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北海道産業振興条例に基づく施策の検討について 
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 

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 

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 
〔これまでの課題〕 
○人口減少下での 
・人材育成・人材確保 
・省力化、生産性向上 
○付加価値の向上 
○販路拡大 
○域内循環の促進 

＜道＞ 
○ 2008年 4月、北海道の経済の活性化及び雇用の
機会の創出に資するため、「北海道産業振興条例」
を施行。 

○ 2020年 3月、雇用・労働に関する諸課題への的確
な対応を図りながら、良質で安定的な雇用の実現に
向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、
「北海道雇用・人材対策基本計画」を策定。 

○ 2020年 3月、人口減少の状況を直視しつつ、時代
の潮流を捉えながら、北海道の創生に向けた施策
を総合的かつ計画的に推進するため「北海道人口
ビジョン」を改訂するとともに、「第二期北海道創生
総合戦略」を策定。 

 

＜専門部会委員＞ 
① DXも含めて IT業界においては、日本全体で人
手不足によるデジタル人材の取り合いという構
図になっており、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。 

 

○新型コロナ 
ウイルス感染症 

＜国＞ 
○ 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＞ 
○ 各種支援金のほか、中小・小規模企業等に対する
資金繰り支援や伴走型経営支援。 

○ このほか、需要回復に向けた取組支援として、「プ
レミアム付商品の発行」や「新しい旅のスタイル」の
実施、宿泊事業者感染防止対策等支援事業などを
実施。 

 ＜企業等＞ 
○ 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。 

○ 移動制限や密回避により、商談
会や展示会について、対面での
開催が中止となったり、オンライン
での開催となったりした。 

 
＜他都府県＞ 
○ ポストコロナ見据えた企業力向
上に向けた見直し検討中。（5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。 

 

＜審議会委員＞ 
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。 

＜他都府県＞ 
○ カーボンニュートラルの実現に向
けた取組を検討中。（5県） 

資料１９ 

 

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 
○カーボン 
ニュートラルの実現 
 

○ 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言。 

○ 本年 3月、2030年度に 2013年比で 35％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。 

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・
政策が出てくるとよい。 

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・政策が出てくるとよい。CO２の
排出を下げる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ついては、国内で重要
な課題、北海道でも支援をしてほしい。 

② カーボンニュートラルの支援策として、CO２を出
さないような技術革新、CO２を回収・吸収する技
術を開発する企業への支援を考えていかなけれ
ばならない。 

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 

＜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 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。 

○ 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」策定。 

 
 

＜審議会委員＞ 
１ 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。 

 
＜専門部会委員＞ 
① DXも含めて IT業界においては、日本全体で人
手不足によるデジタル人材の取り合いという構
図になっており、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。（再掲） 

② 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。 

② 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は進むのではないか。 

② IT業界だけでは、デジタル化を支援していくこ
とは難しいのではないか。 

 
＜専門部会オブザーバー＞ 
② DXはハードルが高いものかもしれない。まず
はエンジニアリングができる人材が育つとよい。 

 

＜他都府県＞ 
○ デジタルトランスフォーメーション
の推進に向けた企業への支援の
取組を検討中（5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 
○新しい働き方への 
対応 

＜国＞ 
○ テレワークの労務管理の方法の明確化や通信機
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＞ 
○ 中小企業向けに、テレワークセミナー、体験会・商
談会を実施するほか、国と連携し、テレワーク導入
の取組に助成。 

 
 

 ＜他都府県＞ 
○ 新しい働き方に向けた取組を検
討中（5県） 

○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。 

 
＜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。 

 
 

＜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。 

＜他都府県等＞ 
○ コロナや大規模事業所の休止方
針への対応として、国の事業再構
築事業の上乗せ措置（大規模事
業所との取引割合に応じて、最大
３００万円交付）（１市） 

○新しい動きへの 
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 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。（再掲） 

 
＜専門部会オブザーバー＞ 
① 中小機構においても、航空宇宙産業に関する
取組を行っており、連携を行っていけると良い。 

 

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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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 

② 現行の支援（助成）制度について 
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 

○マーケティング 
 支援事業 

 
＜審議会委員＞ 
１ マーケティング支援事業は、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。 

 
＜専門部会委員＞ 
② 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。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。 

＜企業等＞ 
○ 移動制限や密回避により、商談
会や展示会について、対面での
開催が中止となったり、オンライン
での開催となったりした。〔再掲〕 

 

○コンサルタント等 
招へい支援 

 
  

 
○産業人材育成支援 ＜道＞ 

○ ものづくり・健康長寿・IT・航空宇宙産業などの中
小企業等の人材育成に向けた各種セミナーの実
施。 

 
○ 高等技術専門学院等において専門的な技術・技能
を身につける 6 ヶ月から 2年間の訓練や離転職者
向けの短期間の委託訓練などを実施。 

＜審議会委員＞ 
１ 近年人材育成と確保の件数があまり伸びてな
い。コロナウイルス感染症の影響と推測される
が、技術革新のためには人材が欠かせない。 

 
＜専門部会委員＞ 
② 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。 

 
② 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。（再掲） 

 
＜専門部会オブザーバー＞ 
① 人員不足の道内企業は人材育成のためであっ
ても、先進企業等に従業員等を長期間派遣する
ことが厳しい状況。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜企業等＞ 
○ 移動制限や密回避などにより、
従業員を派遣先に送り出すことが
難しい状況。 

 
○ 人材育成の支援を拡充してほし
い。 

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 
○産業人材確保支援 
（テレワーク導入） 

 
 

＜国＞ 
○ テレワークの労務管理の方法を明確化や通信機
器の導入支援を実施。(再掲) 

 
＜道＞ 
○ 中小企業向けに、テレワークセミナー、体験会・商
談会を実施するほか、国と連携し、テレワーク導入
の取組を助成。(再掲) 

 
 

＜専門部会委員＞ 
② 人材は道内よりも道外、首都圏にいると感じ
る。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
でそういう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。 

② 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。 

 
＜専門部会オブザーバー＞ 
① 新型コロナウイルス感染症対策として、出勤の

7割削減に向けたテレワークの導入に対する支
援を行ってはどうか。 

 

＜企業等＞ 
○ 人材確保の支援を拡充してほし
い。 

○市場対応型 
 製品開発支援 

 
＜専門部会委員＞ 
① 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。 

 

＜企業等＞ 
○ 開発には人件費が非常に大き
なウエイトを占めるため、人件費
を対象経費として認めてほしい。 

 

 
 
 
 
 

一般 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

特定産業分野 
 

  
 
 
 
 

＜企業等＞ 
○ 産業分野が特定されていたため、
一般に申請した。 

 

共同研究開発  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

＜企業等＞ 
○ 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。 

 

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 
その他（制度全般）  ＜専門部会委員＞ 

② 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。 

② 産業人材育成・確保、コンサル事業は、何を補
助してもらえるか、例示がないとわからない。 

② 申請方法について、レ点チェックを使うなど、よ
り簡単な仕組みづくりが必要。これまでの補助制
度は作文ありきで、手間がかかりすぎる。 

② 実態がどうか、支援する価値があるかをしっか 
り審査すること、制度利用後のフォローアップや
実績把握の仕組みも必要。 

② 中小零細企業は年齢層が様々。誰でもわかる
ように、具体的な例を大きめの絵、少なめの文字
をパターン化した方がいい。まずはパッとイメー
ジして、ハードルが低い印象が大切。 

② 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ことに助成
があると DXは進むのはないか。（再掲） 

② IT業界だけでは、デジタル化を支援していくこ
とは難しいのではないか。（再掲） 

 
＜専門部会オブザーバー＞ 
② 補助金について、周知をどこまでやればいいの
かは難しい。 

② 年度内で複数の公募期間を設けたり、企業の
熟度によって要件を低くする代わりに、補助額は
下げるとか、逆に高いハードルの助成はそれな
りに優遇するとか、様々な制度があってもよいの
ではないか。 

② 支援制度の情報発信の仕方に対するご指摘に
ついて、制度を必要とする方に、必要な情報が
届いているのか、過去から現在に至るまで最大
の課題。 

＜企業等＞ 
○ 補助率や補助上限額を上げると
いった補助の拡充をしてほしい。 

○ 対象経費を柔軟にしてほしい。 
○ 申請手続きのオンライン化など、
手続きの簡素化や事務的負担の
軽減 

○ 同一年度内における複数回の公
募 

○ 複数年度の継続支援 
○ 新分野への事業展開のワンスト
ップ相談窓口を振興局単位で設
けてほしい。 

 

 
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 


