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第 1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 8 月 30 日（月）15：00～17：00 

                        場所：北海道第二水産ビル 4 階  4G 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 1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、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

私は、本日、司会進行を努めさせていただきます産業振興課の三浦と申します。本日は、17 時終了

を予定しておりますので、よろしくお願いします。開会にあたりまして、産業振興局長の田邊よりご挨拶

申し上げます。 

 

■経済部田邊産業振興局長 

北海道経済部産業振興局長の田邊でございます。 

皆様におかれましては、部会委員の就任につきまして、ご快諾をいただき、また、本日はご多忙の

ところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

皆様ご存じのとおり、道では、本道経済の強化に向け、ものづくり産業の強化や企業誘致の推進、あ

るいはヘルスケアや航空宇宙産業といった新しい成長分野への挑戦の支援に取り組んでいるところ 

でございます。 

本日、ご議論いただきます産業振興条例は、本道経済の活性化と雇用機会の創出を目的としており

ます。企業立地の促進と道内の中小企業の競争力強化に関する施策を、それまでは別々の条例で行っ

ていたものを一つの条例にまとめ、この 2 つを一体的かつ相乗的に推進するということを柱として、平成

20年 4月に制定された条例です。 

具体的には、経済波及効果の高いものづくり産業や IT 産業などの集積促進や、中小企業の新商品

開発、販路拡大などによる競争力強化といったものを目指したものとなっております。 

本年度は、この条例の規定により、社会経済情勢の変化や条例に基づく施策の施行状況を選定し、

その結果を踏まえて、必要な見直しを行うとしているところでございます。本道に限らず世界中が新型コ

ロナウイルス、そしてゼロカーボン、デジタルトランスフォーメーション、新しい働き方、といった社会経済

情勢の大きな変化に突入しているところですが、その中で北海道のポテンシャルを最大限に発揮して、

未来につながる取組を支援する施策を検討していくことが重要だという風に考えております。 

この部会を秋頃までに、本日を含め 3回ほど開催させていただきたいと考えております。 

本日は、本日は条例に基づく施策の実績や、検討に向けた論点についてご意見をいただき、2回目に

見直しの方向性を示させていただいて、3回目には見直し方針案というものを作成していきたいと考えて

います。 

限られた時間ではございますが、ご出席の皆様の専門的な見地から、あるいはご経験を踏まえたご

意見を賜りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。簡単ではございますが、開催に当た

りまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 三浦課長補佐 

はじめに本部会について、ご説明申し上げます。お手元の資料 1 をご覧ください。本部会は、北海道

商工業振興審議会条例第 5条に基づき設置する部会であり、7月 27日に開催された審議会において、

北海道産業振興条例あり方検討部会の設置が承認されております。 

本日は、委員 8 名中、現時点において 7 名のご出席をいただいております。委員の過半数以上が出

席しておりますことから、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。 

なお本部会は、審議会と同様に道が定める「附属機関等の設置及び運営に関する基準」に従い、「公

開」となっております。議事録も北海道のホームページ等で公開することとなっておりますので、あらかじ

めご承知おきください。 
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それでは、お手元にお配りしております出席者名簿の順に、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

北海道ＮＳソリューションズ株式会社代表取締役社長の大岩委員です。 

続きまして、西山製麺株式会社代表取締役社長の西山委員です。 

続きまして、一般社団法人北海道機械工業会副会長の根橋委員です。 

続きまして、ビットスター株式会社代表取締役 CEOの前田委員です。 

続きまして、株式会社ワールド山内代表取締役社長の山内委員は本日欠席です。 

続きまして、一般社団法人北海道食品産業協議会理事の横山委員です。 

続きまして、国立大学法人室蘭工業大学地方創生研究開発センター長の吉成委員です。 

続きまして、一般社団法人北海道ＩＴ推進協会副会長の渡辺委員です。 

また、本日、オブザーバーとしまして、北海道中小企業総合支援センター、中小企業基盤整備機構北

海道本部、北海道立総合研究機構、北海道経済産業局の方々にご参加いただいておりますことを併せ

て、ご紹介させていただきます。 

それでは、議事に入らせていただきます。お手元の資料 1を御覧ください。 

議事の進行につきましては、北海道商工業振興審議会条例施行規則第 6 条第 2 項において、部会

長が行うこととなっております。部会長の選任までの間、引き続き、私が進行させていただきます。 

はじめに、議事の 1 つ目、部会長の選任についてでありますが、北海道商工業振興審議会条例規則

第 6 条第 1 項において、「部会に部会長を置き、部会に属する委員及び特別委員のうちから互選する」

となっております。これに従いまして進めたいと思いますが、部会長の選任について、どなたかご意見が

ある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（特に発言なし） 

 

特になければ、事務局から推薦をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

それでは事務局から提案させていただきます。部会長には、北海道商工業振興審議会の委員であり、

ものづくり産業の振興に精通されております「室蘭工業大学の吉成委員」にお願いしたいと思いますが

いかがでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

■経済部産業振興局産業振興課 三浦課長補佐 

吉成委員、よろしいでしょうか。 

 

■吉成委員 

承知いたしました。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 三浦課長補佐 

ありがとうございます。それでは、吉成委員に部会長をお願いしたいと存じます。 

吉成委員におかれましては、部会長席に移動をお願いいたします。 

それでは、吉成部会長から、一言ご挨拶をいただきたいと存じます。 

 

■吉成部会長 

改めまして、本日は皆様方ご多忙のところ、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。 

先ほどは、ものづくり産業に精通されたと過分なご紹介がありましたけども、私は民間企業、公的試

験研究機関に勤めた後に、大学に移りまして、地域や北海道の発展を目指し、未来に繋がる技術の開

発など産学官の共同研究に携わっております。このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大やカーボ
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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、社会経済情勢の変化のへの対応は「待ったなし」

の状況であります。こうした時代の大きな変化の中で、北海道の産業振興をどのように進めていくのか、

この部会で皆様と議論を深めていきたいと考えております。 

本日は、道内の各業界でリーダーシップを取られている企業の方々にお越しいただいております。皆

様にはこの条例のあり方について、忌憚のないご意見をいただきたいと思いますので、限られた時間で

はございますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

簡単ではございますが、冒頭の挨拶として述べさせていただきます。どうぞよろしくお願いいします。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 三浦課長補佐 

ありがとうございました。それでは、ここからの議事進行につきましては、吉成部会長にお願いしたい

と存じますので、よろしくお願いいたします。 

 

■吉成部会長 

それでは、次第により議事を進めさせていただきます。最初に北海道産業振興条例の検討について、

事務局から、概要や部会での議論の視点などをご説明いただきたいと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

経済産業振興課の安田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お手元の資料の 2、3について、

ご説明させていただきます。 

まず、資料の 2 をご覧ください。「産業振興条例の点検について」という資料です。これで今後の検討

の流れをご説明させていただきます。はじめに、「1 概要」をご覧下さい。前回の条例見直しを、平成 28

年度に行っておりまして、その時点から 5 年が経過したということで、その間の社会経済情勢の変化を

勘案し、施策の取組状況について成果が出ているかといった観点から検討を行うこととしております。 

「2 検討の視点（論点）」でございますけれども、検討の視点の論点としては、大きく 2 つを挙げており

ます。1 つは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のかど

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

ないかということで検討していただきたいと考えております。 

それから 2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のを検討していただきたいと考えております。 

「3 検討を踏まえた対応」につきましては、検討結果を踏まえまして、条例、あるいは施行規則の改正

が必要な場合は、改正に関わる議案の提案を行ってまいります。 

「4 検討スケジュール（案）」をご覧いただきたいと思います。先ほど産業振興局長が申し上げました

とおり、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います。 

本日は、条例の施行状況のほか、他都府県や道内企業に対する調査結果のご説明と今回の検討の

論点についてです。そのご意見をもとに我々の方でたたき台といいますか、案を作成いたしまして第2回、

第 3 回でご議論いただきたいと思っております。第 2 回目は 9 月、第 3 回目を 10 月ということで、予定

をしておりますので、あらかじめお含みおきいただければと思います。 

この検討部会でいただいたご意見をまとめまして、11 月に予定しております商工業振興審議会に報

告させていただいて、条例の改正が必要な場合は、パブリックコメント（意見公募手続）を経て、道議会

のほうに改正案を提案、あるいは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、来

年 4月に施行規則の改正を行いたいと考えております。 

次に、資料 3 をご覧下さい。資料 3 は、今回ご検討いただく条例の概要となります。1 番上の条例の

目的ですが、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、と。そのために企業立地の促進と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と雇用の創出と、雇用の機会の創出することを目的としてお

りまして、4つの基本方針と 6つの基本的施策があり、助成制度については、施行規則で定めることとし

ております。 

ポイントとしましては、企業立地の促進と道内の中小企業の競争力の強化、これを一体的かつ相乗
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的に推進していくということを基本方針にしております。それから枠の外に、条例の施行状況の検討とい

うように書いておりますが、先ほど申し上げましたが、条例附則に「5 年ごとに検討を行う」と規定をされ

ておりまして、それに基づき、今回検討をさせていただいております。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。後ほど、皆様方からご意見は頂戴しますが、ただ今の事務局の説明に対し

まして質疑や確認事項等がございましたら、ご発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

（特に発言なし） 

 

はい。ありがとうございました。それでは、次に進めさせていただきます。ただ今のご説明で北海道産

業振興条例は、企業立地の促進と中小企業の競争力強化を柱としているところですが、施行規則によ

る助成制度の概要と事業実績について、事務局からそれぞれご説明いただきたいと思います。まずは、

企業立地の促進について、ご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と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、資料 4 をご覧いただきたいと思います。企業立地の助成制度の概要です。本制度でござ

いますけれども、端的に申し上げますと、重点的に誘致したい業種を対象業種、例えばこの資料で言

いますと、左側の対象業種の欄に、自動車関連製造業種とか、航空機関連製造業ですとか、こういっ

た、重点的に誘致したい業種の選定をいたしまして、対象地域、設備投資の額、雇用の人数といった

要件に応じまして補助金を交付するといった制度となっております。 

次に、資料の 5 をご覧ください。「事業の実績について」です。平成 28 年度から令和 2 年度までの 5

年間の実績でございますが、110社に対して約 73 億円を補助しておりまして、投資額 1,900億円、雇用

増約 2,300 名が本道にもたらされています。また企業立地件数も 5 年間で 464 件となってございます。

前回の 5年前の実績である 410件よりも増加しています。 

次に 6ページの資料をご覧願います。「企業立地促進費補助金に係る他府県調査及び補助金活用企

業等への意見・要望調査結果について」でございます。 

まず 1 つ目でございますが、他府県との制度の比較結果でございます。北海道の補助制度は、対象

業種、補助対象施設、補助要件の最低雇用増、補助率、補助限度額については全国並みですが、最低

投資額は低く、小規模な投資からも支援可能な制度となっています。 

また、他府県におきましても、生産体制の国内回帰やデジタルトランスフォーメーションへの支援など

といった社会経済情勢の変化への対応が見られる状況です。各データにつきましては、参考資料 4にま

とめてございますので、後ほど御覧ください。 

資料 6の 2つ目についてですが、補助金を実際に活用した企業や市町村、企業誘致推進会議、振興

局からの本補助金に対する意見です。こちらにつきましても参考資料 5にデータをまとめていますので、

後ほど御覧ください。 

資料 6 の太線のまとめですが、この調査結果のまとめとして、まず現状の道の補助制度は他府県に

劣後する内容ではないということ、また、「現状のままでよい」との意見が過半となっております。 

一方で、社会経済情勢の変化を受けた見直しが必要との意見も半数近いというところでございます。

さらに、他府県においても社会経済情勢の変化への対応が見られるところであり、こうした動きも参考に

しながら、検討を進めていく必要があります。社会経済情勢の変化を捉えた見直しの視点は、道案への

賛同が得られたほか、雇用要件緩和への視点が必要との意見もあった、というところでございます。 

こうしたことから、一番下の破線で囲んだ部分、見直しの視点、でございますけれども、追加の視点と

いたしまして、雇用要件の緩和を加えました。これら 7 つの視点により、今回の検討を進めたいと考えて

います。説明は、以上でございます。 

■吉成部会長 

ありがとうございました。ただいま資料 4、資料 5、資料 6について説明いただきました。事務局から企

業立地の促進について、助成制度の概要と事業実績、他府県・企業アンケートの説明がありました。 
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何かご意見、ご質問ございましたら、ご発言いただきたいと思います。 

それでは、企業立地促進の観点から、根橋委員から何かございますでしょうか。 

 

＜質疑応答＞ 

 

■根橋委員 

特に質問事項はございません。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。同じく WEB参加者からですが、大岩委員はいかがでしょうか。 

 

■大岩委員 

私も特に質問事項はございません。 

 

■吉成部会長 

他に会場から、ご意見などいかがでしょうか。 

この後も、ご意見を伺う時間は設けておりますので、次に中小企業の競争力強化について、ご説明を

お願いしたいと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

お手元の資料 7、8、9についてご説明させていただきます。 

資料 7 ですけれども、条例のもう一つの柱であります、中小企業の競争力の強化を図るための助成

措置となります。中小企業が新分野あるいは新市場に進出するために行われる、マーケティングやコン

サルタント招へい、人材の育成・確保、さらには製品開発などに必要な経費に対して、補助する事業とな

っています。 

続いて、資料 8 の方をご覧いただきたいと思います。こちらは中小企業競争力強化事業の実績となり

ます。マーケティング支援、コンサルタント招へい、人材育成・確保、製品開発支支援の 4 つの事業につ

きまして、それぞれ申請件数、採択件数、採択倍率を表示しており、申請件数としましては、マーケティ

ング支援が常に二桁の申請があり、採択倍率で見ると、コンサルタント等招へい事業のニーズが高くな

っています。 

一番下のグラフは製品開発支援制度利用者の事業化率の推移です。本事業で開発した製品・サービ

スを販売し、売上を計上した事業者の割合を表示しており、高い水準で事業化に成功していることがわ

かります。 

続きまして、資料 9 の「中小企業競争力強化促進事業に係る他都府県及び道内企業へのアンケート

調査結果」となります。 

まず、アンケートの結果ですけれども、（1）都府県の中小企業への助成事業について、9 つの府県は

平成 28 年 3 月以降に条例改正を行っておりまして、また本道の他に、5 つの府県がこのたびの世の中

の変革を受けまして、現在見直しを検討しているとのことであります。 

また、（2）道内企業に対する調査では、318 社にアンケートを実施いたしまして、115 社から回答があ

りました。道内企業の皆様は、自社の人材育成・確保、新製品・新技術開発等が必要と考えておりまし

て、やはりデジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルといった社会経済情勢の変化にも対

応が必要としております。また、補助対象経費の拡大や補助率・補助上限額の拡充、設備投資に対す

る支援制度の充実、そういったことの意見をもっております。 

こうした調査結果からの中小企業の競争力強化につきましては、（3）の見直しの視点（案）にあります

ように、人材の育成確保、新事業・新産業の創出支援、それから産学官・産業間の連携促進支援、とい

ったことが見直しの視点になると考えております。その他のデータにつきましては、参考資料 7 にまとめ

てございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。以上でございます。 

 

■吉成部会長 
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ありがとうございました。ただいま、事務局から中小企業の競争力強化について、助成制度の概要を

含めて事業実績と他都府県・企業アンケートの説明がありました。 

何かご意見、ご質問がございましたら、ご発言いただきたいと思います。 

中小企業競争力強化促進事業の活用という観点で、渡辺委員の方からいかがでしょうか。 

 

＜質疑応答＞ 

 

■渡辺委員 

素朴な疑問というか、こういうのはどういう風に盛り込まれてるんだろうというところなんですけど、北

海道って製造業はあまりなくて、サービス業が多いという産業構造だと私は理解していて、ほかの自治

体とはまたちょっと違う産業構造になっていると思うのですが、そういう産業構造の違いみたいなものは、

こういったものの中にどのように盛り込まれるのでしょうか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

ご質問ありがとうございます。ご指摘の通り、北海道は製造業が少ないという産業構造になっておりま

すことから、我々といたしましても、そういった製造業を増やしていくといいますか、それで裾野から広げ

ていくということが今回の条例の企業立地と中小企業の競争力強化を一体的に、というのはそこらへん

がありまして、例えば立地していただいた企業に他の中小企業が取引として参入していくといったところ

を目指しているのが条例であります。 

そのため、中小企業の競争力強化に向けた助成制度をこういった形で、制度設計しているところであ

ります。 

 

■渡辺委員 

ありがとうございます。 

 

■吉成部会長 

その他ありますでしょうか。西山委員から、いかがでしょうか。 

 

■西山委員 

はい、西山でございます。この中小企業競争力強化促進事業の内容というところでございますけれど

も、北海道の会社にとっては、すごく大事なところかと思います。北海道みなさんがよく言われることは、

「素材だけを提供して、価値をつけるのは皆さん本州の方が大半だ」と、「一番よい付加価値の部分は、

北海道ではなかなかつけない」と、「素材だけを渡して、あとは売るのは、そっちだよ」という話をよく聞き

ますので、そういう意味でも、この中小企業の競争力強化促進事業は、重要なところかと思います。 

その中でも特に資料 8の 1番と 5番は、過去のデータ等を拝見しましても、マーケティング支援事業、

それから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いので、この分野は、やはり皆さ

ん特に、望まれているところではないかと思いますので、使い勝手が良いようにするのがよいのではな

いかと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

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。その他、ございますか。横山委員、どうぞ。 

■横山委員 

横山でございます。中小企業に、このような支援をしてくださっていることに心から感謝をしております。

ありがとうございます。先ほど中小企業の競争力強化のところで、人材についてのことについてお話が

ございましたが、近年経営環境が大きく、スピーディに変化している中、中小企業は、毎年定期的に雇

用することや、余裕をもった人材確保は難しい状況にあります。 
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新卒を採用して育てていくことはとても大切なことであると考えておりますが、即戦力となる経験豊か

な方や特別な知識を持った人材を求めることも多くなってきています。そのような人材を確保するために

は、それを専門とするリクルート企業へお願いするケースが多く、新卒と異なり多額の費用が必要となり

ます。できましたらそのようなことについての助成についてもご検討をお願いできればと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

ありがとうございます。 

ご意見を踏まえまして、検討させていただきたいと思います。 

 

■吉成部会長 

参考資料 7 にも、企業からの意見要望の一番に「人材育成・確保」が上がっておりますので、ぜひお

願いしたいと思います。その他、ございますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。 

続きまして、道内の社会経済情勢や条例点検の論点について、事務局からそれぞれご説明いただき

たいと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

お手元の資料 10、11、12、13についてご説明させていただきます。 

はじめに資料 10 をご覧下さい。「道のものづくり産業の振興施策の全体像」についてご説明します。

一番上のスライドですね、主な施策として、技術力向上、製品開発、人材確保、販路拡大といった 4つの

柱がありまして、網掛けの青い部分が、条例による事業となっております。個別企業への直接的な支援

となっており、その他右側の白い方は、情報提供やマッチングの場の提供、アドバイスなどを行うもので、

こちらは道の一般施策の中で展開しております。 

下のスライドは、代表的な産業分野について記述しておりますが、自動車関連産業では、技術力向上

に向け、立地企業の出身者の方に「ものづくり産業アドバイザー」に就任していただき指導を行っていた

だくほか、販路拡大といったところでは、立地企業グループ向けの展示商談会や逆見本市の開催などを

いたしまして、販路拡大の場の提供を行っております。 

 

次のページになりますが、こうした取組を通じた「ものづくり産業分野の集積事例」でございます。自動

車関連産業につきましては、立地企業に対して、高い技術力をもった地場企業の参入が増加していると

いった他、健康長寿産業につきましても、立地企業と道内企業との連携の動きがみられてきております。 

下のスライドは、製造品出荷額の推移ですけれども、本道の製造品出荷額のピークは、平成 26 年

（2014 年）の 6.7 兆円でございました。直近の令和元年（2019 年）は 6.0 兆円と、ピークに比べまして、

7,000 億円の減少で、減少要因は構造的に国内需要が減少している石油製品、鉄鋼業、紙パルプの減

少が大きくなっています。一方で、食品、金属製品、輸送用機械器具は増加している、といった傾向にあ

ります。 

次のページお開きいただきたいと思います。自動車部品等の道内調達状況につきましては、2009 年

の377億円、24.5％であった道内調達が、2019年には882億円、34.2％と過去最高を記録しております。

また下のグラフの食関連機械を含む生産用機械の出荷額は、どちらも増加傾向にあります。 

このように製造品出荷額全体としては、前のページにありますように、なかなか上がってきていないと

いったところですけれども、こうした伸びしろの大きなところですとか、増加傾向があるところについては、

道として重点的に取り組んでいきたいと考えております。 

次の資料 11をご覧いただきたいと思います。経済構造の転換ということを先ほど条例の目的のところ

に掲げていることをお話しいたしましたけれども、実際に道内のマクロ経済がどのように動いているかと

いうことを整理しましたので、簡潔にご説明します。 

はじめに、道内の総生産、ＧＤＰの推移のグラフです。平成 20年の条例制定時は、リーマンショックの

年でもありました。ここで急激に下がった後に、平成 24年以降は年々増加傾向にあります。GDPの統計

調査は、平成 30年が直近となっておりまして、新型コロナウイルス感染症の影響はまだ見えない状況で

す。折れ線の国全体の動きについても、増減状況は、道内と同様となっております。 

次のスライド、公的需要と民間需要の推移についてご覧ください。全国と道内とを比較して、時系列で
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その折れ線グラフでお示ししております。公的需要比率の直近である平成 30年は全国が 25％に対して、

道内が 32％、条例制定以降、公的需要比率の差が縮小傾向にありましたが、近年の自然災害ですとか、

その復旧事業等がありまして、増加傾向にあります。下のグラフが、民間需要額をお示ししております。

道内でも、民間需要が増加の傾向にありますが、全国との差が広がってきております。 

次のページになります。「製造業の状況について」、本条例は製造業を重点対象としており、製造業の

動きを棒グラフで示しているのがこのグラフです。上のグラフが出荷額ですが、平成 21 年を底に年々増

加傾向にあります。 

 

一方で、付加価値額、企業でいうと利益の部分ですが、出荷額は増えているにもかかわらず、残念な

がらまだ付加価値は伸びていないという状況です。北海道の経済構造という観点からこうした部分を振

興する必要があると考えております。 

下のスライドは、製造出荷額の多い業種を表で表しています。1 位食料品、2 位石油、3 位鉄鋼、4 位

パルプ、5位輸送用機械となっております。時系列は下の折れ線グラフですが、特に石油製品が平成 22

年に急激に増えて、平成 28年には落ちていますが、高水準を維持しています。 

右側の付加価値額を見ますと、1 位食品、2 位パルプ、3 位輸送用機械、4 位鉄鋼、5 位石油となって

おりまして、先ほど出荷額の成長を牽引してきた石油製品につきましては一部の年でマイナスとなるな

ど、激しく増減を繰り返しております。これは石油については、原油価格とか為替の変動というのが原因

であると考えております。 

一方で、食料品ですとか輸送用機械というのは出荷額、付加価値額ともに着実に伸びてきているとい

う状況になっております。今後も出荷額を増やしていくのに合わせて、付加価値の向上に着目した施策

というのが重要であると考えております。 

次のページの、「雇用情勢について」をご覧ください。雇用情勢につきましては、平成 21 年を底に、

年々改善してきておりまして、平成 30年は全国的にも有効求人倍率が過去最高を記録したところであり

ます。令和 2年は新型コロナウイルス感染症の影響で、道内は 1.0倍を下回りました。 

下のグラフは、人口と生産年齢人口の推移となります。今後は人口減少ということが更に進んでいき

ますので、労働力の確保というのが課題となってくるところです。 

下のスライドは、「リカレント教育等について」ということで、今の雇用情勢の数字のとおり、人口減少

による労働力不足が深刻化する一方で、「令和 2 年度厚生労働白書」では、2040 年には男性の 4 割が

90歳、女性の 2割が 100歳まで生きると推定し、「人生 100年時代」を迎えるとの見通しを示しておりま

す。 

誰もがいくつになってもライフスタイルに応じたキャリア選択やステップアップのために、学び直しを行

う、リカレント教育やリスキング等の重要性が着目されております。 

次のページに参ります。ここからは見直しのポイントということで、まずは、①「ゼロカーボン北海道の

実現に向けて」です。国では温室効果ガス排出量を 2030年度までに 2013年度比 46％削減、2050年カ

ーボンニュートラルを宣言いたしておりまして、道でも 2030 年度に 2013年度比で 35％削減、2050年ま

でにはゼロカーボンを目標としております。脱炭素型ビジネススタイルへの転換や専門人材の育成、環

境と経済の好循環の創出といったところが見直しのポイントと考えております。 

 

下のスライド、②「デジタルトランスフォーメーションの推進」についてです。本道は、全国を上回るスピ

ードで加速する人口減少や少子高齢化による労働力不足、広域分散型社会構造による地域格差、また、

今般の新型コロナウイルス感染症拡大への対応といった課題があります。これらの課題解決のため、

IoT や AI などの未来技術活用による生産性の向上や人材の育成、情報インフラの整備などが必要とな

っております。 

次のスライドをご覧ください。こちらは、③「新しい働き方」です。ウィズ・コロナ、ポスト・コロナの時代の

働き方としても、兼業・副業、フリーランスなどの多様な働き方への期待が高まっているという傾向があり

まして、企業が安心して兼業・副業を認めることができるルールの整備や、企業におけるテレワークの取

組促進が必要となってまいります。企業が整備されたルールに適切に対応できるよう側面的な支援がポ

イントと考えております。 

次のスライドは、④「大規模事業所の再編への対応」です。デジタル化の進展や新型コロナの影響な
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どによりまして、社会経済情勢の変化や経済活動の停滞などにより、製紙工場に代表されるように大規

模事業所において生産縮小や撤退といった事象が、道内各地で発生しています。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ことから、影響を最小限に抑えるため、地元自治体等と連携

した「雇用の場の提供」や「地域経済の活力の向上」などの対応が必要となっております。 

この資料の最後が、⑤「北海道における宇宙関連の動き」です。国内外で宇宙産業が注目される中、

道内でも大学や企業による宇宙関連の取組が進展しています。資料には、民間企業の取組を記載して

おりますが、大学でも、例えば室蘭工業大学では小型衛星の開発なども行われております。研究開発

や技術開発にあたって、大学と企業の連携が進むといった事例も見られます。 

長くなって恐縮ですが、次に資料 12 をご覧ください。こちらは先日、開催されました北海道商工業振

興審議会において、本部会設置の際に、委員の皆様からいただいた主な意見でございます。 

最後に資料 13 をご覧ください。今後の論点、先ほどの繰り返しになりますが、私たちといたしましては、

人口減少といったこれまでの課題に加えて、新型コロナ感染症による影響、カーボンニュートラルの実

現、デジタルトランスフォーメーションの推進、新しい働き方や大規模事業所再編への対応、また宇宙な

どの新しい動きといったことが今回の点検にあたり論点になると考えております。そうした検討を行った

上で、条例の基本施策あるいは助成措置を見直すべきか、ということを私共からもたたき台をお示ししな

がら、この部会でご意見を頂戴いただければと考えているところです。以上です。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。それでは、ただ今事務局から道内の社会経済情勢や条例点検の論点につ

いてご説明いただきました。ここは少し時間をとりたいと思います。資料 10 から 13、またそれに関わら

ず、全体を通してご意見伺いたいと思います。 

特に、支援制度の改善や新たなメニューなど、また、見直しの論点に新しく付け加えるようなことがあ

れば、ご意見を賜りたいと思います。いかがでしょうか。 

 

＜質疑応答＞ 

 

■大岩委員 

北海道 NSソリューションズ大岩です。一点だけお伺いしたいのですが、我々が今、身を置いている IT、

まあ DX も含めてですけれども、全体的に人手不足で人の取り合いっていう、そういう構図になっていて、

それはたぶん中小企業からみたら、何か DX をやろうとしたら、自分たちが IT 技術者を抱えなければな

らないという意味では IT業界だけではなくて、全体の問題になってるんだろうと理解してございます。 

その中でちょっとお伺いしたかったのは、たぶん基本的には例えば日本全体で牌が足りないと言って

る中で、北海道という枠で考えたときに、北海道の人を育てるという視点と、もう一つの視点は、よそから

どうやって人をひっぱってくるかっていう視点があると思っているけれども、だとすれば、国内もあります

し、まあたぶんそれでは足りないでしょうから、海外の高度人材を引っ張るっていうこともあるのかなって

いう風に思うんですけども、そこらへんについては、どんなところを考えられてるかとかってところがもし

あれば、ちょっとお教えいただければと思ったんですけれども。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

ご指摘の通りでありまして、まあ IT 業界もそうであるかと思いますけれども、なかなかそういった人材

がいないというような状況にあるのはその通りであります。 

我々といたしましても、今は道内の大学において、企業と連携しながら、学生から人材を育てていくと

いった取組を行っている他、やはり U ターン、I ターンというのもありますけれども、道外からも人材を取

り込んでいくような施策というものも少しづつは行ってきてるようなところでありまして、今回の見直しを機

に、皆さんにそういったところをご議論いただければと思います。 

 

■大岩委員 

そうですね、我々も同じですけども、例えば海外から人を調達というと言葉は悪いですけども、人を採

用するというのは、なかなか経験も組織もあんまり十分じゃないという状況では非常に難しくて、これは
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個人的な考え方ですけども、そういうことをちょっとやりやすいような助けみたいなやつを中小企業に対

してやられるっていうのは、一つ意味があるんじゃないかなっていうのは個人的には思っていますってと

こだけは申し上げさせていただきます。 

 

■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。 

 

■吉成部会長 

ご指摘のとおり、デジタル人材は不足しておりまして、例えば本学（室蘭工業大学）の教育の観点から、

学部改組を行ったときに、全学生に情報処理教育を受けてもらうようなことを始めております。 

点検の論点にもありますけども、グリーン×デジタルといったような、「×デジタル」がどんどん増えてい

く中で、この辺が答えになるかと思いますので、何か補足等あれば、少しご説明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 

資料 13 の（2）のカのところで、「グリーン×デジタルなど、相乗効果が期待される取組の推進」という

のがありますけども、ここでイメージしていただければと良いかなと思うのは、施設になりますと、再生可

能エネルギーを活用したデータセンターというようなところがイメージできますが、人材のところにつきま

しても、IT 人材はいろいろなところで活躍されると思いますので、こういったゼロカーボンに向けた取組

の中でも、IT 人材は、必要になってくると思いますので、この部分で人材が不足しているということです

ので、それをしっかりと補えるような施策をご議論いただきたいと思います。 

 

■吉成部会長 

デジタル人材に関わらず、その他、ご意見いかがでしょうか。 

それでは、今グリーンのところで脱炭素みたいなお話ありましたけれども、前田委員の方でこのような

取組に関して、何かご発言ないでしょうか。 

 

■前田委員 

はい、ありがとうございます。まあグリーンとデジタルって、これからまさしく時節潮流に乗るのかなっ

て思ってまして、先ほどの話にちょっと戻って恐縮なんですけれども、やはりそのデジタル人材をいかに

各企業さんで育成する、採用するってことと、私も従事させていただいてるデジタル産業はさらに奥とい

うかですね、深まったエンジニアリングを取りに行くっていうところがすごく重要だと思っております。 

かつグリーンていう点で言いますと、北海道は非常に、地の利がいいと思ってまして、ここはひとつ勝

ち筋だなと北海道的には思ってますので、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

くればいいなという風に考えております。以上です。 

 

■吉成部会長  

あとデジタルというとデータセンターの取組等で何かありますでしょうか。 

脱炭素という意味で。 

 

 

■前田委員 

私、今日はビットスターという立場で来ていますので、ちょっと難しいですが、副務の方で「さくらインタ

ーネット」という石狩のデータセンターの方も務めさせていただいておりまして、こちらでは非常にやはり

データセンターの事業者としてはですね CO2の排出というところに関しまして、非常に社会的にも下げて

いってほしいというニーズが高いものですから、その辺については避けては通れないと考えております

ので、この辺を支援いただけるような施策をいただけると嬉しいなと思います。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安田産業振興課長 

ありがとうございます。ご意見賜って検討させていただきたいと思います。 
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■吉成部会長 

その他、ご意見ございますでしょうか。 

 

■根橋委員 

デンソー北海道の根橋です。カーボンニュートラル、まあグリーンの話になるかとは思うんですけども、

先ほども前田さんからお話があったように、北海道はかなり地の利としては優位に立てるのではないか

と思いながら、ここで今検討されてる新たな課題というのがですね、誘致、エネルギーを活用した上での

誘致と、人材の育成っていう風に掲げてあるんですけども、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っていうところもすごい大切だと思っておりまして、あとは、中小企業

の皆さんがカーボンニュートラル実現しようとしたときに、おそらく省エネと、あとエネルギー買うしかない

のかっていう形になってしまうので、その辺の知恵をつけるような取組というのは必要なんじゃないかな

と思っているんですけれども、その辺て何か考えられてみえるんでしょうか。 

 

■経済部産業振興局産業振興課 安彦立地担当課長 

資料 13（2）のイのところ、カーボンニュートラルの実現というところについてお話をいただきましたが、

ここで「再生エネルギーを活用した企業誘致」と掲げておりますが、再生可能エネルギーのポテンシャル

は風力、太陽光と、北海道は全国の中でもトップクラスでございますが、その実際に、再生可能エネルギ

ーを供給する事業者の誘致といったところについて、どのように進めていくかということについて、この部

会の中でご議論いただきながら、検討させていただきたいと思っています。 

 

■根橋委員 

ありがとうございます。中小企業に対してのカーボンニュートラルで、例えば 

買う以外の取組といった、なんかその辺を支援するような補助みたいなことは何かあり得るんでしょうか

ね。 

たぶん皆さん、悩んで見えるんじゃないかなと。どうやってスタートしたらいいのかなということを考え

てるような気がするので。 

 

■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。まさにですね、脱炭素に向けて中小企業に対してどのような形で支援するか、

我々も今試行錯誤しているところなんですけども、その取組の中身は別といたしまして、例えば今回の

補助金で言いますと、脱炭素に対する取組については少し優遇するようなことも考えておりますが、これ

からの皆様とのご議論の中ですとか、我々の予算もありまして、これからご議論させていただければと

考えております。 

 

■根橋委員 

はい。よろしくお願いします。 

 

 

■西山委員 

西山でございます。今カーボンニュートラルの話が出ておりましたけれども、実はちょっとこちらの方に

は触れられてるところがどこもないのですが、中小企業の国内外における販路拡大のところとカーボン

ニュートラルは大きく関係しております。実は海外とも取引をしているのですけれども、「西山さん、カー

ボンニュートラルには取り組んでいますか？」こんな話もよく聞こえてきます。 

それからその前でありますと、食品の ISO 国際認証、これをまさに「取得されていますか？」という話も

よく聞こえてきます。ということで、5，6年前は、国際認証とか日本の農林水産省も JFS認証スキームづ

くりとかやっていたと思います。 

その次に出てくるのがこのカーボンニュートラル、これは取引条件になってくる。 

こんな時代が国内外、間もなくやってくると思いますので、その辺なんかも何か切り口を書いていただけ
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ますと、中小企業の皆さん、「なんでカーボンニュートラルやるの？いや、実はリアルに関係するところな

んですよ」というのがわかるような風にしていただけると、もっと近く感じて皆さん取り組みやすいかな、と

いうところです。以上でございます。 

 

■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。ご意見賜りまして検討させていただきたいと思います。 

 

■吉成部会長 

製品を取引先に納めるときに、カーボン排出量を提示していかないといけなくなってきていますが、そ

の辺は、どのような状況でしょうか。 

 

■西山委員 

うちは、まだそこまではきておりませんが、でもいずれそういうことがやってくるんだろう、と思いますの

で、社内では今アンテナを高くして情報を集めてるところでございます。 

 

■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。 

食品製造業の話が出ましたけれども、横山委員いかがでしょうか。 

  

■横山委員 

弊社としては、これから取り組んでいく課題であり、現在は特に意見はございません。 

 

■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。 

WEB参加の委員の方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

■吉成部会長 

それでは委員の方から、一通りご意見がでましたので、オブザーバーの皆様からも、お気づきの点が

ございましたら、ご発言をお願いします。 

まずは会場の方から、香川様いかがでしょうか。 

 

■北海道中小企業総合支援センター 香川部長 

私どもの方で「中小企業競争力強化促進事業」の企業に対する補助金の執行業務をやっております。

当該事業は条例に基づいて 5 年ごとに見直しを行っており、少しづつ、基本は同じですけども、少しづつ

中小企業の扱いやすい形で執行されていると思います。 

先ほど人材の確保という関係で、以前から人材難というお話がありまして、それから人材の育成とい

う形でもですね、それが大事なんだという話は聞くのですけども、実際に自分たちでやっておりますと数

字でも現れておりますが、なかなか道内の中小企業が、まず人材の育成の方ですけども、人が足りない

と、確保が大変だということの裏返しで、人材育成のために、先進企業に、あるいは試験研究機関・研修

機関といったところに、人を出せないといった実態も聞いております。人材育成については、その辺を含

めて考えていかなければならないと思っております。 

それとカーボンニュートラルや DXの関係についてですが、日本のそのような動きの中で、補助事業と

して組み立てられるのであれば組み立てていけばよいと思いますが、単純にどうしていくのか、といった

ことはなかなか難しいのではないかと思います。 

これから 2 回、3 回と部会の中でいろいろなご意見がでると思いますが、その中でまとめていっていた

だければと思います。以上です。 

 

■吉成部会長 

さきほど、人材をなかなか出せない。資料 8の中で、産業人材育成・確保支援事業がありますが、こう
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いった事業を展開する中でも、人を出しにくいという企業様もおられるということでしょうか。 

 

■北海道中小企業総合支援センター 香川部長 

実は、細かな数字で上がっている部分でいいますと、当初想定しておりました先進企業に従業員を送

り込んで技術を習得するとか、あるいは公的試験機関や技術関係の研修施設に従業員を送り込んで、

一月二月で技術を習得させるということを想定しておりましたが、数字で上がっておりますのは、小樽商

大の大学院で資格を取る、あるいは大学の特別講座で研修を受けるといったことに、最近では人を出す

といった形で件数が上がっていることが多いところです。 

話を聞きますと、やはり人数が少ない中で人を出すとラインが止まってしまう、という話を聞きます。 

 

■吉成部会長 

ありがとうございました。酒井様、ご意見ありましたらお願いします。 

 

■北海道経済産業局 酒井産業振興課長 

北海道経済産業局の酒井と申します。本日は、貴重な機会をいただき、ありがとうございます。現在

のコロナ禍の中で、今後、社会や経済がどうなっていくかといった点は非常に今、見通しづらくて、先ほ

ど、先を見据えたカーボンニュートラルやデジタルトランスフォーメーションといった話がありましたが、ま

ずは目の前のこの状況の中で、どういった方向性を目指していくか、今非常に難しい状況です。この中

で、この条例の見直しにあたって、少なくとも 5 年先ということにもなってくるかと思いますが、かなり大き

く社会、経済の情勢が変わっていくということが見込まれるということを考えたときに、どこまで検討して

いけるかについて、私ども国としましても施策の方向性とかを情報提供等させていただくことで、少しでも

お役に立てればと思っております。 

先週の 8 月 23 日に、産業構造審議会というものが開かれまして、その中で経済産業省としての新た

な経済産業政策の新機軸というものが示されたと伺っております。施策の目的として、多様化する中長

期の社会経済課題の解決ということを掲げておりまして、具体的には 3 つの重要課題として、第 1 にグ

リーン、第 2にデジタル、そして第 3にレジリエンスということを挙げております。レジリエンスとは経済安

全保障、重要技術や重要産業を守り、育てていく。こういった課題に対して、それを解決していく取組そ

のものを産業政策とか、成長戦略の中核にしていく、といった形で組み立てられているようです。今後、

条例の見直しを進めていく中で、こういった私たち経済産業省、国としての取組方針とかも意識をしてい

ただくとよろしいのかなと。これらと連携していただけるよう我々としても情報提供させていただきたいと

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す。 

それでは、WEB参加者の方から、磯部様お願いいたします。 

 

 

■中小企業基盤整備機構北海道本部 磯部経営支援部長 

中小機構の磯部でございます。議論を拝見していて、特に意見はないのですが、例えば航空宇宙産

業や販路開拓といった取組は、中小機構の取組でも行っておりますので、連携を行っていければと考え

ております。あとは、テレワークの導入について、個人的には、現下のこういった状況において、7 割削

減に向けてこれを支えるような要件とか、募集の仕方ができるのではないかと思った次第です。雑ぱくで

はありますが、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。安彦でございます。航空宇宙の話を頂戴しましたが、資料 13 の論点の中にも、

新しい動きということで宇宙産業の新しいビジネスモデルへの対応といったことを掲げさせていただいて

おります。特に宇宙産業でございますけれども、ご案内のとおり、道内の独自の技術力を生かした従来

にない小型ロケット、インターステラテクノロジズの観測ロケット MOMOが 7月には、7号機、6号機と連
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続で打上成功ということがございました。また一次産業の生産性向上を図るような衛星データの利活用

といった宇宙に係るビジネスの取組も生まれておりますし、これからこれらが大きく成長していくとことを

期待しているところでございます。従いまして、この部会の中で、宇宙も含めましてご議論いただきなが

ら、そういった取組、誘致も含めまして、どうやって対応していくかを検討させていただければと考えてお

ります。以上でございます。 

 

■吉成部会長 

よろしいでしょうか。それでは、WEB参加者から、内山様、お願いいたします。 

 

■北海道立総合研究機構 内山ものづくり支援センター長 

資料 10、資料 13 を見ながら、道総研工業試験場としましては、この資料 10 に記載されているような

産業人材の育成という部分では、昨今、AI だとかロボットだとかに関する研修等の人材育成に取り組ん

でいるところでありまして、特にこういった取組が非常に重要なことだと思っているところです。 

それと資料 13 の点検の論点の中で、カーボンニュートラルや DX に関しましては、道総研としまして

も、特に工業試験場、産業技術環境研究本部というところでは、エネルギー・環境・地質研究所はカーボ

ンニュートラルに大きく関与しながら、そして DX に関しましても工業試験場として取り組んでいかなくて

はいけない課題だと思っているところです。 

 

■吉成部会長 

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

整理していただき、次回の部会で引き続き検討させていただくことといたします。事務局から何かありま

すか。 

 

■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。長時間にわたり、活発な御議論をいただきまして、誠にありがと

うございました。本日いただいたご意見の中で、特に多かったのは、カーボンニュートラルへの対応、特

に企業がどのように対応していったら良いのか、知恵をつけていくことも含めて考えていかなければなら

ないというご意見がございました。 

そして、やはりデジタルトランスフォーメーションが進んでいく中での人材の育成確保という部分をどう

していったら良いのか、ということで、かなりご意見をいただいております。資料 10 の冒頭でもご説明さ

せていただいたところですが、1 つは条例で個別の企業を支援させていただく、それから、先ほど道総研

の方からもお話がありましたが、工業試験場では生産管理といったいろいろな面で、基本的には技術力

の向上といった観点から、人材育成に取り組んでいる部分もございます。 

このようなことも含めて、このような大きな社会経済情勢への変化の中で、道内企業の取組をどのよ

うにお手伝いしていけるか、ということを我々も条例とそれ以外を含めて検討していかなければいけない

と思いながら、お話を伺いました。 

本日は、それぞれの立場からのご意見をありがたく賜ったところでございます。第 2回目以降も、皆様

とご議論しながら、相談させていただきながら進めさせていただきたいと考えております。 

本日は、誠にありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

■吉成部会長 

以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして、第 1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。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

なお、第 2 回検討部会は 9 月 30 日（木）13:30 から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。 


