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平成２５年度 第１回北海道商工業振興審議会議事録 

 

日 時：平成２５年７月３０日（火） 

    １３：００～１４：４０ 

場 所：北海道第二水産ビル４階４Ｆ会議室 

 

 

■加藤主幹（経済部総務課） 

 ただ今から、平成２５年度第１回北海道商工業振興審議会を開催いたします。 

 私、本日の進行を務めさせていただきます、道庁経済部総務課の加藤でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、委員１５名中１２名のご出席をいただいております。委員の過半数が出席して

おりますので、北海道商工業振興審議会条例施行規則第２条第２項の規定により、本審議

会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 開会にあたりまして、経済部長の辻から、ご挨拶を申し上げます。 

 

■辻経済部長 

 経済部長の辻でございます。本日は、お忙しい中、ご出席賜りまして感謝申し上げます。 

また、皆様方には、日頃から道政の推進、また経済施策の推進につきまして、格別のご支

援、ご協力を賜りまして、改めてお礼申し上げる次第でございます。  

 また、冬の厳しいエネルギー状況の中で節電にご協力いただきましてありがとうござい

ます。 

 安倍政権発足以来、大胆な金融緩和、機動的な財政出動、そして成長戦略の「３本の矢」

が放たれたということで、全国的には景気は回復と言われているところでございます。 

 本道におきましても、公共投資の増加の影響もあります。円安を受けて外国人観光客も

非常に増えている。また、そういった流れと併せまして求人等も増えて参りまして、雇用

情勢も上昇気味といった状況になっておりまして、景気回復が徐々に見えてきているとい

った状況が、データ的には見受けられるところでございます。 

 一方、地域でお話を伺いますと、まだまだ景気回復を実感できるまでには至っていない

といった声も寄せられているところでございます。 

 北海道では、こうした景気回復を何とか実感していただけますよう、国の施策を活用し

ながら地域の中小企業の活性化、雇用の場の確保といった取組、さらには、力強い地域経

済づくり、食、観光、ものづくり産業の振興といった取組を着実に進めている状況でござ

います。 

 本日の審議会、２つの議題を用意させていただいております。一つめは、「今後の本道

ものづくり産業の展開」で、本件につきましては、機械工業会等関係団体の方からも、北

海道のものづくり産業のあり方、地域経済の活性化につながるようなものづくり、併せま

して人材の確保、そういった面にもっと踏み込んだ取組をするべきではないかといったご

意見を賜りまして、今回ポイントをしぼりながら、本道経済を牽引するものづくり産業の

振興のあり方の方向性を考えていきたいということを含めまして、本審議会に部会を設置

してご議論していただきたいと考えてございます。 

 もう一つは、「ほっかいどう産業振興ビジョンの推進」。これにつきましては、今年度

は、国や民間企業との連携を強めながら、経済活性化の取組を進めておりますが、何と言
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っても、このビジョンにつきましてはＰＤＣＡサイクル。施策が進んでいるのか、その評

価はきちんとできているのか、何が問題なのか、それをどう対応するのか、そういった取

組をしっかりやっていかなければならないといったご意見をいただいているところであり

ますので、私どもとしても、着実にそういった課題をクリアしてまいりたいと考えている

次第であります。  

 本日は、限られた時間でございます。皆様におかれましては、それぞれの専門的見地か

ら、活発なご議論をいただければと考えております。私どもとしては、今後の道の施策に

反映していきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

■加藤主幹 

 はじめに、委員に異動がありましたので、新しい委員の方をご紹介申し上げます。 

 株式会社日本政策投資銀行北海道支店長、関根久修委員でございます。 

 

■関根委員 

 関根でございます。よろしくお願いいたします。 

 

■加藤主幹 

 関根委員には、地場産業、ベンチャーに係る出資・融資などを通じまして、本道商工業

の振興にご支援いただいている日本政策投資銀行の北海道支店長のお立場からご意見をい

ただきたいということで、ご就任いただいたところでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 この他のご出席の委員の皆様につきましては、お手元の出席者名簿により、ご紹介に代

えさせていただきます。 

 議事に入ります前に、皆様にお知らせ申し上げます。本審議会は、道が定める「附属機

関の設置及び運営に関する基準」に従い「公開」とし、議事録も北海道のホームページ等

で閲覧に供しますことをご承知おき願います。 

 それでは、ここからの進行は、武邑会長にお願いいたします。 

 

■武邑会長 

 それでは、本日の議事に入りたいと思います。本日の議事は、次第にありますとおり、 

２件の議題を予定しています。まずは、議題の１つめ「今後の本道ものづくり産業の展開

について」、事務局より説明をお願いいたします。 

 

■三島産業振興課長 

 産業振興課長の三島でございます。よろしくお願いいたします。それでは私から、「本

道のものづくり産業振興の新たな展開方向の検討について」ご説明させていただきます。

お手元に資料１をお配りさせていただいております。「ものづくり産業の現状」、「主な

取組」、「展開方向の検討」、今後の「検討スケジュール」ということで整理をしており

ます。この資料に沿いまして、ご説明申し上げます。 

「１ 本道のものづくり産業の現状」についてでございますが、今日はこの資料とは別

に、参考資料ということで、「ものづくり産業に関する統計資料」をお配りしております。

こちらの方は詳細の説明は割愛させていただきますが、併せてご参照いただければと存じ

ます。 
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まずは現状につきまして、全国との比較でございますが、一般的によく言われますけれ

ども、道内のＧＤＰに占める製造業の割合が概ね１割弱ということで、全国に比べて半分

程度で、製造業の集積が薄い状況になっております。一方で、２ポツ目のところ、工業統

計のデータになりますけれども、最近のデータを見ますと、製造品出荷額は、全国がリー

マンショックの影響もあり減少している中、北海道は横ばいから微増傾向となっていると

いうことで、特に石油・石炭製品、鉄鋼などが牽引している状況になっております。また、

付加価値額を従業者数で除した付加価値生産性、あるいは生産額のうち、どのくらい付加

価値すなわち、従業者や企業の所得が占めているかという付加価値率でございますが、い

ずれも全国に比べると大きく数字が下回っておりまして、付加価値の面からは、全国に見

劣りをするという状況になっております。  

 続きまして、業種別、地域別の状況を見ますと、製造品出荷額では、食料品、石油・石

炭製品、鉄鋼、紙・パルプ・紙加工品、輸送用機械器具、さらに６番目は、ここには書い

ておりませんが、飲料・たばこで、業種別に見ますと、食品、基礎資源、自動車部品の比

重が大きくなっており、これらの比率を足し合わせるとだいたい７５％くらいになってい

る状況でございます。また、振興局別に工業統計のデータを見ますと、事業所、従業者数

は石狩振興局管内が大きく、出荷額は、苫小牧、室蘭を抱える胆振総合振興局が最上位に

なっています。併せまして、日高、檜山、留萌の各振興局につきましては、出荷額の全道

に占める割合が１％未満と低位になっており、ものづくり産業の集積が地域で大きくばら

つきがあると認識をしているところでございます。 

 最近の動向を見ますと、鉱工業生産指数は今年に入りまして上昇傾向になっているとこ

ろでございます。また、日銀短観が７月１日に発表されましたが、こちらの業況判断指数

も、ものづくり関係で金属製品や輸送用機械で大幅に改善しておりまして、製造業全体で

大きく上向きになっているところでございます。生産活動は上向きの兆しが見えるという

ことでございまして、それに伴って、有効求人倍率も持ち直しの動きが見えまして、一部

に人手不足感も生じていると認識をしているところでございます。 

 このように本道のものづくり産業を総括いたしますと、産業全体に占める比重は全国に

比べて低く、業種・地域にばらつきがある一方で、近年、生産活動が増加傾向でありまし

て、特に最近は上昇の兆しが強くなっていると言えるのではないかと考えております。 

 ２番目といたしまして、「ものづくり産業振興の主な取組」でございます。後ほど説明

がございますが、現在、「ほっかいどう産業振興ビジョン」に基づきまして、ものづくり

産業振興の施策を推進しているところでございます。  

 主な取組をご紹介させていただきますと、「幅広いものづくり産業の振興」では、東北

自動車拠点のサプライチェーンをターゲットとした参入促進や企業誘致、あるいは本道は

一次産業に優位性がありますので、そういった視点から、食関連機械産業の参入促進のた

めのマッチングや食関連機械の開発促進の取組などを実施しているところでございます。 

 次に「立地環境を活かした企業誘致の推進・集積の促進」では、本道が有する豊富な食

資源、あるいは冷涼な気候、さらにはリスク分散の適地といった立地優位性を活かした企

業誘致を進めており、また、道の支援施策として、北海道産業振興条例に基づく助成制度

を活用して企業誘致の取組を推進しているところでございます。 

 ３つ目の柱になりますが、「地域における産業技術の高度化」では、こちらも道の条例

や中小企業応援ファンドといった支援制度を通じまして、中小企業等の商品開発、あるい

は事業化への助成、さらには全道各地域に中小企業のための支援機関がございますが、こ

ういったところの機能の強化などを通じて、地場企業の産業技術力強化の取組などを推進
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しているところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、「３ 『本道のものづくり産業振興の新たな展開方向』

の検討」でございます。今ご説明申し上げましたけれども、ものづくり産業は、関連産業

への幅広い波及効果もありますし、雇用の吸収力もあると考えております。本道経済を活

性化するためには、ものづくり産業の振興が不可欠だと認識しておりまして、環境変化に

的確に対応しながら、本日の議題でもあります「ほっかいどう産業振興ビジョン」の取組

をこれまで以上に進めて、地域経済を底上げする力強いものづくり産業を確立してまいり

たいと考えているところでございます。 

 本道のものづくり産業の環境の変化を整理させていただいております。まず１点目とし

て長期的変化では、少子高齢化や人口減少の進行がございまして、需要面という観点から

見ますと、道内・国内市場が縮小するということで、海外市場を狙って、海外展開を積極

的に進めていく必要があると認識しております。また、供給サイドから見ますと、生産年

齢人口が減少することによって、労働力が少なくなりますので、全員参加型社会というこ

とで、女性や高齢者の方に積極的に労働に参加していただく視点が必要と考えております。 

続きまして、短期・中期的変化への即応でございますけれども、先ほどご説明しました

とおり、円高の是正や株高の影響などがありまして日本経済全体が上向いております。そ

うした中、国では成長戦略を策定して、産業再生の取組を積極的に進めていくことにして

おり、今後、国の施策の地域展開が予定されているところでございまして、道も、こうい

った機会を捉えて、国の施策の有効活用という視点を強く持つ必要があると考えておりま

す。また、先ほど申し上げましたけれども、東日本大震災を契機に、全国の企業活動の拠

点の分散化といった動きもありますし、また、食品関連企業では消費者がたくさんいる地

域から、資源に近いところで生産しようという動きもありますので、こういったものを積

極的に北海道に取り込んでいく必要があると考えておりますし、３つめの点になりますが、

大手自動車メーカーで、東北の新しい自動車生産拠点化という動きもございまして、東日

本全体で新しいサプライチェーンを形成するといった動きがありますので、北海道の企業

の参入促進を図ってまいりたいと考えております。 

 こういった環境変化を踏まえまして、道としては、この変化に即応して４年程度を見据

えて、ものづくり産業振興への方向性を改めて明らかにいたしまして、スピード感をもっ

て取組をスタートさせてまいりたいと考えております。 

 つきましては、「新しい展開方向の検討」ということで、先ほど申し上げましたが、地

域経済全体を底上げする力強いものづくり産業が確立されるように、ものづくりに関係し

ていただいています企業、団体、あるいは大学・研究機関など関係者が一つの方向性を共

有して取組を進めてまいりたいと考えております。なお、自動車関連産業につきましては、

これまで重点的に取組を進めてまいった次第でございます。この自動車関連につきまして

は、「北海道自動車産業集積促進協議会」という官民で組織している協議会がございまし

て、こちらの枠組みを活用させていただきまして、自動車関連産業の政策につきましても、

新しい展開方向を見直ししてまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、「検討論点のイメージ」を掲載しておりますが、実際に検討するときに整理して

まいりたいと考えておりますが、ご説明いたしました環境の変化ですとか、ものづくり産

業の課題等を踏まえて、キーワードを例示させていただいているところでございます。こ

ういった形で、今年度、道として新しいものづくり産業の展開方向を整理させていただき

たいと考えているところでございます。 

 最後に、「４ 検討の進め方・スケジュール」でございますが、本審議会の条例の規定
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に基づきまして、ものづくり産業振興部会を設置させていただき、検討してまいりたいと

考えております。委員の構成といたしましては、例えば、１次産業など地域産業と連携し

ていただいているものづくり企業、あるいは新分野へ積極的に展開している企業、金融機

関、学識経験者等の皆様から委員を選定してまいりたいと考えております。さらに、正式

な委員の皆様のほかに、関係する行政機関ですとか、業界団体、人材育成機関等にもオブ

ザーバーとして参画していただきまして、議論を深めてまいりたいと考えております。本

日の席上、部会の設置を決定していただきまして、年内に部会を３回程度開催し、検討し

てまいりたいと考えております。さらに、この部会での検討とは別に、８月下旬、ものづ

くり関係団体の皆様からもご意見を伺う機会を設けてまいりたいと考えております。 

 以上、駆け足となりましたが、私から、「ものづくり産業の新たな検討方向」をご説明

させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

■武邑会長 

 ただ今部会を設置したい旨、事務局から申し出がありましたが、部会の設置等に関して

事務局から説明をお願いします。 

 

■加藤主幹 

 部会の設置についてでございますが、北海道商工業振興審議会条例第５条によりまして、

「専門的事項を調査審議させるため、必要に応じ、部会を置くことができる」こととなっ

ております。その設置につきましては、条例施行規則第５条第１項によりまして、「審議

会が必要と認めたとき」ということになっております。 

 また、部会の委員についてでございますが、条例施行規則第５条第３項におきまして、

「部会は会長の指名する委員及び特別委員をもって組織する」とされております。今回部

会を設置する場合は、部会の委員は、審議会の委員と、条例第３条第２項により任命する

特別委員とで構成し、ご審議いただく予定でございます。説明は以上でございます。 

 

■武邑会長 

 ただ今事務局より説明がありましたが、今後の本道ものづくり産業の展開について検討

するため、部会を設置することに関しまして決定したいと思いますが、ご了承いただけま

すでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。本審議会に、今後の本道ものづくり産業の展開について審議す

るための部会を設置することといたします。 

 部会の名称につきましては、「ものづくり産業振興部会」としてよろしいでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。次に、部会委員につきましては、先ほど事務局より説明があり

ました観点により人選したいと考えておりますが、何かご意見等ございますでしょうか。 
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 ご意見等がないようでしたら、委員の選考につきましては、私にお任せいただけますで

しょうか。 

 

 （一同了承） 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。なお、部会委員につきましては、後日、事務局より皆様に報告

させていただきます。 

 さて、今後の検討の進め方やものづくり産業の振興などに関して、何かご意見・ご質問

等ございますでしょうか。 

 

■杉本委員 

 杉本でございます。今までもものづくりについて、道内で、経産局とかいろんなところ

でいろいろな議論をやっているんですね。私の誤解ももちろんあると思うんですけれども、

いろいろやって、こんな方向でやっていかなければならないというところが最後まとまっ

て、それが今後どうやっていくか、アクションプランをつくって、きちっとできているか

というと、そうじゃないような気がしています。経産局もこう、あそこもこう、とやって

いるんです。メンバーは誰が選ばれるか分かりませんけれども、希望としては全道をあげ

てやるような形にしたいなと思っています。オブザーバーじゃ無くて、例えば、関係行政

機関、経産局とか道経連さんとか、皆でやるような形ができないかという気がしています。

だから、一本化というとおかしいんですけど、それできちっとまとめて。年に３回と書い

ていますが、経産局で一昨年、年に５回とか６回議論をして、もちろんその中にはオブザ

ーバーとしていろんな機関の方、金融機関の方だとかいろんな方が入っていらしたんです

けれども、冒頭申しましたように一本化してこれでいくんだ、４年の計画なら４年でいい

んですけれども、何かそういうふうにできないかなと、希望と言いますか、そんな気がし

ています。 

 

■武邑会長 

 この件につきまして、部長、何か。 

 

■辻経済部長 

 これまでも、ものづくりの関係では、何回か経済産業局ともやりとりしてやってきたと

ころなんですけれども、なかなかそれぞれの思惑というのが合わないというか、国は国で、

国の予算をどう消化していくかという観点から事業を進めていくというところがありまし

て、私どもも今回のものづくりの関係につきましては、機械工業会を含めいろんな団体の

方、それから企業の方、さらには地域の方からも、もっと皆がまとまった方向性を出した

ら良いんじゃないかというご提案もいただいておりますので、部会の進め方の中で、部会

の委員と、併せまして、一緒に考えていただく方々を含めて、考えをまとめていきたい、

併せまして機会あるごとに意見交換とかそういうことも含めてやっていきたい、また、推

進するに当たっては共通の理解をもって皆で進めるという取組になっていくことが重要だ

と思いますので、そうした取組になるようなものにしていきたいと考えております。 

 

■武邑会長 
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 ありがとうございます。 

 全道の商工会のとりまとめをおやりになって、自らも地域資源の商品づくりを展開され

ている企業の立場から、ものづくりと１次産業の関係について、竹田委員、何かご意見い

ただければと思います。 

 

■竹田委員 

 十勝の代表、また、北海道商工会連合会の副会長をやっています竹田でございます。 

 私の地域、十勝は、特に食という部分では、ものづくりはほとんどが食産業であります。

その中で今、６次産業化だとか、農商工連携だとかいろんな施策は出ているんですけれど

も、実際、６次産業化の場合については、農業関連の組織がたいへん大きいものですから、

ほとんど組織内で、生産から加工、販売が行われている。そこになかなか商工業の関連業

者が入っていけない部分も実はございます。ただ農商工連携の関係で、１次産業の農業の

生産者と商工関係の製造業の皆さんがタッグを組んで、例えば十勝でしたら、ちょうど小

麦の生産が真っ最中でございますけど、一昨年ですか、小麦の製粉工場を民間で立ち上げ

て農業者と連携を図りながら、十勝の小麦を地域内で、また地域外に発信していくという

ことで頑張っております。ただ、まだまだそういう部分では、１次産業の皆様と商工関係

の業者、製造業の皆さん方がもう少し力強くタッグを組んでできるような施策はしてはい

ただいていると思うんですけれども、組織間のわだかまりが若干あるものですから、十勝

は一つということでそれぞれの産業でまとまってはいるんですけれども、まだまだそうい

う部分においては、ものづくりの関係ではこれから成長過程にあるのかなと。ですから今

十勝だけで考えておりますけど、例えば十勝以外にも同じような隣の地区のオホーツク圏

だとかそれぞれの地域の人たちと連携を深めていければ、まだまだいろんな方向に転換で

きるのかなと。どうしても我々十勝に住んでいるものですから、十勝のことしか頭に無い

ですけれども、まだ他の地域では違う作物だとかいろんなものが農業に関してはあります

ので、オホーツク、十勝、空知、上川だとかいろんなところと密接に連携を取りながらで

きるような組織等があれば良いのかなと思っております。 

 

■武邑会長 

 貴重なご意見ありがとうございました。今後の検討の進め方、ものづくり産業の振興に

関しましては、いただいたご意見を反映させていただきたいと思います。 

 続きまして議題の２つめ、「ほっかいどう産業振興ビジョン」の推進について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

■鳴海企画調整担当課長 

 経済部総務課企画調整担当課長の鳴海と申します。私から「ほっかいどう産業振興ビジ

ョン」について簡単にご説明いたします。 

 資料の２番目として、「ほっかいどう産業振興ビジョン 平成２５年度実施計画」をお配

りしておりますので、ご覧ください。まず１ページですが、こちらに実施計画の位置付け

を書いております。 

 ご存じのとおり、「ほっかいどう産業振興ビジョン」というのは、概要に書いてありま

すとおり、本道の産業施策の推進に当たりまして、重点的に取り組む方向性と施策を示す

ために策定しておりまして、平成２３年度から２６年度までの４年間を取組期間としてお

ります。 
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 ビジョンの推進に当たりましては、経済情勢などの変化がございますので、そういうも

のに対応しながら重点的な施策を展開するということで、年度毎の施策展開の基本方針と、

具体的な取組内容や施策を盛り込んだ実施計画を策定しているところでございます。今回

は平成２５年度の実施計画について簡単にご説明させていただきたいと思います。 

 ２番目では、推進管理についてということで書かせていただいております。本年２月に

は、施策のＰＤＣＡサイクルと連動させて、ビジョンを着実に推進していくために、「推

進管理」に関する実施要領を定めたところでございます。具体的には、下の図で示してい

ますけれども、事業成果の把握、企業ヒアリング、地域意見交換会の実施などで、地域ニ

ーズの把握に努め、当該年度の事業を効果的に実施していく、それから次年度の施策立案

に活かしていくということで進めております。 

 昨年度の推進管理で実施しました企業ヒアリング、意見交換会の意見への対応として、

いくつか例を挙げさせてもらえれば、昨年意見交換会では、金融円滑化法が終了すること

で地域経済への影響が懸念されるとの声が出ておりました。そういうものに対応して、全

道７カ所で相談窓口を開設して、「地域中小企業支援ネットワーク」を構築していく事業

を行うこととしております。また、金融機関や保証協会に対し、融資や保証を要請すると

ともに、本年２月には経営力強化貸付を創設しております。 

 そのように、企業ヒアリングや意見交換会等で出た意見に対応して施策を講じていると

ころでございます。 

 また、事業以外の部分でも、「道の施策が分かりにくい」など施策のＰＲ不足に関する

意見が出ておりまして、こういうものに対して、今年度の取組としては、メールマガジン

の発行であるとか、国の施策を随時提供するということもやってございます。 

 今年度につきましても、事業成果の把握をしっかり行いまして、それらの意見を踏まえ

た対応をしていきたいと考えてございます。 

 次に、３ページになりますけれども、今年度の実施方針と施策展開についてでございま

す。施策展開にあたっての基本的な考え方ですけれども、１番の中段に書いてございます

けれども、国施策の積極的な活用と民間企業などとの連携・協働を基本として、力強い地

域経済づくり、成長力強化に取り組むとしております。   

 取組の柱としましては、産業振興ビジョンに基づきまして、１番目は「人々の生活を支

える力強い地域経済づくり」で４つの小柱を立てております。２番目は「本道経済の成長

力強化に向けた取組の推進」でこちらも４つの柱。３番目は「東日本大震災の影響に対す

る対策」で２つの柱を立てております。 

 １０ページ以降、具体の施策展開について記載させていただいておりますけれども、全

て説明していきますと、時間がかかってしまいますので、簡単にポイントのみを説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず４ページの「人々の生活を支える力強い地域経済づくり」。まず「中小企業の競争

力強化」という柱の中で、「経営基盤の強化と経営革新等の促進」ということでやってお

ります。内容といたしましては、創業、事業承継、新事業展開の促進、経営改善・事業再

生への対応、ＩＴ利活用の促進、資金供給の円滑化というような取組を進めます。 

 関連事業を少し説明しますと、「北海道中小企業総合支援センター事業費補助金」でご

ざいますけれども、これは総合支援センターが行います中小企業向けの経営相談業務や専

門家派遣事業、ビジネスマッチング事業などへ補助するものです。全体が１０億円くらい

になっているんですけれども、このうち約８億円は以前に行いました貸付金の残高を計上

しているものです。 
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 次のページの中程に「地域中小企業経営力強化特別対策事業」がございます。これは先

ほど申し上げましたけれども、中小企業金融円滑化法の期限到来を踏まえまして、相談窓

口の設置などを行うものでございます。 

 次に６ページ、２（２）「地域商業の活性化」のところでは、北海道地域商業の活性化

に関する条例を制定しておりますので、それに基づく取組を進めておりまして、関連事業

としては、「地域商業活性化総合対策事業」で、地域商業の実態に応じた取組を推進する

ということで、市町村、商工団体等の関係者が一体となって行う取組を支援するというこ

とでございまして、例えば、空き店舗を活用した賑わい創出の取組などを支援してござい

ます。 

 次のページにまいりまして、「ものづくり産業の競争力強化と地域展開」では、「幅広

いものづくり産業の振興」ということで、３つ挙げておりますけれども、「食関連分野へ

の参入促進」、「環境関連分野への参入促進」、「東北地域などとの連携による道内もの

づくり産業の参入促進」でございまして、関連事業では、「戦略産業雇用創造プロジェク

ト」を挙げておりますけれども、これは厚生労働省の事業である「戦略産業雇用創造プロ

ジェクト」を活用した取組でございまして、その中でも「自動車生産サプライチェーン集

積事業」がございまして、本道ものづくり企業が自動車産業に参入できるように参入を支

援するエキスパートを全道に配置して企業の支援をおこなう取組でございます。 

 １１ページをご覧ください。ここでは「地域産業を担う人材育成と就業促進」というこ

とで、「成長分野などにおける産業人材の育成」では３つ挙げております。「道立高等技

術専門学院の推進体制の整備」、「重点分野における人材の育成・確保」、「高校生など

の円滑な就業の促進」でございまして、関連事業としては「デュアルシステム推進事業費」

で、就業経験の少ない方などに対し、専門学校等の民間教育訓練機関での座学を行うとと

もに企業での実習を組み合わせて４カ月程度の職業訓練を行う事業をやっておりますし、

先ほどと同様に厚生労働省の事業であります「戦略産業雇用創造プロジェクト」を活用し

まして、自動車関連の産業人材育成、ものづくり産業の人材の確保の事業をやっておりま

す。次に１２ページの「雇用の創出と若年者等の就業促進」で、「雇用のセーフティネッ

トの整備」、「雇用の受け皿づくり」、「就業の促進」を進めておりまして、「北海道求

職者就職支援センター事業費」では、ジョブカフェ・ジョブサロンを運営しまして、若者

や中高年求職者の支援を行っております。また、次のページの「緊急雇用創出事業臨時特

例対策推進費」、たいへん事業費が大きくなっておりますが、緊急的な雇用創出のために

地域に根ざした事業の起業等に資する事業を委託事業として行いまして、失業者の雇用の

継続を期待するといったこともやってございます。 

 １４ページからは、「本道経済の成長力強化に向けた取組の推進」となっておりまして、

１番目の「食の総合産業化による食産業立国の形成」では、「食クラスターの取組の加速」

を進めることとしておりまして、関連事業では「北海道食品機能性表示制度活用促進事業」

ということで、フード特区における規制･制度の特例措置に関する国との協議を行っており

まして、その協議に基づきまして、道独自で「食品機能性表示制度」を設けておりますけ

れども、その制度の活用を目指す道内外の企業に対しまして、安全性試験やヒト介入試験･

製造･申請など、制度活用に至る各段階においてトータルな支援を実施するということをや

ってございます。 

 １７ページになりますが、「地域における魅力ある観光の新展開」ということで、地域

の個性を生かした観光地づくりであるとか、効果的な誘致活動といった取組を進めること

としております。 
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 ２０ページになりますが、「世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓」ということ

で、まず「海外への販路拡大」に関しましては、「民間や地域が主体となった取組を喚起

する」、「地域課題解決への協力を通じた市場参入を促進する」、「海外展開促進のため

の基盤づくりを行う」ということでございまして、関連事業としては、「地域資源活用型

ＡＳＥＡＮ交流ビジネス起業支援事業」を進めておりまして、ＡＳＥＡＮ諸地域のニーズ

にマッチした地域資源活用型の商品・サービスの企画･開発を支援していく事業をやってご

ざいます。 

 ２４ページにまいりまして「環境・エネルギー産業の振興」では、「省エネルギー・新

エネルギーなどの環境・エネルギー産業の振興」ということで、「新たな成長産業の創出

と幅広い関連需要を取り込んだ参入者の拡大」、「地域の特色を活かした産業の育成」、

「環境と産業の好循環を実現するための仕組みづくり」ということを進めておりまして、

関連事業の中では、「エネルギーの地産地消促進事業」が新規でありますが、地域におけ

るエネルギーの地産地消をしていくために、専門性を持った人材の育成や事業ノウハウの

取得のための研修･セミナー等を実施するとともに、地域におけるエネルギーの地産地消の

取組に対して資金的な支援を行っていくというものでございます。 

 最後に２７ページからになりますが、「東日本大震災の影響に対する対策」ということ

で、放射線等のモニタリング調査及び公表などを通した風評被害への対応や、震災を契機

とした企業の製造拠点分散化の動きをとらえた誘致活動、などを実施しているところでご

ざいます。 

 以上、駆け足になってしまいましたが、「ほっかいどう産業振興ビジョン」と、ビジョ

ンに基づきまして今年度経済部が取り組む事業について概略をご説明させていただきまし

た。よろしくお願いいたします。 

 

■武邑会長 

 これより意見交換を行いたいと思います。ただ今ほっかいどう産業振興ビジョンの推進

につきまして事務局から説明がありました。今年度の施策や今後必要とされる取組等に関

しましてご自由にご発言いただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

■恩村委員 

 意見というかお願いになるかも知れませんけれども、今回２５年度の実施計画というこ

とで、かなり広範囲にわたった計画が提示されているわけですが、冒頭、辻部長からもお

話があったとおりＰＤＣＡのサイクルを回すといったところで言うと、次からということ

になるのかも知れませんが、この前の２４年度の実施計画を実際１年転がしてみて、その

評価がどうだったのか、その評価を踏まえて今までの計画のここをこう改める、あるいは

ここは止めたと、そのような時系列的な動きでしょうか、そういった点を示していただく

と具体的な議論が深まるのではないかというような感じでおります。 

 個別の事業を見ていましてもセミナーですとか説明会ですとか、あるいは商談会ですと

かいろんなものがあるんですが、やはりそういうものも去年もやったから今年もやるとい

うよりも、やる目的に従って本当にそれをやる、あるいはそこに参画することによってこ

ういうプラスが出たんだと、この辺の評価というのを踏まえて、あるいはそれが俯瞰でき

るような資料を一枚つけていただいて、それで今年度はこういう取組をやっていきますが

どうでしょう、というような形で進めていただきたいと、要望ということになりますがお

願いしたいと思います。 
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■武邑会長 

 ありがとうございます。大変貴重なご意見いただいたと思います。その辺の前年度事業

の洗い直しというようなことも含めて進めていただければと思います。 

 

■辻経済部長 

 まさにＰＤＣＡサイクルで、自己満足に終わっているような政策というものがあって、

ダラダラと続いているというのがやはり中にはあるんじゃないかと私ども痛感していると

ころです。やはり一つ一つ効果測定なりして、そしてどういうプラスがあったのか、そこ

をきちっと見極めながら次の施策を考えていく必要があるということで、まさに資料の中

にそういうものが明示されていないということで、それは後ほどわかりやすいような資料

も後付けみたいな形になってしまいますけれども参考まで送らせていただきたいと思いま

す。 

 

■武邑会長 

 それでは、関根委員。 

 

■関根委員 

 初めてということで、印象論ということになってしまうのかも知れませんが、こういう

形でビジョン行政という形で望ましい方向性を示して、それに併せてお金をうまく使って

やっていくというのは、それはそれで意味があることだとは思うのですけれども、先ほど

恩村さんからありましたとおり、どれだけ実効性があったのかというか実効力があるのか。

ここにあるお金が全部でどれだけなのかちょっと分からないのですけれども、こういう形

で役所ごとにとか本省との関係とかあるのかも知れませんが、お金が縦割りになっている

中で、もう少しうまくお金を使うような方法があるのかないのか、そういう点も含めても

っとどこに重点を置くべきなのかというところをもう少し、先ほどの実効力との関係とい

うことだと思いますけれども、お金の配分の面で無理なところがあるのかも知れませんが

お考えいただければということが一つ。 

 もう一つは、先ほど竹田さんの方から、いろいろとお話があって、農業の方々と商業の

方々がいろいろ連携していく上でうまくいかない部分があるというようなお話もあったん

ですけれども、まずどこにどういう芽があるかという事がまず一つあると思うんですね。

それがうまくいかないのだったらなぜいかないのか、うまくいかせるためにはどうしたら

良いのか。もう十分やってらっしゃるのだと思うんですけれども、そういうミクロの視点

からもう少し物事を見ていって施策なり何なりに反映していくというか、もう少しミクロ

に密着して成長する芽というものがどこにあるのかというようなことを、それをどうやっ

て支援していったら良いのかということを考えていったらどうなのかなと。これも印象論

ですけれども思っております。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。全体を見わたすと非常にきめ細かいいろんな施策を持たれてい

ると思うんですが、やっぱり人と人をつなぐ何かファシリテーションとか、施策を本当に

実り多いものに展開していくためのファシリテーターの顔がなかなか見えにくいとか。ご

意見もっともだと思いますのでぜひ反映させていっていただきたいと思います。 
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 お隣の吉本さんお願いいたします。 

 

■吉本委員 

 今のご意見と似たようなことになるかも知れませんが、北海道経済は先日の日銀のＤＩ

を見ましても２１年数ヶ月ぶりに全産業がプラスになるという非常に期待感の高い中で動

いておりますから、うまく実体経済につなげていく施策が非常に必要になります。その意

味ではこのビジョン、方向性は特に異論は無いですが、それぞれの項目の中で関連事業が

いろいろと取り上げられておりますけれども、是非その中で物事の軽重の差をつけて即効

性のあるものからどんどん、このタイミングを逃さずにやって欲しいというのが一つです。 

 もう一つはお願いですけれども、特に２０ページの「世界の中の北海道を意識した海外

市場の開拓」という中で、ロシアもありますが、やはり現在の観光客の動向等を見まして

も東南アジアが大変注目されております。前回の審議会でもお話しした記憶があるんです

が、今全国に約２７０の信用金庫があり、道内には私どもを入れて２３の信用金庫があり

ます。そのセントラルバンクとして信金中央金庫が東京に本店を構えております。海外拠

点は、ロンドンに現地法人とニューヨークに事務所があり、アジアでは、上海、香港、昨

年はバンコクにも駐在員事務所を開設しております。統計数値が少し古いですが、平成２

３年度全国の信用金庫取引先がアジアに進出している延の企業数は、１社で２カ国、３カ

国進出している企業もありますが、２３年度ベースで 1,900 社を超えてきています。残念

ながら北海道はまだまだこれからということなんですが、信金中央金庫が色々な進出フォ

ローを行っております。北海道の方で是非話を聞いて見たいということであれば、地元の

道銀さん北洋さんもありますが、道内２３信金合計すれば６兆６千億円の資金量を持って

いる地域金融機関でありますので、何かお手伝いしたいと思っております。ニーズがあり

ましたならば、是非とも声をかけていただきたいと思っております。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。髙井委員いかがでしょうか。 

 

■髙井委員 

  先ほど恩村委員をはじめ議論されたＰＤＣＡの話なんですが、おそらくそれの一番見る

べきところはこの産業振興ビジョンの一番最後のページにある参考資料１の指標一覧だと

思うんですね。平成２１年から、平成２６年に目標値があると、今平成２５年ですからあ

と１年少々でどこまでこの目標値が達成できるかと考えると、ほとんど全部真っ赤、非常

に厳しい状況のように見えるんですね。これは行政の側で説明責任としても、一体この真

っ赤な部分をどのように説明し、その中で一年間の中でどのように手当できるのかという

ことを準備するということは今のうちにやっておかないと非常に大変なことになるんじゃ

ないかという懸念を一つ申し上げたいと思います。この実績値と目標値を見るとちょっと

かなり危ないと思う。これが一点です。 

 それから２番目の話は、過去の指標としてはものづくりにつきましては今回統計をいた

だいております。それを見ると強みと弱みが少し見える。食品加工業や金属や、石炭・石

油などにある程度の強みがあるとか、あと付加価値生産性だと鉄鋼業が強いということが

見える。それから意外かどうかは分からないんですが、十勝、釧路の付加価値生産性が実

は石狩よりも高いというような強みなども見えてくるところなども見直して良いと思いま

す。他方弱いところとしましては、従業員数として４０％以上を超える食品加工業の付加
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価値生産性が非常に低い。つまり、中小企業が多くておそらく効率が悪い状態になってい

る可能性があって、何か一歩間違えると、市場が悪くなると非常に危ないことが生じるか

もしれない。それから道内で注目されている輸送機械の付加価値生産性が全国に比べて著

しく低い。この状態で本当に誘致できるのかということを考えると、こうした指標を見な

がら新たな対策を打つ可能性があるのでないかと。 

 最後に３番目ですが、ものづくりの議論の中に、好機を逃すこと無くスピード感を持っ

て取組をスタートさせる。私、大賛成です。このタイミングですね、アベノミクスや東北

などの振興策は期限付きになっております。それから道庁が今まで反対を行って見ぬふり

をしていたＴＰＰが今動き始めています。そうなると食品加工業の６次産業の基盤となる

１次産業が海外産品に持って行かれる。そうなると６次産業自体成り立たなくなる可能性

も出てきます。そうしたＴＰＰ反対一辺倒で考えるだけではなくて、万一のことを考えて、

次の手、例えば６次産業であったらおそらく３次の部分にかなり重点を置いてブランド化

だとか販路開拓だとかそういうことをしないとＴＰＰに備えた対策ができないと思います

が、そうしたスピード感のあるかつ未来を志向したチャレンジというものを期待したいと

思います。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。元々の資源が無いものをブランド化できないということで、１

次の部分の担保というのは本当に大きな課題だと思います。 

 続きまして吉田委員いかがでしょうか。 

 

■吉田委員 

 吉田です。今回このビジョンが示されたことで大きな視野で北海道がこれからどうして

いくべきかということが示されたんだと思うんですけれど、次なることは本当に草の根的

な現状把握だと思うんですよね。ビジョンの中にも企業や地域のニーズを把握し成果を把

握するとあります。これはいつも調査の時にはやることですが、ともするとその結果とい

うものが企業の現状とはちょっとかけ離れた一般論になってしまう、ということがあると

思うんですね。 

 私、過去３年位ものづくり企業を１件１件お訪ねして事業化を支援する、プロモーショ

ンを支援する、というお仕事を委託していただいてやったんですけれど、恐ろしいほどに

ご自分たちの強みと価値というものを勘違いしている。強みと価値がないと思っている状

況です。私のような技術の素人が見ても何かすばらしい芽があるように思うんですけれど、

なかなか自分たちでは芽だと思っていないという状況もあるんですね。なのでこうした施

策が打ち出されてやりますやりますと手を上げてくれる企業は良いんですが、実は手を上

げていない企業の中にこそ、本当はそこを支援してあげればもっと良くなるのにというよ

うなところが北海道にたくさんあると思うんですね。特にものづくりはそれが非常に顕著

だと感じましたので、大変だと思うし、誰がやるんだろうというところは課題はあると思

うんですけれども、だからこそ例えば地域の金融機関ですとか技術的な支援機関ともっと

積極的に連携して本当の芽というものを丁寧にしかも継続的に把握し続ける、そしてそれ

をこうしたビジョンの背景として出せる資料にするということが大事だと思うんですね。

その資料さえ見れば、例えばここにいる先生方が見たら、「これって」という支援が向け

られるようなところがたぶんまだまだあるはずなんですね。そういうことを自分が実際に

道内の企業を回ってみて実感したところなので、そうしたことをこのビジョンの次なるア
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クションプランの中にぜひ加えていただき、先程ミクロというお話が関根委員からも出ま

したけれども、ぜひそういう視点でこれを裏付けていければいいんじゃないかなと考えま

す。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。きめ細かなファシリテーターの役割が非常に重要なのかなと思

いました。続きまして関口委員いかがでしょうか。 

 

■関口委員 

 今までの吉田委員や髙井委員の話そのままなんですが、私は建設業関係ですので、どう

しても建設業の資料の方に目が行きます。資料を見まして実際に何かが行われているよう

だけれども、実際の業界の中を見ると正直言って去年あたりはかなり衰退をしていたとい

う状況しか掴めていないんですね。それが今年はちょっと全体的に上向いてきまして、今

どちらの会社も忙しいんだという声が聞かれますので、一時ほっとしておりますが、ただ

業界の中では様々な解決されない問題がたくさんあります。草の根なんですが、実は世代

交代の問題もとても大きな問題になっております。高齢化に伴う世代交代なんですが、人

づくり、ものづくりでなくて人づくりが非常に大事になってきております。そういうとこ

ろをもうちょっと草の根的に調べていただいて、実質的なことをやっていくことでずいぶ

ん活気が出てくるんじゃないかなとこの資料をいただきながら思いました。 

 建設業は、ものづくりという事があまりないのかなと、大体私もそう思っていましたし、

皆さんも思っているかと思うんですが、実はものづくりあるんですね。私どもの会社でも、

自分の仕事をやるためのいろいろな技術もそうですがものも作り出しております。そして

北海道でしかできないものを生み出しているんです。逆に言いますと北海道でしか使えな

いので持って行けないと大体は思っているんですが、ある建築家の方から北海道の建物、

家は海外で非常に評価が高いという意見もいただきました。そういう知らないところで北

海道の技術というのは実は海外で高い評価をいただいていることが分かりまして、今ＴＰ

Ｐの問題もありますので、皆さん東南アジア、ヨーロッパの方に目が向けられるんですが、

北海道でなければならない技術というのは北海道と同じような気候の方へ持って行けると

いうことが実はあるんではないかと思っております。ですから世代交代もありますが、若

い人達になったらそういうような方へ建築も目が向いて行くのではないかと、そうすると

違うものづくりが北海道から今度は海外の方に向けてやっていけるんではないかなと思い

ました。 

 ただこの建設業の体質強化についてはやはりどういう結果があったのか私も資料をいた

だきたいところですので、何をどのようにやって、どうなったか、もしありましたらお知

らせ願いたいと思います。以上です。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。続きまして西山委員いかがでしょうか。 

 

■西山委員 

 ラーメンで日頃お世話になっております、西山でございます。 

 関口委員から「これからの若い者は海外の方に外の方にも目を向いていくのではないか」

という意見がありました。手前どもでは昨年度から就職活動の学生に海外転勤・赴任もあ
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るよということ話して採用活動をしております。おもしろいことに応募の学生が増えてお

ります。バブル期の頃、日本の学生・若者はなにやってんだ、ひ弱だぞと言われた時代も

あったかと思います。最近の学生は意識が変わりだしたことを実感しております。女性は

早くから意識が変わりはじめましたが男性にも変化が出てきたようです、これから我々が

ちゃんとした道筋をつければ若い人は期待以上に成長と活躍をしてくれるものと思ってい

るところです。 

 先ほどミクロという話しがございましたが、この話題については我々の会社でも話して

おります。ものづくりとは何かと。お客様、現場視線からものをつくりなさい、マーケテ

ィング発想でものづくりをしなさい、プロダクトアウトではなくマーケットインの発想で

ものづくりをしなさいと話しております。「ほっかいどう産業振興ビジョン」にマーケッ

トイン発想の施策が多く見受けられます、大きく構えずにできるところから徐々にやって

いくことが大切かなと思っております。 

 実施計画の取組の柱に「世界の中の北海道を意識した海外市場の開拓」という部分あり

ます。手前どもでは現在、１１カ国にラーメンの麺とたれを輸出しております。昨年度は

前年比１２８％でありました。今年は、たぶん１５０％位になるのではないかと思ってお

ります。 

 今年、アメリカへ２回、今月頭にヨーロッパにも行ってきたところです。シンガポール、

香港にも毎年行っております。毎月のように海外出張が出てきました。遊びに行くんじゃ

なくて、世界各国で日本食がすごいことになっているんですよ。最近はテレビなどで海外

での日本食ブームの話題が多く放映されておりますが、現場へ行くとテレビ以上の活気が

伝わってきます。シンガポールを例に取りますと、私の持論ですが、日本人が経営もしく

は日本人が作るラーメンを「本物のラーメン」、日本のラーメンを真似て日本人以外の方

が作るラーメンを「なんちゃってラーメン」と言っているんですけれども、１０年前、シ

ンガポールには「なんちゃってラーメン」が１０店位ありました。そこに弊社で「本物の

ラーメン」が食べられるラーメン店を１店作りました。１０年経った今、「なんちゃって

ラーメン」は１０店から２００店に、「本物のラーメン」は、１店から１００店になって

います。正確な統計データをとっているところはありませんが、現場で見て訊いての情報

ですがこのようなことになっております。人口６００万人のシンガポールに本物・なんち

ゃって含めて３００店くらいのラーメン店が生まれました。シンガポールではラーメン店

の過当競争に入っております、10 年後にはアジア各国でこのような状況になるものと思い

ます。ベルギーに手前どもでご支援しているラーメン店が３店ありますが、ラーメン一杯

１３ユーロです、1,700 円です、それで長蛇の列なんです。５月にアメリカのワシントン

に行って来ました。弊社のお客様ですけれども、客単価３千円です。メニューは味噌ラー

メン、醤油ラーメン、塩ラーメン、豚骨ラーメンだけです。それにトッピングメニューと

餃子、ビールだけなんですが、客単価３千円なんです。ラーメンが一杯 1,200 円、トッピ

ングして 1,500 円、餃子食べて２千円。ビール呑んで３千円になります。 

 ラーメンの状況はこのようになっております、日本食すべてにおいて勢いが出ていると

いうのが事実でございます。このような状況に対応をさせていただくため、弊社では、ア

ジア、欧米に現地法人設立の準備をはじめました。準備をしていて感じることですが、各

国政府の誘致に対する支援体制は細かいですね。先日の訪欧前に札幌のジェトロに伺って

きました。すぐにデュッセルドルフのジェトロにつないでいただき訪問をしてきました。

デュッセルドルフの州政府では州政府出資 100％で公社を作り、東京にも事務所があるん

ですね。国ではなく州の出資です、是非わが州に来てくださいと、ＥＵ圏外からの出資に
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よる法人設立の場合、設立にかかる事務費用は州で全額負担しますよという支援策です。

こういう情報というのは机に座っていても入ってこない、現場に行けばいろいろと入って

くるということです。道庁さんにもいろいろな施策がありますが、殆どの方は知らないと

思います。施策を知ってもらう方法、道庁に来てくださいというしかけや発信の窓口が必

要かと思います。フード特区さんにもお世話になっておりまして、イスラム向けハラルラ

ーメンの開発をやっております、先日フード特区の方と東京へ行きサウジアラビア大使に

ラーメンを食べてもらいました。日本食、北海道の食の伸びしろは無限だと思います。 

 話題が変わりますが、個人的に毎年ホームスティの学生を受け入れておりまして、今年

は、初めて台湾の大学生を受け入れました。二十歳の女性です。北海道に来て何をしたい

かと尋ねたら、勉強したいとは言いませんで、カニ食べたい、自然が見たいとのこと、実

際に来てみたら、街が綺麗。外国からやってくる方から北海道の魅力や驚きを聴くと、こ

っちが驚きますね。我々はあたり前と思っていることに魅力や驚きを感じていますね。び

っくりしたのはトイレに行って紙流していいんですかって訊くんですね。台湾ではトイレ

に流さないでゴミ箱に入れるんですね。北大には世界各国から多くの留学生が来ています。

この場に呼んで、北海道の魅力や驚きを聴いてみると、北海道成長の切り口なりヒントな

りが見えてくるのかなと思います。台湾からの学生はまだ雪は見たことないというんです

ね。雪を見たらもっと感動するでしょうね。 

 

■武邑会長 

 どうもありがとうございました。世界の中の北海道、この観点をいかに北海道の方達が

学んで行くべきかということにつながると思います。クールジャパンもたぶん「なんちゃ

ってジャパン」というのが本当の世界の活力になっていると思いますし、日本の文化やコ

ンテンツはある意味で日本の専有物では無いと。言ってみれば世界に開いていった時に初

めて本国日本にも経済的環流が起こってくるという。イタリアやフランスを学べば、文化

を経済にというのが当たり前の話なので。文化を経済と言うと、文化というのはそんな経

済的行為に還元できるものではないとお叱りを受ける事がよくあるんですけれども、実は

経済に文化を導入することによって経済のグローバルな潤滑油になると思いますし、その

辺の観点もぜひこの道の施策の中に入れていってほしいなというふうに個人的には思って

います。 

 

■西山委員 

 もう一つ意見がございまして、毎年数回アジアへ行っておりますが、ここ２、３年感じ

ることがあります。北海道ブランド、北海道の食が倍々で増えておりますが、北海道の食

が１から１０に増えたと仮定するならば、九州の食は３０か５０くらいに増えております。

ちょっと北海道元気ないなと感じております。九州の居酒屋で北海道の水産物がたくさん

出されています。北海道の食が九州に吸収されてしまった居酒屋を多く見かけるようにな

ってきました。北海道には元気になってもらいたいなと感じているところです。 

 

■武邑会長 

 私も先週福岡にいたんですけれども、日韓関係、日中関係がやはり厳しいということで

その辺の展開もちょっと厳しくなってきたとおっしゃっていましたけれども、九州は本当

に元気ですよね。それでは杉本委員いかがでしょうか。 
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■杉本委員 

 今回のビジョン、全体を見せていただいて、冒頭からいろいろご意見があるとおり総花

的かな。いろんなところに幅広くやらなきゃいかんという前提がもちろんあるんでしょう

けれども、何かそんな感じがしています。 

 先ほども話がありましたけれども北海道らしいところをもっともっと知らしめるという

部分があって良いのかなというふうに思いました。その中でものづくり。先ほどの話の延

長になるんですけれども、これも時々あちこちで言っているのでもう言い飽きたところも

あるんですが、企業誘致。私実は５年前にこちらに来たんですけれども、正直言うと「北

海道で生産活動？冗談じゃない」と思っていました。九州、東北いろいろあり、九州なら

良いな、東北なら我慢ができるな、と一生懸命見ておりまして、どうしてもピンと来なく

て、最後仕方なく北海道に来ました。今だから言いますけど。こんな良いとこと知らなか

ったんですね。北海道では、屋根まで雪が積もっていて、２階から出入りしているんじゃ

ないかと、向こうの人は本当思っているんです。そんな中で、観光もいろんな意味で北海

道のステータスを上げることが必要だと思うんですけれども、企業誘致のことで、私も千

歳市で微力ながらいろいろとお手伝いさせていただいている中で、企業誘致する中で そう

いう知らない人に対してもっと北海道の良さを知らしめる。千歳市でもいろんな事を言っ

ていろんな施策に反映して貰っていますけれども、そういうことが必要。九州、熱いです。

東北も熱いです。その次に北海道かなと思ったらリーマンがあったりして、円安になった

とは言いながらどんどん海外行きます。うちの本体もそうです。どんどん海外に行こうと

しています。人口増えないし、日本国内では難しい。その中で北海道に持ってこようとす

るためには、それなりのインパクトが必要なんですね。東北もいろんな企業誘致活動やっ

ています。同じ事やっていたら駄目だと思うんですね。同じことやっていたらたぶん九州

と東北に負けます。負けると思うんです。次に北海道が何かしようとしたら、何が良いか

分かりませんが、先ほど私が言ったように北海道の良さというものを知らないから、冬に

北海道に連れてこいと私言っているんです。知事がどこかトップセールスやって冬にタダ

で良いから見に来いと、一週間、何なら日当も払うぞというぐらいやって無理矢理見せる

とか。北海道の実力はいっぱいあると思うんですね。インフラも、人も優秀ですし、土地

も比較的易いですし、交通の便だって良くなっていますし、いろんな良いところがあるん

ですこの良いところをもっともっと知らしめるようなインパクトのある、「へーこんなこ

とやるの」「こんな目玉があるの」というところがあってもいいのかなと。そんな気がし

ました。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。北海道を多くの方達に知っていただくことが大前提だという話

だと思います。次に本間委員お願いいたします。 

 

■本間委員 

 コンチネンタル貿易の本間でございます。仕事柄海外貿易をしているものですから、西

山さんと同じように 特に中国をはじめ東南アジアで、輸入と輸出両方やっていますほとん

ど輸入がメインでございまして、いろんなものやっていますけれど、４、５年前から中国

で北海道が非常にブームになりまして、それから北海道に観光客がどんどん来るようにな

ったことは皆さんご承知だと思いますし、それに伴って北海道の食に対する関心が非常に

中国で高まって、道庁さんも一生懸命北海道物産展を上海でずっと続けてこられまして、
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その結果、中国でも、北海道ブランドが、流行った映画もありますし、非常に良いイメー

ジで、中国人、北海道を大変好意的に見ています。東南アジアにつきましても 今まさにタ

イとか直行便ができまして、向こうからどんどん来るようになりまして、こちらからも飛

行機がいつも満席だと聞いております。その反面、当初とっかかりであった中国が激減し

ている。ちょっと今持ち直しているとはいっても団体旅行ほとんど来ない状態で、中国語

が聞こえると思ったらそれは大体台湾の方だとか、一部香港、シンガポールとかの中国系

の方だそうです。 

 そんな中で、このほっかいどう産業振興ビジョンの、私は海外取引をしていますんで、

海外関連のところを見させていただいたのですが、明らかに２４年度の実施計画と２５年

度の実施計画の中身は変わっています。これは道の担当の方良く分かっていると思います

が、とりわけ予算の付け方、中国関係は１／３位になりました。ほとんど上海事務所の維

持費と思う部分、プラスアルファ。ＡＳＥＡＮ関係は倍増していますね。おそらく政治状

況そのものを表現が数字に入ってきていると思います。ではそれで良いのか、確かに私ど

もシンガポールとか、タイ、ベトナム等と取引はじめまして、この前新聞に載っていまし

たが、インドネシアにお米をサンプル的に送るということに私どもがお手伝いをさせてい

ただきました。５ｔのお米をシンガポールに送るという話もありまして、今やっておりま

す。そんなことでＡＳＥＡＮ良いんですけれども、では中国はどうなったの、ということ

なんですね。もちろんまだ上海事務所もございますし、北洋銀行さん、道銀さんそれぞれ

事務所も構えていますけれども、民間の、私どものお取引先様は非常にマインドが下がっ

て「中国、当分いいわ」そういう感じなんですね。今、皆中国プラス１、あるいはプラス

５、６くらいでみんなそちらに流れている。ところが一度中国に入った企業はなかなか出

られません。今中小企業は大変です。そんな中で行政は、今まで一生懸命やってきた中国

を、今政治状況悪いと、安倍さんと習近平が仲が悪いと、尖閣で大変だと、じゃあビジネ

スもそれで止めちゃうということでは無くて、地方は地方の事情でしっかり中国の大市場、

あるいは既に入った企業に取ってこれからも続けていく場所としてしっかり捉まえて、し

っかり支援していくという姿勢をぜひ続けていただきたいというのが一点ですね。やはり

それでないといくらアジア、ＡＳＥＡＮと言っても市場規模小さいです。確かに富裕層で

なくても、日本、特に北海道ブームです。だけれども１４億の中国に圧倒的に、今後５年

先１０年先、中国ますます強くなると思いますので、ここはやはり将来を見据えた形で今

の施策があるべきでないかと。 

 ものづくりが今日のテーマなんですけれども、地域ごとに我が町、我が村には海外に持

って行くほど余裕があるし、自信があると、価格も負けないぞというものがたくさんある

と思います。そういうものをしっかり道の方でリサーチして、地域ごとのマップ作って、

ここの地域はこれを海外に出そう、積極的に支援しようというものを、これもあれもじゃ

なくて、これを出したいから手伝ってくれじゃなくて、こことここはこれというものをあ

る程度限定しながら集中的に海外に攻めていくことをやらないと本当のブランドづくりに

ならないんじゃないか。先ほど西山さんがおっしゃったとおり、北海道ブランドは今非常

にブームです。 ただ、逆もありまして、本州の業者さんが北海道という名前を使ってどん

どん商売しているんですね。北海道産でないのに商品に北海道の名前をつけてどんどん売

っています。日本の企業がやるならともかく外国の企業、韓国の企業が北海道の名前を使

ったりしている。中国で北海道マッサージって書いてあるんですね。北海道マッサージあ

るわけないんですけれども、北海道をつければお客さんが来る。北海道をつける。北海道

ラーメンだけではなくて、北海道ブランドを活用して他の国の人が商売をしている。これ
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を黙って指をくわえているのはもったいないなと。もっともっと積極的に出るべきでない

か。それは東南アジアだけでなくてもう一度中国を見直すべきではないかなと。政治的な

問題は我々はどうしようもないんですけれども、地方行政のレベルで、ぜひこの関係、太

いパイプをぜひもっと太くしていっていただきたいのが希望でございます。以上でござい

ます。 

 

■武邑会長 

 貴重なご意見ありがとうございました。 それでは古内委員お願いいたします。 

 

■古内委員 

 私は商店街振興組合の役をやっていまして、それできっとこの場に座らせていただいて

いるのだと思うんですが、新聞とかテレビとかで見るようなお話を実際にやっていらっし

ゃる方がここにいらっしゃるんだなと思って聞いていました。 

 お願いも含めてお話させていただきますが、商店街が地域のコミュニティの担い手だと

言われてすごく久しい気がするんです。何ができるのかなと思って一生懸命動きながら考

えているところなんですが、今回ハード事業で 200 億円それからソフト関連で 100 億円の

予算を国の方で商店街に向けてつけてくださいました。とても大きな金額でどこからこん

なお金が出てくるのかなと思うくらい大きな金額を、商店街さん頑張りなさい、全国の商

店街の皆さんにぜひ使ってくださいということで説明会にも行ってまいりました。いろい

ろ大きなお店がたくさんできて街がだんだん疲弊しているからこのままにしておけないと

いう事で立ち上がった経緯もあるのかなと思ったんですけれど、経産省の方も分からない

ことがあったらいつでも聞きに来てくださいよと言って下さったので足を運んだ仲間の人

たちもいました。その中でどうしてもこれ以上進めない場合は、それぞれの地域の商店街

組合だとか商工会議所の方々と一緒になって考えて、今回助成をいただくための資料を作

ったはずなんですよね。私たちのような小さな商店街組合というのは優秀な事務局員さん

を雇うほど力がないもんですから、皆さん２、３千円ずつの組合費を集めてそれで商店街

活動をやっています。例えば、夏祭りをするというとそれぞれのお店から５千円とか１万

円とか寄付をしていただいて町の人と一緒になって行っています。そんな現状なので、優

秀な事務職員さんをお願いして、経産省の事業に手を上げるということはとても難しい状

況なんですね。今回資料を見せていただいて、たくさんいろんな予算あるけれど、書類の

作成が難しそうです。私たちの商店街組合では優秀な人を雇うことはできないということ

で、コーディネートする人を派遣してくださる予算も組んでくださっていますが、地元の

現状をそんなにご存じない方がいろんな提案をしてくださっても、なかなかピンと来ない

ことが有ります。一番頼りになるのが、それぞれの地区の商店街振興組合連合会だと思っ

ています。地方に行くと、本当に事務員さんを雇えなくて大変です、商工会議所さんやい

ろんな地域の人達とうまくやりながら書類を出すんだという話も伺ってまいりました。４

ページの関連事業に、商工会議所さんとか中央会さんとかが目に付きましたが、お願いな

のですが、できれば６ページの「地域商業の活性化」の関連事業に、地域の商店街、北海

道の商店街振興組合が地域の経済づくりのために働いているんだというところがあったら

うれしいと思いました。組織を支えて発展させるためにはどうしても人の力が必要になり

ます。先ほど吉田委員さんもおっしゃっていましたけど、イメージはたくさんあるんです

けど、やり方が分からなくて手を上げられないんだというところがあると思うんです。そ

んな時に効果が上がって、継続できる事業を地方で続けられるように、人件費の補助があ
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ればとても助かると思いました。今回、いろんなところで補助が出ていますけれども、他

のところはどのようにされているのかなと思って、その辺もお尋ねしたいと思いました。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございました。皆様から様々なご意見をいただきましたが、山崎振興監、辻部

長から一言お願い致します。 

 

■山崎食産業振興監 

  食産業振興監の山崎でございます。私、４月１日にこの職を受けまして、その前任は檜

山の振興局長をやっていまして、その前が水産局長をやっていまして水産が専門です。こ

のように審議会の委員の皆様、経済が専門の方々の前で経済について語るなんていうのは

おこがましいですが、立場上お許し下さい。 

 話を聞いていまして、私、食産業振興監で食産業立国北海道の推進ということで今やっ

ているんですが、先ほど杉本委員の方からお話がありましたが、北海道の優位性は何だろ

うと考えていくと間違いなく言えるのは食なんですね。北海道の農業そして水産業という

のは日本の中で他の地域と比べて間違いなく秀でています。 

 また農業と水産業では状況は正直言って違うんですね。先ほど髙井先生の方からＴＰＰ

の話で道庁が云々、という話もあったんですが、農業と水産業同じく反対反対と言ってい

るんですけど全然言っている中身の質が違いまして、実は水産業というのは平均関税率は

もう 2.5％なんですよ。入ってくるのはもう全然関係無いんですよ。ＴＰＰで怖いのは水

産業の場合は、関税問題も有りますが漁業補助金などの制度が無くなるということなんで

すね。やっぱり規模的には農業が圧倒的に大きいものですから、農業についていって、Ｔ

ＰＰは関税だけの問題でないということなんで反対すると。もちろんＩＱ（インポータン

ト・クオーター）というシステムもあるんですけれども一番メインなのは今は漁業補助金

の方なんですね。ここをオーストラリア中心にやられてしまうというのが怖い。農業はも

う完璧に何百％という関税を持っているのでちょっと状況が違うということなんですね。 

また、農業、水産業の比でいいますと、北海道の水産物というのは約 300 億円、良いとき

は 400 億円近く輸出できるんですね。全国の生鮮農産物の輸出額というのは、農水省発表

しないんですけど道経連の近藤会長が内々に聞いてくれたら全国で約 180 億円くらいだと

いう話です。 

 私も先般、川西農協の長いものシステム見てきました。すばらしいシステムですね。全

部オートメーション化されて、台湾に薬膳料理で。あれは日本があまり食べない大きいサ

イズを送っていくということでそれなりに意義があるんですが。あれは川西農協だけでな

く周りの地区の長いも全部集めてやっているんですけど、それで６億円くらいなんですね。

今、台湾だけでなくて、アメリカとかシンガポールなどに出しても８億円程度。圧倒的に

輸出額では水産物の方が多いという状況なんですね。ところがご存じのように生産額・量

にしたら圧倒的に農業が水産業より多いんです。ここにものすごく難しさがあるんですね。

今、我々がやっているフード特区なり云々というのは、やはり基本的にその農業を中心と

して生鮮農産物の単なる輸出ではなかなか勝負できないので、そこを食の総合産業化とい

う形の中で加工度を上げて付加価値をつけて、それで海外なりに打って出ようと。まさに

日本の輸出額が今 4,700 億円で、今回安倍総理大臣が打ち出した目標では１兆円の輸出と

いう格好で、そこに何とかでも貢献できたらという状況になっております。 

 あと大きい点では、国民の健康寿命の延伸ということもすごく言われておりまして、病
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気になってからの医薬品の使用というのは駄目で、病気を予防するということが重要であ

り、そのためには食品が有している健康増進機能の活用というのが不可欠。そのためにも、

今フード特区の中で認められた機能性食品という制度がございまして、全国で初めての制

度なんですが、先般委員会をやりまして、８月の下旬くらいには世の中に出ていく。正直

言って、今いくつ製品になっているか言えないんですけど、たぶん１０個くらいの前後な

んですね。１５個くらい申請があったんですけど、さすがに北海道発ということで大学の

教授方の審査委員会が厳しくて。北海道が日本で初めて他府県に先駆けてやるわけなので

変なことはできない、絶対胸を張ってやれるという理屈になっているんで。ものすごい注

目されて、製品の数が今後どんどん増えて、たぶんそれは日本国内でも需要というか人気

が出るんでしょうけれども、欧米を中心とした海外からやはり引き合いになると確信して

いるんですね。要は、役所がお墨付きを初めて与えた食べ物なんですよ。そういう取組を

やっている次第なので、宣伝方々なんですが、よろしくお願いいたします。 

 

■辻経済部長 

今後のビジョンのまとめ方についてご指摘いただきましたので、それにつきましては、

もうちょっとミクロでもＰＤＣＡが分かるように例示をあげながら整理するといったこと

も考えていきたいと思います。それと合わせまして数値の見方。実を申し上げますとデー

タの取り方が２２年になったり２１年になったり、必ずしも単年度ごとに取れていないと

いう部分がございまして、はっきり分かりづらいものがあります。震災の影響とか、そう

いう影響であるものと、１年しかまだ経っていないとかそういう数値のばらつきがありま

すのでその辺もわかりやすさというものを心がけたいなと思っております。 

 それと併せまして、先ほどいろいろとご意見を伺った中で、海外への展開につきまして

は、やはり中国の関係につきましても、例えば、環境だとか社会的な課題に対する事業と

かそういうものは長く続けておいて、やはり今充電しながらやっていくということもあり

得るのかなと思っております。あとＴＰＰの問題。これにつきましてはやはりこういった

議論が起きていくというのは一つのチャンスということも考えて、例えば北海道は食品機

械だとか農業機械の地域調達率が非常に低い、１割２割くらいしかないというのが現実に

ございます。そういったものをどう生産性を上げていくかということもあるかと思います。

それと併せまして、１次産業は生で出すというのが非常に今まではメインだったというの

が現実にありますので、加工するということに対してどのような対応ができるか、これも

まさに作れば良いというものでなくてマーケットをちゃんと理解していかなければ駄目だ

と。農水産物もそうだと思うんですけれどもマーケットをやはり意識した作り方というの

が大事なんじゃないかと思っております。そういう意味で、製造業それから３次産業そう

いったものとのつながりというものを考えていきたいと思っております。 

 また、国の方の事業というのが今非常にジャブジャブな予算というのが現実であります。

誰が使うんだろうというくらいのすごい予算になっています。ただし、それはなかなか余

っていて、使えないという現実がございまして、私たちも、逆に自治体はほとんど予算が

無いという現実がございまして、そういうものをどうやって活用できるか、繋がるように

どういうサポートをすれば繋がるようになるのか、そういうことも考えていかなければ駄

目だとそのように認識しております。 

 今後とも事業の進め方、それからビジョンのまとめ方についてしっかりと対応していき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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■武邑会長 

 ありがとうございました。少し時間をオーバーしています。このあたりで議事を終了し

たいと思います。皆さんどうもありがとうございました。 

 それでは事務局にマイクをお返しいたします。 

 

■加藤主幹 

 本日は、たいへんありがとうございました。 

 本日いただきましたご意見につきましては、今後の施策づくりに活かしてまいりたいと

考えております。 

 それでは、これをもちまして、本日の商工業振興審議会を終了します。 

 お忙しい中ありがとうございました。 

 


