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平成２６年度 第１回北海道商工業振興審議会議事録 

 

日 時：平成２６年７月９日（水） 

１０：００～１１：３５ 

場 所：北海道第二水産ビル ３階 ３Ｇ会議室 

 

１．開会 

■佐藤主幹（経済部経済企画室） 

 委員の方１名がまだいらっしゃっていない状況でございますが、時間となりましたので、これから

平成２６年度第１回北海道商工業振興審議会を開催させていただきます。私は、本日の進行を務めさ

せていただきます、北海道経済部経済企画室の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、委員１５名中、只今１１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、当審議会条例施行規則第２条第２項の規定によりまして、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 

おはようございます。経済部長の辻でございます。本日、お忙しい中ご出席いただきまして本当に

どうもありがとうございます。日頃から私ども道政にご支援、ご指導をいただきまして、重ねてお礼

申し上げます。 

本道経済、４月からの状況を見ましてもまだ持ち直しているというような観測が出ているところで

もございます。景気の動向、ただ地域地域に行ってみますとまだまだそういった状況は浸透していな

いというお話と合わせまして、最近は原料・資材の高騰、それと合わせまして人手不足、こういった

問題で景気の先行きの不透明感というのが出てきているのでないか、というお話も伺っております。 

先日、土曜日から３日間、大阪の方に行っておりましたけれども、北海道に対しての観光への期待

とか、物産へのあこがれ、そういうものについては評価が高いというような話は伺っておりますけれ

ども、反面、やっぱり全国的にみましても消費者に近い産業のところで、消費税の税率アップという

のが実感として出てきているというようなお話もいただきました。というのは、やはり少しずつ３％

というのが一人一人の方々に影響が出てきているのかなと、そういったようなお話を伺いました。北

海道の物産展等々もいろんなところで開催されておりますけれども、少しずつ売れ行きが鈍っている

ようなお話もいただいております。 

今後、私どももそういった動き、追加対策というような形で、地域経済の好循環に対する推進方針

というものを定めまして、４月から取り組んでいるんですが、９５事業今実際取り組んでいるところ

でございます。総額にいたしまして１６億円くらいの規模なんですけれども、それと合わせまして更

なる追加対策ということで、この循環が途切れるということになりますと、地域地域がかなり厳しい

状況になっていくのでないかと心配されているところでございます。特に、最近私たちが一番分かり

やすい指標として見ているのは、ガソリンスタンドの料金が少しずつ上がっているな、というところ。

それと合わせまして、そういう利用客が減っているのでないか、というようなことも気にはしている

ところでございます。 

今日は、２つの議題を用意させていただきました。１つは、人口減少社会における北海道経済の活

性化についてと。人口減少社会については何年も前から言われている話で、実際に日本全体も人口規

模が小さくなるというような話と合わせまして、それと大きく影響するのが、一極集中という問題。

非常に都市部に加速して人口が集中すると。そうなりますと、北海道を一つの例におきましても、札

幌以外の地域ではほとんどが成り立たなくなってしまうのではないか、そういうためには新しい社会
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システムが当然必要になるわけですけれども、合わせまして地域地域で産業というものがしっかり成

り立っていかないと駄目だと。地域経済というのが待ったなしの取組ですけれども、先につながるも

のがどういったものがあるか、当然そこに出てくるのは女性の雇用・創業、高齢者の参加といったも

のも当然出てきますし、外国人の労働者の問題、技能実習生の問題、こういったものも担い手として

の期待というものがあるのか。それと合わせまして、地域の産業としてふさわしい産業づくりという

のも大きな問題ともなりますし、また、発信力、地域の発信力を掘り起こしてどう発信するかといっ

た課題もあるのではないかと思っております。北海道庁としての全庁的な取組というものも今後検討

されるということもありますけども、私どももそういった今回の皆様方のいろんなご意見を伺いまし

て、そういった方向性の方に是非反映させていければというふうに考えております。 

また、２つ目の議題でございますけれども、国の方でも小規模基本法が制定されまして、私どもも

そういった取組に先取りするような形で、北海道の小規模事業者をしっかり育てていきたいというこ

とで、後ほど説明がありますけれども、道内の１４０社を今目標に、いわゆる家庭教師を派遣しよう

という事業をおこして、何とか地域密着型の小規模企業というところをサポートしようというような

取組を進めるというふうに考えております。いろいろと対応しようという考え方は持っているのです

けれども、実際にそういったものとつながって、何とか地域と一緒に持続的な経営ができるような企

業をしっかりと育てたいという考え方でございます。こうした振興のあり方についてもまたご意見を

伺いたいと思っておりますので、委員の皆様からはこうしたご意見もお願いできればと思っておりま

す。また、今日は限られた時間になりますけども、様々な見地から忌憚のないご意見をいただければ

と思っておりますので、種々資料も用意いたしましたので是非ご意見を頂戴いただければと思います。

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

■佐藤主幹 

続きまして、新しくご就任された３名の委員をご紹介いたします。 

小樽商科大学商学科教授 穴沢眞委員でございます。 

有限会社フードアトラス代表取締役 川端美枝委員でございます。 

株式会社満寿屋商店代表取締役会長 杉山輝子委員でございます。 

なお、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。 

また、本日は、オブザーバーといたしまして、北海道経済産業局地域経済部地域経済課課長の中野 

健様にもご出席をいただいております。 

それでは、議事に入ります前に、皆様にお知らせいたします。本審議会は、道が定めます「附属機

関の設置及び運営に関する基準」に従い「公開」といたします。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。 

 

２．会長、副会長選出 

■佐藤主幹 

さて、今回の審議会は、平成２６年４月１日付けの委員改選後、初めて開催する会議でございます。

会長選任までの間の進行は、辻経済部長が行うこととさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

■辻部長 

それでは、本審議会の会長及び副会長の選任をさせていただきます。北海道商工業振興審議会条

例第４条第２項において、「会長及び副会長は委員が互選する」ということになってございます。

これに従いまして、選任を進めたいと思いますが、会長及び副会長の候補について、どなたかご意
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見ありますでしょうか。 

 

■吉本委員 

 もし事務局の方で何か案をお持ちであれば、ご提示いただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

■辻部長 

ただいま、吉本委員から事務局から案を提示するようご意見がありましたが、よろしいでしょう

か。 

 

（一同了承） 

 

■辻部長 

どうもありがとうございます。それでは、事務局より案を提示させていただきます。会長には、

学識経験が豊富であり、国土審議会や電気通信審議会など政府の審議会委員なども歴任され、改選

前も会長を務められておりました武邑委員を推薦いたします。また、副会長には、改選前に引き続

き、恩村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） 

 

■辻部長 

武邑委員、恩村委員、いかがでしょうか。 

 

（武邑委員、恩村委員了承） 

 

■辻部長 

どうもありがとうございます。それでは、武邑委員に本審議会の会長を、恩村委員に副会長をお

願いしたいと思います。武邑会長には恐れ入りますが、会長席への移動をお願いいたします。 

 

（武邑会長、会長席へ移動） 

 

■辻部長 

それでは、大変恐縮ではございますが、武邑会長から、一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

■武邑会長 

札幌市立大学の武邑でございます。３期目ということで、北海道経済、先ほど辻部長からもお話

がありましたように、様々な地域課題を抱えているということで、特にこの人口減少、それに地域

経済の活力ともいえる若者と女性の創業支援というか、この辺に関して、今年は重点的に、まだ様

々な課題がありますけれども、皆さんと議事をスムーズに進めていきたいというふうに思いますの

で、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

■辻部長 

 どうもありがとうございました。それではここからの進行は武邑会長にお願い申し上げます。よ

ろしくお願いします。 
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３．議事 

（１）人口減少社会における北海道経済活性化について 

■武邑会長 

 それでは、早速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

議題を予定しております。まずは、議題の１つ目、「人口減少社会における北海道経済活性化につい

て」事務局より説明をお願いいたします。 

 

■田邊経済企画室参事 

 経済部経済企画室参事の田邊と申します。よろしくお願いいたします。座ってご説明させていただ

きます。１番目の議題は人口減少社会における経済活性化ということで、そのための課題や行政が取

り組むべき施策について本日はご意見をいただきまして、今後の施策の方に反映をしていきたいと考

えております。資料１－１から資料１－７までがこの議題に関する資料でございます。そのうち主な

ものについてご説明させていただきます。 

まず、資料１－１をご覧ください。オレンジ色がかった資料でございます。まず、北海道の人口に

かかる現状ということで、下の方に人口減少に関する最近の主な議論ということで、今年５月に、一

番下に出ています、民間の日本創成会議人口減少問題検討分科会と、元総務大臣の増田寛也さんを座

長にするところが提言を出しまして、これは新聞でも大変取り上げられましたが、それ以外にも国や

都道府県の全国知事会の方でも、このタイミングでいろいろと提言や報告というものがなされており

ます。 

１枚めくっていただいて道内の人口の推移ということで、ここで２０４０年までの予想を示してい

ます。これは、昨年の３月に国立社会保障・人口問題研究所が日本の地域別将来推計人口というもの

を作成しておりまして、その中で出てきた北海道のものでございます。上の方に、老年人口、生産年

齢人口、年少人口となっておりまして、それぞれ色分けがされております。老齢人口というのは６５

歳以上の人口、生産年齢人口というのは１５歳から６４歳までの人口、年少人口というのは０歳から

１４歳までの人口となっております。北海道の人口は１９９７年にピークを打ってまして、これが５

６９万９千人でございます。その後２０１０年に５５０万６千人になっておりまして、２０４０年に

は現在の３／４近くに当たる４１９万人になるというふうに推計をされております。 

次に道内人口と増減率の推移として下のグラフをご覧いただきたいのですけれども、この棒グラフ

は先ほど申し上げた道内の人口の推移、数でございます。太い黒線が道内の人口の増減率になります。

２０１０年を１００としますと、２０４０年には７６．１％まで減っていくということになります。

点線のグラフは、これは全国のグラフになります。全国は２０１０年を１００としますと、２０４０

年には８３．８％ということで、北海道は全国よりも急速なスピードで人口減少が進んでいくと推計

されております。 

続きまして次のページに行っていただいて、生産年齢人口と老齢人口割合の推移ということで、こ

の黒い太い線が北海道の数字で、青い点線が全国の数字になります。上の方、三角印がついています

のが１５歳から６４歳までの生産年齢人口になります。国と道が割合がほぼ同じだったのが１９９５

年でして、そこからの推移をみていきますと、２０４０年の予想では、生産年齢人口の減少、それか

ら下の方が今度は６５歳以上の老年人口の割合になるのですけれども、これも北海道の方が、生産年

齢人口の減少は北海道の方がより速く、また、高齢者の人口の割合も、これも北海道の方が全国より

も上回るスピードで進行していくという予測になってございます。 

その下になりますが、２０１０年の総人口を１００とした場合に２０４０年の人口はどうなるかと

いうのを都道府県別で比較した場合に、一番減少率が大きいのが秋田県になっておりまして、北海道

は１５番目で７６．１％となっているんですけれども、札幌市を除いて北海道の値を出してみると６
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８．９となりまして、２番目の青森県に次ぐ水準になるということでございます。 

次のページをご覧ください。人口の自然増減率、社会増減率ということで、自然増減というのは、

出生児の数から死亡者の数を引いたものでございます。社会増減というのは、入国された方とか国籍

を異動された方、それから都道府県間で転入された方というようなものを計算したものでございます。

濃い色のものが自然増減になっています。自然増減は、２０００年くらいまではずっと増で推移して

きたんですが、２０００年以降マイナスの方にいってまして、自然増減も減ってきているということ

になっております。社会増減の方は、ずっと道外の方に出て行っている方が多いという状況になって

いまして、従来の人口の社会減に加えて自然減が進んできているという状況が見られます。 

市町村人口の推移ということで下の方の地図をご覧いただきたいんですけれども、赤い色になって

ますところが２０１０年で人口が３千人未満の地域になります。自治体の数で２４ございます。これ

が２０４０年になりますと、６９団体、約３倍に増えていくということが予想されております。次に、

２０１０年の人口を１００とした場合の、人口が２０１０年の６割未満となる団体ということで見ま

すと、赤い地図のところになりますが、８５団体ということで、北海道の市町村数は１７９ございま

すので、約半数の市町村が人口が６割未満になるという予測になっております。 

その下は、同規模の他の県との比較ということで、兵庫と福岡と比較されているんですけれども、

これについては一番下の表をご覧いただきたいのですけれども、北海道は、出生数が他の２県に比べ

て少なくなっております。合計特殊出生率の北海道は１．２８で、他は１．４台ということになって

おります。生涯未婚率は、男性も女性も高くなっているというような傾向が出ております。 

先ほど日本創成会議というところが提言を出したというお話をしたんですけれども、一番最後のペ

ージをご覧いただきたいんですけれども、日本創成会議で２０１０年から２０４０年の間に２０歳か

ら３９歳の女性が５０％以上減少すると、出生率が上昇しても若年女性の流出によるマイナス効果が

上回って、人口の維持は難しいということで、そのうち人口が１万人を切ってしまう自治体は消滅の

可能性が高いという提言を出されて、それで試算した数が表の一番下の方に載っていますが、社人研

といいますのが、先ほどまでご説明してきました、このグラフの元になった国立社会保障人口問題研

究所のデータでございます。それに比べて、社人研が出しています２０４０年の２０歳から３９歳の

女性人口が５割、５０％以上減少する市町村というのは、８４で全体の４５％になっているんですけ

れども、創成会議の方の試算によりますと、１４７の市町村が、札幌市の区も含めてますが、女性が

５割以上減ってしまうと。その右の方になりますが、そのうち人口１万人を切る１１６の市区町村に

ついては消滅する可能性が高いというレポートもございました。これを契機にして各地域で人口減少

問題に対する実感というのがかなり高まっている状況でございます。 

資料１－２と１－３は、今説明いたしましたことの細かい補足の資料になりますのでご参考までに

ご覧下さい。次に１－４をご覧ください。人口減少社会における本道経済の課題についてということ

で、本日ご議論いただくための論点メモとして作成いたしました。大きく柱立てをご説明しますと、

まず、経済活動における課題としまして、人口が減っていくと道内の市場規模が縮小していくだろう

と。それへの対応が必要になってくると。あと、地域社会衰退への対応、それから経済規模が縮小し

てきますので、経済活動のコストが上がってくると、それに向けた対応が必要になってくるだろうと。

次に雇用における課題ということで、人口が減ることで、労働力が減少することへの対応。それから、

雇用の場が減少してくることへの対応。人口が自然に減ってくることで少子化への対応と、いうよう

な論点があるのでないかというふうに考えてございます。 

 次に資料１－５でございます。これは、人口減少社会に対応した本道経済の活性化のイメージとい

うことで、これも議論のたたき台として事務方で作成したものですけれども、一つは分野として縦に

５つ並んでございます。一つは健康長寿というキーワードがあるんじゃないかと。北海道が優位性を

持っています、食とか観光、ものづくりが融合して、我が国の長寿社会創造に貢献していくと。想定

される構成要素としましては、右上の方になりますが、食と健康とか、観光、ものづくり、産業の立

地、地域の商業というような構成要素が考えられると思います。それぞれについて考えられる要素を
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お示ししております。次に地域経済ということで、地域の中での域内循環を向上させていく、域外の

需要を取り込む、また埋もれた資源を発掘して発信していくというようなことが考えられると思いま

す。次に海外との対応ということで、地域の需要が縮小していく中で、成長する海外の需要を取り込

んでくると、そのために北海道の価値を発信していくほか、資源を生かした効果的なブランディング

に取り組んでいくということでございます。環境・エネルギー産業関連ということでは、新エネルギ

ーの技術を活用した地域産業のイノベーションでありますとか、地産地消をはじめとする循環型社会

の形成、あとリスク分散とかサプライチェーンの複線化というようなことが考えられると思います。

人材育成確保ということで、これまでご説明してきた産業を支える人材の育成確保ということで、若

者・女性・障がい者・高齢者等、全員参加型社会を形成していく必要があるのではないかということ

で、議論のたたき台として、お示しをさせていただきました。 

 資料１－６は、ほっかいどう産業振興ビジョンの推進についてということで、これは平成２３年度

から２６年度、今年度までを期間としまして、集中的・重点的に取り組んでいく産業振興の施策を取

りまとめたものでございます。大きな柱立てをご説明させていただきます。大きく２つに分かれてお

りまして、１つは、人々の生活を支える力強い地域経済づくりとなっております。その中で４つの柱

に分かれておりまして、①として、中小企業の競争力強化、これは企業の経営相談でありますとか、

専門家の派遣、それから創業者への支援などを行っているものでございます。②としまして、地域商

業の活性化ということで、地域の商業のモデル的な取組とか、そういうものの構築を支援している事

業がございます。次のページに行っていただいて、ものづくり産業の競争力強化と地域展開というこ

とで、ここでは企業の立地ですとか、今年度ですとものづくりの現場への女性の参画を進める取組な

どを行っているところでございます。３ページ目行っていただいて、地域産業を担う人材育成と就業

促進ということで、ここでは、道の高等技術専門学院での実習・教育訓練ですとか、求職者の就職支

援センターというようなことを行っているところでございます。次に４ページ目、今度は新しい柱で、

本道経済の成長力強化に向けた取組の推進ということで、ここにも４本の柱がございまして、１つは

食の総合産業化による食産業立国の形成ということでございます。次に５ページ目、こちらは地域に

おける魅力ある観光の新展開ということで、観光客の誘致の取組がございます。次に６ページ目をご

覧ください。これは、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、貿易や投資、経済

交流の促進の取組でございます。最後７ページ目は、環境・エネルギー産業の振興ということで、一

村一エネルギー事業などに取り組んでいるところでございます。 

 最後に、資料１－７「地域経済の好循環につなげるための推進方針」でございます。これは本年３

月に策定したものでございまして、４月から消費税率が引き上げになることなどで、地域経済が腰折

れになることが懸念されたものですから、道の施策を有効に活用して、この真ん中にぐるぐる絵があ

るんですけれども、生産と雇用と需要の要素をうまく循環させて、景気の腰折れ対策に取り組もうと

いうことで取り組んでいるところでございます。以上、雑駁でございますが、議題１に関しての説明

です。 

 

■武邑会長 

 ありがとうございました。それではこれより意見交換を行いたいと思います。ただ今「人口減少社

会における北海道経済活性化」について、事務局から、本道の人口予測、人口減少社会における課題、

人口減少社会に対応した本道経済の活性化のイメージについて説明がありました。 

本日は、事務局からの説明やお配りの資料を参考に、人口減少社会における北海道経済活性化に向

けた課題や行政が取り組むべきことについて、自由にご発言いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。どなたかご発言をいただければと思いますが。 

 

■辻部長 

今日は資料いろいろとご用意させていただいたのですけれども、特に資料１をご覧いただきますと
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北海道やっぱり特徴のあるデータが出てるのかなと思っております。やはり、首都圏とか大都市圏は

減少がそれほど無い部分があるんですけれども、北海道は札幌周辺と郡部とでは、だいぶ大きな差が

出てくるというような中で、やっぱり資料４とか５で、ブレーンストーミングのような形で出した資

料なんですけれども、やはり地域の方にこだわった産業がないとなかなかこういったものを支えるの

は大変だなと、現実ありまして、その辺からご意見をいただければと思っております。 

 

■武邑会長 

 どうもありがとうございます。それでは、僭越ですが、ご指名をさせていただいて、まず穴沢委員

からいかがでしょうか。 

 

■穴沢委員 

  資料等見せていただき、本道の現状を良く認識できましたが、基本的に人口の減少は、日本のみな

らず先進国で既に経験したことでありますが、日本、この北海道では、スピードの速さというところ

が問題になっているのではないかと思っております。人口につきましては、一つにはライフスタイル

の問題がありますのでそう簡単に変わっていくものではないと思いますし、一方で少子化の問題もあ

る意味、子供を持つことのコストの問題になってきている、そういった分析もあります。そのコスト

をいかに個人の負担から社会で見る形に変えることができるのかということになってくるかと思いま

す。これは、言い換えますと、女性の労働参加ということを促す、下支えといいますか、環境整備と

いうことになってくるのでないかと思います。そういった意味では、すでに北欧を含めた先進国の事

例がいくつかあると思いますので、それらが本道の将来的な方向性を探る上では、一つ参考になるの

ではないかと思っております。労働力の問題でいきますと外国人労働者という話も出てきますが、こ

れは来られる方の問題プラス受け入れる側の問題、両方あるかと思います。なかなか受入側が十分に

認識をして受け入れるところまでまだいっていないように思います。その意味では、まず女性の労働

参加という形での労働力の維持というところが必要ではないのかと思っております。 

 

■武邑会長 

どうもありがとうございました。 

引き続いて副会長をお願いしています恩村委員お願いいたします。 

 

■恩村委員 

恩村でございます。所感めいたことを含めて何点かお話をさせていただきます。人口減少社会とい

うことで一つには自然減の話、これは出生率の話がありますし、恐らくここを、少なくても維持をし

ていこうということを考えると５０年６０年かかる、そういうスパンの話になってくるのだろうと。

ですからこれはこれとして当然対策を講じる。今穴沢先生からもいわゆる子育てのコストをここをど

う考えるんだというご指摘ありましたけれども、それら含めて考えていかなければならないと思いま

すが、やはり北海道を見たときに進学あるいは就職、これで流出をしていると。北海道の中だけを見

たときにも、地方から札幌へということがやはり起こっておりますので、この辺を何か手を打ってい

かなければならないのではないかと。全体としての人口減少に歯止めがかかるのが時間がかかるとす

れば、まずはここが重要なポイントになるのではないかというふうに思っております。 

今回論点メモも北海道経済の課題ということなんですが、人口減少のこういった人の流出だとか考

えていった時に、かなり乱暴な言い方にはなりますけれども、結局若者が、経済的にもあるいは精神

的にも安心して暮らしていける、そういう地域社会をいかにして作っていくのかと、これが一つのポ

イントになるのではないかというふうに思っております。これは経済に限った話ではないんですが、

例えば生活していく上で必要となりますインフラである医療ですとか福祉ですとか、あるいは教育サ

ービスの、あるいは地域における小売り、こういったものがやはりある程度そろっていないと、法律
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で人をここのエリアから出さないというようなことを今の日本ではできませんので、やはりそういう

環境の整備、これは裏返して言うと、そういうところにいかに産業を興していくのか、あるいは今あ

る産業をいかに転換をしていくのかといった点、こういったことが必要になってくるのだろうと思い

ますし、これは産業の面からも必要な話ですけれども、仮に地域にある程度機能が整った中核的な都

市を作って行くとすると、その都市間の連携、いわゆるインフラの整備、あるいは北海道ですと札幌

が突出して大きくなっていますので、地方の中核都市と札幌の間の交通網を含めたインフラの整備、

この辺が非常に大きな問題となってくるというか、ここをちゃんとしていかなければならないんだろ

うと。ですからインフラに関して言いますと、生活をしていく上での環境整備といった面と、あと経

済の面から言いますと物流といったことでの側面と、これを両方持っていることになるのではないか

と思っております。 

こちらの資料１－４の論点メモなんですけれども、基本的には北海道の経済の課題というのは網羅

されているというか、ポイントが表出されていると思いますけれども、今回人口減少社会という切り

口で出てきているわけですけれども、以前からやはり北海道の活性化ですとか経済の振興ですとか地

域の活性化といった観点から言いますと、ここに掲げられているというようなことというのは、課題

としてもともと認識をされていて、それについて道庁さんを含めていろんな取組がなされていると思

いますので、今一度それらの取組がどうであったのかといったような点について検証するという手法

というのも一つあって良いのではないかというふうに思っております。 

それから具体的なお話として言いますと、やはり雇用に関する問題として、女性あるいは高齢者の

活躍の場をということ。これは確かに必要な話ですけれども、先ほど資料１－１にありましたとおり

圧倒的に生産人口が減ってくるといった中で、ここだけでは恐らく対処しきれていかないのではない

かというふうに思います。冒頭辻部長の方からもお話がありましたけれども、移民と言っちゃいます

とかなりアレルギーがあるのかもしれませんが、外国人の労働者、いわゆる実習生だ研修生だと、現

実、今北海道の中でこの人達に支えられている部分、産業もありますので、ここら辺についてどうし

ていくのかというのを、一度正面から議論をすると、そういったことが必要になるのではないかとい

うふうに考えてございます。まとまりのない話で恐縮ですが以上でございます。 

 

■武邑会長 

貴重なご意見ありがとうございました。 

続いて皆さんにご意見をお伺いしたいと思いますので、お隣の川端委員いかがでしょうか。 

 

■川端委員 

私は、飲食店をやっておりまして、北海道の小さな地域の特産品を使うことも多々あります。先日、

ある町の３千人位の人口の町で仕事をさせていただいたんですが、そういう小さな地域の中で商業を

完結させるというのはなかなか難しいなと思いまして、うちのお店のように札幌にお店があるような

ものと交流して、地域の優れたものを、何とか都市ではやらせたり使うことで地域の優れたものを多

く発信できるかと思っています。そういうことを通じて地域と都市間をしっかりと交流させて地域の

魅力を大都市札幌から発信し、北海道の経済が活性できないかなと思うところであります。 

 

■武邑会長 

ありがとうございました。それではお隣の杉本委員。 

 

■杉本委員 

杉本でございます。私どもこちらに来まして５年半になるんですけれども、もともと愛知県からこ

ちらに来た唯一最大の目的が優秀な人材を求めてということで参りまして、ずっとそういう意味では

優秀な方が入っていただいて満足をしてたんですけれども、２０４０年と言わず、もう足下が、冒頭
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辻部長からお話がありましたように、足下がかなり人材を確保に苦労しているという状況でして、も

う何年も前から私は女性の活用、女性の活用と申し上げているんですけれども、先程来話がありまし

たように「ものづくりなでしこ」、ああいう活動をいろいろやられておりまして、詳しくは申しませ

んが、現にそういった効果が出てきているというところをまず申し上げたいと思うんですけれど。そ

れだけにとどまらず、女性の採用がただできるようにというだけでなく、女性の働く環境をちゃんと

整えているのかなと。会社に行くと子供を育てることに影響しますので、そういう意味では、若い人

ばかりなものですから、すぐにではないんですが、例えば千歳では企業内に育児施設を持ってたりで

すとか、デンソーの本体なんかでもやってますけれども。それともう一つは高齢者。今はもう６５歳

までということでどんどんどんどん、千歳の工場は若いんですけど、デンソー本体なんかでいうと６

０歳から６５歳の人がどんどん増えてくるもんですから、そういった人ができるような仕事づくりと

いったことを企業としてはやってますし、これからもずっとやっていかなければならないなというふ

うに思っています。 

私の卑近な話をしたんですけど、そういった状況を考えると、人口減少というよりもここに掲げて

いましたように生産年齢人口ですね、人口が増えたからといって、この間も道経連の講演がありまし

たけど、必ずしも札幌人口が増えてるからといって良いことじゃないぞと。よく見てみると生産年齢

人口が減っていると。札幌一極集中で、札幌だけでなくて、後のことだけ考えないんじゃなくて、札

幌だって考えなくちゃいかんぞというような話がありましたけれども。いろんな手を打って行かんと

思うんですけれども、今恩村委員から言われましたけれども、これまでにやられたことの中で、そう

いったところの検証もやっていかなければならないでしょうけれども、一番思うのは北海道はこうい

うことをやっているぞと、人口減少というのはさっきの生産年齢人口に対してこういうことを北海道

はやっているぞと、何か柱みたいな、全部いろんな方面から、経済の活性化という意味でいろんな面

からやっていくべきなんでしょうけれども、その中で柱になるものを何か作って、何のためかという

とそれは柱のところを起爆剤にして良くするのと同時に、全国に発信をすべきだと思うんですね。そ

れで人口と言いますか、特に若い人口を本州から呼び寄せると。やはり競争だと思うんです。都道府

県、もちろん連携してやる面もあるのでしょうけれども、企業もそうです。食うか食われるか、そう

いう競争実際やっているのですけれども、都道府県だって同じじゃないかな。蹴落としてやれという

意味じゃないんですけれど、そういう魅力、北海道ブランドというのは非常にある面で魅力があるの

ですけど、例えば企業が北海道に来るだとか、あるいは移り住もうかとかいった時に、住めば非常に

良いところだと分かるんですけれども、いつもそんなこと申し上げているんですけれども、北海道の

魅力というものをもっともっと発信する。発信するというのと先ほど申し上げた柱を作って、北海道

に行ってみたいなという柱を作る。なんかそういうことも、一つ大事なんじゃないかなと、こんなふ

うに感じております。以上です。 

 

■武邑会長 

ありがとうございました。それでは杉山委員お願いいたします。 

 

■杉山委員 

初めて参加して、何か答えると言われても、なかなか難しいことなんですけれども。私は北海道の

十勝帯広なんですけれども、食材の宝庫と言われていて、しかもいろんなところでそれを利用して、

発信できる可能性のあるところだと思うんですよね。人口減少ということなんですが、やはり、将来

生きて幸せになれるかという、不安ですよね。いろんなものが今見えてきているせいか、計算ができ

るというか、本当は人生なんか計算できないはずなんですけれども、このままでいくと税金は少なく

なっていくし、人口が減れば当然税金少ないから、皆さんのような頭の良い方達のお給料がどうなる

のか、そういう心配があると思うんですけれども、本当に生きていくのに、子供を育てて幸せになれ

るかという、そういうことが、いろんな手を尽くされているにもかかわらず、どんどん私悪くなって
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ているような気がするんですよね。私にも３人子供がいまして、一番下がまだ２６なんですけれども、

上の子と１０歳くらい離れていて、育てる時は本当に楽しく育てたんですけれども、やはり大きくな

って、女性もやはり自分の腕１本で食べていった方が良いだろうという方向性でなんですけれども、

環境が非常に悪くて、まあ去年の話で、まあ自分の話なんですけれども、ストーカーにあったりとか、

なかなかやはり女性が生きていくのはすごい大変だなっていう、近くに住んでいるわけじゃないので

当然そうなんですけれども、やはりなんかこう、それも若者ですよね、当然働いていなくちゃいけな

い若者がそういうことしてて良いのみたいな、昔無かったようなことが今起きているし、子供にだん

だんだんだんそれがこう年齢が下がっていうような状況なので、その環境をやはり整えるというのは

言われてきたんだけど、実行されてない気がするんですよね。 

だからそれこそ私も仕事を持って、今はバックアップという形で会長という形なんですけれども、

自分たちがやっていることを本当に生きていくのに会社だけじゃなくて、世の中が良くなっていく会

社、そういうのを目的に、今年新入社員が１２人入ったんですけれども、全道から募集して、ただ働

くということよりも、やっぱり誇りに思ってほしい、自分の会社をですね。そしてそれは自分だけじ

ゃなくて自分の家族、サービス業なんでお客様が喜んでいただけると当然お客さん喜んでくれて「あ

りがとう」と言ってもらえるような、そういう会社に自分たちは勤めているんだということで、本当

に今いろいろそれこそ発信する。もっとこの良い、北海道の食材なりを中央に発信していく、オンリ

ーワンということで皆が頑張ってやっているんですけれども。そういうふうになればやはり奪い合う

と、お金を奪い合うということがまず戦争の基ですよね。私は今日初めてここに来たんで、あまり皆

さんがいつもどういうことを何年もやってらっしゃるか全然分からないんですけれども、これが良い

とかあれが良いとか、あまり言えないんですが、自分の経験でできるところから少しずつやっていく

ということが、たくさん掲げてもやっぱりやらないんじゃどうしょうもないわけですから、できそう

なところからどんどんやってって、まあ子どもの教育上もそうですね、教育は何のためにあるかと言

ったら、やっぱり幸せになるためですよね。それをどうしたら良いか、それを皆さんが腹括って真剣

に考えることが、一番大事じゃないかなと思います。すみません、そんなことぐらいしかまだ言えな

いんですが、これからもよろしくお願いします。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。貴重なご意見いただいたと思います。 

それでは関根委員お願いいたします。 

 

■関根委員 

まず最初に、行政の役割ということなんですけれども、今まで皆さんちょっとおっしゃっていたこ

ととも関係するんですが、企業が自由に活動できる環境を整備するというのがまず一番重要なのでは

ないかと思うんですね。その上で行政として企業の経済活動をアシストしていく、あるいは先導的に

引っ張っていく部分もあると思うんですけれども、最初の企業の自由に活動できる環境の整備といっ

た時に、例えば規制緩和ということですけれども、おそらく北海道に優位性のある産業の中で、それ

ぞれ困ってらっしゃる部分というのもあるんじゃないかと思うんですね。北海道だけでできることな

のか、それとも日本全体に関係してくるのかよく分かりませんけれども、そういうものをうまく取っ

払っていかないと、企業の活動は活発化していかないと思いますので、結局最後一つ一つの企業の皆

さん、一人一人の市民なり何なりが上手く動いていかないと駄目だという中では、そういう部分が非

常に重要になってくると思います。そういう課題について、道としてどれだけ突破していけるのかと

いうのが一つ大きな問題なのかなというふうに思います。 

いろいろ資料の方で課題も整理していただいて、列挙していただいているわけですけれども、先ほ

ど恩村委員からもお話がありましたが、もともと言われていた課題が多いと思いますので、それに対

して具体的にどういう手を実際打って、今後打っていけるのかということを、財源的にも限られてい
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ると思いますので、ＰＤＣＡじゃないですけれども、よく言われるように北海道で優位性のある分野

というと食と観光だと思いますので、そういう分野に例えばどんなふうに限られた資源を有効に配分

していくのかとか、その辺も含めてちょっと行政の役割全般を考える必要があるのかなというのが一

つでございます。 

あともう一つは人口の減少というのは、先ほど辻部長からもありましたけれども、やはり全庁的な

対応というか、行政全体で当たっていかないとならない大きな問題なんだと思います。今日の論点と

ずれてしまうのかもしれませんが、人口減少していく中で今もお話ありましたが社会基盤そのものが

どうなっていくんだという不安がまずあると。社会保障制度を含めてですね。自治体の持続可能性と

かインフラの整備がどうなっていくんだとか、そういう問題もありますし、経済的な影響で需要がど

うなっていくんだろうと、全体として需要が高齢者にシフトしていく中で最終的には減っていくとい

うことだと思いますけども。それと供給の制約ですね。労働力と資本という面からいうと労働力が減

ってきますので、作れなくなる、サービスが出せなくなる、そういう中で人材の争奪競争みたいのが

起きてくるのではないかと思うんです。今、申し上げた人口減少のいろんな影響の中で、社会基盤そ

のもの、社会保障制度については国が見直すということだと思うんですが、今日の議論とずれてしま

うのかもしれませんけれども、一つはやっぱり高齢の方々が健康に生活していただくというのが重要

なのかなと思いますので、それが恐らく全体として負担を軽減していく、財政的な負担も軽減してい

くということにつながると思いますので、今日の論点とは違いますが、北海道で健康長寿社会を、ど

うやって作って行くのかということが重要かと思います。あと、インフラという点では、自治体がフ

ルセットで持っているというのは必ずしも正しいことでないと思いますので、広域な連携の中で役割

分担をどうしていくのかとか、マネジメントの視点というのを入れていかないとならないのかなとい

うふうに思います。 

それと、経済的な影響で需要の創出と供給の制約という面で言うと、需要の方はシニア層が増えて

いく中で、安全安心とか健康とか、多少の贅沢とかとそういうものがいろいろ現れてくると思うんで

すけれども、北海道がどうやって生きていくのかということを考えた場合には、優位性のある分野、

食と観光でどうやっていくのかと、産業競争力協議会では、経産局さんと道の方でまとめられたと思

うんですけれども、そこも食と観光とかヘルスケアとか、あとそれに関連するものづくり関係という

関連の産業ということで整理されていたと思うんですが、そういうものを需要のシフトの中でどれだ

け実効性のあるものとしていけるか、そこに集中的に投下していくというようなことも必要じゃない

のかなというふうに思います。長期的に国内の需要が減っていくと考えると、交流人口や海外に必ず

目を向けなければならないと思いますので、商品の企画から販売・ロジスティックまで、そういうラ

インをバリューチェーンとにつなぎ合わせた、そういう形で企業さんを支援していけるようなヘルプ

デスクというかワンストップ機能を持った窓口的なものが必要なのじゃないかなと。 

最後、供給面ではもう言われていることですけれども、女性と高齢者の活用ということだと思いま

すが、これは北海道では、残念ながら結婚されている、お子様を持ってらっしゃる女性の就業率とか

高齢者の就業率は雇用の場がそもそもあるのか無いのかという問題もあると思うんですが、かなり低

いというような統計がございますので、やっぱり働きやすい環境とか、子育てしやすい環境とか、高

齢者の方々がやっていけるような仕事の中身等含めて、そういうものを環境整備していくことが必要

じゃないのかなと。働きやすい、子育てしやすいということが自治体の吸引力になりますし、企業に

対する吸引力にもなるのではないかという点もあるかと思います。また、道内企業さんの人事制度等

では育児休業や介護休業を整備しておられる企業の割合というのが全国と比べて低いという統計もあ

ると聞いてますので、そういう制度というのも本当はもっと整備されていいのかなという気もいたし

ます。あとは供給の制約から言うと、これから省力化とか効率化という投資が重要になってくると思

いますので、そういう点をアシストできるような形にしていくのも重要かなと。 

いろいろ論点があると思うんですけれども、一つだけ言えるのは、人口減少は、経済予測と違って

比較的はっきりしている話ですので、今の構造でいきますと必ず減るということだと思いますので、
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国もやってますけれども、自治体の方でも、全庁的に様々な面で対応していく必要があるのかなと思

います。以上でございます。 

 

■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しょうか。 

 

■竹田委員 

商工会連合会でありまして、お話をさせていただきたいと思います。商工会、まさにこの人口減少

の当該地域、全道で１５２ありますけれども、１５２の町村においては本当に著しく人口が減少して、

それぞれ大変な思いで頑張っておられる小規模事業者の方が数多くおられると。今回、人口減少のほ

かに、小規模企業振興法のあり方という部分について、ちょっと一言皆さん方にお願いしたいなと思

うのは、国の政策の中で、小規模企業振興基本法、これが制定されたということで、今までは、中小

企業振興法、その中の一部に小規模企業振興という形があったわけですよね。これが本当に、法律が

できてから初めて小規模企業者に対するいろんな補助制度をこれから国が充実させていきたいと、そ

して国の方針の中でこれだけ地方が疲弊している町村部、特に小規模事業者に光を当ててその人達が

元気になって国の生産力を高めていきたいという国の方針だったと思いますけれども、この中で今回、

実は補助事業が、２／３の補助で持続可能なという補助事業がございまして、５０万限度ということ

で、金額は少ないんですけれども、この補助事業に全国から商工会地域が７５００、会議所地域が２

５００で、１万件以上の応募がありました。ただこれ２次募集で締め切り、要するに予算がオーバー

ということで、実はもうほとんどが採択されなかったのも事実なんですよ。ですから、これだけの応

募があるということは、町村地域でも、小さな商店関係でも、まだまだこれだけの金額の小さな補助

事業もあればやってみたいと、何とか年をとっても高齢になっても小規模事業者、商工会地域の小規

模事業者ほとんど国民年金の方がほとんどなものですから、これから年金生活に入るにおいても大変

な時代がやってくると、元気なうちは何とか商売を続けていきたいという、これは現れではないかな

と。ですからこれは、国の政策だけじゃなくて、道の施策の中にも小規模事業者に対する、いろんな

補助メニューのいろんなシステムを構築して何とか取り組んでいただきたいなと。やはり、地方が今

大変な思いで頑張っていますけれども、その中で行政の機構も、昔は国もそうだったんですけれども、

東京中心じゃなくてそれぞれの県にいろいろ分散化という話もございましたけれども、それも無くな

って、道も札幌集中ということになってきておりますので、できれば道の機構もやはり地方に分散し

て、これだけ広域な面積の北海道でありますので、やはりそういう機能も地方にも分散化していくよ

うな考え方もひとつにはあるのかなと思っております。 

あともう一つ、今、人口減少の中で、今地方で取り組んでいるのは、交流人口の増加ということで、

観光と食という部分にも繫がってくると思いますけれども、どうしても人口が少ない、その中で人を

地方から呼んでみたいということでいろんな町が取り組んでおります。ただこれは予算的に、道の観

光予算も少ないと思うんですけれども、やはりそういう予算的な部分ももう少し広げて行ってはいか

がなものかなと考えております。以上です。 

 

■武邑会長 

委員の皆さんに一言ずつご意見をいただきたい。時間も限られておりますので、要点を絞ってでき

ればご意見をいただければと思います。田澤さんお願いいたします。 

 

■田澤委員 

今、人口減少の話から、本当に現実の厳しさを感じる中で、この資料１－４の論点メモ、非常に課

題がしっかり出ていると思いますが、それでは資料１－５にこの課題に対応した対策というのが見え

てくるのかというと、ちょっと残念ながら私は読み切ることができておりません。ここに書かれてい
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ることは非常に全部重要なことですし、各分野に対して実施されるべきことだと思いますが、この人

口減少社会に対応するということは、道内から生産年齢人口の人々を出さない、あるいは道外から戻

ってこれる、あるいは道外から新規に来るといったような施策をしないことには人口が増えないわけ

ですよね、今の状況では。 

そういう状況の中で、こういったどちらかというと従来の経済振興のままのものだけでは、もう立

ち行かなくなってくるという中で、意見が求められていると私は認識しております。 

ですから資料１－７の中に、生産・雇用・需要のサイクルがございますけれどもこのサイクルは確

かにそのとおりです。いろいろな企業が発展していけば、雇用が出てきて、生産がのび、需要が出て

くればまたそれが回っていくというのはありますが、この真ん中に書くべきことは、今まさに生産年

齢人口が減っていって人材不足が起こってくるという、その答えをここに書いておかないと外側回っ

ていても人は増えません。ですから、やはりここは、このテーマで入った以上は、もう少し明確に人

口減少に対する対策というのを明記できれば、非常に良いのではないかと思っております。 

私自身の分野での話で申し訳ないんですが、私はテレワークという、離れたところでも仕事ができ

るということをずっと推進してきております。このテレワークはまさに北海道こそ、都心から、東京

から離れている、あるいは北海道は地域が広いのに札幌に集中してしまっており、それを分散させな

くてはいけない中で、非常に有益なものだと思っているんですが、総合計画の中にもキーワードとし

て入れさせていただいてるものの、なかなかこういった施策につながっていないということに非常に

もどかしさを感じております。例えば国は、この間の新成長戦略でテレワークというものを入れてお

ります。 

それに対して女性の雇用とかいろんなことを記載していて助成金とかも出しているので、それを地

域が受け止めて施策を作っていかないとだと思います。北海道予算ないよねではなくて、国の助成金

があるよって言えば、北海道の企業が助成金使いたいねと思うと、こちらの財布を使わずに北海道の

企業を振興できるわけです。そういった面で今までにない施策、先ほども北海道ならではの施策なり

あるいは全国への発信、全国との競争という話がありましたが、北海道は暮らしたい都道府県の中で

はいつも上位にあるので、ただ仕事がないからということなのであれば、そこの部分を是非やってい

ただきたい。 

一つだけ私が提案したいのは、テレワーク、東京の企業が社員を在宅勤務できるように今、国は助

成金いっぱい出していますね。施策もやってます。それを活用すれば、東京の企業に勤めている北海

道出身の人が、こちらに帰ってきて、こちらで暮らしながら遠隔で在宅勤務というのが、もうＩＴが

いろいろ発展する中で実現できるんです。それを推進することができれば、若い世代が家族を連れて

北海道に帰ってきます。そうするとそこでいろいろ社会活動をします。子どもを産みます。そしてお

給料は東京の企業からもらうという、そういう選択肢もこれからはあり得るということを是非私とし

てはお伝えしたいと思います。長くなってすみません。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。それでは西山委員。 

 

■西山委員 

西山でございます。これから加速が確実になっている人口減少下における北海道経済の活性化は重

たい課題であると思います。人口減少に加えて高齢化により食分野の需要は確実に減ります。このよ

うな環境下で供給量が今までと同じとなると、さらにデフレが続き、経済がシュリンクしていくとい

う悪循環に陥ります。経済圏を北海道内だけで考えるとこうなりますが、北海道には道外海外で稼げ

る食と観光があります、この強みでカネの流れを生むことが北海道経済に活力を取り戻す根底ではな

いかと思います。具体的な施策はここに書かれてあるとおりだと思います、焦点を絞って一つ一つ確

実に実行していくということだろうと思います。カネの流れは、ヒトの流れ・モノの流れにより生ま
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れます、ヒトの流れ・モノの流れに勢いをつけることだと思います。先ほど杉本委員からもお話がご

ざいました、北海道には稼ぐ柱や魅力がたくさんある、焦点を絞って確実に実行するしかないとのご

発言がありました、私も同感でございます。北海道は食料自給率が２００％もあるということですが、

まだまだ多くの休耕地が眠っております、資源が有効活用されておりません、食に対しては今後ます

ます注目される分野だと思います、生産効率を高める工夫をし北海道経済の稼ぎ頭になってほしいと

思っております。道内人口は減るわけですからヒトの流れをつくることしかありません、外から北海

道に来てもらいカネを使っていただくことを真剣に考えるべきと思います。北海道には競争力ある食

と観光がありますがそれだけではヒトはやってきません、ダイヤモンドの原石は磨いてこそ価値が生

まれます、魅力ある場所やサービスを創造し提供することが必要と思います、最近話題として静かに

なっておりますが、カジノの誘致も良いと思います。カジノについてはリスクばかりがクローズアッ

プされているように感じます、シンガポールでは社会問題になっている部分もあるようですが、リス

クよりメリットのほうが大きいとのこと、政府や施設はリスクを丁寧に克服し、ヒトの流れ・カネの

流れを生んでおります。毎年出張でシンガポールへ行きますが 20 年前と比べ GNP は倍増し、今や日

本を上回っております。北海道の人口は急には増えません、ヒトを呼び寄せてカネの流れを生ませる

ことが当面の課題と考えます、北海道には魅力ある資源、磨けば価値が生まれる資源、道民一人一人

の努力により価値が生まれる資源はたくさんあると思います。 

施策の実行や結果のシミュレーションを行うにあたり、様々な事例も参考にされると思います。世

界には北海道と同規模の国がたくさんあります、国内だけでなく海外の事例にも多くのヒントがある

かと思います。シンガポールは人口６００万弱で北海道と同規模です、経済成長率や人口までコント

ロールしている国で、北海道がマネできないところもありますが、観光分野は大いに参考にすべきだ

と思います。北欧にも北海道と同規模の国がたくさんあります、少子高齢化、農業、酪農、気候など

北海道に似ております。海外に目を向けると北海道経済を元気にしていく事例が多くあると思います、

参考にしていただければと思います。 

 

■武邑会長 

はい。ありがとうございます。それでは。 

 

■吉田委員 

吉田でございます。今、私は伝える仕事をしておりますので、道内各地取材に行ったり、プロモー

ションのお手伝いで、地域行き来をしておりますが、今一番やらなければいけないと思うのは、この

北海道が、世界においてどんな役割、どんな価値を示す場所なのかということをちゃんと明文化しな

ければならないじゃないかと思います。さっき杉本委員ももっと発信すべきだとおっしゃってくださ

って、本当私もそう思いまして、ずっと発信のお手伝いしてきたのですけれども、ほとんどの企業、

ほとんどの地域が、何を発信すべきかがまず整理されておりません。ということは、２０年後の特に

生産年齢の世代は、２０年後の北海道で暮らす自分の未来図というのが描けていないんですね。だか

ら、今北海道は世界に対して、北海道はこういう役割を担って、こんな価値を持ってやっていくんだ

と、だから誇りをもってこの仕事に取り組むんだというようなことを、トップダウンでも良いので徹

底的に議論をして、示すべきじゃないかなというふうに思います。そうなると今やっているこういう

様々なこと魅力的なことがいっぱいあるんですけど、これが何のためになされているかということが

皆理解できていくんじゃないかと思うんですよね。今、正直、各地域、私たちもそうですけれども、

生きていくため、というふうになっちゃってます。生きていくために、とりあえず飯の種を作らねば

ならぬ。これはもちろんそうですが、その先に何があるのか、その先には、２０年後に世界に誇る北

海道を、こういう北海道を作っていくんだ、というものが示されるべきなんじゃないのかなと思いま

す。それは決して、食・観光・ものづくりというような他の地域も使えるような言葉では駄目なんだ

と思うんですよね。だからそこを皆で議論して、理想図かもしれないけれども、こうあるべきという
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ような姿を今こそ描いてそれに向かってやっていくと、北海道の役割が決まるということは各地域の

役割も決まりますので、すべての地域が人口増加しなくても良いのかもしれません、もしかすると。

それぞれの地域の役割というのが出てきますので、そうするとみんなが連携しあって一つの北海道を

作っていくというような、理想図かもしれませんけれども、そういうようなことが今必要なんじゃな

いかなと思います。以上です。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。時間の関係もありますので、吉本さん。どうぞ手短にお願いします。 

 

■吉本委員 

 人口減少の今の時代にあっては、地域の魅力が維持される、高められる、あるいはその地域の雇用

が確保されなければならない、ということですが、その関係で２つ、当金庫が支店を置いております

地域の事例を簡単にご紹介させてもらいます。 

１つは石狩市の事例ですが、総務省に設置された地域の元気創造本部による地域の元気創造プラン

のいわゆる交付金の募集事業がありましたが、今回平成２５年度の交付金第１次交付決定事業として、

当金庫お取引先の石狩市の社会福祉法人が流出資金域内還元モデルの中の地域林材カスケード利用推

進事業として、３６３０万円の交付金が決定されています。総務省のホームページに行きますと、当

金庫の名前も出ておりますが、具体的な詳しい内容が記載されています。他にも、もっと見ていきま

すと色々な地域の元気を創造するための事例がたくさん出ておりますので、これらは具体例として非

常に参考になるのではないかと思います。 

それからもう１つ、新篠津村の事例ですが、政投銀さんも関係していらっしゃるかもしれませんが、

７月４日金曜日のＮＨＫテレビ夜７時半からの３０分番組で、農業の６次産業化の成功例として、新

篠津村の大塚裕樹さんご夫妻が取り上げられていました。北海道にとって農業は非常に大事な産業で

す。日本農業大賞の受賞者ということで、大変魅力的な内容の番組でございましたけれども、株式会

社も持たれていて、年商で１億円ぐらいの事業をやってらっしゃるようです。年に６回くらい、色々

な方をお呼びして、実際に自分たちの作物を食べてもらったり、いろんな紹介をされているようです。

非常にお話も上手な農業経営の方でしたが、実際にこういう具体的に成功されている事例、そういっ

た方のお話を伺うというのも、非常に大切なことだと思いました。以上です。 

 

  

（２）本道の小規模企業振興のあり方について 

■武邑会長 

 それでは続きまして、議題がまだ残っておりますので、２つ目の本道の小規模企業振興のあり方に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■梅辻中小企業課長 

 経済部の中小企業課長の梅辻でございます。私の方から、小規模企業振興のあり方検討に関しまし

て、簡単にご説明をさせていただきます。 

 資料２の「本道における小規模企業振興のあり方検討について」でございます。本道の小規模企業、

中小企業が約１５万３千社あるといわれておりますけれども、そのうちの小規模企業１３万３千社と

いうことで、小規模企業と言われる、定義が点線の中に入っておりますけれども、こういった小規模

企業が道内中小企業の中で８７％を占めるということで、これは地域の住民生活に密着して、地域の

経済雇用を支える重要な存在であるということ。そして、その小規模企業を構成するのは、主に卸・

小売、それから宿泊・飲食サービス業、建設業、生活関連サービス業・娯楽業、こういった業種が多



- 16 - 

くなってきているということ。それから、この小規模企業に関連しまして、開廃業の道内の状況、開

業率、平成２１年度から２４年度までの状況でございますけれども、開業率１．９４％、廃業率６．

２５％というような状況になっていまして、特に道内の中小企業がここ３年間で、２１年から２４年

まででございますが、１万社以上減少している。特に、卸・小売、宿泊・飲食サービス業、こういっ

た事業所の減少が大きくなっているという現状にございます。 

最近の動向としては、ヒアリングの内容でございますとか、各種指標から言われている状況をここ

にいくつか課題で、動向ということで列挙させていただいております。景気動向に関するもの、それ

から、それに関連して構造的な課題というようなものが出てきておりまして、そういったものへの対

応も必要になってきているのではないかと思っております。 

次に１ページめくっていただきまして、道における主な中小企業振興の取組ということで、（１）

から（６）までそれぞれカテゴリーごとに記載をさせていただいており、主にこういった方向性でこ

れまで私ども施策に取り組んできておりますけれども、後ろに特に今年度特徴的な取組として、資料

２－１、２－２、２－３という横版の資料をつけさせていただいています。１つは経営改善に係るも

ので、道として初めてでございますけれども、中小企業診断士の方、それから公認会計士の方、こう

いった専門家の方に、経営改善サポート機関ということでお願いをしまして、道内７箇所に機関を作

って、中小企業・小規模企業の経営改善指導にあたっております。地域中小企業経営改善サポート事

業でございます。それからもう一つ、資料２－２でございます。冒頭部長から話がありましたけれど

も、特に今年度小規模企業に着目しまして、小規模企業のスキルアップ、人材育成事業ということで、

まさに家庭教師のように寄り添って、なかなか研修の機会を設けられない中小企業のために、全道１

４０社を目標に、国の厚生労働省の予算を活用させていただいておりますけれども、１億円規模で、

１４０社を対象に人材育成事業に取り組んでまいりたいと思っております。それからもう一つ、資料

２－３でございます。クラウドファンディングという、いわゆる新規の成長企業と投資家をインター

ネットで結び付けて、少額ずつ資金を集めるという仕組みで、道内の第二創業、６圏域ございますけ

れども、特徴のある第二創業のモデルを作っていきたいという事業に取り組むということでございま

す。若干施策のＰＲをさせていただきました。 

３番目の、小規模企業振興に係るあり方検討の必要性、をご覧ください。もとの資料の２ページに

戻っていただきたいと思いますけれども、国の動きとしては、先程来、竹田委員からもお話がござい

ましたが、国は小規模企業振興基本法を制定をし、「事業の持続的発展」というものを小規模企業の

振興の中で大きく打ち出してきたこと。それから小規模企業支援法という法律を改正したんですけれ

ども、この中で地域ぐるみで、伴走型で小規模企業を支援する体制を整備したということがございま

す。こうした国の動きなども踏まえまして、私ども本道の小規模企業を取り巻く現状からの認識と検

討の視点ということでございますが、基本的な認識としては、少子高齢化、人口減少によって過疎化

が進展する中で、地域の経済・雇用を支える小規模企業の存続が困難になれば、それは地域社会の基

盤を揺るがすと、地域そのものが崩壊してしまうのではないかという危機意識、これを基本的な認識

として持っておりまして、この認識を踏まえた上で、本道特有の視点として、豊かな自然環境、豊富

な農林水産資源、多様なエネルギー資源など、北海道の優位性と特性を踏まえたメリハリのある施策

展開の必要性と可能性。それから、広大な北海道、産業特性が異なる北海道、それぞれの地域の事情

を踏まえたきめ細やかな支援の必要性とあり方、というようなことを視点として掲げさせていただい

ております。対象・方法・手段、どのように考えていくかというのは非常に難しい問題だと思ってお

りますけれども、こういった視点で検討を進めさせていただきたいと思っております。 

最後の３ページでございます。検討に当たっての進め方でございますけれども、この審議会の条例

に基づきまして、審議会の中に、小規模企業振興のあり方検討部会、というものを設置をさせていた

いて、有識者の皆様からご意見をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えております。スケジ

ュールでございますけれども、本日、この部会の設置をご承認いただけましたら、年度内３回程度、

部会で議論を進めさせていただきまして、３月にはこの商工業振興審議会の方に、あり方を報告させ
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ていただきたいと思っております。それから部会の委員でございますけれども、学識経験者の方はも

とより、商業・サービス業を営んでいる方、女性の創業者、それから産業支援機関の例えばコーディ

ネーターの方、そういった方々にお願いをしてまいりたいと考えております。以上、駆け足の説明で

ございましたが、私からの説明を終わらせていただきます。 

 

■武邑会長 

 はい、ありがとうございます。ただいま、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まして、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■佐藤主幹 

 はい、それでは座ってご説明させていただきます。部会の設置についてでございますが、本審議会

の条例第５条によりまして、専門的事項を調査審議させるため、必要に応じて、部会を設置すること

ができるということになっておりまして、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ございます。 

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

が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して、今回部会を設置をする場合には、

部会の委員につきまして、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をもって構成

をし、ご審議いただく予定となっております。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、本道の小規模企業振興のあり方について検討するため、部

会を設置することについ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、「本道の小規模企業振興のあり方」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、「小規模企業振興のあり方検討部会」 

としてよろしいでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

■武邑会長 

 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。この件につきまして、何かご意見ありますでしょうか。 

それでは、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、もうそろそろ時間も過ぎてしまいましたが、今後の検討の進め方や小規模企業の振興につき

まして、今後もご意見をいただければと思います。何か特段ございますでしょうか、今の段階で。 

時間も来てしまいましたので、全体を通じまして、あるいは、前のテーマに戻っていただいても結
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構ですが、皆様から特段ご意見ございませんでしょうか。 

今日は人口減少含めて、様々なご意見をいただきました。最後に、辻部長から一言いただければと

思っております。 

 

■辻部長 

 委員の皆様方のご意見ありがとうございました。私どもといたしまして、一つ大きな柱を作れと、

このお話は私にとっても非常に重要だというふうに思っております。食と観光が北海道のやっぱり強

みというふうに言われておりまして、ただし食も今、岩盤規制に守られて今まで生きてきたというこ

ともありますし、また食と観光というのは北海道の弱みでもあります季節変動が大きな産業で、非正

規雇用がすごく多いと。この弱みというのをどういうふうに克服していくかというのが、キーワード

なのかなというふうに思っております。そうした中で柱ということ、健康長寿社会、これがやはり日

本の成長戦略の中でも非常に問われているところですけれども、北海道というのはやっぱり食を中心

として健康という志向に対応できる場所ではないか。観光も今、短期移住だとか、それから海外から

の経済交流も、健康分野に着目して人が来ていただいている。また北大・札幌医大では、いろんな理

学の研究が非常に進んでいる、また企業立地の場合は医療の関連産業が来てるだとか、そういうこと

で何とか北海道を健康長寿社会とか、そういうもので貢献できる柱になればなというふうにも思って

おります。 

 併せまして、地域のこだわりというご意見、不安がいっぱいある、本当に地域では不安でしょうが

ないということ。ところが、この地域というのはいろんな発信力なり、掘り起こしをしっかりやるこ

とによって、誇れる地域になるのではないかと。地域にこだわった取組というのを徹底してやってい

く必要があるんじゃないかというふうに思っております。 

 また、３つ目にやはり人だと思うんですけれども、中高年齢、そして女性、やっぱりいろんな働き

方があります。その際に、テレワーク。これもこれから大きな原動力になると思いますし、アメリカ

のコールセンターは、テレワークでやっているコールセンターもあるという話も伺ってます。世の中、

どんどんそういうふうにできるようになるんじゃないか、北海道らしい働き方の一つになるというふ

うに思っております。 

 また、外国人との取組。これはもう正面から待ったなしで対応しないとだめなんじゃないかという

ふうに思っております。この辺の、どう取り組むか、どういう受入れがあるのか、その辺も含めて考

えていかなければだめだというふうに思っております。 

 併せまして、こうしたものの、私どもが今までやってきた施策の検証、実際に空回りしてたものも

あります。発信力が弱くて何をやっているかわからんというものもあります。そういったものをきち

っと整理した上で、またどういったことができるかというのもやっていかなければだめだと思ってい

ますし、また、もう一つは、国の施策、いろいろラインナップが出てきます。そういうものに遅れる

ことなく、また徹底して使うということも、私どもも心がけていかないとだめだというふうに思って

おります。 

 そういったこと含めまして、人口減少社会、また小規模振興対策、この辺をしっかりやって行きた

いと思いますので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

 

■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。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。 
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４．閉会 

■佐藤主幹 

 本日は、大変ありがとうございました。皆様からいただいた貴重なご意見、ご提言につきまして

は、今後の商工業分野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、商工業振興審議会を終了いたします。本日はありがとうございま

した。 

  

 


