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平成２５年度 第２回北海道商工業振興審議会議事録 

 

 

日 時：平成２５年１２月１３日（金） 

１０：００～１２：００ 

場 所：北海道庁赤れんが庁舎 ２階 １号会議室 

 

 

１．開会 

■加藤主幹（経済部総務課） 

 ただ今から、平成２５年度第２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、北海道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

ご報告いたします。開会にあたり、経済部長の辻から、ご挨拶を申し上げます。 

 

■辻経済部長 

 おはようございます。経済部長の辻です。本日は、本当に年末のお忙しい中、また、雪が降りまし

て寒い中ご出席いただきまして本当にありがとうございます。 

 日頃から私ども道政にご協力、またご支援いただきまして、その点につきましても改めてお礼申し

上げる次第でございます。  

 最近の経済状況、景気の指標はいろいろなところで出していますけれども、おおむね雇用面も含め

て良い状況の数字が出ているのかなと思っております。ただ、実際に生の声をお聞きいたしますと、

例えばアベノミクスというのは大都市中心ではないかとか、大企業中心、地方にはなかなかそういっ

た効果が届かない、そういった声も寄せられているところで、私どももそういった対策をきちんとや

っていかないと駄目だと思っているところでございます。また、昨今のエネルギー事情が見通しがつ

かないということで、電気料金の値上げだとか、それから消費税率が４月からアップするということ

で、この先北海道に厳しい状況が出てくるのではないかと考えているところで、昨今国の方でも腰折

れ感が無いように経済対策が示されたところでありますけれども、まだ中身が全く見えていないとい

う状況で、私どもとしても地域にきちんと行き渡るようにという提案をしているところでございます。 

 本日の審議会では、２つの議題を用意させていただいております。一つは、「本道のものづくり産

業振興の新たな展開方向」ということでございまして、これは、前回の審議会の時に部会を作って検

討するというところで、これまで３回にわたりご議論いただいており、その方向性について審議して

いただくということでございます。 

 もう一つの議題につきましては、「今後の北海道経済部施策の方向性」というもので、これにつき

ましても今具体的に財政サイドと予算議論しているものもありますし、国のいろんな動きを取り込ん

で私どもの施策として展開するというものもあります。こういったものを具体的に動かしていこうと

考えておりまして、特にポイントは、人材力と言いますか、人材確保・育成対策、特に、若者の学び

直し、女性の就業ということがありまして、これはなぜかと言いますと本道の雇用環境というのは離

職率が高い、それから女性の就業率が低いという構造がございまして、他県と比較して弱いのはやは

り製造業が少ないということで、２５歳から４０歳くらいの女性の就業者が非常に北海道は構造的に

少ないという傾向がはっきり出ております。製造業が多いところは割と就業率が高いという状況がご

ざいます。また、離職率が高い原因というのは、観光関係、特に飲食、宿泊、サービス関係といった

ところがやはりどうしても離職率が高くなってしまうという傾向がございまして、ここは卒業される
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方の教育ということも必要だと思っていますけれども、やはりしっかり踏みとどまれる環境が必要だ

ということも考えております。 

 人材に着眼した取組を今後ともしていきたいのと併せまして、もう一つは成長産業。今ＴＰＰの交

渉もありますけれども、農業も成長産業にしたいという国の方の考えもございますが、私どもの所管

では、食の分野は、食品加工の関係がメインになっておりまして、国内市場は非常に縮小している。

このまま現実的にやっていくのは厳しいだろう。それと併せまして、ＢtoＣ、消費者の方々を相手に

する企業が多いということになりますと、どうしても消費税率アップとか、競争が激化する輸入品と

の競合といったものがありますので、ますます生活分野ですとか、あとは新しい取組として海外に打

っていく、それから高いものを作るとなれば、食品表示の関係もございますけれども、「体に良い」

といった「健康」、そういったものになっていくのではないか。もう一つ北海道でリーディング産業

と言われるものは観光ですが、先ほど申し上げましたように、定着する観光というのは、やはりお金

を落としていただける、消費額が大きいということ、それから通年化となりますが、北海道が本当に

成長力をつけていくためにはこういった産業が根本的に変わっていかなければ駄目ではなかろうかと

思っています。 

 また、新しい考え方としては、そういった産業の下支えは、やはりものづくりにあるだろうという

ことで、これまで食と観光を強調してきた北海道の経済施策であったのですけれども、一度振り返っ

てものづくりというものを重点に考えてみようと思っています。 

 今日は、限られた時間になりますけれども皆様の様々な見地からご意見をいただければと考えてご

ざいます。時間の関係がございますけれども忌憚のない活発なご議論いただければと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

■加藤主幹 

皆様にお知らせします。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。 

 本日は、議事に入ります前に、「創造都市さっぽろ」の取組について、武邑会長から話題提供をい

ただきたいと存じます。 

 道では、自然や文化などの本道の良好なイメージと道産品やサービス・コンテンツなどを組み合わ

せて情報発信し、輸出や観光客誘致の拡大を目指す「クール・HOKKAIDO」を推進しております。 

 一方、札幌市では、「創造都市さっぽろ」の取組が進められています。この取組は、地域資源を再

生・活用し、効果的に情報発信することなどによりまして、文化・芸術に代表される創造性を活かし

て、まちの活力や経済活性化につなげていくものとうかがっており、後ほどの議論の参考になるもの

と思います。武邑会長は、この「創造都市さっぽろ」に深く関わっておられますので、会長からこの

取組についてご紹介いただければと存じます。 

 

２．話題提供 

■武邑会長 

 ご紹介いただきました武邑です。この「創造都市さっぽろ」及び「札幌国際芸術祭」について 5 分

ほどのお時間でお話しをさせていただきたいと思います。この創造都市さっぽろは、既に私も関わっ

てからかれこれもう７年ほどになっておりまして、平成 23 年にユネスコの創造都市ネットワークへ加

盟をするという正式に立候補を市長が行いまして、それ以降ユネスコの資金難、アメリカが脱退した

ということもありまして、１年ちょっと審査が中断になっていたんですけれども、この 7 月に再開し

て、異例の早さで札幌は審査を通りまして、この１１月にユネスコの創造都市ネットワークの加盟に

至ったというのが流れであります。この意義ですが、現在世界で４１都市が加盟しておりまして、立

候補すればそのまま通るというものでなくて、世界遺産が２０世紀のユネスコの大きな施策だとしま
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すと、今２１世紀のユネスコの中心施策には、この創造都市という取組になっております。都市の時

代という流れの中で、都市がいかに持続的な成長を、経済も含めた分野で展開できるか。都市間の国

際的なパートナーシップ、ユネスコの文化多様性の展開、クリエイティブ産業の振興といった共通の

ミッションを共有しながら、都市間の緊密な交流や経済的な展開を図っていくということであります。 

 既に１１月の下旬に新聞報道でもご存じの方もいらっしゃると思いますが、今、既に都市間で情報

交換が始まっております。認定を受けると観光分野の産業が急速に伸びていくという従来の都市の報

告があります。あとは地場産業の国際化、グローバル化に非常に大きな貢献をしていくことが期待さ

れております。この創造都市の一環としまして国際芸術祭というものを来年の夏に約３ヶ月開催をさ

せていただきます。道にも非常に多くの協力をいただきまして、この赤れんが庁舎２階の会議室も展

示会場として使用させていただき、あるいは近代美術館。まだ決まっていないところもありますが、

都市全体を舞台として、美術館・ギャラリーに偏ることなく都市全体をアートフェスティバルの会場

にしていくということで構想されています。「クール・HOKKAIDO」的に言いますと、パリの空港など

では、いろんなアーティスト達の音で世界中から来られる方を迎える試みをやっていますが、新千歳

空港のウェルカムサウンドを坂本龍一さんが作曲していただくということで、北海道全体への貢献と

いうことも深く考えていただいています。この芸術祭に関しまして、是非皆様方の関心とご協力を賜

ればと思っています。 

 

■加藤主幹 

 ありがとうございました。それでは、ここからの進行につきましては、武邑会長にお願い申し上げ

ます。 

 

３．議事 

■武邑会長 

 それでは、これからの進行は私から進めさせていただきます。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おります。 

 まずは、第１の議題「本道のものづくり産業振興の新たな展開方向について」でございます。前回

７月の審議会で「ものづくり産業振興部会」の設置を決定しまして、８月以降３回にわたって専門的

な議論を行っていただきました。 

 本日は、部会長の関根委員がご欠席のため、部会委員の日詰委員から、部会での審議結果について、

ご報告をお願いできればと思います。 

 

■日詰委員 

 日詰工業の日詰と申します。平成２５年７月３０日第１回本審議会で設置されました、ものづくり

産業振興部会での検討結果をご報告いたします。なお、部会長を務められました関根委員が本日欠席

されておりますので、僭越ながら私から概要を報告させていただきます。 

まず、お手元の資料１－１をご覧ください。まず「１ 検討経過」ですが、先ほど話しました７月

３０日開催の第１回の本審議会において、当部会の設置が決定された後、これまで部会を８月９日、

９月６日、１１月１９日と３回開催いたしまして、論点整理や方向性などの検討を行い、部会として

のとりまとめを行ったところです。部会での検討にあたりましては、資料１－１の次の「別紙」にあ

りますとおり、オブザーバーとして、ものづくり産業に関連する団体や機関の皆様にご出席いただき、

ご意見をいただいたほか、資料１－１に戻っていただきまして、「１ 検討経過」の下の方に載って

いますとおり８月２８日に開催されました「ものづくり関連団体代表者懇話会」でのご意見を参考に

とりまとめを行ってまいりました。なお、いただいた主な意見につきましては、資料１－３の主な発

言概要にまとめてありますので、後ほどご覧ください。 
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次に資料１－１の「２ 展開方向のポイント」についてですが、ものづくり産業の振興にあたりま

しては、これまで以上に関係者が一体となり、「地域のものづくり力の向上」を図るためには、今後

の方向性を共有することが必要ですので、各企業の皆様にわかりやすい共通テーマとして、「地域の

ものづくり力のアップ」を掲げ、そのビジョンの実現のため「連携力」、「人材力」、「技術力」、

「経営力」の４つの柱を重点化するという方向性で全体を取りまとめました。 

この４つの柱を、当社は鋳物製品を製造している会社なんですけれども、当社のビジョンに当ては

めてみますと、まず「連携力」につきましては、異業同士の企業はもちろん、関連業界や産学との技

術の提携及び情報の交換による事業見通しやニーズの把握を行うこと、そして「人材力」につきまし

ては、大手広告会社の博報堂の未来年表によりますと２０１５年には北海道の人口が減少を始め、２

０３０年には現在の５４４万人から４６４万人になり、３人に１人が６５歳以上になるとのことです

ので、こちらには主役は「なでしこ」になっていますけれども、当社としましては、女性だけでなく

元気な高齢者も積極的に採用して労働力の減少に対応したいと思っております。また、「技術力」に

つきましては、若い従業員を積極的に外部の講習等に参加させ、かつ、高い技量を持つ高齢者の技術

を継承させ、ＰＤＣＡの方法によりさらに高い技術力をアップさせたいと思っております。「経営力」

につきましては、技術力のアップで生産・製品力・商品力を高め、地域や顧客の要望に対応でき、ま

た、積極的な提案を行えるプロアクティブな企業に成長させたいというのが当社のビジョンです。 

 私からは以上、「検討の経過」と「展開方向のポイント」を説明させていただきました。具体的な

内容につきましては、資料１－２に素案として示しておりますので、事務局の方から説明をお願いし

たいと思います。お願いいたします。 

 

■武邑会長 

 それでは事務局の方お願いします。 

 

■竹内局長 

 産業振興局長をしております竹内と申します。私から展開方向の具体的な内容について、お話をさ

せていただききたいと思います。 

 資料１－２をご覧いただきたいと思います。まず、「策定の趣旨」ですが、ものづくり産業は、関

連産業の幅広い波及、それから雇用の推進などを通じまして、本道経済を牽引する役割を担うことが

期待をされておりまして、道では、これまで「ほっかいどう産業振興ビジョン」という計画に基づき

まして、各種の施策を進めてきたところでございます。本道経済の活性化と力強い地域経済づくりに

向けては、人口減少ですとか、国の成長戦略への対応といったものづくり産業を取り巻く環境が変化

しておりますので、そういったものに即応し、関係者が一体となって、方向性を共有しながら、ビジ

ョンに掲げた取組を加速していく。そして「地域のものづくり力の向上」を図っていく考え方でござ

います。次の「新たな展開方向」の下段の四角で囲ったところですが、今、日詰委員からご説明あり

ましたけれども、官民一体となって集中的な取組を進めていくためには、わかりやすいテーマを掲げ

まして、関係者が方向性を共有していくということが不可欠だと思っております。そうした観点から、

「地域のものづくり力のアップ」を共通テーマとして掲げて、「連携力」をはじめ４つの柱として推

進していきたいと考えております。 

 ２ページ以下につきましては、それぞれの方向性を具体的に記述しているわけですが、まず２ペー

ジ目の「地域のものづくり力のアップ」ですが、ものづくりに限らず、地域の生産現場において、様

々な工業製品が使われておりますけれども、それらをできるだけ道内で対応する、道内製品に置き換

えていくことで、地域の中の需要を獲得する、そうした意味で地域に徹底的にこだわっていく。それ

から、地域産業や道民生活が抱える課題の解決に向けて、新たなニーズですとか、需要を掘り起こし

ていくことにチャレンジをしていく。さらに、こうした地域へのこだわりをバネに津軽海峡以南の日

本へ、そして世界へ打って出る、そういった意味を込めております。こうした中で、道の役割は、展
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開方向の内容の共有と取組を促進するために、全道隅々まで関係者にご理解をいただくように働きか

けていくということと、様々な施策も活用しながら、企業の挑戦を後押ししていくことを考えており

ます。その下に推進目標を掲げております。数値目標自体は、基になるビジョンで、「加工組立型工

業の出荷額等」ですとか、「製造業付加価値生産性」を掲げておりますので、この展開方向では、ビ

ジョンの取組を加速するという、いわば運動として進めていきたいと考えておりまして、そうした意

味で、「取組への参画・協力企業数」を目標にしたものでございます。３００社と書いております。

取組の中心にと期待をしております加工組立型工業の事業所数が道内に約６００ございます。その半

分ということで念頭に置いております。具体的な取組を進めるに当たりましては、この取組方向、全

部又は一部ということになると思いますが、一つでも賛同いただいて、自分の会社で取り組みたい企

業さんにエントリーをしていただき、エントリーいただいた企業に対し、情報提供とか様々なサポー

トをしていく考えでございます。加工組立型以外の企業さんのエントリーも受け付けていきたいと考

えております。さらに、それぞれの柱ごとに、取組を牽引する先駆的なモデルを生み出したいと考え

ておりまして、それぞれの柱、「連携力」等々の柱ごとに、６圏域で１つ１つモデルを作りたいとい

う基本的な考えで、６事例を目標にしております。 

 次に、３ページの「連携力」では、域内需要の獲得、それから新たな需要の掘り起こしのために、

本道に強みのあります農林水産業と連携をして、省力化機械の共同開発をするとか、それから業界の

垣根を越えたものづくり関係団体の大同団結に向けた具体的な行動といったようなもので、連携力強

化への取組を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、４ページの「人材力」では、基本的にはいわゆる「全員参加型社会」ということで、若者、

女性、高齢者の参画が必要だと考えておりますけれども、施策を重点化するという観点で、製造業の

中で女性の比率が低いということもありまして、女性に焦点を当てて、イメージアップ、女性の積極

的登用、それから就業環境の改善といったことを重点的に進めていく考えでございます。 

 ５ページの「技術力」は、ものづくり産業にとって最も大事な要素である「技術力のワンランクア

ップ」を基本に据えて、展示会などを活用し技術力をアピールしていく、地域において大学や企業と

のネットワークを強化していくといった取組を呼びかけていきたいと考えております。 

 最後６ページ、「経営力」でございます。経営者と従業員が一体となった改善意識の醸成といった

ことや、地域課題の解決に積極的に貢献する提案型企業へ転換していく、いわば「守り」と「攻め」

のバランスのとれた取組を促していきたいと考えております。 

 この素案につきましては、１２月１６日からパブリックコメントということで、広く道民の方々か

ら意見を伺いたいと思っております。また、関係団体との懇話会、今のところ１月半ばくらいを予定

しておりますが、懇話会を通じて意見を伺いながら、成案に向けてまとめていきたいと考えておりま

す。説明は以上でございます。 

 

■武邑会長 

 ただ今日詰委員、事務局から説明がありましたが、説明内容についてのご質問あるいは皆様それぞ

れ専門的な見地からのご意見などがございますでしょうか。 

 それではものづくりをされている企業の経営者の立場からご意見をお３方ほどお伺いしたいと思い

ます。まず、杉本委員いかがでしょうか。 

 

■杉本委員 

 デンソーエレクトロニクスの杉本でございます。今日初めて見させていただいたんですけれども、

各委員の方が３回にわたって良くまとめていただいたと、まず敬意を表したいと思います。 

 今日ざっとお伺いしての印象なんですけれども、いつもよりと言うと語弊がありますが、割と具体

的な方向性を出されているように思いまして、今日の報告は方向性ということですから、非常に良い

のではないかと思います。あとはこれをどうさらに具体化して、誰が・何時・何を・どうやるんだと



- 6 -

いう具体的なアクションプランに落としていくことが望まれます。 

 それからこういう議論になると、誤解があるといけないんですが、総花的というか、あれもこれも

やるという中で重点的にこれをやっていくんだと、１個だけではなく全部やるんだけれども、その中

でもこことここは柱にしていくんだといったものを作りながら、具体的なアクションプランにそれぞ

れの目標を決めて、誰がいつ何をやるんだということを決めてやっていくことが望まれると思います。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。それでは、関口委員いかがでしょうか。 

 

■関口委員 

 関口でございます。ものづくりの方向性というのは、非常にピントがあったものだと思います。一

般の企業であれば大体この４つの柱は常に考えて進めていることですので、これを中心に進めていく

ことは一番具体的になるのかなと思います。次の方向性としては、ではどの規模の企業が中心になる

のかという、もっとピンポイント的な部分を決めていかないとたぶん活性化していかないと思います

ので、あまり広範囲でなく、まず中心になるところを決めてそこを活性化することによって、周りに

影響を与えていくという方向性で行った方がより具体的になるのではないかと思います。その意味で

は、この委員の中でも広く海外で活動していらっしゃる委員の方々のものづくりの形を中心にして、

そこから起爆剤として進めていくことも大きな力になるんではないかと思います。それから経営力な

のですが、提案型企業というのはこれから一番必要な方策でありまして、提案型でないと前に進めな

い、ワンランクアップできないと常に私どもも思っております。それでは公的支援をどのようにして

いくかというと、まず私どもが欲しいと思っているのは情報だと思います。どういう情報が全道にあ

るのか、どういう企業がタイアップするのにふさわしいのか、それをまず欲しいと思います。私ども

がそういうことを相談に行くときには、道、市、その他の企業団体、また銀行さんも今いろいろな情

報を持っていらっしゃいますが、その情報をいただきにまいるときに、ある意味で決定的な情報が欲

しいと思います。そういうところから、情報をいただいてまたそこからつないでいくということでよ

り具体的になるのではないかと思いますので、これをもっと具体的にすることへの大きな期待を覚え

ております。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。それでは、話の中にも出てきました連携力というような観点で西山委員如

何でしょうか。 

 

■西山委員 

 日頃より大変お世話になっております、西山でございます。 

 先々月の１０月にドイツのデュッセルドルフに１００％独資で現地法人を設立いたしました。ヨー

ロッパ地区に日本の食文化の一つであるラーメン、北海道のラーメンを広めていく拠点でございます、

直接現地へ出向き、既にお取引があるお客様、日本領事館、ジェトロ、現地市政府、州政府、公的機

関等から助言を賜わり無事設立をいたしました。日本の食、北海道の食が現地で大きく注目をされて

いることを肌で感じてきたところでございます。今回の「本道のものづくり産業振興の新たな展開方

向」は大変すばらしい内容で、北海道経済が飛躍的に活性するのものと思います。 

 施策を見て感じたところですが、「地域のものづくり力アップ」についてですが、「お客様が欲し

がるものづくり」という視点も必要なのかなと思います。我々の業界は長い歴史のある業界でありま

す。全国で２千社ほどございます、麺づくり日本一と自負し、素晴らしい作品を創っておられる職人

さんが大勢おられます。ところが売れないんです。お客様視点、お客様が欲しがるものづくりという

視点に悩まれている職人さんもまた大勢おられます。「ものづくり」という視点に加えて、「ことづ
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くり」という視点が必要かと思います。「お客様視点でのものづくり」が加わって「本道のものづく

り産業振興」は大きく飛躍するものと思います。 

 

■武邑会長 

 どうもありがとうございます。他にご意見はございますか。吉本委員。 

 

■吉本委員 

 折角の機会ですから一言、気づいた点をお話させていただきます。旭イノベックスさんが「ものづ

くり日本大賞」の内閣総理大臣賞を受賞されたということで、最近マスコミにも大きく取り上げられ

ておりましたが、私もその祝賀会にお招きいただき出席させていただきました。その時に、来賓の方

のご挨拶の中で、実は「ものづくり日本大賞」の「ものづくり」をひらがなで書いてあるのには二つ

の意味があり、製品を造る「物」、人を作る「者」、この両方を掛けているんだ、とお話されており

ました。その意味では、この「ものづくり」をひらがなにしているのは非常に良いと思いますし、そ

の共通テーマにある連携力、経営力は勿論ですけれども、人材力、技術力、これに集中的に取り組ん

でいくのは非常に良いことでないかと思っています。 

 この資料１－２の「連携力」のところで、生産現場で導入される機械は殆どが道外や海外製品に占

められているというような記載がございますけれども、北海道経済産業局から出ている「第５回もの

づくり日本大賞」の冊子を見ますと、旭イノベックスさんは水門のオートゲートで内閣総理大臣賞を

受賞されましたが、優秀賞として、北海道関係では、石狩のシンセメックさん、農業機械の関係です。

美瑛のアトム農機さん、登別のアールアンドイーさん。地域貢献賞としてＩＨＩスターさんなど、農

業関係の機械を造って受賞されている企業がありますので、この取組の参加企業の中に、こうした企

業が入ってくれることによって、何かのヒントを得られるのではないのかなという気がしております。

旭イノベックスさんが内閣総理大臣賞を受賞されたということで大変感激しましたが、他にも２、３

日前にマスコミで紹介されていました発寒の池田歯車製作所さん、同じ発寒の工業団地の中に空港や

高速道路の大型の除雪機を先端テクノロジーを載せ製造している協和機械製作所さん、あるいは、千

歳から世界に発信されているダイナックスさんというオートマチックのクラッチ板の企業があります

ので、北海道の製造業も捨てたものじゃないということを改めて感じております。是非こうした企業

に参画、協力していただきながら、ものづくり産業の振興が進んでいけばいいと思っております。 

 それからもう一つ、旭イノベックスさんの祝賀会に出席した時に、隣に一般社団法人北海道発明協

会の専務理事さんがいらっしゃいました。実はこのものづくり日本大賞の一次審査は北海道発明協会

さんが行い、そこから二次審査に上がっていくとのことでありました。ものづくりには知的財産権の

問題が絡んできますし、北海道発明協会さんは色々な技術情報を持っています。発明協会の会長さん

は今、寿産業の方ですが、副会長には協和機械製作所さんも入っています。先ほどのものづくり関連

団体代表者懇話会の中には発明協会さんが入っていませんが、知的財産権が絡んでくるので、どこか

で一緒にご協力いただいた方が良いのかなと思いながら、この資料を見ていました。 

 

■武邑会長 

 貴重な意見ありがとうございました。田澤委員。 

 

■田澤委員 

 田澤でございます。私、日程がなかなか合わず欠席が続いておりました中でこのように発言させて

いただくのは本当に心苦しいところではあるんですが、せっかくこの場に来させていただいていると

いうことで、今回の展開方向について少しだけコメントをさせていただければと思います。 

 まず、共通テーマである、地域のものづくり力アップというところ。まさに、連携力、人材力、技

術力、経営力というのは非常に企業にとって重要なものであると考えておりますので、まさにここを
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押さえた展開方向というのは的確であると思っております。ただ、今まで通りではなく、また、新し

い分野を開拓していくといったようなことを考えると、追加して欲しいという意味では全然ないんで

すけれども私としてはこれをベースに、「企画力」。先ほどもありましたが何を求められているかニ

ーズ、そしてこれに答えられる発想。そういった「企画力」とか、「広報力」、良いものをさらに広

げていく、せっかく良いものを作っても求めている人に届かなければなかなかビジネスにならないと

いうこと、そういった「広報力」。それからまたお話が出ておりました情報収集等を含めまして「Ｉ

Ｔ力」。そういったものをぜひ今後４つの力にサポートの形としていただければうれしいなという気

がいたします。 

 また、これらの項目それぞれこれから具体的なプランをされると思うんですけれども、例えば人材

力で、女性という視点をいただいております。私自身女性の働き方というのを仕事で一生懸命やって

いる中で、なぜ製造業で女性が働きにくいのかというその問題提起の方からぜひ答えを出していただ

ければと思っております。具体的な事例ですとか、あるいはロールモデルという言葉が最近女性の場

合はよくされますが、製造業における女性のロールモデルというものが見えると、女性もこんなふう

に働きたいというように思うのではないかと思っております。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございました。では副会長の恩村委員。 

 

■恩村委員 

 道経連の恩村でございます。今まで、委員の方から出てきたご意見と重複する部分が多いですけれ

ども、何点かお願いになると思いますけど、いたしたいと思います。 

 まず、ものづくり産業の波及効果を考えた時に地域を牽引していくという視点で共通テーマを組ま

れて、そして個別の４分野の中を見ましたけれども書かれている内容というのはある意味正しいとい

うか、正鵠を得た内容だろうと思っております。冒頭杉本委員からもお話ありましたとおり、やはり、

こういった点で言うと運動論として進めていくことも当然必要だとは思うのですが、運動論になりま

すとどうしても抽象的であったり、概念的であったりしますので、最終的にそれを具体的に、どこに

どう落とし込んでいくのかと。例えば、官民が一体となって、あるいは学が入ってもよろしいと思い

ますけれども、それぞれがどういう役割、どういう責任を持ってやっていくのかといった画をしっか

り描いていくことが大事なのではないかと。そういった意味で言いますと、この新たな展開方向は方

向性としては正しいと思います。ではこれに基づいて具体的にいつまでに何をどうやって動かしてい

くのかというプランづくりを、産業振興ビジョンももう来年度が最終年度になると思いますので、そ

の先との関わりも含めてやはりしっかり考えて行くべきなのかなと思っております。 

 もう一点は、これも重複する部分ですけれども、やはりこういうものについては網羅的と言います

か、３６０度押さえたようなことになると思いますが、今まで実際にやってきた結果や成果を踏まえ

て、どこに重点的に限られた資源、力を投入していって、どこを重点突破していくのかという優先順

位的なものも明確にして、それを関係者皆が意識として共有していくといったことが重要なのではな

いかと思っています。ぜひともそういったことを踏まえた取組をお願いしたいというところでござい

ます。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。それでは本間委員。 

 

■本間委員 

 コンチネンタル貿易の本間でございます。私ども商社でございますので、できた物を海外に販売す

る、あるいは海外で作ったものを道内あるいは日本に輸入するという仕事をしておりますが、北海道
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の食と観光、特に食については、北海道の大事な産業の一つということで位置付けられておりますけ

れども、その生産現場がどうなっているかを見ますと、北海道のまさに水産品の代表格であるホタテ

産業は、オホーツク海側あるいは噴火湾、大きく２大産地になっていますけど、それぞれ生産方法は

少し違うようなのですが、このホタテ漁は 12 月から３月のこの４ヶ月位でピークを迎えます。夏は貝

毒の問題でお休みということで、集中した収穫期となり、これから最盛期を迎えるのですが、ホタテ

は非常に鮮度が落ちやすいということで早く冷凍しなければならない、あるいは早く処理して貝柱を

取り出さなければならない、あるいは活貝として市場に出荷しなければならないということで、いろ

んな形で捌かれていきます。地元の漁協それぞれから出た商品は、水産加工会社さんの加工場で処理

されます。冷凍されたり、市場にすぐ出せるような生け簀に入れて運ばれる、あるいは、開けて貝柱

を取り出す。その作業の大半が女性の手によってなされています。昔は浜の奥さん達がやったんです

が、だんだん高齢化して若い人がいなくなって、今どういうことになっているかといいますと、いわ

ゆる外国人労働者の手によってなされている。もちろん女性なんですけれども。つまり、北海道の大

事な生産品であるホタテの生産現場では、外国人労働者によらないともう追いついていかない。これ

は、研修制度というものがあるので何とか量として確保できていますけれども、この制度は果たして

このまま続くんだろうか、いろんな問題があると言われていますけれども、そういった非常に危うい

生産体制の中でこの北海道を代表する生産品が市場に出されている、あるいは海外に持っていかれて

いるという話を、現場の漁協の方から聞きました。４つの方針の「経営力」の中で、地域の「困った」

ということをどうやって解決するかということをいろいろ書いてありますけども、まさに今、北海道

で大事に育っていかなければならないそういう物産品を本当の意味で力のある商品にしていかなけれ

ばならない中で、対処しなければならないものがたくさんあります。今言った「労働力」の問題。あ

るいは、ある漁協さんは、自分の町には加工工場がなくて全部別な地域にある水産加工場に運ばなく

ではならないと言っています。ではなぜ地元に加工場がないのかといいますと、あったんだけれども

跡継ぎがなくてその工場を廃業してしまったという話です。本当は自分の浜でやりたいんだと、冷凍

も処理も全部やりたいんだけどそれをやってくれる業者さん来てくれない、あるいは、貝を開けて処

理する人手がないといった、いろんな問題で難しい。地域の生産現場に困ったという話はたくさんあ

りまして、それも北海道を代表する生産物でさえそういう状況にありますので、こういう具体的なこ

とを一つ一つどうやって解決するかということを、行政の皆様含めて考えていかなければならない。

具体的な問題を早急に取り上げていった方が良いのではないかと思います。ここに書かれているのは

非常にしっかりした方向性だと思いますが、この方向性を先ほど各委員の皆さん言ったように具体的

にどうするんだ、あるいは具体的にどこにどう困ったことがあるんだということを、道内各地のいろ

んな生産現場からヒアリングあるいはアンケート等によって集めることが至急やらなければならない

ことかなと思います。それをどうやってやるかということを皆さんで知恵を出し合って考えて行くこ

となろうかと思います。たまたま、私ども商社という立場で一つの商品について抱えている問題をお

話させていただきますけれども、これはおそらく食品だけではなくいろんな分野であるのかなと思い

ます。やはり具体的なテーマを一つずつ上げて、それをどうするかということをこの議題としていく

ことも必要かなと思います。そういうことを検討する組織をぜひ作っていく必要があるのかなと感じ

ています。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございました。いただいたご意見を踏まえて、新たな展開方向を取りまとめていただき

たいと思います。次の議題に移ってよろしいでしょうか。 

 続きまして議題の２つ目、「当面の施策の方向性」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。私の方から、資料２－１に基づきまして、「当
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面の施策の方向性」についてということで説明させていただきたいと思います。 

 まず、一番上に「施策展開の考え方」と書かせていただいているんですけれども、経済部では、こ

の審議会でもご審議いただいております「ほっかいどう産業振興ビジョン」に基づきまして、公的需

要の依存度の高さ、あるいは製造業のウエイトの低さというような構造的な課題や、消費税率引き上

げと言った経済社会環境の変化を踏まえつつ、国の施策の活用、民間企業との連携などを図りながら

取り組むということ考えてございます。 

 下に具体的な現状・課題、それから取組の方向性を書かせていただいております。まず一番左です

けれども、現状・課題というところで、まず構造的な課題としては、今申し上げましたけれども、公

的需要への依存度の高さ、製造業のウエイトの低さ、域際収支は入超が続いているという状況がござ

います。昨今の社会経済情勢ですけれども、中長期的には真ん中に「懸念」と書いておりますけれど

も、労働力人口の減少、あるいはそういうものに伴いまして総需要の減少ということが今後見込まれ

ます。最近ですが、冒頭部長からもありましたけれども、景気は緩やかに持ち直していると評価され

ていますけれども、生の声を聞きますと、なかなかそういう実感には至っていないという声もありま

すし、電気料金の値上げであるとか、あるいは来年の春の消費税率の引き上げということでは先行き

が懸念される面があります。 

 一方では、良い面といたしまして、東北地方で自動車の生産拠点化が進んでおりまして、本道にも

自動車関連産業の集積が進んでいるというようなこともあります。それから、環境・エネルギー面で

は、新エネルギーの導入の動きも活発化しております。また、国におきましては、成長戦略を策定し

ておりまして、その中で出てきている国家戦略特区に北海道としても提案をさせていただいていると

いうような状況でございます。 

 こういうものを踏まえまして、来年度の施策の方向性なんですが、右側に大きく４つの箱を作って

おります。左の方から「新成長分野の創造」、その右が「地域の再活性化」、下にいきまして「全員

参加型社会の実現に向けた取組の推進」、それから右の方にいきまして「東日本産業連携軸の形成」

ということで、これは大きくは産業振興ビジョンの柱立てに従いまして整理をさせていただいており

ます。まず、「新成長分野の創造」というところでございますけれども、ここでは大きく、食、観光、

それから海外市場、省エネ・新エネという４つの柱を立てております。 

 まず、食につきましては皆さんご存じかも知れませんが、今年の４月から北海道独自の制度として、

北海道食品機能性表示制度というものを始めております。これは愛称「ヘルシーＤｏ」としておりま

して、まず８月に１０社１５品目について認定しておりまして、１１月末までの第２回の申請という

のでも６社９件から申請があったところでございます。こういうものを活用しながら、引き続き高付

加価値化、北海道ブランドの確立という取組を進めていくことにしております。 

 次に、観光につきましては、非常に良い状況と今言われておりまして、今月発表した観光入込客数

の調査によりますと、今年４月から６月までの分ですが、訪日外国人の来道者数というのが、前年同

期と比較しますと約４割増ということで、アジアを中心とした外国人観光客が増加しているような状

況となっております。こうした動向を踏まえながら、世界に向けた滞在型観光地づくりを進めるとい

うような取組を考えてございます。 

 それから、海外市場の成長力の取り込みの点では、「クール・HOKKAIDO」と書かせていただいてお

りますが、これは本道が持つ自然であるとか文化・コンテンツという様々な魅力がありますので、こ

ういうものと道産品やサービスというものを総合的に発信して、輸出や、あるいは観光客の誘客の拡

大につなげようというものでございます。本日の午後にも「クール・HOKKAIDO」の取組の会合なども

行うこととしておりまして、この辺に力を入れるということも考えてございます。 

 エネルギー分野につきましては、道内でも風力発電のための送電網整備事業であるとか、あるいは

大型蓄電池の整備事業といった新たな技術の実証の動きも出ているところでございます。引き続き、

エネルギーの地産地消に向けた取組を進めるほか、エネルギーに関するいろんな技術の実証のフィー

ルドとして北海道を売り込んでいって、関連の産業の育成につなげていきたいと考えております。 
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 右に行きまして、「地域の再活性化」のところなんですが、ここは３つの柱です。「中小企業・小

規模事業者への支援」、それから「地域商業の活性化」、最後は「ものづくり産業の競争力強化と地

域展開」ということです。まず、「中小企業・小規模事業者への支援」ですけれども、先ほど申し上

げましたが、電気料金の値上げ、それから消費税率の引き上げということもあって、小規模事業者な

どの経営も懸念がありますので、そういう相談体制の再構築ということも進めていかなければならな

い。それから、昨日、国が補正予算を発表したんですけれども、その中でも、中小企業や小規模事業

者から、相談にワンストップで対応する「よろず支援拠点」というものを設置するという検討もされ

ておりますので、そういう国の動きとも連携を深めながら支援をしていきたいと考えております。 

 それから、「地域商業の活性化」というところでは、道でも補助事業をやっておりまして、その中

で、買い物弱者対策として送迎バスを運行するであるとか、あるいは空き店舗を活用した取組という

ような事例が出てきておりますので、こういうものを全道に波及させていく、あるいは動きを支援し

ていくというようなことを進めていきたいと考えております。 

 ものづくり産業につきましては、先ほど「展開方向」のご説明の中であげているとおりでございま

して、農林水産業との連携の強化であるとか、女性の参画促進ということを進めていくということを

考えております。 

 次に下にいきまして「全員参加型社会の実現に向けた取組の推進」ということでございます。将来

に向けて本道経済の活性化を実現するためには、女性や高齢者といった労働参加を促進することが必

要ですし、あるいは、若者や中高年含めて、多様な働き手がその能力を十分発揮していくということ

が必要であり、これまで以上に重点的に人材育成に取り組む必要があると考えてございまして、ここ

につきましては、特に太線で囲んでいるところでございます。この下にいくつか並んでおるんですけ

れども、左の方が雇用面の取組ということで、一番上に「雇用創出プロジェクトの推進」とあります

けれども、今年の７月に国のプロジェクトの採択を受けて、食やものづくり分野の産業振興を今後３

年間進めていくというものでございます。それから１番下には、女性が活躍できる機会の拡大という

ことで、先ほどものづくりの方で出ておりましたけれども、様々な意味で機会を拡大する取組を進め

ていくこと。右側は、人材育成面ですけれども、道では、高等技術専門学院という職業訓練の施設を

持っているのですけれども、特に、道央圏の学院におきましては、ものづくり関連分野で科目の重点

化というものを図りながら、若者に「学び直し」の機会を提供するといったことを考えています。こ

れも昨日発表されました国の補正予算の中なんですけれども、「地域人づくり事業」ということで制

度が創設されるということですので、こういうものも積極的に活用しながら人材育成に取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

 最後に、一番右の「東日本産業連携軸の形成」ということなんですけれども、今、バックアップ拠

点ということで、いろんなリスクを分散するために、北海道がバックアップの拠点になっていけるの

ではないかということで、いろんな企業さんの動きもありまして、今、自動車関連の企業の分散立地

であるとか、データセンター、それから今年の 11 月には、アクサ生命が本社を札幌に設立するという

ことを決めていまして、そういう機能の分散化に向けた動きというものにも対応していくということ。 

 それから、北海道新幹線が 27 年度末に開業する予定でございますので、新幹線の開業に向けた取組、

自動車産業の東北との生産拠点の取組と、そういうものも連携しながら東日本の産業連携軸の形成に

つなげていくと、そのように考えてございます。 

 それから、参考資料といたしまして、次に資料２－２として、「本道経済の状況」というのをつけ

ております。これに関しましては、公表されている経済関連の指標というのを取り上げておりますの

で後ほどご覧いただければと思います。また、最後に、２枚資料追加しておりまして、１枚目の「好

循環実現のための経済対策の概要」というもので、これは 12 月５日に国が経済対策として発表したも

のでございます。それから、その次が「平成 25 年度補正予算について」。これは昨日閣議決定した国

の補正予算の概略の資料となっておりますので、こちらもお後ほどお目通しをいただければというふ

うに思います。以上でございます。 
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■武邑会長 

 ありがとうございました。ただ今事務局から説明がありました。ここからは委員の皆様のそれぞれ

の見地から本道経済の現状認識や今後の施策展開などについてご発言いただければと思います。皆様

いかがでしょうか。それでは、地域商業の活性化という観点を含めまして古内委員いかがでしょうか。 

 

■古内委員 

 古内です。商店街振興組合の女性部長をさせていただいています。 

 「地域の活性化」ではなくて「地域の再活性化」という、「再」のところにとても興味を覚えまし

た。私は商売といいますか、「もの」をつくる立場で商店街の仲間と一緒にいろんなことやっていま

すが、どうして地域のお金が地域で回らないんだろうといつも思っています。海外に出ている方達と

はまた違った視点ですけれども、地域のお金は地域で使う、地域のものは地域で使う、地域のものは

地域で回っているという仕組みがとても大事ではないかと思っています。それでないと再活性化にな

らないのではないかと思います。まず、ここから始まらなければ、ものを作っても売れないとか、使

ってもらえない。確かに「企画力」とか「広報力」とかいろいろなことがありますが、気持ちの中で

地域のものは地域で使うんだという思いがなければ、なかなか難しいかなと思っています。仕入れて

店先に並べても買っていただけない。ものづくりが技術的にもう一歩というところもあるのかもしれ

ませんが、先ほど北海道でもこんなに立派にやっていらっしゃるところたくさんあるんだと伺い、私

が考えていたのとは違ったんですけれど、地域でうまくお金が回っていなくて、地域に落とすお金が

少なく、インターネットで買ったり、例えば地域の本屋さんでも全然本を頼まれることもなくて、皆

さんインターネットで買っているという状況が今の自分たちが置かれている状況です。それでも悲観

的なことばかり言っていられませんので、例えばものづくりで技術的にもう一歩だということであれ

ば、公的試験研究機関とか大学の活用もできると聞きました。私ども商業者も、全国にある商店街の

支援センターから国の支援をたくさんいただいていると思いますが、そういった支援センターですと

か、商店街振興組合からもいろいろな成功事例などが発信されており、また相談窓口にもなってくだ

さって、今回もたくさんの予算をいただいた時にどのように有効活用したらよいか、手を上げたらい

いのかと悩んでいるときも一番の相談窓口になってくれたのは、北海道商店街振興組合だったり商店

街の支援センターであったりと思っています。いろいろな活用の場所はあるんですけれども、残念な

がら知らないとか、うまく情報をキャッチできてないとか、それから例えば敷居が高くてとても入り

込めないとか、足踏みしているんだとしたらもったいないと思っております。成功事例はまるごとそ

のまま真似するのではなくて、自分のところに合わせてできるところはないかなと考えて真似したり、

学んだり、それから先ほどありましたが、数値目標を立てて実行していくことなどが商店街にとって

大事なことなのかなと思っています。先ほど言いましたが、常に活気がないとか、店そのものに魅力

がないから仕方がないと指摘されることがありますけれども、地域のお金は地域で使うとか、北海道

のものは北海道でちゃんと消費しますとか、札幌のものは札幌市民が皆でお金を出し合って使おうと

いうように、まず足下が豊かになってそこから力強い経済づくり、地域の再活性化につながると思っ

ていますので、どうぞ地域のお金は地域で回していただきたいと思います。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。髙井委員いかがですか。 

 

■高井委員 

 私はもともと現代経済史をやっている者ですから、長期の視点からお話をさせていただきたいと思

います。特に、「金」、「物」、「知識」の話であります。 

 まず最初に「金」の話であります。今回の資料２－１の右側にある「東日本産業連携軸の形成」の
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ところ、私、賛成であります。金の視点で言うと、今、企業内での分業が非常に行われて、それがさ

らに国際分業にも繫がっていることは否定できないことであります。その視点ではどのように北海道

に生産拠点を誘致するか立地させるか、あるいは逆に海外に流出させないか、海外から持ってくるか、

そうした議論を再び考える必要があるかと思います。私がこの審議会委員をやっている間に、企業立

地促進条例を産業振興条例に組み込む作業もさせていただきましたが、その頃は、宮城県だとかと産

業立地をぎりぎりと詰めて、どうやったら企業が北海道に来てくれるかという条件を非常に厳しく詰

めて考えて、戦略的に議論してきたと思います。しばらくそうした議論が出なくて今のところ北海道

で頑張るという話でやってきましたが、その結果、大震災の後の産業分業、企業内分業それから国際

分業の変化に対しての見直しや反省やチェックが今足りてないような気がいたします。北海道にバッ

クアップとして来るんじゃないかと期待したものが、結局インドネシアやタイにどんどん工場が流出

してしまった。それをもう一度見直して、本当に魅力ある立地、お金が引っ張ってこられる北海道と

いうのを考えるべきでなかろうか。これが一点であります。 

 ２番目、「物」についてであります。北海道の今までの方針については、ＴＰＰについては反対で

ある、という原則できていたかと思います。しかし、現状で見る限りもはや後戻り出来ないところに

来ていると思います。たとえ重点５品目が守れたとしても重点５品目以外のもの、とくに関税の高い

デンプンや小豆などは、おそらく大幅に北海道、日本に流通してくる可能性があります。そうすると

１次と２次産業としての食品加工業の根本が揺らいでくる可能性がある。悪いことばかりでなく逆に

パーツ産業などでは国際分業の中にうまく乗ることができるかも知れない。また、北海道の企業にも

海外でパーツだとか部品だとか原料だとかを買うといったことで追い風になるということもあるかも

しれない。そういう長期のことをもはや一刻の猶予もなく検討しなくてはいけない時期に来ていると

思います。もちろんこうした短期のことを議論するということも十分あると思いますが、来る長期の

ことについて、反対だからということで何の対策もしないでいきなりこの問題が生じると、北海道の

ものづくりの大恐慌が起きるというのが私の懸念であります。 

 ３番目は「人」であります。観光の話、それから北海道の中での女性の話が議論されていましたが、

前にもちょっと申し上げましたが観光客１人を呼んでもそれほどの効果ありませんが、今大きな流れ

として「高度人材」のグローバル化が進んでおります。北海道大学でも留学生、外国人の博士号、修

士号といった、労働者でなくて高度人材を倍増あるいはもっと増やすというような動きが出ています。

こうした人達をちゃんと北海道の企業で役立たしてもらう、定着させてもらうということなども考え

て良いのではないかと思う次第であります。 

 最後に「知識」の話であります。これまでの議論はおそらく北海道の物を北海道のお金で北海道の

人が作るという北海道純血主義で産業を考えていた傾向があった気がしますが、それはおそらく通用

しなくなってくるかと思います。資本についても全国のどこかの資本あるいは海外の資本、物にして

も海外の原料などが混ざってくる可能性があるし、また、人についても海外の人材を無視するわけに

はいかない。しかし、それによって北海道らしさが全く無くなると、北海道に立地する意味が無くな

ってしまう。そこで重要になってくるのは北海道としてのブランドであったり北海道としての技術で

あったりするかと思います。ですので純血主義を守ることによって北海道の知識を保障するというの

では無くて、様々な人や物や金が行き交う中で北海道らしさを残すような知識、ブランドあるいは技

術の確立を考える必要があるのでは無いかと思う次第であります。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。ＴＰＰのお話もありましたけれども、特に農林水産物に隠れて知的財産権

の問題も「クール・HOKKAIDO」とかコンテンツ産業の将来を考えますと本当に暗澹たる思いを感じざ

るを得ない内容になっていて、特に日本の場合は、二次創作とかいろんな展開があって新しい何かが

生まれてくるという循環があるので、模倣と二次創作のようなものがオリジナルの著作者の権利侵害

を抜きに警察でそれを取り締まることができる法律ができると、日本の文化的な損失が計り知れない
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ものがあると感じていまして、この辺ももう少し詰めた議論をしておかないと、今度はものづくりだ

けではなくて、コンテンツや情報産業全体の影響もかなり出てくるのでないかなと思います。 

 もう一度、この施策の柱に沿ってご意見を伺っていきたいと思いますが、新成長分野の創造という

ようなことについて、特に海外市場の成長力の取組について、本間委員いかがでしょうか。 

 

■本間委員 

 実は私ども、この数年、中国プラスワンということで、中国だけでなくて東南アジアにもどんどん

目を向けてということで、北海道の食産業、全体的にそういう流れになっているのですけれども、シ

ンガポール、タイ、ベトナム、インドネシアあるいは台湾もそうなんですけれども、あちこちで北海

道物産展をやっています。今までは北海道側からお願いしてデパートと提携して物産展をやっていた

ということが多かったんですが、最近はむしろ地元、現地の方からの要請でやってほしいという声が

聞こえてきています。実際に今いくつかの北海道のメーカーさんと組んで、シンガポールやタイ等で、

いわゆるデパートさんを借りて、市場調査を含めて一緒にやっていこうということで取り組んでいる

最中なんですが、近年北海道ブランドが東南アジアを中心に非常に人気がありますが、しかし、実態

として非常にイメージ的なものが強くて、一つ一つの商品につきまして、果たして自信を持って現地

で売れる商品になっているかどうかというのは、まだまだメーカーさん自身も自信が無いと言われる

経営者もいらっしゃいます。つまり、イメージが先行した北海道ブランドというものを、いかに実質

的に海外に通用する商品にするかという取組、例えばパッケージのデザインもそうですし、あるいは

商品の中身、あるいは例えば細かい話なんですけれども、日本ではこの程度の数量で、このぐらいの

値段なら良いんじゃないかと思って、同じ形で向こうに持って行きますと、実は彼らの考えている値

段と数量のバランスが欠いていると。ですからその国々の経済情勢あるいは嗜好性、現地の市民の皆

さんの食品に対する考え方というものをしっかりと市場調査していかないと、はっきり言えばやって

終わりというような物産展とか展示会、即売会になってしまう。今まではそういうことだったんじゃ

ないかなと思います。これからはいかに現地の市場ニーズをしっかり把握した上で、それに合わせた

ものづくりといいますか、北海道ブランドを生かして、かつ、現地の条件に合わしたものをいかに作

っていくかという努力がこれから至急に必要なんじゃないかなという気がいたしました。論点が外れ

たかも知れないんですが、実際に私ども海外市場に北海道の食品を一生懸命メーカーさんと一緒に売

り込んでいるんですけれども、感じたことを申し上げました。以上です。 

 

■武邑会長  

 ありがとうございました。地域の再活性化について、特に中小企業、小規模事業者等への支援につ

きまして吉本委員いかがでしょうか。 

 

■吉本委員 

 道内には私どもを含めて２３の信用金庫がありますし、北海道に本店を置く地方銀行が２つござい

ます。皆さんスタンスは変わらないと思いますが、地域で集めた預金を地域のために活用していくと

いうことです。企業経営者の中にはまだ慎重な方も多いんですが、資金ニーズがあった時には、それ

が真に企業の成長に繫がるものであれば、また、地域の活性化あるいは再活性化に繫がるものであれ

ば、積極的に、なおかつ前向きに対応していくという我々金融機関のスタンスは全く変わらないと私

は確信しております。 

最近、お客様とお話をしていて、気になることが２、３あります。一つは特に建設関係で資材価格

の高騰がネックになってきているということです。これは、建設業者の方もそうですし、前向きな設

備投資をしようという時に、想定以上の予算を組まなければならなくなってきており、一つのネック

になってきています。 

 それから、次の多様な働き手にも関わってくると思いますが、人材の問題です。有効求人倍率にも
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表れてきておりますが、人手が足りなくなってきています。国の施策として、これから東日本大震災

の復興加速が始まってきますし、国土強靭化計画も入ってきています。そしてオリンピック・パラリ

ンピックが入ってくるということで、多分この人材の不足、あるいは、資材価格の高騰という流れは

変わらないのではないかと思います。この辺のネックにどう対応していくかということが非常に大切

だと思っています。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。それでは竹田委員いかがですか。 

 

■竹田委員 

 私、商工会連合会の立場ですが、今、全道に１５２の商工会地域がありまして、先ほど、古内委員

さんも言っていました商店街の問題も含めて、今１５２の地区の商工会についてはほとんどが小規模

事業者であります。その中でこれから一番町村において問題になるのが、人口の減少も含めて、もの

の動きがどんどん偏ってくるということが間違いなくこれからでてくるのかなと思っています。私、

十勝なんですけれど、十勝の方は農業が基幹ということで、農商工連携という形で、農業を中心とし

た加工業が今盛んに行われておりますし、先ほどの海外展開の問題についても、十勝では、特に長い

もといったものがシンガポール、今はアメリカのロサンゼルスまで出されていて、単一農協でやって

いたんですけれども、コンテナに積み込んで輸出するということで、農協さん同士が連携しながら、

違う農業の生産品も一緒にコンテナで搬送するという形の連携がどんどん出てきています。農業ばか

りではなく商工会関係についても、今帯広商工会議所さんと商工会連合会が連携をしながら、広範囲

の観光の取組、それから食の展開、そういうものが今十勝では出てきております。こういうことをし

ていかなければ、我々商工会地区においては、町単独では限界があるというのは間違いないと思って

おります。 

 それから人の問題なんですけれども、うちの町も食品加工の工場がありますけれども、やはり人手

の問題があります。地方ではそこに働く人がどんどんいなくなって、工場を持っていても将来的には

撤退していくのかなと感じるくらい危機感が高まってきております。北海道全体で労働力の問題はこ

れから大きな問題になってくる。本当に道内の人間だけで労働力が間に合う時代ではなくなってしま

うのかなと思います。だから、どうやってよそから人を導入していくのかということも真剣に考えて

いかなかったら、地方はどんどん限界集落が増えて、産業も成り立たなくなる心配はしております。

以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。全体を通しまして恩村委員いかがでしょうか。 

 

■恩村委員 

 新成長分野の中で、食クラスターの取組を道経連としても力を入れて行っておりますので、考えて

いることをお話させていただきたいと思います。食クラスター活動は足かけ４年になりました。当初

はやはり食のクラスターということを運動論として浸透を図ってきた。今年度からは、もう少し結果、

アウトプット、成果、ここにこだわった動きをしていかなければ駄目な時期にきているだろうという

ことで、具体的な実績、アウトプットにこだわった動きになってきてございます。それから先ほど高

井委員の方からありましたように純血主義でいきますとなかなかうまくいかないので、そこは本州と

いったところの大手の方の力もうまく使いながらやっていき、それぞれの地域に実際の成果を落とし

ていくといったたことが必要だと思いますし、実際にそれで成功している事例がポツポツ出てきてい

るというのが今の実態かと思っております。先々を見ても、やはり食というのは北海道は明らかに優

位性を持っておりますので、観光もそうだと思いますけれども、そこを中心に行っていくという方向
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にあるのかなと感じているところです。 

 あと観光に関して言いますと、やはり「持続可能な」という視点を考えた方が良いのかなと感じて

おります。北海道の観光の場合、ピークの７月、８月の夏場と、オフピークの１１月といった時期の

高さを比べると、入り込みのピークはボトムの３倍以上あるという感じですから、その差をうまく埋

めて行かないと、サービスの提供ひとつとってもそうですけれども、持続性の面で問題が出てくると

思います。その辺についてはもうちょっと分析をしていかなければなりませんが、今インバウンドが

非常に好調ですけれども、このインバウンドが好調だというのを持続させていくためには何が必要か

といった視点が必要なのかなと考えております。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。それでは、高橋オブザーバーいかがでしょうか。 

 

■高橋オブザーバー 

 北海道経済産業局地域経済課長をしております高橋と申します。いつも皆さんにはお世話になって

おります。ありがとうございます。皆さんおっしゃられるとおりで、非常に勉強になることばかりで

す。道庁さんのまとめられた資料も非常に良くまとまっていて、政府の方で６月に日本再生戦略を出

していて、地域の得意な資源の活用だとかポテンシャルを発掘して活用してブランド化していくこと

が大事だということが謳われていて、その方向に沿った形で北海道の強みを展開していこうというこ

とだろうと理解しました。私どもも経済産業省本来の鉄だとか紙だとか機械類といったところの産業

振興は当然やっていくんですけれども、今日も赤レンガの前まで来たのは本当に何年か振りなんです

が、観光客の方がたくさん写真を撮っておられて、皆さんアジアの方で、相変わらずすごい人気だな

と思ってびっくりしました。最近も何かの調査で札幌が世界で７番目の人気だということが新聞に載

っていましたが、観光や食では非常にブランド力があるということは皆さんに申し上げるまでも無く、

そういう強い力を活用しない手はないということで、私ども経済産業省としても、私が所属している

地域経済部は、製造産業課、情報政策課、バイオ産業課、産業技術課といった、ものづくりに直結し

た部なんですけれども、最近のものづくりの取組の方向性としては、重点分野との連携が大事だとい

うことで、食と連携したものづくりとは何か、ＩＴ技術の食や観光への適用、バイオ技術でも食に寄

与できる部分は何かとか、そういった部分に重点化した取組をやっている最中でございます。 

 例えば、道内の食品機械の相当部分はヨーロッパなどからの輸入に頼っていて、それを何とか道内

の地場の機械メーカーさんでつくることができないか、裾野を広げることができないかという取組を

やっています。農業機械などもそうですし、諸々やっています。 

 話が変わってしまいますけれども、道庁さんに配付していただいた、昨日決まった補正予算の中で、

当省の関係するのは、競争力強化策という部分の最初の競争力強化のための投資促進、イノベーショ

ン創出等という、金額でいうと４千何百億という部分が一番関係するんですけれども、ご承知のとお

り、先日産業競争力強化法という法律ができまして、その中で、安倍総理が常々おっしゃっていると

おり国内設備投資をリーマンショック前の７０兆円まで回復させるということで、かつてないような

非常に大胆な設備投資減税策が打ち出されておりまして、先般法律が成立しましたのでたぶん来年、

年明け１月中～下旬ぐらいに法律が施行されてスタートする格好になると思います。それは業種に関

係なく、極端な話、製造業だけじゃなくて農業であろうが水産業であろうが小売サービスであろうが

何でも使えます。それと昨日決まった補正予算の中ではものづくりの革新事業ということで、これも

かなり裾野を広げて製造業だけではなくてサービス業も小売業も使えるような制度設計で検討してい

る最中ですので、その辺も道庁さんのお知恵も借りながら、使っていただければと思っています。宣

伝ですが、その辺の話を、特に産業競争力の設備投資減税なり規制緩和なりの話を霞ヶ関の本省の担

当の人間が来て、１２月２０日に私どもの第一合同庁舎で説明会を開催することになっています。結

構申し込みいただいているんですけれども、もし機会があればそちらの方も聞いていただければあり
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がたいなと思っています。以上です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。ほかにご意見ないでしょうか。全体を通してでもあるいは前のテーマに戻

っていただいても結構ですけれども皆様から何かございませんでしょうか。 

 

■西山委員 

 西山でございます。「当面の施策の方向性」について、すばらしい施策だなと拝見させていただき

ました。先ほど、古内委員様の方からすばらしい施策があるけど知らない人も結構いるというご意見

がございました。私も同様の意見で、施策は使えること、使いやすいことで効果が生まれると思いま

す。中小企業や小規模事業者の皆さんは、毎日の仕事が忙しい方ばかりで施策については知らない方

がほとんどでございます。このような方にどのようにしてお知らせしたらよいのかについてですが、

中小企業や小規模事業者の皆さんは、ほとんどの方が業界団体や組合に加入されております、情報を

得るためです。業界団体や組合に対し施策を発信していくことも大切だと思います。「ホームページ

を見てくれ」に加えて、もっと踏み込んでお伝えすることが大切だと思います。先ほどワンストップ

よろず相談窓口のお話しがございました、ワンストップよろず相談窓口を前面に出して、施策に興味

がある組合、団体、個人から問い合わせを受けるというしくみもよろしいかと思います。問い合わせ

する方は、良くしたい、頑張りたいという方ばかりだと思います、必要であれば行政の担当者さんが

現場に出向くのもよろしいのではないでしょうか。素晴らしい施策でございますので多くの皆さん、

現状から打破したいという前向きな皆さんにお伝えするしくみが必要かと思います。 

 先ほどドイツに現地法人を設立しましたとの話題を提供させていただきました。現地で感じたこと

ですが、ドイツ政府の行政はどんどん現場へ出て行っています。弊社ドイツ法人ですが、お取引があ

るお客様から欧州に拠点つくるなら是非とも私のところに設立してほしいとのことでデュッセルドル

フになりました。弊社にとって初めての海外法人ということで現地の法律も商習慣もわかりません。

北海道の食品会社がドイツで現地法人を設立するのも初めて、情報もありません。まず初めにどこに

行ったかというと、札幌にあるジェトロさん、進め方について多くの情報をいただきました。次に札

幌のジェトロさんからデュッセルドルフのジェトロさんにつないでもらい、現地へ出向きました、デ

ュッセルドルフのジェトロさんでドイツでの法人設立についての詳しい情報を得ることができまし

た。次に、こちらでビジネスするのであれば、情報交換の場となる現地の日本企業が集まる団体に加

入した方が良いということで、日本人商工会議所につないでいただき、訪問させていただきました。

コンサルタント会社を通さないで無事現地法人を設立することができました。弊社の一連の動きにつ

いては、デュッセルドルフ市役所や州政府にも話しが伝わっておりました、行政のほうから「設立の

お手伝いをさせていただきたいと」と連絡がありました。州政府からは「企業誘致、三千ユーロ助成

プログラム」がある、是非使っていただきたいとのこと、使ってくださいと言われても、英文書類の

書き方がわからないからご辞退させていただきたいとお伝えすると、州政府出資公社の出先が東京に

ある、そちらで書き方をお教えさせますとのこと、すぐに東京にある出先公社の方から連絡が入り、

無事書類完成で助成金をいただけることになりました。日本に帰国して直ぐに、ドイツから州政府公

社の方が札幌にお越しになりご来社いただきました。「日本の食、北海道の食はヨーロッパで注目さ

れています。私もラーメン大好きです。北海道に来ることができて良かったです。」とおっしゃって

いました。 

 施策をお伝えることに関連して、私の体験談をお話しさせていただきました。以上でございます。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。他にご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

まだ、若干時間があります。 
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■関口委員 

 西山さんのものすごく元気なご意見を伺わせていただきましたが、私は逆に建設業の関係から一言

お話をしたいと思います。私は今回で任期が終了いたしますものですから、最後に一言建設業の方か

らご説明したいと思います。資料の最後にありました、防災・安全対策の中に、髙井先生もおっしゃ

いましたが、大震災の後に北海道の建設業はどうなったかというと、悪くなりました。最初の１、２

年は物資も入ってこないので家を建てるにも材料がありません、人もいませんということが続いたの

ですが、それがちょっと回復しましたが、未だにそれは改良されておりません。本当に人が今いない

んです。一番危惧しているのが東京オリンピックの工事で、もう向こうの方から来てくださいという

働きかけがあるんです。それに応じますとますます職人さんがいなくなりまして、北海道の建物その

ものに対して危惧があるんです。実際に、公共の仕事が出ましても、今年は職人さんがいなくてでき

ませんという話がいくつも起きまして、北海道の建設業に関しては人材的に由々しき事実が起こって

おります。もう一つは、下請けさん達の中に、最近は外国人が入っているんです。人がいないので外

国の人を使うということで、外国の人を使うようことがちょっと増えてきました。ところが、実際そ

の人達に接してみると、日本語がしゃべれない、だからちゃんとした仕事を指示できない、そのよう

な壁がありながら、その人達を使うしかないという状況になってきております。ただこのままで行く

とこれはもっと外国の人が増えるんだろうかということも私ども考えなければならなくなります。そ

うすると今度はその働いている外国の人達をどうしようか、人づくりとしてそういう人達をどういう

ふうに、どのレベルまで扱っていこうかというのが、人づくりの項目の中に新たな問題がひとつ入っ

て来ると思うんです。それが現状だと思います。ですので北海道の建物が建たなくなるような、また、

補修ができなくなるような現状に持っていかないためには、やはり各企業もかなりの努力をしており

ますし、実際に何とか仕事を続けたいというので、私どもの会社も社員達が徹夜をしながら、仕事を

こなしている状況があるのですが、このままで行くとレベルの高い北海道の職人さんがいなくなって

しまうという現状だけをちょっとお伝えいたしまして、その後の新たに生まれる問題もまた一つ課題

に加えながら考えていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

■武邑会長 

 貴重なご意見ありがとうございます。１９７２年の札幌オリンピックの時も産炭地区の労働力を札

幌という都市が吸い取ってしまった。それによって廃炭というか産炭地区の縮小・閉鎖が相次いだと

いう現象がありました。さらにこれからオリンピックだとか、様々な復興支援を含めて北海道の人材

が縮小してくる。これは非常に大きな問題で、外国人労働者のクオリティをどう維持できるかとか、

この辺も非常に大きいことだと思いますし、それこそ女性の社会進出を含めて、社会全体をこれから

引き受けなければならない問題だと思います。 

 それでは、皆様からいろんなご意見をいただきましたが、辻部長から一言いただけるでしょうか。 

 

■辻経済部長 

 本日はどうもありがとうございました。今日お話いただいたことにつきましては、本当に方向性だ

け出すといった考え方ではなくてやはり運動論では駄目だと思っております。しっかりとアクション

プログラムを含めて、成果指標・目標をしっかり立てて、明確にどこをターゲットにしていくのか、

そういうことをきちんと考えてやっていく必要があると思います。先ほどお話しいろいろ伺いまして、

国の施策もいろいろ出てくるということもありますので、そういうものも組み合わせながら具体的に

何ができるのかというのを考えていきたいと思っております。 

 私から４点ばかりお話させていただければと思いますが、まず１点目は、ものづくりの中で地域の

連携力の話、特に農林水産業とものづくりの関連といった中で考えますと、実際食品加工だけの分野

で良いのかということは私たちもずっと思っておりまして、例えば工業試験場で開発した「アシスト



- 19 -

スーツ」というのは、最初は農協さんのオーダーから始まったんですが、キャベツの収穫の時に使う、

腰が痛くならないように力を和らげるというような。それが今、漁協さんのオーダーで昆布干しいっ

た作業に使えるということで、軽労化という取組をしている。あとは、鮮度保持技術になりますが、

釧路の例ですけれども獲った魚を窒素を入れた氷で冷やすと鮮度が長く保持できるというような話も

あります。そのような生鮮、農水産業に生かせるようなポイントとなるようなオーダーに合ったもの

づくりというのが何かポイントとして出来ないかと私ども思っております。北海道の食品加工の機械

類の自給率が非常に低いというお話もありまして、そういったものを活用できればと思います。 

 ２つ目は、地域の再活性化。私もわざわざ「再」という言葉を使ったのですが、というのは何も無

いところに活性化という話をするのではなくて、やっぱり昔賑わいがあったところをどうするのか、

そのまま終わってしまうのも確かにあります。人がいなくなってなくなってしまった街、北海道の中

にもあります。そうしないためにはどうするのか、やはりいろんな事業というのは出ているんですけ

れども、それは本当に現実になじむのかということを考えますと、やはり住んでいる方、それからそ

こに愛着のある方、いろんな人達が関わって何かできる仕組みがないか、スイス辺りでは地域通貨を

使って地域イメージを高めようという話ありますし、北海道では商品券使ってやっているところもあ

りますし、いろんな取組があるんでしょうけれども、まあそれだけでは済まないなということもあり

ます。そのような地域にこだわったもの、地域でやれるものという仕組みができないとなかなかこれ

からの少子高齢化時代を乗り切っていくのは大変だと思っております。地域の再活性化という視点か

らもう一回施策を見直してみるということも必要かなと思っております。 

 ３つ目は、人の話なんですけれども、これは今回議会でも外国人労働者のことについては弾力的に

というお話も出ておりました。実際に働く人がいないという現実があります。特に、水産加工の関係、

農業の関係、北海道の強みだったではないかというところに人手がいないんです。こういったところ

をどうするのか、外国人労働者にするのかそれとも人材を育てて入れるのか、そうすると今度コスト

の話とかいろんな問題が出てきます。後継者不足の話もありますし、関口さんから話もありましたよ

うに建設現場に人がいない、人がいなくて逆に技術を持っている方を雇うとなるとものすごいお金が

かかる。そういったことを根本的にフォローするような育成なり、場合によっては持ってくるとそう

いったようなことも考えていかなければ駄目だということで、産業の場合は人材力というのが今一番

問われている話だと思っております。それと併せまして、産業の発展というのは、ピークとベースが

違うというのが北海道の特徴で、季節変動が大きい。景気変動もあるんですけれども季節変動が大き

い。バッファーという言い方は良くないのかもしれないんですけれども、ピークとベースの間を埋め

る仕組みも大事だなと思っております。 

 ４つ目は、海外の話。私も１月にデュッセルドルフに行きまして、何か日本人が住みやすい感じが

しますけれども、きっと西山さん成功されると思います。期待しておりますのでぜひ成功事例をつく

っていただきたいということと、ラーメンはもう日本食として世界を凌駕できるような感じが私もし

ました。北海道というのはイメージ先行型で、北海道がどうも一人歩きしているのではないか、本当

中身を入れていかないと駄目だという本間委員の話もありました。そうした意味で私ども「クール・

HOKKAIDO」として、北海道を知ってもらおうと、メディアやいろいろな方々の協力をいただきながら

取り組んでおります。 

 先ほど恩村委員からも話がありましたけれども、食クラスターの中で一つ例を挙げれば、リトルベ

リーズという萌えキャラなんですけれども、当時萌えキャラというのがブームだったというのもある

んですけれども、これが本当に食に活かせるのかどうかという話がありました。ただ北海道の中でハ

スカップはさほどメインの果実ではなかったはずなんですけども、それを作っている農家さんや、ス

イーツをやっている方もいました。だけども、萌えキャラとハスカップが融合して、今は大手の飲料

メーカーに採用されて野菜ジュースになっている。今まで半分片手間にやっていたハスカップ栽培も

もう今度は本業でガンガンやらないと駄目だということで、作る側の意欲も高まるし、どんどんヒッ

トすればもっともっと食クラスターというのも浸透していく、このように思っております。 
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 いずれにしましても貴重なご意見を伺いましたので、私ども考えているだけではなくて、実行する

ということをメインにして頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それと今回ご退任される方。道の審議会の規程がございまして、髙井委員、関口委員、古内委員が

ご退任ということで４期８年ということで本当どうもありがとうございました。深く感謝申し上げま

す。私の方からは以上です。 

 

■武邑会長 

 それではこのあたりで議事を終了したいと思います。本日はありがとうございました。事務局にマ

イクをお返しいたします。 

 

４．閉会 

■加藤主幹 

 本日は大変ありがとうございました。皆様からいただきましたご意見・ご提言につきましては、今

後の商工業分野の施策に生かしてまいりたいと考えております。これをもちまして商工業振興審議会

を終了いたします。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。 

 


