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  アイシン北海道株式会社 
 

 会社概要 

所在地 〒059-1362 苫小牧市字柏原 32番地５ 

代表者 代表取締役社長  桂山 直樹 

設立年月 2006年２月 

資本金 4億 9,000万円 

従業員数 443人(2018年 10月 1日現在) 

売上高 93億 2,000万円 （2017年度実績） 

 
 

 連絡先 

担当者 経営管理部 人事・総務 G TL  羽生 薫 

電話 0144-53-7111 

FAX 0144-53-7511 

E-mail hanyu@ai-h.co.jp 

ホームページ http://www.ai-h.co.jp 
 
 

 

事業概要 

エンジン冷却・潤滑部品、オートマチックトランスミッシ

ョン部品や CVT 部品などの自動車用アルミ鋳造部品の製造

販売をしています。 

 

 

 

いすゞエンジン製造北海道株式会社 
 

 会社概要 

所在地 〒059-1362 苫小牧市字柏原１番地４ 

代表者 代表取締役社長  鈴木 新一 

設立年月 (創業)1984年  (設立)2002月 11月 

資本金 ４億 6,000万円 

従業員数 550人(2018年 10月 1日現在) 

売上高 192億 4,000万円 

 
 

 連絡先 

担当者 営業部  笹野・中原 

電話 0144-55-1266 

FAX 0144-55-1229 

E-mail iemh.eigyo@gmail.com 

ホームページ http://www.iemh.isuzu.co.jp/ 
 
 

 

事業概要 

・当社は、いすゞグループのエンジン部品の生産拠点として、

厳密な品質管理のもと、お客様に信頼される製品づくりに励

んでいます。 

・アルミ鋳造部品については、様々な工法を採用し、試作品か

ら量産品まで多様な製品の製造に対応し、粗材から機械加

工・組立までの一貫生産を可能にしています。 
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   株式会社ダイナックス 
 

 会社概要 

所在地 〒066-0077 千歳市上長都 1053番地 1 

代表者 代表取締役社長  秋田 幸治 

設立年月 1973年６月 

資本金 5億円 

従業員数 単体 1,413人（2018年 3月末現在） 

売上高 連結 625億円（2018年 3月期） 

 
 

 連絡先 

担当者 経営企画部  佐藤 一徳 

電話 0123-24-2881 

FAX 0123-24-2893 

E-mail sato-m@mail.dxj.co.jp 

ホームページ http://www.dynax-j.com/ 
 
 

 

事業概要 

自動車、二輪車及び建設機械・産業車両・農業機械用の湿

式摩擦材ディスク、プレート、クラッチパック及びロックア

ップクラッチ、シンクロナイザーリング、その他構成部品の

研究開発、設計、製造、販売を行っています。 

    株式会社デンソー北海道 
 

 会社概要 

所在地 〒066-0051 千歳市泉沢 1007番地 195 

代表者 代表取締役  根橋 聖治 

設立年月 2007年４月 

資本金 26億円 

従業員数 1,067人（2018年４月１日時点） 

売上高 464億円 

 
 

 連絡先 

担当者 経営管理部  東 聖彦 

電話 0123-47-8826 

FAX 0123-48-5200 

E-mail jinjika@denso-hokkaido.co.jp 

ホームページ https://www.denso-hokkaido.co.jp/ 
 
 

 

事業概要 

車の運転制御や安全性には欠かせない、自動車用のセンサ

を製造しています。私たちの使命は、北海道の地で、車載用

半導体製品を生産することを通じて、世界中で人とクルマが

調和する「先進的なクルマ社会」の実現に貢献することです。 

今では、“世界中で生産されるクルマの 3 台に 1 台が、デン

ソー北海道の製品を搭載している”というデータがあり、国内

外問わず、様々なカーメーカー様とやり取りさせて頂いてお

ります。 
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トヨタ自動車北海道株式会社 
 

 会社概要 

所在地 〒059-1393 苫小牧市勇払 145－１ 

代表者 取締役社長  北條 康夫 

設立年月 1991年２月 

資本金 275億円 

従業員数 3,136人 

売上高 1,611億円 

 
 

 連絡先 

担当者 経営管理部調達室 室長  荒川 聖樹 

電話 0144-52-3504 

FAX 0144-52-3184 

E-mail s_arakawa@tmh.co.jp 

ホームページ http://www.tmh.co.jp/ 
 
 

 

事業概要 

当社はトヨタの駆動ユニットの製造拠点として、国内はも

とより世界各国のトヨタ車両工場に製品を出荷しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な生産品目と生産能力】  

①オートマチックトランスミッション（23,000基/月） 

②CVT（86,000基/月） 

③HVトランスアクスル（10,000基/月） 

④トランスファー（46,000基/月） 

 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ株式会社 
 

 会社概要 

所在地 〒080-2465 帯広市西 25条北１丁目２-１ 

代表者 代表取締役社長  山本 律 

設立年月 1973年２月 

資本金 ４億 5,000万円 

従業員数 約 800人 

売上高 475億円 (2017年度) 

 
 

 連絡先 

担当者 総務部 主幹  松尾 国彰 

電話 0155-37-4111 

FAX 0155-37-4567 

E-mail matsuo.kuniaki@jp.panasonic.com 

ホームページ https://www.panasonic.com/jp/company/pidswt.html 
 
 

 

事業概要 

商品企画・開発から高品質の生産を支える工法設計、金型・

設備設計まで全て自社開発で顧客満足を提供します。 

 

【主要事業】 

・車載用リレー  

  完全自動化で高品質、高信頼性を実現 

 

 

 

 

 

 

・HEV、EV車に搭載される EVリレー 

 世界初で開発した独自の高電圧遮断技術 

 

自動組立ライン PCBリレー プラグインリレー 

アーク 

アーク熱冷却、永久磁石でアーク延長 
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２－１ 本道及び本道工業の概要 
本道の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人  口 
(2018.１.１現在住民基本台帳) 5,339,539人 (全国比 4.2%) 

面  積 
(全国都道府県市区町村別面積調) 83,424㎢ (全国比 22.1％) 

市町村数 179市町村 (全国比 10.4％) 
 
 

本道工業の概要 
 

総  生  産 18兆 9,612億円 (全国比 3.7％) 

事 業 所 数 5,189ヶ所 (全国比 2.7％) 

従 業 員 数 16万 7,770人 (全国比 2.2％) 

製造品出荷額等 ６兆 576億円 (全国比 2.0％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（単位：億円） 

(出典：平成 27(2015)年度県民経済計算、平成 28(2016)年工業統計調査 (経済産業省、道総合政策部))   

製造品出荷額等の業種別構成(平成 28(2016)年値)(上位 10業種) 
気   温 

月別平均気温の最高・最低(1981～2010年(30年間)の平均) 
最深積雪量(1981～2010年(30年間)の平均) 

(出典：気象庁) 積   雪 
道内の道路除雪率 

99.6％ 
(2017.４.１現在) 

【全 国】 輸送用機械 

器具製造業 
649,912(21.5%) 

食料品製造業 
284,264 

(9.4%) 
化学工業 
272,496 

(9.0%) 
生産用機械 

器具製造業 
181,068(6.0%) 電気機械 

器具製造業 
163,883(5.4%) 鉄鋼業 

156,693 

(5.2%) 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

・電子回路製造業 
145,316(4.8%) 金属製品製造業 

143,986(4.8%) プラスチック 

製品製造業 
117,645(3.9%) 石油製品・石炭 

製品製造業 
115,804(3.8%) その他 

789,289 

(26.2%) 
合計 

302兆356億円 食料品製造業 
21,602(35.7%) 
石油製品・石炭 

製品製造業 
7,888(13.0%) 鉄鋼業 

4,513(7.5%) パルプ・紙・ 

紙加工品製造業 
4,043(6.7%) 輸送用機械 

器具製造業 
3,722(6.1%) 金属製品製造業 

2,705(4.5%) 飲料・たばこ 

・飼料製造業 

2,663(4.4%) 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ 

・電子回路製造業 

1,891(3.1%) 化学工業 
1,874(3.1%) 窯業・土石 

製品製造業 
1,817(3.0%) その他 

7,858(12.9%) 
【北海道】 

合計 
６兆 576億円 
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２－２ 本道の交通ネットワーク 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

(単位 時間：分) JR・道路都市間所要時間 北海道新幹線開業・延伸 
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２－３ 本道の自動車産業の集積状況  
主な自動車関連企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
操業年 企業名 本社 立地先 操業年 企業名 本社 立地先 

2008 光生アルミ北海道(株) 愛知県 苫小牧市 2013 大岡技研(株) 愛知県 室蘭市 

2008 (株)北海道スメルティングテクノロジー 愛知県 苫小牧市 2014 新東工業(株) 愛知県 苫小牧市 

2008 松江エンジニアリング(株)苫小牧工場 愛知県 苫小牧市 2014 (株)シーヴイテック北海道 愛知県 苫小牧市 

2009 (株)デンソー 愛知県 千歳市 2015 (株)FJコンポジット 静岡県 千歳市 

2012 (株)むろらん東郷 愛知県 室蘭市 2016 不二電子工業(株) 静岡県 千歳市 

2012 メイトク北海道(株) 愛知県 安平町 2017 (株)荻窪金型製作所 長野県 苫小牧市 

(道経済部調べ) 
 

自動車関連のテストコース 

 

 

妹背牛 
旭川 

赤平 

芦別 

岩見沢 

帯広 
千歳 

北広島 

苫小牧 

札幌 

奈井江 

室蘭 

函館 

恵庭 

小樽 
石狩 

滝川 

幕別 

栗山 

登別 安平 

七飯 

(株)SUBARU 

ハンドリングコース、高速

走行試験路 

住友ゴム工業(株) 

旋回路、計測路、登坂路 

スズキ(株) 

周回路耐寒テストコース、

山岳路、高速周回路 

(株)交通科学総合研究所 

総合試験路、登坂路 

トヨタ自動車(株) 

周回路、高速ダート路、長登降

坂路、高速ワインディング路 

ダイハツ工業(株) 

水平直結路、高速周回路、冠

水路 

(株)ブリヂストン 

ハンドリング路、登坂路、旋

回路 

ヤマハ発動機(株) 

スノーモービル、芝刈り機

専用直線路 

マツダ(株) 

カントリーロードの周回

路、直線路 

本田技研工業(株) 

冬期総合コース、氷結路、登

降坂ワインディング路 

 

寒地試験道路 

(株)ワーカム北海道 

周回路、クロスカントリー

路 

(株)ワーカム北海道 

ブレーキ試験路、高速走行

雪路 

マツダ(株) 

圧雪・凍結道路 

住友ゴム工業(株) 

周回路、登坂路 

 

多様な路面条件を再現した

模擬試験路 

横浜ゴム(株) 

氷盤路、圧雪路、円盤回路 

 

ハンドリング路、ダート路 

東洋ゴム工業(株) 

氷盤路、圧雪路 

(株)デンソー 

ハンドリング路、人工氷盤

路 

三菱自動車工業(株) 

クロスカントリー路、高速

周回路 

日産自動車(株) 

高速周回曲線路、カントリ

ーロード、寒冷地試験路 

ボッシュ(株) 

円盤回路、突起路 

アイシン精機(株) 

高速周回路、悪路コース 

日立建機(株) 

比較試験場、登坂路 

UDトラックス(株) 

直線路(市有地を利用) 

社  名 

テストコースの主な種類 

(株)TBK 

周回路、登坂路、ブレーキ部

品の試験 

 

車両制御プログラム 

美
深
町 

名
寄
市 

市
町
村
名 

鷹
栖
町 

剣
淵
町 

士
別
市 

旭
川
市 

下
川
町 

苫
小
牧
市 

む
か
わ
町 

芽
室
町 

帯
広
市 

中
札
内
村 

陸
別
町 

大
空
町 

網
走
市 

北
見
市 

佐
呂
間
町 

紋
別
市 

豊
頃
町 

浦
幌
町 

音
更
町 

近年進出した自動車関連企業 
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上原ネームプレート工業(株)[ｴﾝﾌﾞﾚﾑ] 

中央精工(株)[精密機械加工] 

コスモメカニクス[ﾓｰﾀｰ] 

北新金属工業(株)[AT ｽｲｯﾁ部品] 

京セミ(株)[車載向け半導体ﾃﾞﾊﾞｲｽ] 

メテック(株)北海工場[めっき加工] 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株)[ﾘﾚｰｽｲｯﾁ] 

帯広電子(株)[車載用コイル] 

トヨタ自動車北海道(株)[ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ、ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ] 

アイシン北海道(株)[ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾃﾞｨ、ﾀｲﾐﾝｸﾞﾁｪｰﾝｹｰｽ他] 

いすゞエンジン製造北海道(株)[ｴﾝｼﾞﾝ・ﾐｯｼｮﾝ部品] 

三和油化工業(株)[ｱﾙﾐ製品含浸加工]    佐藤商事(株)[自動車用鋼材] 

三五北海道(株)[線材切断加工]      岡谷岩井北海道(株)[金属工作機械] 

岡谷鋼機北海道(株)[ ] 豊通ｽﾒﾙﾃｨﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)[ｱﾙﾐ合金溶湯] 

グリーンメタルズ北海道(株)[ ] 明和機械(株)[生産設備] 

新明工業(株)北海道工場[自動車生産設備]  明和工業(株)苫小牧工場[自動車生産設備] 

杉山工業(株)苫小牧工場[金型設計・製作] (株)松本鐵工所[産業機械] 

光生アルミ北海道(株)[ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ]      (株)鈴木商会[ｱﾙﾐ合金] 

ウメトク(株)[金属熱処理、表面処理]       

日軽松尾(株)苫小牧工場[ﾌﾞﾚｰｷｷｬﾘﾊﾟｰ他]  日軽北海道(株)[ｱﾙﾐﾆｳﾑ・ｽﾃﾝﾚｽ加工] 

新東工業(株)[自動車生産設備ﾒﾝﾃﾅﾝｽ]   (株)シーヴイテック北海道[CVT用ﾍﾞﾙﾄ] 

荻窪金型製作所(株)[金型]   

新日鐵住金(株)室蘭製鐵所[特殊鋼] 

日鉄住金テックスエンジ(株)室蘭支店[産業機械] 

第一金属(株)[ｸﾗｯﾁﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾚｽ加工] 

(株)ムロランスズキ[自動車用ﾊﾞﾈ材] 

室蘭ヒート(株)[ ] 第一鉄工(株)[ ] 

(株)西野製作所[機械加工、表面処理、再生加工] 

北海道スチールワイヤー(株)[ｵｲﾙﾃﾝﾊﾟｰ線] 

松菱金属工業(株)室蘭工場[磨棒鋼] 

(株)キメラ[金型]   (株)むろらん東郷[ ] 

(株)モノリス[構内設備、産業機械製作] 

大岡技研(株)[ﾏﾆｭｱﾙﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ用歯車] 

(有)アルフ[金型]   (株)エヌイーティー[金型] 

永澤機械(株)[金型]  (株)ナップ[金型] 

(株)太田精器[精密・微細機械部品] 

佐藤鋳工(株)[ﾃﾞﾌｹｰｽ他] 

トルク精密工業(株)[AT ｽｲｯﾁ] 

北日本精機(株)[高精度ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ] 

京浜精密工業(株)[ﾐｯｼｮﾝ部品他] 

伸和機型(株)[鋳造用模型] 

(株)ワールド山内[機械・装置] 

ホクダイ(株)[ｴﾝｼﾞﾝ部品他] 

メイトク北海道(株)[金型等] 

十勝葉山電器(株)[電磁ﾘﾚｰ] 

アイクス(株)[金型] 

北海道フォンク電子(株) [車載照明用LED] 

(株)メデック[半導体製造装置] 

(株)セコニック電子[ｾｸﾞﾒﾝﾄEL、無機EL] 

(株)土谷製作所[ﾌﾟﾚｽ加工品] 

北海道パーカライジング(株)[溶融亜鉛ﾒｯｷ、表面処理] 

札幌エレクトロプレイティング工業(株)[ｸﾗｯﾁ板表面処理] 

北興化工機(株)[化学・産業機械] 

(株)堀本工作所[金型設計・製作] 

(株)池田熱処理工業[ｸﾗｯﾁ板焼入処理] 

(株)エイ・ダブリュ・ソフトウェア[ｶｰﾅﾋﾞｿﾌﾄ開発] 

(株)AIS北海道[ ] (株)デイシス[ ] 

大陽日酸北海道(株)[ ]  (株)特殊衣料[保護帽] 

(株)ディーディーエル[ｾﾝｻｰ] (株)燃焼合成[ｻｲｱﾛﾝ] 

(株)ASCe[生産設備]    (株)トリパス[板金加工] 

アーク・システム・ソリューションズ(株)[ｿﾌﾄｳｪｱ開発] 

北海バネ(株)[ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ] 

東都成型(株)[ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部品] 

(有)山本エンジニアリング[ ] 

松江エンジニアリング(株)[金型] 

(株)デンソー北海道[車載用半導体] 

(株)FJコンポジット[放熱材] 

不二電子工業(株)[車載用電子部品] 

(株)ダイナックス[ｸﾗｯﾁ、ｸﾗｯﾁ板] 

シンセメック(株)[金属工作機械]  

(株)徳重[ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄﾌﾞｰﾂ] 

(株)ミクロ札幌[小型金属切削部品] 
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３－１ 北海道自動車産業集積促進協議会 

北海道では、「企業立地の促進」と「地場企業の参入促進」による北海道への自動車産業の集積促進を図るため、「北

海道自動車産業集積促進協議会(HAIA)」を設置し、自動車産業に関連する企業、経済・業界団体、教育機関、行政等が

連携して各種事業に取り組んでいます。 

 

■設  立■ 平成 18(2006)年８月３日 

■会  員■ 187企業 72団体(2018.12月現在) 

■代  表■ 北海道経済連合会会長、北海道知事 

■幹  事■ アイシン北海道(株)、京浜精密工業(株)、佐藤鋳工(株)、(株)ダイナックス、 

(株)デンソー北海道、トルク精密工業(株)、(独)中小企業基盤整備機構北海道本部、 

(株)日本政策投資銀行、(株)北洋銀行、北海道、(一社)北海道機械工業会、 

(株)北海道銀行、北海道経済産業局、北海道経済連合会、(一社)北海道商工会議所連合会、 

北海道大学、北海道電力(株)、(地独)北海道立総合研究機構、室蘭工業大学 

■顧  問■ トヨタ自動車北海道(株)、いすゞエンジン製造北海道(株) 

■特別顧問■ 元立命館大学教授  山本 孝、 前(株)デンソー北海道 代表取締役  杉本 正和 

前アイシン北海道(株) 代表取締役社長  後藤 正治 

■事 務 局■ 北海道経済部(人材育成課・産業振興課(立地担当・ものづくり産業担当)共同事務局)  

 

北海道自動車産業集積促進アクションプラン(2017-2020) 
北海道自動車産業集積促進協議会では、協議会メンバーが協働し、北海道への自動車関連産業の集積促進に向けて取

り組んでいくためのアクションプランを策定しています。 

 

 

  

目指す姿 
展開の方策 基幹部品生産と研究開発が両輪となった自動車産業の集積 

～自動車関連産業の集積によりものづくりが北海道のリーディング産業に～ 

部品の生産拠点形成を 

目指した取組 

研究開発拠点形成を 

目指した取組 

拠点形成を 

支える取組 

・企業誘致の推進 

自動車産業への参入に向けた QCD対応力や新技術・新工

法の強化、道内外ターゲットとのマッチング、食関連機

械・健康医療・航空宇宙分野等の新たな分野への展開 

・自動走行の実証試験誘致 

・参入促進、域内取引の拡大 

・  

・人材の育成・確保 

・各取組を支える環境づくり 

本道独自の電気自動車の研究、電気自動車や燃料電池者等

次世代自動車の普及促進 

トップセールス等による本道立地環境の優位性に関する情

報発信力強化、人材育成への支援等立地環境の優位性の発

掘、情報発信等による進出企業へのフォローアップ 

ものづくり産業の理解促進、大学生等の地元定着・企業説

明会等人材マッチングの取組推進、道外からのものづくり

高度技術者の確保、企業の働きやすい環境整備促進、技術

系人材の育成、非正規雇用者のキャリアアップの取組推進 

北海道自動車安全技術検討会議における取組の推進、寒冷

地対応も含めた大規模実証試験場や公道モデルコースの誘

致削検討、国等の社会実証事業の誘致推進 

とうほく自動車産業集積連携会議との連携関係の継続的展

開、東北７県と連携した商談会開催、東北企業と道内企業

との交流促進、物流効率化に向けた取組推進、イベントを

活用した情報発信 
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３-２ 企業誘致の推進 ～北海道における企業立地に係る優遇制度～ 

 

  

「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(北海道産業振興条

例)」に基づく助成内容は次のとおりです。 
 

製造業工場新増設に対する助成        製造業以外の施設の新増設に対する助成 

業  種 助成額 新/増設 助成限度額  業  種 助成額 新/増設 助成限度額 

●自動車関連製造業 

●航空機関連製造業 

●高機能素材・複合材料関連製造業 

(札幌市除く) 

投資額の 

５～10％ 

新設 15憶円 

 ●植物工場 

(札幌市除く) 

投資額の 

５～10％ 

新設 10億円 

 増設 ３億円 

 ●新エネルギー供給業(札幌市除く) 投資額の５％ 新設 １億円 

増設 ５億円 

 

●データセンター事業 

(札幌市除く) 

投資額の 

５～10％ 

新設 
一般型３億円 

 環境配慮型５億円 

 
増設 

一般型１億５千万円 

●電気・電子機器製造業 

●医薬品製造業 

●食関連産業 

●新エネルギー関連製造業 

(札幌市除く) 

投資額の 

５～10％ 

新設 10億円 

 環境配慮型２億５千万円 

 ●本社機能移転事業 年間賃料の１/２ 新設 １千万円 

 ●自然科学研究所 

※成長産業分野に関連する事業に限る 

投資額の 

５～10％ 

新設 10億円 

増設 ３億円 

 増設 ３億円 

 ●高度物流関連事業(札幌市除く) 

※成長産業分野に関連する事業に限る 

投資額の 

５～10％ 

新設 10億円 

 増設 ３億円 

●基盤技術産業 

(札幌市除く) 

投資額の 

５～10％ 

新設 

増設 
３億円 

 ●自然科学研究所 

●高度物流関連事業 

●データセンター事業 

●ソフトウェア業 

●情報処理・提供サービス業 

●コールセンター事業 

●植物工場 

※市町村の立地助成措置の対象であること 

※企業立地促進法適用地域は指定集積業種 

投資額の 

４～８％ 

新設 

増設 
１億円 

 

●製造業 

※市町村の立地助成措置の対象であること 

※企業立地促進法適用地域は指定集積業種 

投資額の 新設 １億円  

４～８％ 増設   

雇用増１人

あたり 50万

円(雇用増が

６人以上の

場合、６人

目から支給) 

新設 

増設 
５千万円 

 雇用増１人

あたり 50万

円(雇用増が

６人以上の

場合、６人

目から支給) 

新設 

増設 
５千万円 

 

 

 

 

 

 

 道では、平成 27(2015)年 10月２日付けで、地域再生法に基づく「地域再生計画」の認定を受けています。 

 本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、道に「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受

けることにより税制等の優遇措置を受けることができます。 
 

対象事業 対象地域 

拡充型事業 
東京 23区以外の道外から、又は道

内企業が本社機能・研究所若しくは

研修所を拡充して整備する事業 

美唄市、芦別市、滝川市、砂川市、深川市、奈井江町、札幌市、小樽市、岩見沢市、苫
小牧市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、南幌町、当別町、室蘭市、白老
町、函館市、北斗市、七飯町、旭川市、鷹栖町、東神楽町、東川町、下川町、北見市、
網走市、帯広市、音更町、芽室町、幕別町、釧路市、白糠町の一部区域 

移転型事業 
東京 23区から道内に移転して本社

機能・研究所又は研修所を整備する

事業 

全市町村の一部区域 

【優遇措置】オフィス減税の特例措置、雇用促進税制の特例措置、中小機構による債務保証、道税の不均一課税(事業税、不動産取得税、固定資産税) 

 

 

 地域未来投資促進法に基づく国の同意を受けた「基本計画」を作成した地域において、その基本計画に定められた地

域経済牽引事業として求められる事業を実施する事業者が、「地域経済牽引事業計画」を作成して知事の承認を受けた場

合には、各種優遇措置を受けることができます。 
 
【地域未来投資促進法に基づく「基本計画作成地域」（2018年４月現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【優遇措置】課税の特例措置、地方税の減免(不動産取得税、固定資産税)、中小企業信用保険法の特例措置、中小企業投資育成株式会社の特例措置、食

品流通構造改善促進法の特例措置、特許料等及び地域団体商標に係る登録料等の軽減、地域中核企業・中小企業等連携支援事業   

北海道産業振興条例に基づく補助金 
地域未来投資促進法 地方拠点強化税制 

空知総合振興局 

岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、 

滝川市、砂川市、奈井江町、沼田町 

石狩振興局 

札幌市、千歳市、江別市、恵庭市、 

北広島市、石狩市、当別町 

後志総合振興局 

小樽市、ニセコ町、仁木町、余市町 

渡島総合振興局 

函館市、北斗市、七飯町 

上川総合振興局 
旭川市、名寄市、富良野市、鷹栖町、 

東神楽町、上川町、東川町、中富良野町、 

南富良野町、下川町 

オホーツク総合振興局 

北見市、紋別市、津別町、滝上町 

釧路総合振興局 

釧路市、厚岸町、白糠町 

胆振総合振興局 

室蘭市、苫小牧市、登別市 

十勝総合振興局 

帯広市、音更町、芽室町、中札内村 
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３-３ 次世代自動車の研究～北海道発 EV研究開発・利活用研究会『NEVS』の取組～  

 北海道発 EV研究開発・利活用研究会『NEVS』は、優れた要素技術を有する複数の道内ものづくり企業が連携グルー

プを形成し、積雪寒冷地で利活用可能な寒冷地仕様 EV の開発、製造、販売を支援することで、北海道のものづくり産

業の活性化に資することを目的に発足しました。 

 

■発  足■ 平成 25(2013)年 11月  

 

■構成企業■ 

(株)西野製作所(室蘭市)、光源舎オートプロダクツ(株)(北広島市) 

(株)Will-E(札幌市)、フィールド・クラブ(株)(北広島市) 

(株)倉本鉄工所(北見市)、(株)北翔(江別市)、フラット合成(株)(札幌市) 

福地健装(北斗市)、(株)NU(札幌市) 

コーディネーター：(独)中小企業基盤整備機構北海道本部 

 

■協力企業・団体■ 

(株)コスモメカニクス(旭川市)、アーリーテック(北広島市) 

(株)北海道二十一世紀総合研究所、トヨタ自動車北海道(株) 

北海道、(地独)北海道立総合研究機構、国土交通省北海道運輸局 

苫小牧工業高等専門学校、(公財)北海道中小企業総合支援センター 

北海道経済連合会 

３-４ 自動走行実証試験誘致等の取組～北海道自動車安全技術検討会議～ 

 北海道では、自動走行車の実用化に向けた研究開発に貢献するため、産学官の連携のもと、「北海道自動車安全技術検

討会議」を設置し、取組を推進しています。 

 

■設  置■ 平成 28(2016)年６月 

 

 

 

 

 

 

①自動走行の実証試験に関するワンストップ相談窓口の設置 

関係機関の事前連絡の円滑化、公道実証試験の適地選考の参考

となる道路情報提供、研究・技術シーズ等の紹介・マッチング、

各種制度や法令に係る諸手続き等の紹介・相談、企業等と市町村

等のマッチング  等 

②企業各社が共用可能な大規模実証試験場誘致等の必要性検討 

 

  

寒冷地走行のための技術・システム 

・積雪路面抵抗低減のための車高 UP 

・ギア比変更による低速トルクの拡大 

・車体下部への撥水性溶射皮膜処理 

・車体の高断熱化             他 

ワンストップ窓口の体制 

・警察庁ガイドラインに基づく公道実証の事

前連絡届出のワンストップ化 

・その他、様々なご相談に対応します 

研究開発を 

行う企業等 

ワンストップ窓口 

事務局 北海道経済部 

 

①警察：北海道警察 

②道路管理者関係：北海道開発局、NEXCO東日本、 

北海道建設部 

③自動車の保安基準関係：北海道運輸局 

④産業支援関係：北海道経済産業局、北海道総合通信局、 

北海道経済部 

⑤研究開発関係：北海道大学、北見工業大学、はこだて未来

大学、北海道科学大学、旭川工業高等専門

学校、(国研)土木研究所・寒地土木研究所 

⑥市町村 

⑦関係団体等 

自動車メーカー 

部品メーカー 

大学など…… 

連絡・相談 

連絡・調整・協議 

支援内容 北海道のフィールドを活用し、自動車関連企業や国の 

自動走行の実用化に向けて貢献 

目指す姿 
公道実証試験のための道路情報データベースのご提供 

 テストコースが集積する４地域(道央、上川、十勝、オホーツク)

の公道(国道・道道)について、様々な道路形状や周辺環境情報を集

め、条件検索を行えるデータベースをまとめています。 

134 
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３-５ 新たな分野への展開 ～北海道航空ビジネス検討会～ 

 航空機産業分野への参入意欲が高い道内ものづくり企業への支援と企業間ネットワークの構築

を目的として、平成 30(2018)年７月、『北海道航空ビジネス検討会』がスタートしました。 

 北海道経済産業局、北海道等支援機関も参画し、各企業の参入段階に応じた様々な支援を実施

し、北海道内企業の航空機産業分野への参入を目指します。 

 

３-６ 付加価値の高いものづくりに向けた取組～北のものづくりネットワーク～  

 北海道では、道内各地域の産業支援機関や、ものづくりに関連する業界団体の連携の

もと、ものづくり企業における技術課題や新製品の開発などに関するご相談に対応する

ワンストップ窓口を設置し、効果的な課題解決を促進するため、「北のものづくりネット

ワーク」を整備しています。 

 

 

◯地域のネットワーク 

 地域内の支援機関や大学などのネットワ

ークを構築し、各機関が持つ資源を持ち寄

ることで、地域内での課題解決を促進し、

地域内で解決できない課題は、全道的中核

機関が支援します。 

 

◯業界のネットワーク 

 ものづくりに関連する６団体のネットワ

ークを構築し、業界団体の会員企業の相互

交流により食品や機械、ITなど、産業間の

連携を強化し、付加価値の高い製品開発を

促進します。 

  

全道的中核機関 
(道総研・HSC・ﾉｰｽﾃｯｸ) 

食産協 

農業機械 

工業会 

情報ｼｽﾃﾑ 

産業協会 

機械工業会 

ﾊﾞｲｵ工業会 

IT推進協会 

技術的課題を解決する 

地域ネットワーク 

付加価値の高い製品開発を促進する 

業界団体ネットワーク 

全道的中核機関 
(道総研・HSC・ﾉｰｽﾃｯｸ) 

地域の産業 

支援機関 A 

地域の産業 

支援機関 D 
地域の産業 

支援機関 C 

地域の産業 

支援機関 B 

全道ﾚﾍﾞﾙ：  

 
(全道７ヶ所) 

地域の 

研究機関 地域の大学 

高専 HSC支部 

地域ﾚﾍﾞﾙ：地域内で課題解決する仕組み 

情報の一元化 
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【会員企業】 

・(株)池田熱処理工業 

・(株)エスイーシー 

・(株)キメラ 

・五嶋金属工業(株) 

・(株)今野鉄工所 

・寿産業(株) 

・札幌ｴﾚｸﾄﾛﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞ工業(株) 

・札幌ボデー工業(株) 

・シンセメック(株) 

・第一金属(株) 

・(株)中央ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ製作所 

・(株)ﾃﾞｨ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ｼｽﾃﾑ研究所 

・(株)富岡鉄工所 

・トルク精密工業(株) 

・(株)永澤機械 

・(株)西野製作所 

・(株)日本製鋼所 

・(有)馬場機械製作所 

・ホクダイ(株) 

・(株)松本鐵工所 

・(有)ミヤタ技研工業 

・(株)ワールド山内 

(2018.10.31現在) 

北海道航空ビジネス検討会 

底上げ 

【事務局】北海道機械工業会 

【支援機関】 

・経済産省北海道経済産業局  ・北海道 

・札幌市           ・室蘭市 

・北海道大学         ・室蘭工業大学 

・(地独)北海道立総合研究機構 

・(公財)室蘭テクノセンター 

・苫小牧市テクノセンター 

・(独)中小企業基盤整備機構北海道本部 

個別 

指導等 

支援 

【マネージャー・コーディネータ】 

航空機メーカーOB等専門家集団 

 【取組内容】 

技術力向上 

・勉強会、交流会開催 

・専門家派遣、直接指導 

・技術研究会 

参入機会拡大 

・展示会参加 

・ビジネスマッチング 

・川下企業への売込み   等 

重点支援 
候補企業群 

参入意欲が 

高い企業 

関心のある企業 

航空機産業 
参入 

航空機産業分野への参入を目指す 

道内ものづくり企業 



資料３ 本道における自動車産業集積に向けた取組 
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３-７ 本道のものづくり産業を支える人材 

 北海道には大学院 30校、大学 41校、短期大学 16校、高等専門学校４校と数多くの高等教育機関が充実しており、

さらに各種学校、高校を加えた新卒者はおよそ８万 1千人です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年３月卒(単位：人、( )は％) 

区分 卒業者数 求職者数 就職者数 
  

うち道内 うち道外 

高校 49,576 7,634 7,509 
6,896 

(91.8) 

613 

(8.2) 

専修学校 9,689 8,539 8,199 
6,922 

(84.4) 

1,277 

(15.6) 

高等専門学校 702 434 434 
149 

(34.3) 

285 

(65.7) 

短大 2,399 1,996 1,919 
1,800 

(93.8) 

119 

(6.2) 

大学 18,986 14,978 14,206 
 8,578 

(60.4) 

5,628 

(39.6) 

計 81,352 33,581 32,267 
24,345 

(75.4) 

7,922 

(24.6) 

※高校は 2017年５月 15日現在の卒業予定者数    (出典：北海道労働局) 
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新規学卒者の就職状況 学科別大学入学定員の状況 
2017年４月１日現在(単位：人) 

(出展：北海道総務部法務・法人局学事課) 人文社会 
7,201 

理工 
3,832 

農水 
1,770 教育 

1,735 薬・保健 
1,730 看護 

997 芸術 
555 医・歯科 

462 
その他 
635 

合計 
18,917 

道では、製造業における女性の参画促進を目的に、「ものづくりなでしこ応援プロジェクト」を

展開し、実際のものづくり企業で活躍する女性職員の紹介や、学生等への出前授業の開催など、

様々な取組を行っています。 



資料４ 関係団体等一覧 
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関係団体    

名称 所在地 電話番号 ＵＲＬ 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構北海道本部 

〒060-0002 

札幌市中央区北２条西１丁目１-７ ORE札幌ビル６階 

TEL:011-210-7470 

FAX:011-210-7480 

http://www.smrj.go.jp/regional.hq/hokkaido/

index.html 

一般社団法人 

北海道機械工業会 

〒062-8517 

札幌市中央区北１条西７丁目３-２ 北一条大和田ビル４階 

TEL:011-221-3375 

FAX:011-251-4387 
http://www.h-kogyokai.com/topmenu.html 

公益財団法人 

北海道中小企業総合支援センター 

〒060-0001 

札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階 

TEL:011-232-2001 

FAX:011-232-2011 
http://www.hsc.or.jp/ 

一般財団法人 

さっぽろ産業振興財団 

〒003-0005 

札幌市白石区東札幌６条１丁目１-１ 

TEL:011-820-3533 

FAX:011-815-9321 
http://www.sec.or.jp 

公益財団法人 

函館地域産業振興財団 

〒041-8801 

函館市桔梗町 379(北海道率工業技術センター内) 

TEL:0138-34-2600 

FAX:0138-34-2602 
http://www.techakodate.or.jp/ 

公益財団法人 

道央産業振興財団 

〒059-1362 

苫小牧市柏原 32-27(苫小牧市テクノセンター内) 

TEL:0144-51-2770 

FAX:0144-51-2780 
http://dohgi.tomakomai.or.jp/wordpress/ 

一般財団法人 

旭川産業創造プラザ 

〒078-8801 

旭川市緑が丘東１条３丁目１-６ 

TEL:0166-68-2820 

FAX:0166-68-2828 
http://www.arc-net.co.jp/ 

公益財団法人 

室蘭テクノセンター 

〒050-0083 

室蘭市東町４丁目 28-１ 

TEL:0143-45-1188 

FAX:0143-45-6636 
http://www.murotech.or.jp/ 

公益財団法人 

とかち財団 

〒080-2462 

帯広市西 22条北２丁目 23-９(十勝産業振興センター内) 

TEL:0155-38-8808 

FAX:0155-38-8809 
http://www.tokachi-zaidan.jp/ 

一般社団法人 

北見工業技術センター運営協会 

〒090-0836 

北見市東三輪５丁目１-４ 

TEL:0157-31-2705 

FAX:0157-66-2520 
http://www.kitami-itc.or.jp/ 

公益財団法人 

釧路根室圏産業技術振興センター 

〒084-0905 

釧路市鳥取南７丁目２-23 

TEL:0154-55-5121 

FAX:0154-55-5161 
http://www.senkon-itc.jp/ 

一般社団法人 

北海道 IT推進協会 

〒060-0002 

札幌市中央区北２条西３丁目１-16太陽生命ひまわり札幌ビル２階 

TEL:011-590-1380 

FAX:011-207-1367 
https://www.hicta.or.jp/ 

一般社団法人 

北海道情報システム産業協会 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西５丁目 11 大五ビル 

TEL:011-210-8031 

FAX:011-210-8032 
http://www.hisa.gr.jp/ 

経済産業省北海道経済産業局 
〒060-0808 

札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎４階、５階 

TEL:011-709-2311(代表) 

FAX:011-709-1778 
http://www.hkd.meti.go.jp/ 

 
公的試験研究機関 

   

名称 所在地 電話番号 ＵＲＬ 

国立研究開発法人 

産業技術総合研究所 北海道センター 

〒062-8517 

札幌市豊平区月寒東２条 17丁目２-１ 

TEL:011-857-8400 

FAX:011-857-8900 
https://www.aist.go.jp/hokkaido/ 

地方独立行政法人 北海道立総合研究

機構 工業試験場 

〒060-0819 

札幌市北区北 19条西 11丁目 

TEL:011-747-2321 

FAX:011-726-4057 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/i

ri/index.html 

地方独立行政法人 北海道立総合研究

機構 食品加工研究センター 

〒069-0836 

江別市文京台緑町 589-４ 

TEL:011-387-4111 

FAX:011-387-4664 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/

food/ 

地方独立行政法人 北海道立総合研究

機構 地質研究所 

〒060-0819 

札幌市北区北 19条西 12丁目 

TEL:011-747-2420 

FAX:011-737-9071 

http://www.hro.or.jp/list/environmental/rese

arch/gsh/index.html 

地方独立行政法人 北海道立総合研究

機構 北方建築総合研究所 

〒078-8801 

旭川市緑が丘東１条３丁目１-20 

TEL:0166-66-4211 

FAX:0166-66-4215 
http://www.hro.or.jp/list/building/index.html 

北海道立工業技術センター 
〒041-0801 

函館市桔梗町 379 

TEL:0138-34-2600 

FAX:0138-34-2601 
http://dohgi.techakodate.or.jp/center/ 

北海道立オホーツク圏地域食品加工技

術センター 

〒090-0008 

北見市大正 353-19 

TEL:0157-36-0680 

FAX:0157-36-0686 
http://foodohotuku.jp 

北海道立十勝圏地域食品加工技術セン

ター 

〒080-2462 

帯広市西 22条北２丁目 23-10 

TEL:0155-37-8383 

FAX:0155-37-8388 
http://www.food-tokachi.jp/ 

旭川市工業技術センター 
〒070-8273 

旭川市工業団地３条２丁目１-18 

TEL:0166-36-3111 

FAX:0166-36-4461 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/dept/

50000000/50350000/ 

室蘭テクノセンター 
〒050-0083 

室蘭市東町４丁目 28-１ 

TEL:0143-45-1188 

FAX:0143-45-6636 
http://www.murotech.or.jp/ 

十勝産業振興センター 
〒080-2462 

帯広市西 22条北２丁目 23-９ 

TEL:0155-38-8850 

FAX:0155-38-8809 
http://www.tech-tokachi.jp/ 

北見市工業技術センター 
〒090-0836 

北見市東三輪５丁目１-４ 

TEL:0157-31-2705 

FAX:0157-66-2520 
http://www.kitami-itc.or.jp/ 

釧路工業技術センター 
〒084-0905 

釧路市鳥取南７丁目２-23 

TEL:0154-55-5121 

FAX:0154-55-5161 
http://www.senkon-itc.jp/ 

苫小牧市テクノセンター 
〒059-1362 

苫小牧市柏原 32-27 

TEL:0144-57-0210 

FAX:0144-51-1122 
http://www.tomatech.jp/ 

独立行政法人 

土木研究所 寒地土木研究所 

〒062-8602 

札幌市豊平区平岸１条３丁目１-34 

TEL:011-851-1624 

FAX:011-824-1226 
http://www.ceri.go.jp/ 

 

地域共同研究センター等(産学官連携) 

名称 所在地 電話番号 ＵＲＬ 

北海道大学 

産業・地域協働推進機構 

〒001-0021 

札幌市北区北 21条西 11丁目 北キャンパス総合研究棟３号館２階 

TEL:011-706-9561 

FAX:011-706-9550 

http://www.mcip.hokudai.ac.jp/cms/cgi-bin/i

ndex.pl 

北海道産学官協働センター 

(コラボほっかいどう) 

〒001-0021 

札幌市北区北 21条西 12丁目 

TEL:011-708-6525 

FAX:011-708-6527 
http://www.noastec.jp/web/collabo/ 

室蘭工業大学 

地方創生研究開発センター 

〒050-8585 

室蘭市水元町 27-１ 

TEL:0143-46-5000 

FAX:0143-46-5879 
http://www.muroran-it.ac.jp/crd/ 

北見工業大学 

社会連携推進センター 

〒090-0013 

北見市柏陽町 603-２ 

TEL:0157-26-4161 

FAX:0157-26-4171 
http://crc.kitami-it.ac.jp/ 

帯広畜産大学 

地域連携推進センター 

〒080-8555 

帯広市稲田町西２線 11 

TEL:0155-49-5771 

FAX:0155-49-5775 
http://www.obihiro.ac.jp/~crcenter/ 

小樽商科大学 

グローカル戦略推進センター 

〒047-8501 

小樽市緑３丁目５-21 

TEL:0134-27-5290 

FAX:0134-27-5293 
http://otaru-uc.ac.jp/cgs/ 

 


