意見をいただいておりません。

是非ご意見、お考えがございましたら、よろしくお願いします。 

カーボンニュートラルの実現については、再生エネルギーの活用など、本道の特徴を活かした企業誘致

など、様々なご意見をいただいております。ありがとうございます。 

次に、１１ページになります。デジタルトランスフォーメーションを支える IT 産業の企業誘致では、補助対

象や投資の要件などについてご意見がありました。 

また、新しい働き方への対応については投資額や雇用増要件のお話し、大規模事業所の再編への対応

にもご意見をいただいております。ありがとうございます。 

 次に１２ページになります。その他について、企業等からは、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といったご意見。 

委員からは、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と。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のではないか。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といったご意見。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。 と

のご意見をいただいております。 

前回の部会までにいただいたご意見などを説明させていただきましたが、今回は、これらの項目について

さらにお考えなどがございましたらお伺いしたいと思いますので、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。北海道産業振興条例に基づく施策の検討についていかがでしょうか。ご意見、コ

メント等ありますでしょうか。西山委員どうぞ。 

 

■西山委員 

西山でございます。安田課長から説明がございました。マーケティング支援事業、コンサルタント招へい支

援事業のコメントを求められましたので、一言申し上げます。 

マーケティング支援事業あるいはコンサルタント招へい支援事業があります。中小企業の皆様は何を支援

してほしいのか、何が一番聴きたいのか、というところに焦点を当てますと、実際の企業のご苦労話、これが

すごくためになるかと思います。私どももいろいろ文献等と、あるいは専門家のお話も勉強にはなりますが、
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実際にご苦労されている話はなかなか聞けないです。ご苦労話よりも成功している話はよく聞きます。何かご

苦労話を聞けるようなセミナーなんかがあれば、セミナーにこだわらず研修会、道と関係している団体等々に

主催していただいて、話を聞ける場があればうれしいかなと。どんな会社がいいかというと、この会社の話を

聞いてみたいとかのアンケートを取るのもいい。こういった支援ができないかという参考となればと思い、お話

をさせていただきました。よろしくお願いいたします。  

 

■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 安田産業振興課長 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 マーケティング支援として、例えばオンラインですとか、EC サイトですとか、そのあたりでこういった支援が

ほしいですとか、こういった支援をしてほしいですとか、あればいいとかあれば伺えればと思います。 

 

■西山委員 

マーケティング支援ですね、マーケットテスト販売ですとか、販路拡大への展示会への出展とか、これにプ

ラスというのはあまりイメージがありません。ご苦労話ですとか、どういったことでご苦労されたとか現場のお話

を聞きたいとお思います。 

 

■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。 

 もう一つ、資料の８ページになります。製品開発支援のところで、一般枠はご利用いただいているのですが、

特定産業分野、共同研究開発のところが要件が厳しいという企業等の意見がありまして、なかなか利用が低

調になっている状況がありまして、この部分についてご意見をいただきたいと思います。 

 

■吉成部会長 

どうでしょうか。いかがですか。特定産業分野を設けている狙いというのは何かということと、要件について

ご説明をいただければと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

 特定産業分野については、加工組立型工業、基盤技術産業、食関連産業と環境・エネルギー産業という４

つの分野がありますが、私どもとしましては、こういった産業を北海道で伸ばしていきたいということで、特定

産業分野に指定をしているのですが、利用実績が低調でありまして、何か分野の追加もそうですし、例えば

知的財産の共有要件や特定産業の要件を緩和すると使いやすいのかという点につきまして、ご意見を伺え

ればと思います。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 引き続き、そういった制度を周知していくと、この場ではそれでよろしいですかね。 

 先ほどもありましたが、この表の中の、１０ページの立地促進の方のサプライチェーンの再構築への対応と

いうところで、ご意見が出ていないということですが、サプライチェーンに関してご意見ありますでしょうか。皆

様の仕事の中でこういう困りごとかあったというようなことはありませんか。なにか感じていることでもよろしいで

すけど、何かございませんか。事務局から補足事項はありますか。 

 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 立地担当課長の安彦でございます。どうぞよろしくお願いします。 
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 今、部会長からお話をいただきました部分で、サプライチェーンの再構築への対応いついてでございます。 

 お手元に前回、第 2 回の資料を御覧いただきたいのですが、資料１６、８ページをご覧ください。上から二

つ目にサプライチェーンの再構築への対応というところ、前回、ご意見をいただけていなかったと、是非ご意

見をいただきたいと思っております。左の欄にありますが、国においては、国内投資促進補助金という補助

制度を設けるなど、グローバル展開している企業様のサプライチェーンの強靱化、再構築と、国内に立地拠

点を設けるといった場合に国が補助をするというような制度を設けるなどして、そういった取組を後押ししてい

る状況でございます。右の欄で、企業様等からのご意見としていただいておりまして、書いてありますとおり、

サプライチェーン見直しが必要でありますが、負担が大きいことで困難ということがあるといったご意見をいた

だいております。現在の企業立地促進の補助制度は、製造拠点の本道への立地につきましては、もちろん

補助の対象ということでメニューを設けさせていただいておりますが、サプライチェーンの再編での中で、海

外から国内への回帰ですとか、といった拠点の設置、立地に対して、特にそれを優遇するという制度は、今

現在、設けていていない状況です。他の県をみますと、国内回帰ですとか、そういった動きがあるのであれ

ば、是非うちの県でということがありまして、そういったサプライチェーンの再編について、拠点の立地につい

て、補助率の加算をする。あるいはそれ専用の補助メニューを設けているといった他県の参考の事例がござ

います。道として、この辺をどのように立地企業の補助金制度を考えていけばよろしいかと、是非、ご意見を

ちょうだいできればと思います。よろしくお願いします。 

  

■吉成部会長 

ただいまのご説明を受けまして、何かご意見等はございますでしょうか。 

 

■磯部オブザーバー 

 中小機構の磯部でございます。ほかの公的機関さんからもあるかもしれませんが、道内のある大手の製造

業さんからアプローチがありまして、その打ち合わせの場には直接は聞いていませんが、その会社さんは道

内の調達率を増やしたいという意向をもっておりまして、道内の企業さんと繋がっていきたいと。大手企業さ

んなので量産なので、量産に耐えうる企業さんかとうかを見極めたい、大手企業さんの指導で力を持っても

らいたいと。特定の企業さんに肩入れするのはあれかもしれませんが、利用が伸びない中で、大手企業さん

の声を聴いて、それにあるような要件に緩和して、まさにサプライチェーンの構築になると思いますし、競争

力強化事業の市場対応製品開発支援事業の特定産業分野のところの要件にもはまってくるのかな。そうい

うところでうまく、一つの突破口として、大手企業さんの声を聴いて、それを柔軟な制度運用をしていく中で、

実績を増やして、そこから他の企業さんに展開していく、そういったやりかたもあるのかなと、自身の知ってい

る中で意見を述べさせていただきました。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 今のご発言の大手企業さんは本州から進出された企業さんでしょうか。 

 

■磯部オブザーバー 

 道外から、道内で現地法人を作った企業です。 

  

■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。 

 今のお話、まさに本道に進出していただいた製造業、おそらく加工組立工業の企業様なのかもしれません

が、そういったところに道内企業がしっかり参入していく、まさに産業振興条例の目指すところだと思っており

ます。そこで大手企業に参入に必要な品質ですとか、コストですとか、大量生産への対応力を地場の企業さ

んに力をつけていただいて、そこを道として支援をさせていただく。あるいは道内の大手企業様の地元調達

をしっかり掘り起こしまして、地場の企業とマッチング機会を設けていく。まさに本来、条例の目指す取組で

すので、しっかりやっていきまして１社でも１アイテムでもそういった参入できるところを増やしていかなければ

ならないと思っております。 

 また、道内の企業のサプライチェーンに入っていく取組と、同時平行で、コロナによってグローバルでのサ
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プライチェーンの寸断ですとか、１国に生産拠点が集中して、国内に生産拠点があまりない、そこで国内に

生産拠点を設けていく動きが出てきておりまして、道内ではユニシスさんが医療機器で９０％以上が海外生

産に頼っている部品を国内でしっかり供給していこうということで、製造拠点を立地するという動きが実際あり

まして、そういった立地の動きも同時に増やしていきたいというところがありまして、その辺、立地促進補助制

度の中で、どのように対応していったらいいか。一つの例としましては、他県ではそういった企業の立地につ

いては、すこし優遇するといった事例もあります。そういった視点でのご意見をいただければ大変ありがたい

と思います。 

 

■吉成部会長 

ただいまのご説明を受けまして、何かご意見等はございますでしょうか。 

 

■大岩委員 

 私どものやっていることと、直接、関係はないですが、資料を拝見すると確認したいところがありまして、企

業立地の補助要件として、直接的な雇用の数を起因にされている。今のサプライチェーンと関係すると思い

ますが、今の世の中は、自分はものを持たずに、それで事業を維持するということが結果的に北海道のサプ

ライチェーンを構成するメーカーを強くすると思っています。間接的な雇用に寄与するですとか、例えば、IT

産業でしたら、直営１人がいれば、パートナーさん３人、４人を雇うので、因果関係があると思う、補助の要件

の指標として、評価が難しいことなんでしょうか。可能であれば、そういった目で見ると補助の対象が適切に

選びやすくなるのかなと思いました。そこら辺教えていただけますでしょうか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 大岩委員、ありがとうございます。 

 立地によって様々な波及効果がありまして、一つの要素として、波及する先、関連する先もお仕事が増え

て、そこにも雇用が生じるということだというお話だと思います。産業振興条例の立地補助金の対象事業、い

ろいろ区分を設けまして、自動車関連、IT もですが、どういった業種を対象にしているかといいますと、成長

発展が見込まれる、あるいは波及効果が大きいというような業種、産業を対象とさせていただいております。

実際、企業さんが進出していただきますともろもろの波及効果、その中に道内企業が入りまして、参入しまし

て、益々両輪といいますか、道内企業も発展する、進出してきた企業さんもいろんな仕事がうまくいくというこ

とを目指しております。そういった意味で関連する方々にいろいろなお仕事が増え、雇用も生まれるというこ

とが見込めるような、波及効果が高い業種を対象にさせていただいております。そういった中で、対象業種

につきましては、一定の規模投資をしていただくというところを基準、要件を設けさせていただいております。 

 大岩委員のご発言のように、方々へのいろいろな波及効果のあるところに誘致であったり、強化していきた

いと思っております。ご意見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す。その他よろしいでしょうか。 

それでは、次に北海道産業振興条例の見直しの方向性の中小企業競争力強化促進事業について、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 安田産業振興課長 

お手元の資料１３ページになります。北海道産業振興条例の見直しの方向性についてということで、まず

前段の中小企業競争力強化促進事業、１３ページから１５ページになります。の条例施行規則の見直しにつ

いて、ご説明をさせていただきます。この資料はこれまで委員の皆様からいただいたご意見を踏まえまして、

事務局で見直しの方向性と考え方を整理したものでございます。 

まず、新型コロナウイルス感染症に関するご意見として、近年、人材育成と確保の件数があまり伸びてな

い。技術革新のためには人材が欠かせない。人員不足の道内企業は人材育成のためであっても、従業員

等を長期間派遣することが厳しい状況とのご意見をいただいております。 

 また、２３ページの参考資料１２といたしまして、市町村、それから商工会議所、商工会にアンケート調査を
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行った結果を添付しております。中小企業の競争力強化に必要な支援項目として、人材の育成・確保が必

要との回答がグラフでご覧いただくとおり多い結果となりました。 

こうしたご意見などに基づきまして、１３ページの右側の欄になりますが、見直しの方向性と考え方というと

ころで、ポストコロナに向けた産業人材育成支援の創設として、密の回避や感染リスクの低減などの感染症

対策や人手不足に対応した人材育成支援となるように、中小企業等に講師を招へいといったような支援制

度を検討してまいりたいと考えております。 

カーボンニュートラルの実現につきましては、カーボンニュートラルは国内で重要な課題であるので、北海

道でも支援をしてほしいといったご意見。デジタルトランスフォーメーションの推進に関しましては、DX 認証

を取得した企業に対して何らかの優遇措置を、また、DX 推進のお手伝いをする場合に助成があると DX は

進むのではないかと。それから大規模事業所の再編への対応につきましては、道内事業者が新しく何かを

するときにハードルを低く設定しておく必要があるといった意見をいただきましたので、これらそれぞれの課

題につきまして、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といったことに取り組んでいる申請

に対しましては、優先的に採択される仕組み、補助額、補助率、補助要件等といった現行支援メニューの拡

充ですとか要件緩和といったことを優遇措置として検討をしてまいりたいと考えております。 

１点補足です。カーボンニュートラルの実現のところで、道では脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地

域づくりを同時に進めるということでゼロカーボン北海道に向けて、道民、事業者、市町村に方々、あらゆる

主体が一体となり、その実現を目指すこととしておりますので、道の施策としてこれまでカーボンニュートラル

は全体的な世の中の動きと流れと言っておりましたが、ゼロカーボン北海道と表記させていただいておりま

す。 

次に。ページをお開きいただきまして、１４ページになります。新しい動きへの対応に関しまして、中小機

構さんにおいて、航空宇宙産業に関する取組を行っており、連携していけるとよいとのご発言をいただきまし

た。また、先ほどの市町村などに対するアンケート調査でも、重点的に支援すべき分野として、お話した４分

野に加え、航空宇宙産業を新たに追加するべきとのご意見もあったところでありまして、宇宙産業の取組を

支援するために特定産業分野に宇宙産業を位置づけるなど、重点的な支援と産学官連携の推進を検討し

てまいります。 

 その他の項目ですけども、販路拡大について、マーケティング支援事業は申請件数も採択件数も多いの

で、道内中小企業が特に望んでいる部分と思うと。より使い勝手を良くしてはどうかといったご意見をいただ

いておりまして、このご意見に基づきまして、道内から道外、海外への販路拡大を支援するために、近年、活

用が拡大しているオンラインですとかバーチャル展示会などのデジタルマーケティングの導入支援のほか、

補助要件を緩和するということによって、魅力的な支援メニューとなるよう検討してまいります。 

また、人材確保につきましては、日本全体で人手不足による人材の取り合いですとか。人を育てるという

視点、道外から人を呼ぶ視点の両面からの支援の検討が必要というようなご意見を様々いただいております。 

これらのご意見につきましては、国や道の他の部署においても、各種の助成制度がありますことから、現

行制度での対応が可能ということでありますけども、人材確保事業につきましては、本制度での対応を検討

するうえでも国や道の他の部署の動向を注視してまいりたいという形で整理をさせていただいております。 

ページを開きまして、１５ページになります。こちらは施行規則よりも下にあります要綱それから運用の見直

しについてです。こちらは施行規則よりも簡易なものとなっておりますが、まず利用条件の欄ですが、それぞ

れのご意見を受けまして、先ほどもお話ししました商品開発支援、市場対応型製品開発支援事業ですけど

も、魅力向上として、補助要件を緩和するなど、より魅力的な支援メニューとなるように検討したいと考えてお

ります。また、制度の利用促進を図るため、補助要件ですとか補助上限額、申請方法を検討いたします。 

さらに、制度利用後のフォローアップ・事業化の追跡の仕組みといったものも検討したいと考えております。 

次に、周知の方法についてですが、制度周知方法及び発信内容の改善として、制度利用者に補助制度

の情報が行き渡る周知の仕組みづくり、それから補助制度の内容をより多くの方が理解できるよう、事例を紹

介するなど、周知方法の改善を検討いたします。私からは以上でございます。 

 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。 
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北海道産業振興条例の見直しの方向性の中小企業競争力強化促進事業について、 

１０分程度時間をとりたいと思います。いかがでしょうか。山内委員どうぞ。 

 

■山内委員 

 山内でございます。今までの会の内容が網羅されているなと思うんですけども。どこでも出てくるのが最後、

人材の部分になると思うんですけども。人材確保するために講師を招くであるとか、人材をどう呼び込むか、

大きい意味での全国、海外から取り込む制度があっても、私が今、日本全国いろいろみて、道内企業もいろ

いろな業態を見て、コロナ禍であってもなくても、働く側が魅力のある会社は人材確保ができているんですよ。

どうしても働く側から魅力がない企業はどんな募集をかけてもファーストアクションが非常に少ない。昔は募

集をポンと出すと一日何十件も問い合わせがあり、というのが今は一件問い合わせがあるかどうか、一ヶ月

募集をだしても一件も問い合わせがない。本当に困っているのが現状なんです。なので支援にしても講師

にしても、やはりその企業に募集をかけたり、人を入れたい時に、集まってくる仕組みを作ってあげるのが一

番大事なのではないでしょうか。単純に人を集める仕組みを道として作っても、その中で取り合いになるので、

人のうまる企業と、人のうまらない企業が絶対出てくるんですよ。ただ、人がうまらない企業であっても、そこ

に入れることによって、北海道の将来に結びつく、いろんな技術や食などいろいろなジャンルを含めて、人

が集まるような形を具現化していかないと、いけないんじゃないかなと思っています。来年も、再来年も、５年

後も、１０年後も、道内の中小零細は人の問題はずっとできます。人口減少、少子高齢化を考えると永遠の

テーマになっていくので、その中で、北海道で我々製造も含め、食も含め、観光業も含め、北海道の企業は

比較的人が取りやすい、この競争下の中であっても、当社を選んでくれてる若い子たちがいるんだという会

話が増えるような仕組み作りを今からでもスタートしていかないと、単純に人を集れる仕組みを作っても、最

終的に人は入らないんですよね。入らないと未来を作っていきたいと思っている企業にとって頭の痛いところ

だと思いますし、年数が経っていくとどんどん高齢になっていきますし、新しい潤滑油を入れていかなけれな

ばならないということを考えています。当社では私自身が選ばれるためにはどういう会社作りをしていかなけ

ればならないかということで。最低賃金を上げないと人は全然入ってきませんし、福利厚生の部分、有給の

問題であったり、通常の休みであったり、慶弔休暇だとか、退職金の話、相当厚くしないと本当に人が来な

いんですよ。ここにいらっしゃるのは経営者の方がほとんどなので私が言うのもあれですけども。今の若い子

は先に福利厚生からみて会社を選ぶ人が多いんですよね。ここでこんな話をする場面ではないのは重々わ

かっておりますが、そんな中でやりたことで、この仕事をやりたいんだと思って働いている人よりも、この優遇

でこんな会社だったんだ、ちょっと面接しようかなという人が実は圧倒的に多いです。これは大学を含め、大

学院を含め、いろいろ調べていただいても、結果、ほとんどそうなっています。それが本音です。そのために

は、そのとおりにならないとしても、道内の零細中小が選ばれやすくというか、より選択肢として増えていくた

めには、そういうコンサルや支援というところを強くしていった方がいいんじゃないかな。すべてに人が繋がる

ので。仕組みを作るだけではちょっといけないのかなというのが、私の意見です。よろしくお願いします。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございます。その他、関連したご意見等はございますか。 

事務局からいかがでしょう。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

 検討させていただきます。 

 

■吉成部会長 

 はい。渡辺委員からありますでしょうか。 

 

■渡辺委員 

 １点よろしいでしょうか。道外企業の立地への対応についてですが、ご議論の中では、情勢変化により企

業・人を呼び込むチャンスや企業誘致と中小企業の競争力強化を一体的に進め、道内産業の成長振興に

つなげるべきといったご意見もあったところであり、引き続き、幅広く道内外企業を誘致とありますが、繰り返
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しになってしまいますが、道内の産業でこれから成長を期待ができるところであったりするところに、道外資

本が入ってきてしまうとその目を摘んでしまうこともあるでしょうし、道内に足りない産業で道外から企業を誘

致して道内に補うような形で根付いていただくのはいいのですが、道内にこれから成長しようとする企業があ

るにも関わらず、道外企業がぶつかってしまうような環境を容認する、容認という言葉は適切じゃないかもし

れませんが、そういったことが起きうる制度設計は避けた方がいいのではないかとやっぱり思っております。

どの産業、どの分野は道外から、それからこの分野、この産業に関しては、道内企業のハードルを低くする

ですとか、きめ細やかな対応が必要ではないかなと思っております。以上です。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございます。 

これに関して事務局からお願いします。  

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 ありがとうございます。ただいま渡辺委員からご意見をいただきました。前回も同じような趣旨でご意見を頂

戴したところであります。その点につきまして、本日の資料１８ページをご覧いただければと思います。 

１８ページのその他の欄の下の方です。これまでいただいたご意見を記載させていただいておりまして、

立地の施策に対して、道内事業者が新しい事業所や工場を作る際に別枠として、要件をもう少し、ハードル

を低くするなど、道外事業者と道内事業者で差をつける必要があるというようなご意見をいただき、また、本

日も道内でいろんな企業が成長しようとしている中で、道外から誘致をするのは道内企業にとっては競合に

なるのではないかといただいたところでございます。 

一方、他の委員のご意見として、上の方に入れさせていただいていますのは、情勢変化により、企業や人

を呼び込むチャンスであるので、全般として妥当である。全般としてというのは、まさに企業誘致と道内企業

の競争力強化を両輪でやっていくと言うことでございますけども、妥当であると。あるいは条例の目的である

企業誘致と中小企業の競争力強化、これを一体的にかつ相乗的に推進するというのはこれについては、全

く異論はないというご意見も頂戴していたりしてございます。右の欄に手前どもの考え方を入れております。

本条例については、本道の産業の高度化や経済の自立化を図る目的がございまして、その中で、道内、道

外のそれぞれの企業様の立地を進めていきたいということが目的となっておりまして、誘致をする、あるいは

立地を支援させていただく企業は道外、道内での差は設けていないところでございます。引き続きまして、幅

広く企業誘致をして、道内経済の発展に努めてまいりたいと考えておりまして、道内の企業様に関しまして

は、今回、ご議論いただいております、中小企業競争力強化促進事業におきまして、製品開発やマーケティ

ング、人材育成・確保などの各種支援やサポートのさらなる充実をして検討しておりまして、そういった中で

道内企業様の競争力の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。以上でございます。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

■渡辺委員 

 はい。ありがとうございます。 

 

■吉成部会長 

それでは、中小企業競争力強化促進事業について、その他ご意見ありますでしょうか。 

それでは、次に北海道産業振興条例の見直しの方向性の立地促進費補助金について、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 

お手元の資料１６ページお開きをいただければと思います。資料２０についてご説明させていただきます。 

ここからは企業立地促進費補助金につきまして、まとめさせていただいております。 
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人口減少下での人材確保への対応に関するご意見として、北海道の人を育てるという視点と道外から人

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。右にありますが、このいただいたご意見に基づきまして、私どもとしましては、道外からの人材確保の取

組に対する補助要件の見直しとして、道外からの出向者を雇用人数に含めるなどの要件の見直しを検討し

たいと考えております。 

次に、新型コロナウイルス感染症への対応、これは先ほど取り上げていただいたサプライチェーンの再編

の部分でして、前回まではご意見がありませんでしたが、先ほどご意見をいただきましたが、どういった風に

見直しをしていくかご意見をお願いします。 

カーボンニュートラルの実現につきましては、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。グリーンという点では、北海道は非常に地の利がいい。グリーンを推進する施策・政

策や CO２の排出を下げるような支援があるといい。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とのご意見をいただきました。

このご意見に基づきまして、ゼロカーボン北海道の実現に向けた補助要件、対象範囲の見直しとしまして、

ゼロカーボン北海道の実現に向けて、新エネルギー等を積極的に活用する工場の立地に対する補助率な

どの補助要件の見直しを検討したいと考えております。また、今後、需要の増加が見込まれる新エネルギー

の供給力を高めていくため、現在、新設のみが補助の対象となっている新エネルギー供給業につきまして、

増設も対象とするなどの補助対象の範囲の見直しを検討してまいりたいと考えております。 

デジタルトランスフォーメーションに関してでございますが、ＤＸ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ということ。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。IT 企業の誘致では投資額の要件クリアが非常に難しい。誘致の動機要因として賃

料の助成を考えたほうがいいとのご意見をいただいたところでございます。ご意見に基づきましてですが、ＩＴ

産業の対象業種見直しや補助要件等の緩和といたしまして、現在、補助対象となっているソフトウェア業や

情報処理・サービス業に加え、インターネット附随サービス業を追加するなどのＩＴ産業の対象業種の見直し

を検討したいと考えております。また、ＩＴ産業の立地につきましては、賃料を補助するなどの補助要件の見

直しを検討したいと考えております。 

ページをお開きいただきまして、１７ページになります。新しい働き方への対応に関し、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。道内企業が他の市町村にサテライトオフィスを出すと

か、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。投資額や雇用人数の緩和につい

て実態に合う形で行ったほうがいいといったご意見をいただきました。このご意見に基づきましてですが、対

象業種にサテライトオフィス等を追加としたいというふうに思っております。サテライトオフィス等の立地につい

て、賃料を補助するといったような形でも検討してまいりたいと思っております。 

次に、大規模事業所の再編への対応の部分でございますが、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する必要があるといったご意見を頂戴しております。大規模事業所の

再編への対応に向けた補助要件等の見直しとしまして、道内の大規模事業所の再編の際に、後継となる事

業者の立地を促すために、そうした立地する事業者に対する雇用要件などの補助要件の見直しを検討して

まいりたいと思います。 

新しい動きへの対応に関してでございます。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といったご意見をいただきました。いただいた意見に基づきまし

て、対象業種に宇宙産業を追加として、今後の成長可能性が高い産業として、宇宙産業を対象業種に追加

することなどを考えております。 

設備投資と事業運営を行う事業者が異なる立地に関しましては、欄が空欄と言うことで、ご意見をいただ

いておりません。こちら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。 

その下の欄、類型Ⅰの整理に関し、成長産業分野のカバー率が少し足りない。例えば宇宙産業はどこに

入るのか、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Ⅱなので、何を類型Ⅰに

位置づけるのかといったご意見をいただきました。このご意見を踏まえまして、宇宙産業とＩＴ産業とサテライ

トオフィスといった部分を類型Ⅰに位置付けていくということを検討して参りたいと思っております。 

ページをお開きいただきまして１８ページになります。その他でございますが、食関連の製造業は労働集

約型の工場が多いと、そういった中で補助要件が一律に５億円以上２０人以上となっているとハードルが高
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いということで、食品関連は投資額、雇用増人数を下げてはどうかといったご意見をいただきました。このご

意見につきましては、製造業につきましては類型Ⅰには、特に高い経済波及効果や成長可能性が見込ま

れる業種として、食関連をはじめ自動車、航空、電気・電子などを対象としてございます。一方で、規模が小

さいものといいますか、投資額や雇用要件が類型Ⅰに満たないものも、Ⅱ類の区分の中で、ハードルを低く

させていただいておりまして、幅広くカバーしており、現行制度での対応が可能となっております。 

下の欄は渡辺委員からいただいた意見のところでございます。ご説明は以上です。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。 

北海道産業振興条例の見直しの方向性の立地促進費補助金について、１０分ほど時間をとりたいと思い

ます。いかがでしょうか。ご意見等ございますか。 

 さきほどご説明の中で、１７ページで設備と事業運営を行う事業者が異なる立地という部分で、事務局から

もう少し補足をお願いします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

 この部分でございますけども、現行の企業立地促進の補助制度では事業を行う事業者様、事業を行うと言

うことは雇用も行っていただくこととなりますが、そういった事業者様が行う、設備投資に対して補助をさせて

いただくところで、そこに投資額の投資要件が出てきます。一方で、事業者さんが事業に使う設備を自ら整

備するのではなくて、他の事業者さんが設備を整備し、そこを賃貸などで借りる等して事業を行い、雇用を

するといったことが近年出てきております。ただ、現行の制度の仕組みですと、そうした事業をされる事業者

様が賃料をといったことが出てきたときに、それが補助対象となっておりません。一方で、貸す側の施設を整

備した事業者様につきましても、事業自体も自ら行わない、雇用も行わないとなりますので、補助の対象とな

らないという形になります。そういった施設を整備し、他の事業者にリースするといったような形で設備投資す

るといった形態が出てきているのかなといった部分で、道の制度をどのようにしていったらいいのかといった

ところです。他の県について見てみますと、やはりそういった設備投資を行う事業者と事業を行う事業者が異

なる場合にあっても、そういったものに対応するような形、例えば両者で連名して申請をしていただいて、補

助をするというような制度で対応する事例もあります。そういったところで、道において、そういった形態の立

地に対して、どう対応していったらいいかについて、ご意見を頂戴したいと考えております。 

 

■吉成部会長 

ご説明ありがとうございました。 

あたらしい形態に対応できる仕組みが必要ではないかというお話だと思いますけど、ご意見ございますで

しょうか。コメントでも結構ですけども。 

 

■磯部オブザーバー 

 ご説明のありました件について、テレビのニュースで見ましたが、関東の話で物流センターを大和ハウスが

建てて、そこに物流業者がテナントとして入っていくようなイメージですよね。支援についてどういう風にして

いくかはわからないんですが。そこに入る業者さんは中小が多いのかなと思います。物流業者や運送業者

かですね。そういったものが道内にも広がってくるのか、そこでどういう風に取り込んでいくのか。そういったと

ころでは、道内広いので拠点ごとにそういった物流拠点ができていくのはあり得るのかなと思います。お話を

伺っていて、こういうことなのかなと思いました。以上です。 

 

■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。 

 まさに物流の中でそういった動きが特に出てきております。いろんなデベロッパーさんも物流の施設整備に

参入する動きが出ているのかなと。他県におけるそういったものに対応する制度についても、物流を対象に

した形で、そういった形態となっており、事例としてありました。そういったところを検討していければと思いま

す。ありがとうございます。 
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■吉成部会長 

ありがとうございます。 

他県にも事例があるということでございますので、そういったものを参考にするなどして事務局の方で検討

していただければと思います。その他、ご意見等はございますでしょうか。いかがでしょうか。 

私からもう１点、１６ページの新型コロナウイルス感染症への対応ということで、先ほどサプライチェーンの

再構築という部分でご意見をいただきましたけども、追加のご意見等はございますか。見直しの方向性に関

しても結構です。 

事務局から追加のコメントはございますか。 

 

■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。 

 先ほどご説明したように、国内に拠点を回帰させるという動きを北海道に呼び寄せるにはどう対応するか、

他県でもそういったものへの優遇ですとかの制度の事例がございます。 

 

■吉成部会長 

それでは、こちらも他県に事例があるということでございますので、そちらを参考に事務局の方で検討いた

だければと思います。その他ご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

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。本日はお忙しいところありがとうございます。座ってお話しさせていた

だきます。 

北海道産業振興条例の見直しの方向性について、委員の皆様からご意見をいただきました。ありがとうご

ざいます。企業の経営の現場での実際の体験、ご苦労から来た非常に貴重なご意見と思って、伺っておりま

した。 

西山委員からいただいたのは実際に苦労話が聞けたらいいと。なかなか失敗話はみんなの前でしにくか

ったりするのかもしれませんけども、そういうところから学べるものがたくさんあるんだということを改めて認識し

ました。これはどういう形でやれるのかは検討してまいりたいと思います。 

あと、山内委員から、人材の確保、育成というのはこれからも長い間取り組んで行かなければいけないもの

だと。仕組みを作っただけではダメで、それをしっかりコンサルするとか、どういう支援するとかということをしっ

かり考えていくようにというご意見をいただきました。一つはこの産業振興条例で企業さんに競争力をつけて

いただいて、高いお給料をはらっていただけるようになってもらうのが一つでしょうし、他にも雇用政策の面で

取り組んで行くべきもの、就労環境を改善していくとか、若い人たちに魅力的な職場を作るとか、いくつかの

面がありますが、そういったものを組み合わせて対応する必要があるかと思いまして、これは庁内の関係課

で相談しながら企業さんの取組を応援していけるような仕組みを検討してまいりたいと考えております。 

渡辺委員からいただいた道内の企業を応援するようなお話をいただきました。先ほど安彦からもご説明し

ましたが、企業立地と言いますと、何か外から来るというようなイメージがありますが、我々は道内の企業さん

が新しく生産拠点を設けていただくのも立地と捉えておりまして、それも支援の対象とさせていただいており

ます。あと、道内の企業さんにはもう一つ研究開発ですとか、コンサルタント招へいですとか、マーケティング

ですとか、そちらの方でも支援制度をご議論いただいておりますので、それを活用しながら競争力を高めて

いっていただきたいと考えております。 

先ほどお話のありました新たな投資の形態。設備投資をする人と事業運営を行う人が異なる形態、物流で

すとか、データセンターですとかが出てきているようですので、そういったものを取り込んでいけるような方向

で考えていきたいと思っております。 

サプライチェーンの再構築につきましては、特に、昨年、コロナ禍において、マスクがないとか、特に医療

資機材が足りないという状況が起こりまして、それに対して国では、そういうものの供給を日本で確保するた

めの仕組み、それを応援する仕組みを設けまして、道内でもいくつかそういうマスクであったり、医療器具で
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あったり、そういうものを作る拠点が設置されております。そういう面で日々の暮らしを守るという面もありまし

て、供給製造拠点をどこかに動かそうという考える企業さんがいたときに、それを北海道に呼び込んで来れ

るような仕組みについても検討してまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、皆様からいただいた貴重なご意見はなるべく政策に活かせるように検討してま

いりたいと思います。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。 

それでは、次に北海道産業振興条例の見直し方針案について、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 安田産業振興課長 

お手元の資料の１９ページになります。資料２１でございます。 

北海道産業振興条例の見直し方針案というものです。これは、このあり方検討部会においてご議論いた

だいた内容を親会といいますか、審議会に報告するものとなります。 

はじめに、条例制定の趣旨や基本的施策を見直すべきかについてです。まず、検討の視点としましては、

条例の趣旨や条例に掲げる基本的施策は有効かつ適切なものとなっているか。２の社会経済情勢の変化と

いたしましては、これまでの課題として、人口減少下での人材確保や省力化など。新たな課題といたしまして

は、新型コロナウイルス感染症からカーボンニュートラルの実現ですとか、アイウエオ、カの新しい動きへの

対応までの６つの課題がありました。 

条例の趣旨といたしましては、第１回目からご説明をしておりますが、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ため、企業立地の促進及び中小企業の競争力強化に関し、その施策を一体的かつ

相乗的に推進し、もって北海道の経済の活性化及び雇用の機会の創出に資することというのを目的として

おります。条例に掲げる基本方針といたしましては、４つの基本方針に基づいて、 企業立地の促進及び中

小企業の競争力の強化に関する施策を一体的かつ相乗的に推進するというところであります。条例に掲げ

る基本的施策といたしましては、（１）から（６）までの６つの基本的施策がありました。 

以上の検討の視点ですとか、こういった条例の趣旨、基本方針、基本的施策についての検討を踏まえた

方向性というところでございます。１つ目、道が実施したアンケート調査や自動車関連産業の動向を踏まえる

と、条例が目指す企業立地の促進と中小企業の競争力強化の一体的・相乗的効果は、その効果が現れて

きていたが、新型コロナウイルスの感染拡大はビジネスや人々の生活に大きな影響を及ぼしておりまして、

今後も施策の基本方針に従い、道内需要の確保や域内循環の促進等に一層、取り組んでいく必要がある。

と、考えております。 

 ２２ページの参考資料１１というのをつけさせていただいております。これは先ほど触れましたが、自動車関

連の立地企業の道内企業からの部品ですとか設備等の調達状況をグラフでお示しをしております。 ２０１９

年のコロナ前までではありますが、徐々に調達率ですとか生産用機械の出荷額も増加していた状況でござ

います。ご参考にお知らせをします。 

 １９ページに戻っていただきまして、検討を踏まえた方向性の２つ目の○、企業誘致に関して、新型コロナ

ウイルス感染症の影響や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といった社会経済情勢の

変化に伴い、感染症対策、サプライチェーンの最適化、脱炭素化など、リスク分散の視点が多様化しており、

こうした変化を的確に捉え、企業誘致の取組を進めていくことが重要であること。３つ目、道内企業において

は、こうした社会経済情勢の変化に対応するとともに、変化により生じるビジネスチャンスを的確に捉え、事

業の拡大や新事業の展開につなげることが求められる中、人材育成・人材確保、販路拡大、新製品・新技

術開発が経営課題となっており、条例に掲げる基本的施策は現在も有効かつ適切と考えられること。 

以上から、企業の立地や道内中小企業への支援を通じて、経済の活性化及び雇用の機会を創出する必

要があり、条例制定の趣旨及び基本的施策は、現在の社会経済情勢においても、なお有効かつ適切と考

えられることから、条例本文の改正は行わないという方針案としております。 

次のページ、２０ページになります。こちらは条例に基づく助成措置等を見直すべきかについてでござい

ます。検討の視点としましては、新たに追加すべき助成措置はないか。見直すべき助成措置はないかという

ことであります。社会経済情勢の変化は、先ほど同様の内容となっております。条例に基づく助成措置は、
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施行規則の方で規定しておりますが、企業立地促進の補助金と中小企業競争力強化促進の補助金が①か

ら⑤まであります。今回の検討の視点に基づく、検討を踏まえた方向性ですけれども。企業立地の促進と中

小企業の競争力強化を一体的・相乗的に推進するとともに、道内企業が新型コロナウイルス感染症の影響

や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といった社会経済情勢の変化に対応するため、

以下に書いてありますとおり、助成制度の見直し、これはスクラップ＆ビルドというものが出てくると思います

けどもこうしたことを検討するといたしました。 

先ほど資料２０でご説明した考え方に沿って条例施行規則の見直しの方向性を記載しております。 

まず、中小企業競争力強化促進事業費補助金については、ポストコロナに向けた産業人材育成支援の

創設、ポストコロナに向けた産業人材確保支援の継続、ゼロカーボン北海道の実現に向けた取組への優遇

措置、デジタルトランスフォーメーションの推進に向けた取組への優遇措置、大規模事業所の再編で影響を

受けた企業への優遇措置、宇宙産業の特定産業分野への位置づけ、マーケティング支援の魅力向上。 

企業立地促進費補助金については、道外からの人材確保の取組に対する補助要件の見直し、ゼロカー

ボン北海道の実現に向けた補助要件や補助対象範囲の見直し、ＩＴ産業の類型Ⅰへの位置付けと対象業

種見直しや補助要件等の緩和、対象業種にサテライトオフィス等を追加し、類型Ⅰに位置付け、大規模事

業所の再編への対応に向けた補助要件等の見直し、対象業種に宇宙産業を追加して、類型Ⅰに位置付け

といった形で整理をしております。そのほか、先程来、本日の部会でいただいたご意見につきましても、我々

の方で検討をして、追加をする形で改めて整理をしたいと考えております。 

次のページは、要綱・運用等の見直しの方向性になります。中小企業競争力強化促進事業費補助金に

ついて、まず、利用条件としまして、商品開発支援の魅力の向上、制度利用促進に向けた補助要件、補助

上限額及び申請方法の検討、制度利用後のフォローアップ・事業化の追跡の仕組みづくりといったところを

運用の方で見直しをしていきたいと考えております。周知方法につきましても、制度周知方法及び発信内容

の改善といったところで検討してまいります。３の見直しの時期でございますが、令和４年度の実施に向けて、

今後、庁内での検討を進めてまいりたいと、形で整理させていただいております。ご説明は以上です。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。 

北海道産業振興条例の見直し方針案について、１０分程度時間をとりたいと思います。いかがでしょうか。 

ご意見ございませんでしょうか。 

 大岩委員、何かありませんでしょうか。 

 

■大岩委員 

全体的に今までの議論を反映していただいて、適切な内容と思っております。１企業の代表としても感謝

申し上げます。 

この議論の中で、我々もよくわかっていないのが、この先、受け身側の立場として、どう影響するかというの

はよくわかっていなくて、そういうのが変化していく中で、必要であれば、明確になってきたときに具体的なも

のが出れば、そういった支援を検討いただきたいというお願いと、もう一つは、先ほどもお話がありましたが、

人手不足は明確な課題で、どちらかというと会社の立地というのが、人がいっぱいいるかどうかというのは重

要な要素でありながらも、立地することで人を増やすという、ちょっと行き詰まるのではないかというところ。もう

一つは、今、働き方が変わってきて、特にサービス業は企業がこの場所にあるからそこに人がいるといよりは、

企業はこの場所にいるけど、人は別の場所にいるとか、そういうのは今から増えていくのではないか、具体的

には IT 産業はそういう形にシフトしております。この議論でないと思いますが、北海道に人が来たいという、

そういう別の視点で考えていただいて。その流れで人がいっぱいいるから、会社がそれに寄ってくるというの

も、そういう流れも将来的にはあると思いますので、是非検討いただければと思います。以上です。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。そのほかご意見いかがでしょうか。 

 山内委員いかがでしょうか。 
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■山内委員 

 だいたい網羅されていますが、カーボンニュートラルについて、この間、会議に出させていただいた後に、

メーカーさんに聴いたり、大手さんに聴いたりしました。結局、基本的にカーボンニュートラルは、CO2 を減ら

していくということ、大きな意味で。いろいろ細かいところもありますが。一企業で考えたときに、今の数字は

皆さんわからない。前に私、申し上げましたけども。各企業は何をしなければいけないのかというところ。今、

どこもわかっていないです。企業体として皆さん、そのためには消費電力を下げることもそうですし、構内の

緑化を進めるですとか、これは会社の規模にもよっても違いますし。当社においては新しい航空工場におい

ては、ソーラーパネルを工場内前面に入れていますけども。普通の電気はいかほど使い、ソーラーにすると

いかほど下がるのかというのは、確実に数字で見えていないです。 

道としてというよりも、国もそうですし、道として、動くためには、もう少し、見える化であったり、そういった診

断する診断士、あと現状をどうやって数値で表して、その数値をどのように下げるか、目標がないと下げるこ

とができないと思いますし。単純にソーラーパネルを入れますだと数値が見えない。補助ください。いろいろ

省エネであるとか、いろいろな観点で補助はありましたけども、カーボンニュートラルに関しては、何をすれば

補助しますよと、具体的なものが難しいのかと今でも思っています。 

大手さんは会社の方向性としてやっていますが、零細中小は方向性としてやれるのか。ISO でいうものづ

くりは９００１とかあります。環境では１４０００とかいろいろジャンルがあります。具体的にここから来年、再来年

からいろいろ議論が進んでいくのではないかと思います。 

新型コロナウイルスの影響で、いろいろな支援策がありますが、今、世の中は落ち着いてきますが、新型コ

ロナウイルスだけでなく、世の中これから、ウイルスとの戦いはずっとしていかなければならないので、また何

年後かは分かりませんが、また新たな壁ができた中で、どういうことを我々がしていかなければならないのか、

道として、していかなければならないのか、国として、していかなければならないのかというのはあります。何

が起きてもおかしくない時代でありますので、変化への対応をしていける北海道であっていただきたいです

し、それに伴う我々、それぞれ皆さんやっている業態は違いますが、その中での芯が崩れずに変化への対

応をしていかないと残っていけないというのが実情だと思いますので、こういったあり方部会のようなものがも

っとよりよく柔軟に対応ができるいろいろな施策をしていければいいと思っています。そんな思いであります。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。その他ご意見ございますでしょうか。今までのご意見の中で社会経済情勢の変化に

対応する見直しの方針案につきましては、概ね今までの議論を反映した内容になっているというご意見があ

りました。その他ありますでしょうか。西山委員どうぞ。 

 

■西山委員 

 大岩委員、山内委員からもご意見もありました。今回の見直し方針案は大変うまくまとめられていると思いま

す。それに加えて、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等々も入っている。先ほど山内

委員からありました、カーボンニュートラルは具体的にどうなんだろうと。まだまだ我々も見えないことがたくさ

んありますので、これっから世の中のことを見ながら、道の方でもこういう分野に対して、こう支援していくと。こ

れからは見えてくるのではないかと思います。条例本文は改正を行わないということもよろしいのではないか

と思います。 

 北海道は中小企業が多いところですので、前回、渡辺委員からもお話がありました。道外から企業がきた

時に、地元の中小企業が被害を被ると、こんなことがないように、お互いウインウインな関係が築けるようにな

ればいいのかなと思います。見直し方針案、私はこれから大きく期待をしているところですので、よろしくお願

いします。 

 

 

■吉成部会長 

ありがとうございます。その他ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

全体を通しまして、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

渡辺委員から全体を通してお願いします。 
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■渡辺委員 

 特に意見という訳ではありませんが、個人的には前回お話をした障がい者向けの設備投資については、

意見が採用されるのはなかなか難しいというのは、ちょっと残念なところでした。国の制度等のご紹介もありま

したけども、介助人ですとかそういうところへの補助が中心ということもあって、これから人材不足も深刻にな

っていく中で、人頼みでいいのかなというのはあります。 

今回、三回通じてリモートで参加をさせていただきました。事務局の皆様にはいろいろお手数をおかけし

申し訳ありませんでした。リモートでの参加への体制を整えていただいたことに対して感謝したいと思います。

以上であります。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。 

 山内委員、全体通していかがでしょうか。 

 

■山内委員 

 全体感としましても、皆さんのご意見が反映されており、いいと思っております。 

 ただ、皆さんも感じており、こちらにも書いてありますが、最終的に決まったものがチャンと使われるようにす

るために、どうしなければいけないのかは、追っていかないと、ルールを決めても追っていった結果がどうな

ったかを見ないと、次に反映されないかと思います。せっかく私はこのような会議に出させていただいており

ますので、こういった支援制度が正式にきまったら、零細中小企業の仲間にこんなのあるんだよと、どんどん

紹介させていただいて、問い合わせがたくさん来るようなことをしていきたいと思いますし、道にとってもうれし

いことだと思います。使っていただいて、企業もよくなっていただいて、それが雇用に繋がることなのか、企業

が伸びることなのか、様々あると思いますが、結果的に税金をたくさん払っていただいて、また未来に繋がる、

北海道を作り上げていけたらなと思っております。私個人として、伝えることは当然していきたいと思いますの

で、どう伝わったかというところに目を向けて見ていただければと思います。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。続いて、西山委員いかがでしょうか。 

 

■西山委員 

 全体を通じてですが、私も先ほど申し上げたとおりでございます。見直し方針案がうまく活用されるように、

北海道民のための見直し方針となるようお願いを申し上げまして、全体として感じたところでございます。あり

がとうございます。 

 

■吉成部会長 

 ありがとうございます。続いて、大岩委員いかがでしょうか。 

 

■大岩委員 

 さきほど、全体を通して申し上げたので、申し上げることはないですが。 

 このような貴重な機会をいただきまして、私自身、勉強になりました。感謝申し上げたいのと。 

 私も会社の舵を取っておりまして、コロナですとか、カーボンニュートラルとか、変化がたぶん１０年前とくら

べたら、全く違ってすごいスピードで今動いていて、そこの判断を誤るとどっちに転ぶか分からないと思われ

ている経営者の方は多いと思います。是非、今後もそういう情報提供とかも含めてご支援よろしくお願いしま

す。以上です。 

■吉成部会長 

続いて、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

発言をお願いします。 
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■香川オブザーバー 

 １点だけ。道にお願いです。２回の検討部会を基に、見直し案を示していただきまして、方向的には社会

経済情勢を踏まえて、それに対応しまして拡充していきますよという流れだと思います。 

 私どもは、中小企業競争力強化促進事業を担当しておりますが、補助率、あるいは上限額、それから優先

的な優遇措置について、当然、拡充ですので、今後検討でその通り行くかは分かりませんが、補助率は現

行の１／２からそれ以上になるのかなと見てしまいますし、上限額は上がっていくのかなとみてしまいます。 

そうした場合に、全体的な予算が今のままでは、逆に言いますと、申請きて採択できる件数がこのままの

予算では減りますので、予算についても拡充していただきたいという１点だけでございます。 

方向的にはよろしいかなと思います。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。続いて、内山様お願いします。 

 

■内山オブザーバー 

 内山です。私からは３回目の参加ですが、前回、前々回も人材育成に関しましては、工業試験場のミッショ

ンと思っているんですが、基盤的な改善だとか、品質管理ですとか、すこし先をみた AI とかロボットに関する

ような講習、研修を行いながら、北海道と協力をしながら取り組んで行きたいと考えております。 

 もう一つ、人材確保ということについてなんですが、ここは道総研も人を採るために、ここ数年、知恵を絞っ

て人材確保をしているところです。工業試験場も今年度、U ターンの人を複数名採用することができました。

やはりいろいろ知恵を使って、いろんなアクションを取りながら進めないと U ターンの人材とか I ターンの人

材はなかなか難しくなってきているかなと思っております。一方で、彼らに聞きますと、U ターン、I ターンに関

する情報というのが、なかなか掴めないという状況があるということですので、このあたりの情報発信の強化と

いうことで、プッシュアンドプルという形も、一概に単純なマッチングではないというところは山内委員からお

話がありましたが、入り口としてもう少し強化されたらと思っております。 

 もう一点、カーボンニュートラルについては、やはり再エネ、新エネの利活用になりますが、これはやはり北

海道は非常にポテンシャルが高くて、かつ、地域の資源だと思います。地域資源を活用するという部分を考

えたときに、地域にどういった好循環が生まれるのか、そういったシステムを考えながら、企業立地、中小企

業の競争力という部分にも関連すると思いますので、地域への好循環というキーワードを考えるのはどうかと

思っているところです。私からは以上です。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。続いて、磯部様お願いします。 

 

■磯部オブザーバー 

 全体というより、さきほど山内委員からもありましたカーボンニュートラルの関係で、経済産業省さんでもしか

したら酒井オブザーバーのお話を取っちゃうと申し訳ないのですが。省エネセンターとう財団さんだったかな。

そこで省エネ診断をやっておりまして、昔は無料でしたが、今は１万円くらい費用がかかるようですが、エネ

ルギーの使用状況とかをみて、いろいろ問題点とか、削減とかの提案をしていただける。カーボンニュートラ

ルも包含したような診断になっております。その診断の中で、エネルギーをどれだけ使っているのか、まずは

見える化するのが、普段の生産や活動の中で大事だと思います。そのために工場内にメーター類の設置や

メーターを統合してスマート化していくとか、そういったところに若干の投資もあるかと思いますが、そういった

ところにまずは手始めに補助するとか、そういうのもあるのかなと、ジャストアイデアですが、申し上げたところ

です。以上です。 

 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。続いて、酒井様お願いします。 
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■酒井オブザーバー 

 北海道経産局の酒井でございます。 

 ３回、委員の皆様の貴重なご意見を伺う機会をいただきましてありがとうございました。道庁が示された骨

子案は現行から踏み込んだ形での見直し案を示されたのかなと思っております。感謝申し上げたいと思いま

す。 

 主要な論点であります、カーボンニュートラルでありますとか、DX あるいは、それを支える人材というのは、

私ども経済産業省でも今後の重点課題、政策であります。そこは重なっておりますので、新たに実施されると

ころの制度につきましても、道庁、オブザーバーの関係機関の皆様と私ども国も一体となりまして、企業支援

に当たらせていただくことで、課題としてご指摘のありましたような支援の見える化ですとかフォローアップを

含めた継続的な支援ですとか、そういうところにも繋がっていくのかなと。それらをより実効性、あるいはスピ

ード感をもって、私たちも取り組んで行かなければいけないのかなということを実感したところです。 

 今回、ご参加させていただきまして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す。 

以上をもちまして、北海道産業振興条例あり方検討部会の議事は全て終了いたしました。 

本日、皆様にご活発なご意見をいただきまして、大変感謝申し上げます。 

本日いただきましたご意見等を踏まえまして、事務局で条例のあり方を整理し、来月開催の北海道商工

業振興審議会におきましてご報告させていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは、これで議事

を終了しますが、議長を仰せつかった私の方から一言、言わせていただきたいと思います。 

この度の３回の検討部会におきましては、検討委員といたしまして、大岩委員、西山委員、山内委員、渡

辺委員、本日ご欠席されておりますけども根橋委員、前田委員、横山委員にご協力いただきまして、大変貴

重なご意見をいただきました。 

委員の皆様方におかれましては、専門的なスキルのみならず、企業のマネージメント、経営の観点からも

ご意見をいただきまして、道庁の方々にもその辺では心強い意見をいただいたのではないかと思います。 

是非、貴重な時間とご発言を今後の行政に活かしていただいて、北海道の活性化、それから企業の良好

な事業環境や働く人たちの住みやすい環境づくりに邁進していただければと思います。大変簡単でござい

ますが、お礼とさせていただきます。ありがとうございました。では、事務局にお返しいたします。 

 

■経済部 田邊産業振興局長 

これまで委員の皆様、大変お忙しいところ、このあり方検討部会にご参集いただきまして、本当にありがと

うございました。また、大変貴重なご意見をいただき、重ねて感謝申し上げます。 

この北海道産業振興条例は私どもにとりまして、仕事を進めていく上での理念を示すものであり、また、ツ

ールとなる支援制度の方向性を示すものであり、いわゆる根幹となるものです。 

前回の見直しから５年が経過し、昨今では、新型コロナウイルス感染症のほか、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、これまでに類をみない世界的な変化が我々の身の回りで起こっていま

す。こうした課題が私たちの生活に大きな影響を与えています。こうした変化や人手不足といった課題にどう

対応していくのか、委員の皆様から様々なご意見を頂戴しました。 

皆様方にいただいたご意見は、産業振興条例のあり方を検討することはもとより、中小企業への支援それ

から企業誘致の促進など、今後の業務に活かしてまいりたいと考えております。 

今後とも、道に対しまして、ご指導、ご支援、よろしくお願いいたします。 

また、オブザーバーとして参加いただきました支援機関の皆様、今後とも連携した取組をお願いします。 

この度は大変お世話になりありがとうございました。以上で、北海道商工業振興審議会産業振興条例あり

方検討部会を閉会いたします。どうもありがとうございます。 


