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平成２６年度 第２回北海道商工業振興審議会議事録 

 

日 時：平成２７年３月１３日（金） 

１３：２５～１５：３０ 

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） 

時間が少々早いですが、皆様お集まりになっておりますので、ただ今から、平成２６年度第２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１０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 

経済部長の辻です。本日は、年度末のお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうござい

ます。また、日頃から道政にご支援、ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 

本道経済、昨年の消費税率の引き上げから、いろいろな問題がありました。円安の問題、人手不足

の問題、さらには電気料金の再引き上げといった、課題が次から次へと山積するような時期だったと

思います。そういった中で、消費税率が引き上げとなったころまでは、全国と比べても、消費があま

り落ち込まないと、何とか同じレベルというような感じだったと思っております。ただ、一度落ち込

んだ消費がなかなか戻ってこない、全国の方が比較的持ち直してきていると思います。北海道は景気

が一時良かった時期から比べますと、少しずつ、全国に比べると先行き不透明感が増してきていると

考えているところでございます。 

私どもといたしましては、今回の定例道議会の中でも経済対策を取りまとめさせていただきまし

て、その中には特に今回、国の方で商品券、旅行券と言われますけれども、地域の消費を喚起する取

組、それと併せて生活者対策、そして地方創生の足がかりとなるような取組、そういったものを盛り

込ませていただいたところでございます。道議会の議論の中でも、北海道は今後どうしていくのだと

いう大きな議論の中で、海外需要の積極的な取り込み、これをやっていくべきではなかろうかと、ま

た、本当にできるのかといったところからの議論が多かったと思っております。特に外国人観光客の

受け入れ、それから道産品の海外輸出、そのような見込みがあるのかないのか、そういったことも踏

まえて、根本的な問題を変えなければ難しいのではないかなど、いろいろな議論があったと思ってお

ります。私どもも、そういったお話、ご意見に、どうやって対応できるかといったことを、今後とも

引き続き考えていかなければならないと思っております。 

一方、地域の経済というのは、やはり厳しいものがあります。私どもといたしましても、今回部会

を立ち上げさせていただいて、小規模企業の今後のあり方、支援のあり方を検討するということで、

熱心な議論をしていただきまして、実践例もいろいろとヒヤリングさせていただいて、より地域に寄

り添った形の政策はどのようなものかといったことも含めて検討させていただいているところでご

ざいます。今日は部会長からも報告を受けまして、また皆様方のご意見もお伺いしたいと思っており

ます。 

また、もう一つ、北海道、大きな課題は人口減少問題と言われておりますけれども、人口減少問題

も二つ観点がありまして、一つは自然減の対応策。これにつきましては、少子化対策といった取組が、

私どもとしましては保健福祉部を中心に検討をしているところでございます。もう一つは社会減対策



- 2 - 

ということで、産業、雇用、こういったものをしっかり地域につくっていかなければだめだと。安心

して働ける、安定して働ける、そういった場所が地域にもないとだめだと。またそれが地域にしっか

り広がりがあるよう、そして持続的につながるように、といった取組も必要ではないかと。そういっ

た中には、札幌から人口が流出してしまう北海道、それをまたどうやって呼び戻すか、そういった議

論もなされていたところでございます。 

本日は、議題が４件ということでございますけれども、短い時間ではございますが、是非、皆様方

の様々な観点からのご意見を頂ければと思っております。私どもといたしましては、経済活性化対策

ということで、着実な議論が進められるよう取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

■佐藤主幹 

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」に従いまして「公開」といたしまして、議事録も北海道のホームページに閲覧

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。 

 

２．議事 

（１）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、本日の議事に入りたいと思います。本日は、次第にありますとおり、３件の報告事項と

１件の意見交換で、計４件の議題を予定しております。まずは、報告事項の１つ目「本道の小規模企

業振興のあり方について」でございます。前回、７月の審議会で「小規模企業振興のあり方検討部会」

の設置を決定しております。１０月以降、４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、部会長の穴沢委員から、部会での審議結果についてご報告をお願いいたしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

■穴沢委員 

小樽商科大学の穴沢でございます。それでは、検討につきましてご報告いたします。本日は、昨

年７月の第１回の本審議会におきまして設置が認められました「小規模企業振興のあり方検討部会」

に関して、この度、「本道の小規模企業振興のあり方」（案）が取りまとまりましたので、私の方

から検討経過などについてご報告をいたします。 

お手元の資料１－１をご覧ください。「小規模企業振興のあり方の検討について」というもので

ございます。まず、「検討の趣旨」でございますが、本道の小規模企業は、人口減少による需要の

減退ですとか、ＩＴ化の進展による競争の激化等を含めまして極めて厳しい経営環境の下にありま

す。そういった中で、小規模企業の事業活動を維持継続していくことが、地域の経済や雇用の観点

から極めて重要であるとの認識に基づきまして、国の小規模企業振興基本法の制定や人口減少社会

への中長期的な対応なども視野に入れまして、今後の小規模企業振興のあり方につきまして検討を

行ってきたところでございます。 

次に、２番目になりますけれども、「国の動向及び北海道商工業振興審議会等の開催状況」でご

ざいます。部会は、国による小規模企業振興基本計画の決定以降、１０月、１１月、１２月及び本

年１月と４回にわたって開催をいたしました。その際、論点の整理や振興の方向性につきまして検

討を行ってまいりました。また、部会の議論につきましては毎回ホームページで公開をいたしまし

たほか、２月１９日に道議会に素案を報告いたしまして、本会議でもご議論をいただくこととなっ
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ております。素案に対しましては関係団体や市町村、商工団体など１６団体から６６件のご意見を

いただきました。これらを踏まえまして、本日、資料１－３にありますような「本道の小規模企業

振興のあり方（案）」を取りまとめたものでございます。取りまとめにあたりましては、「４」及

び「５」にありますように、私を含めた６名の委員、また、４名のゲストスピーカーにもご参加を

いただいております。これらの委員及びゲストスピーカーにつきましては、卸・小売や福祉、サー

ビス、ものづくり、情報通信、建設などの分野で活躍をされておられます小規模企業の経営者並び

に企業支援や地域ブランドの構築などに携わっていらっしゃる支援機関や大学、金融機関の実務者

の方々にも加わっていただきました。そして、それぞれのお立場から様々なご意見をいただいたと

ころでございます。この度の取りまとめにあたりまして、こうした部会での議論を踏まえ、副題と

したしまして「ふるさとを守り育てる小規模企業の維持・発展を目指して」というものをつけさせ

ていただいております。地域に密着して経済・雇用を支えていきます小規模企業の経営というもの

が維持・発展していけますよう、まず、「経営体質の強化」の必要性、そして、小規模企業の新陳

代謝の促進を通じて地域経済の活性化を図るという観点から、「事業承継の促進」、「創業促進」、

この３つを重要な柱として挙げてございます。詳細につきましては、この後、事務局の方から説明

させていただきますけれども、今後、成案とするにあたりまして、委員の皆様方から忌憚のないご

意見をいただけると思っております。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

■武邑会長 

ありがとうございました。それでは事務局から補足説明がありますのでお願いいたします。 

 

■大石経営支援局長 

経営支援局長の大石でございます。只今、穴沢部会長から紹介がありまして、「本道の小規模企

業振興のあり方」（案）につきまして、私からその概要についてご説明をさせていただきます。資

料については、資料１－２の概要版と資料１－３の本編でございますが、ここでは資料１－２の概

要版に基づいてご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、「あり方（案）」のポイントですけれども、「１」の本道の小規模企業をめぐる状況から

「５」の小規模企業支援施策推進の考え方まで四角囲みにある五つの項目でそれぞれ整理をしてご

ざいます。まず、第１の「本道の小規模企業をめぐる状況」でございますが、概要版ではスペース

の関係で記載を省略しておりますけれども、ここでは、小規模企業数や従業員数の推移をはじめ、

開業や休廃業の状況など小規模企業の現状を整理した上で、その特徴として次のような項目を記載

してございます。まず、特徴としましては、地域の経済・雇用を支える上で重要な役割を果たして

いるものの、極めて厳しい経営環境にあること、多くは商圏が限られており、価格競争力や販売力

に弱みを抱えていること、まちの賑わい創出など地域コミュニティの重要な担い手となっているこ

と、その一方で、強みと言って良いと思いますけれども、北海道という強力なブランド力を活かし、

大手企業にはできないユニークな経営判断やスピードのある判断ができること、一方では、本道は、

後継者不在率が他県に比べても高く、企業の新陳代謝が進んでいないことなどがあげられていると

ころでございます。 

次に、第２の小規模企業振興の必要性についてでございますが、小規模企業の経営の継続や新事

業展開に向けた取組は地域の活性化につながりますことから、安心して暮らし続けられる地域社会

を実現し、地域を将来に引き継いでいく上でも極めて重要でございます。 

第３では、小規模企業の振興に向けた基本的な考え方につきまして述べてございます。人口減少

社会を見据えながら、本道の小規模企業の現状や、国による施策展開の動向を踏まえつつ、小規模

企業がわれわれのふるさとである地域を担う重要な存在であるという認識を関係者が共有し、特に、

企業の事業活動の持続的発展と起業や第二創業の促進により企業の新陳代謝を活発にしていくこと

を重視しつつ、地域の小規模企業が本道の発展に貢献していく姿を全国に向けて発信していく必要

があるとしてございます。 
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次に、第４の主な支援施策の考え方につきましては、先ほど穴沢部会長からもお話しがありまし

たように、経営体質の強化をはじめ、３つの柱で整理をしてございます。まず、一つ目の経営体質

の強化につきましては、きめ細やかなコンサルティングやＩＴを活用した生産性の向上、販路拡大

など売上の拡大に向けた検討、それから、継続的な人材育成や柔軟な勤務形態の導入などによる従

業員の満足度の向上、新しいアイデアや技術を持つＵＩターン人材の活用に向けた検討、クラウド

ファンディングなど円滑な資金調達に向けた検討、支援施策情報を隅々まで行き渡らせる工夫や商

工会・商工会議所をはじめとする支援機関職員の一層のスキルアップ、さらには、互いに不足して

いるノウハウや情報等を補完し合う経営者同志のネットワークづくりなど効果的な支援体制の構築

の必要性などを記述しているところでございます。二つ目の事業承継の促進では、Ｕ・Ｉターン人

材など親族はもとより、親族以外の多様な人材の登用でございますとか、経営者、従業員双方の理

解を得るなどの事業承継しやすい環境の整備、金融機関など様々な支援機関による支援ネットワー

クの構築などの必要性を記述してございます。三つ目の創業の促進では、女性や若者、さらに豊か

な経験やスキルを有するアクティブシニアの方々の創業に向けた環境整備でございますとか、創業

の魅力発信による創業気運の向上、潜在的な創業希望者となりうるＵ・Ｉターン人材を本道に呼び

込む仕組みづくり、さらには、先輩起業者の助言者としての活用など道内全地域で総力を挙げた支

援の必要性を記述してございます。 

次に、第５の、小規模企業支援施策の推進の考え方でございますが、施策の推進にあたっては、

国や市町村、関係支援機関等との緊密な連携の下、具体的な施策を明らかにした計画等を策定し、

継続した取組を着実に推進していくことの重要性について記述してございます。最後に今後のスケ

ジュールについてでございますけれども、この「小規模企業振興のあり方」につきましては、本日

のこの審議会でのご議論を経た上で、今月下旬の経済・雇用対策推進本部において決定したいと考

えてございます。道といたしましては、今後、この「あり方」を踏まえながら、小規模企業の振興

に努めてまいりたいと考えております。大変雑ぱくですが、私からは以上でございます。 

 

■武邑会長 

ありがとうございました。ただ今、穴沢委員及び事務局からの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、皆様それぞれの専門的な見地からのご意見などをいただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。小規模企業の振興という観点から、これまでの経験などを踏まえてご意

見をいただきたいと思っております。僭越ですが、ご指名をさせていただきたいと思います。特に

先ほどもご説明のありましたように、事業承継の面で、吉本委員、いかがでしょうか。 

 

■吉本委員 

事業承継の関係は、Ｍ＆Ａとも密接な関係がでてきます。参考になるかどうか、当金庫の業務の

現状と受けている印象をお話しさせていただければと思います。当金庫では、金庫本体での対応は

もちろんですが、平成２０年に設立した子会社の「㈱さっしん地域経済金融センター」に中小企業

診断士を配置して業務にあたっています。具体的には、顧客向けの事業承継セミナーやＭ＆Ａセミ

ナーとか、職員向けの研修を行っており、とにかく事業承継の相談、悩みがあれば当金庫へという

意識付けを意図し、チラシなどを配布したりして、相談を受けております。さらに行政あるいは関

係機関とネットワークを構築して連携を行っております。外部の連携機関として具体的なお名前を

申し上げれば、「さくら総合Ｍ＆Ａセンター」、「日本Ｍ＆Ａセンター」、「ストライク」、ある

いは商工会議所内の「北海道事業引継支援センター」、こういったところと秘密保持契約を締結し

ながら対応にあたっています。平成２０年に金融センターを設立以降、毎年コンスタントに相当数

の相談を受けており、Ｍ＆Ａの受託も毎年コンスタントに発生しています。今年度、平成２６年度

は例年よりも相談件数が増加しております。それだけ悩みを抱えていらっしゃる企業が多いという

ことと、営業店を通じての相談しやすいという、普段の啓蒙の結果と思っております。最近の相談

の傾向とか印象をいくつか申し上げます。そういう啓蒙を行っているということもありまして、事
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業承継問題を、意識して経営者の方から話題として切り出してくる方も随分見かけるようになって

います。また、一般的にもＭ＆Ａとか事業承継のいろいろな報道等が目につくようになりましたか

ら、この課題に極端な抵抗感を示すことがなくなってきているという気がしています。さらに、最

近の傾向としては、事業承継の相談の中、Ｍ＆Ａを前提として自社株評価、あるいは企業評価を行

う企業が目につくようになってきております。 

ただ一方で、事業承継問題は理解しているけれども、後継者不在のまま営業を継続しているケー

スが依然として多かったり、あるいは、事業承継計画を立てずに親族承継であるとか社内承継をし

たりしている例があります。また、税金対策や自社株譲渡で問題が発生する可能性が高い先もある

と思われます。更に、顧問税理士はいらっしゃるけれども、適切なアドバイスを受けられていない

というケースも見られる等々の課題も、印象としてあります。 

いずれにしても、先ほどネットワークというお話もございましたが、いろいろな機関とのネット

ワークを拡げながら、特にお客様と密接な関係にある金融機関を中心として、継続的な啓蒙とか、

外部機関と連携したサポート体制を構築していかなければならないと思っております。 

 

■武邑会長 

ありがとうございました。それでは竹田委員、いかがでしょうか。 

 

■竹田委員 

ご指名いただきましたので。私ども商工会組織は、本当に小規模事業者がほとんどでございます。

昨年、小規模企業振興基本法が成立したということで、我々商工会会員は、ちょっとこの先明るい

兆しが出たのかなというような気もしているところであります。今までは中小企業の一環として、

中小企業基本法の中に小規模基本法という形しかありませんでした。その中で今までは、やはり成

長する企業だとか、そういう後押しが強かったのですけど、今回の場合は小規模基本法の中で、町

村で、小さくても持続化、発展していけるような小規模事業者に応援をしていくような数々の補助

メニュー等も、今、国の方で出していただいております。中身についてはまだまだこれから我々も

精査をしていただく部分も出てくるのかなと思っております。どうしても町村の商工会の会員さん

には、今、本当に高齢化と、先ほどお話にも出てきましたけれど、事業承継、後継者の問題があり

ます。地域内の商工会の青年部、後継者にあたる青年部の部員数がどんどんどんどん、本当に減っ

てきておりまして、この先どのような形で組織を運営できるかなという部分では心配もあります。

また、その中で、商工会の役割、会員さんに対する商工会の組織の業務内容についても、今までは

税務だとか記帳だとか、そういう部分での商工会の職員の指導機関でございましたけれども、今後

はやはりそれぞれの企業に対していろいろな事業計画を含めた中での取組というものを商工会の職

員がいろいろな知識を持って進めていかなければならない時代に入ってきておりますし、まだまだ

努力をしていかなければならないのと思っております。 

今、十勝も１市１８町村、帯広（商工）会議所を含めて１８の商工会がいろいろなかたちで１０

年前から会議所さんと一体となって、地域で抱えているいろいろな問題を審議する機関がございま

して、毎年やっておりました。今年、全道の商工会議所さんと商工会連合会が包括的な連携という

形の中で今後、全道のそれぞれの商工会、商工会議所、地域のまわりの商工会組織といろいろなか

たちで連携をもって地域づくりに協力し合うというようなことが先日結ばれた訳ですので、その辺

も今後、少し、我々としては、商工会組織としては、心強い部分が出てきていると思っております。 

前も道の条例の中で中小企業基本条例というものが多分あったと思うのですけれども、今回、小

規模基本法がこういう形でできた中で、私の方からお願いしたいのは、道の方でも小規模基本法が

制定された中で、国ではそういう形でできましたので、道の方では小規模企業振興基本法に対して

の取組、今後どういうような形で取り組んでいただけるのか、また、条例化みたいな形でできるの

かということもお願いをしたいところです。やはり、道の方で条例化することによって、町村も、

それに連れられて条例化みたいなことができれば、地域の商工会、組織、小規模事業者の方はまだ
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まだ持続的発展が望めるのかなと思っておりますので、是非、道の方ではいち早くこういう部分に

ついて地域の隅々まで行き渡るようないろいろな施策を盛り込んでいただければと思っているとこ

ろでございます。 

いずれにしても、今、それぞれの小さな町で人口減少の問題もございまして、それぞれの町が着

地型観光だとか観光と食という部分の形の中で、交流人口の増加ということでそれぞれの町が検討

しているのも事実でございます。十勝の上士幌町のふるさと納税、ああいう形で地元の特産品をい

ろいろな方に提供しているという、それが十勝の町村も全道の町村も同じような形で取り組まれて、

いろいろな形で成果が上がってきていると思いますので、いずれにしても、この「あり方検討」の

案を、まだ充実していただければと、大変簡単ですけど、私の方からの挨拶にさせていただきます。 

 

■武邑会長 

ご意見ありがとうございました。 

 

■大石局長 

大変貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。今、委員からもお話しがあったとお

り、小規模企業の成長を促していくという意味では、我々のふるさと、特に地域の活力を維持して、

さらに発展を目指していくという意味では、非常に大事なことだと認識してございまして、今後、

我々いろいろな施策を進めていくのですけれども、国の商工団体、それからさまざまな支援機関、

そして今、吉本委員からもお話のあった事業承継は特に金融機関との連携が非常に大事になってく

るわけですけれども、そうした方々とも連携しながら、どういった方向で進めていくことが効果的

なのか、例えばここには計画等というふうに書いてありますが、そうした方法も含めて、今ご提案

のあった条例なども視野に入れる必要があるのかも知れませんし、そうしたことも含めてどういっ

た形で効果的な施策を推進する方法があるのか検討し、施策を充実して進めてまいりたいと、この

ように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

■武邑会長 

他にご意見ございませんでしょうか。 

 

■関根委員 

今の施策の話と関連するのですけど、１点だけ申し上げたいと思います。４点目に小規模企業の

ための支援施策の考え方ということで、基本的な骨格が書かれております。これをベースとして今

までもおそらく、支援のための施策というのはたくさんメニューを持ってらっしゃって、それで補

助金を出すなり、ソフトの支援をするなり、いろいろなことをされてきているのだと思いますが、

この、小規模企業振興のあり方の副題にありますように、「ふるさとを支える小規模企業の活力再

生を目指す」というのは、人口減少の中で、大変重要性を増していると思います。したがって今ま

での施策をそのまま延長するのか、それとももう少し違った視点を足していかれるのか、プラスア

ルファをするなり見直しをするなり、重点化する部分をどうするかというような所は、よくよくお

考えいただいたらよいと思います。いろいろな事例が載っていて、その点は大変よろしいかと思い

ますが、例えば、小売業でいうと、検討メンバーでいらっしゃったハツキタ（発寒北商店街 ※事

務局注）の土屋理事長様とか、ああいう取組というのは小規模な商店街の振興にかなり有効だと思

うのですね。やはり、連携とキーパーソンをどうするか、キーパーソンへの支援をどうやっていく

かというのが大きな助けになると思いますので、行政の方でできること、我々のような金融機関で

できることと、いろいろあると思いますが、そういうものをうまく組み合わせて施策をつくりあげ

ていくと良いのではないかと思います。感想でございますけれども。 
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■大石局長 

ありがとうございました。まさに基本的な考え方のところだけ集めているものですから、なかな

か施策として見えづらいという部分もあったかと思います。そういう意味では、この後に報告させ

ていただく、地域の元気につなげる経済対策にも方向性というものを具体化した施策もございます

ので、後ほどまたご議論いただきたいと思います。 

いずれにしても、いろいろ議論をする中で、最初に非常に意識として持ったのは、後継者をまだ

決めていないとか、はっきりしていないという企業さんが非常に多く、このままですと、倒産は少

ないかもしれませんが、どんどん自主廃業という形で地域を支える小規模な企業が減少していく、

数的に減少していくことが非常に危惧されるだろうということが、非常に大きな問題意識としてご

ざいました。とすれば、一つは、順番としては（１）（２）（３）となっていますけれども、まず

意識しなければならないと思ったのは、事業承継の話でございます。道としては、これまでもやっ

ていないことはないけれども、あまり力を入れてこられなかった部分、ここを、重点化をしていか

なければならない。そして、自主廃業のような形になっていかないように、できるだけ新しい、若

い方々に事業を引き継いでいってもらって、活力を与える企業として存続・発展していただきたい

というのがまずありました。 

もう一つは創業です。創業もまた大変大事な要素だということなのですが、少し振り返ると、事

業の承継にしても、今の会社がしっかりと経営されて、良い経営をどんどんやっていってもらわな

いとスムーズな承継もいかないとすれば、最初の経営体質の強化というのはやはり大事なことでは

ないかといった議論もありまして、従来からの取組がだめだったというわけではないのですけれど

も、より強化していかなければならない部分というのは２の（２）、（３）あたりがあるのかなと

思いますが、大前提となるのは１番の、現在経営をしておられる企業がしっかりと、うまく引き継

げるような企業さんになっていただくことが大事なのかなと思います。そんな流れで議論がされた

というふうに記憶しております。私からは以上でございます。 

 

■武邑会長 

ご意見ありがとうございました。いただいたご意見も踏まえて、「あり方」をとりまとめていた

だきたいと思っております。 

 

（２）「地域の元気につなげる経済対策」について 

 

■武邑会長 

続きまして、議題の２つ目「地域の元気につなげる経済対策」についてです。なお、このあとの議

題２と議題３に関するご質問については、事務局から全ての説明が終わった後に、改めて議題４の中

でお受けしたいと思います。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■田邊経済企画室参事 

経済企画室の田邊と申します。よろしくお願いいたします。「地域の元気につなげる経済対策」、

副題として「地域と生活緊急対策」につきまして、お手元の資料２－１に基づきましてご説明いたし

ます。 

本道経済は、昨年４月の消費税率の引き上げや人手不足、円安の進行等による燃油・原材料価格の

上昇、１１月の電気料金の再値上げなどによりまして、景気の先行きに不透明感が増してきたことか

ら、道では、これまで独自に実施してまいりました対策に引き続きまして、景気の不透明感を打開し、

地域経済の好循環に向けた動きを確かなものとするため、昨年末に閣議決定された国の経済対策にも

呼応して、平成２６年度補正予算を措置するなどし、個人消費に着目した消費の喚起や生活の安心、

そして本道が直面する構造的な課題への実効ある取組などを基本的な視点に据えまして、今年知事選



- 8 - 

挙があるために、いわゆる骨格予算となります平成２７年度の当初予算につながる切れ目のない対策

としまして、資料２－１の右の方にございますが、総額５０３億円規模の「地域の元気につなげる経

済対策」を実施することといたしました。 

主な取組ですが、１つ目の柱は、消費喚起をはじめとした目の前の景気対策でございます。国の補

正予算で措置された「地域住民生活等緊急支援のための交付金」の地域消費喚起・生活支援型を活用

しまして、「域内循環を高める取組」として、市町村におけるプレミアム付商品券の発行の規模の拡

大や、地域でのふれあいを強めるために、プレミアム分の一部を支援してさらに発行を促していこう

というものでございます。また、「域外需要を取り込む取組」として、アンテナショップ等で道産品

の購入に使用できる商品券の発行などを、「生活の安心を高める取組」として、妊産婦や要介護者へ

の商品券の支給などを行います。さらに、エネルギーコストに対しましても、中小企業の経営改善相

談や生産工程の改善指導などの支援を行ってまいります。 

次に２つ目の柱の「地域の活性化につなげる実効ある地域課題への対策」につきましては、このあ

とご説明いたします人口減少問題の取組指針にも盛り込まれておりますが、人口減少などの中長期的

な課題に対応しながら地域の活性化を図るため、国の地方創生先行型交付金などを活用しながら、本

道への新しい人や企業の流れを作るため、Ｕターン・Ｉターンの促進や、本道の潜在力を活かした企

業誘致に取り組みますとともに、職場における若年層や女性の活躍を推進し、安定した雇用の創出な

どに取り組んでまいります。次に、受け皿となります地域の産業基盤づくりでは、中小・小規模企業

対策や創業・販路開拓、対内投資の受入など、海外の旺盛な需要の取り込みを支援するほか、地域を

支える主要な産業であります観光や一次産業、食産業のブランド力、競争力の強化にしっかりと取り

組むとともに、健康、環境・エネルギーといった成長分野の取組も進めてまいります。 

また、３つ目の柱としまして「災害・危機等への対応」として、公共事業など地域の経済や生活を

支える基盤づくりの取組を行ってまいります。道としましては、本対策を着実に実行することにより、

地域経済を元気にし、生活の安心を実感していただけるよう、中長期的な課題にも対応して地域の産

業振興に努めながら、本道経済の活性化に切れ目なく取り組んでまいる考えでございます。 

以上、「地域の元気につなげる経済対策」についてご説明させていただきました。 

 

（３）「本道における人口減少問題に対する取組指針」に係る経済部の取組について 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。次に、議題の３つ目「本道における人口減少問題に対する取組指針」に係

る経済部の取組について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■田邊参事 

続きまして、お手元の資料３をご覧ください。ちょっと厚い資料になります。道では、人口減少

問題への対応を道政の最重要課題と位置付けまして、この課題に正面から取り組んでいくため、今

年度内に「本道における人口減少問題に対する取組指針」を策定することとしておりまして、これ

まで、産業団体や医療・福祉団体、労働関係団体など、関係団体の皆様との意見交換を行ってきた

ほか、市町村や有識者の方々からもご意見を伺い、パブリックコメントも経まして、来週、知事を

トップとします庁内の会議におきまして、指針を決定することとなっております。経済部といたし

ましても、前回の７月の審議会において皆様から頂戴したご意見やご提案も参考にさせていただき

ながら、検討を行ってまいりました。以下、この「案」の概要を簡単にご説明させていただきま

す。 

まず、１ページをご覧ください。「本指針の性格」でありますが、この指針が、人口減少問題に

関する基本認識を道民の皆様と共有し、将来に向けた道の取組の方向性をお示しするものであるこ

と、また、各自治体は、来年度中に地方版総合戦略などを策定するよう求められておりますが、道
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が策定する５カ年の計画であります「総合戦略」の基本となるものであること、さらに、道内各市

町村が総合戦略を策定する際の参考としていただくものであること、そうした役割について記載し

ております。 

次に、２ページをご覧いただきたいと思います。２ページから５ページにわたりまして、人口減

少の現状と将来推計につきまして、データや資料を掲載させていただいております。次に、６ペー

ジになりますが、「Ⅱ 本道における人口減少に関する対応方針」としまして、自然減と社会減の

２つの視点からの対応を進め、「人口減少の進行の緩和」を図るとともに、「人口減少により地域

に生じる様々な課題への対応」を同時に進めていくという大枠の方針をお示ししております。続い

て７ページからは「本道の特性と道民の意識」ということで、出生率や人口減少率に関する分析、

１０ページからは振興局別の転出転入の状況を分析しております。さらに、１４ページからは、昨

年７月に実施しました道民意識調査の結果を新たに記載しております。人口問題に対応するために

必要な取組としまして、「雇用の場づくり」という回答が一番多くなっております。次に、駆け足

ですが１６ページをご覧ください。こちらの「Ⅳ めざす姿」ですけれども、「目標」につきまして

は、国におきまして、今後、子どもを産み育てたいという希望が実現した場合の出生率、いわゆる

希望出生率を地域別に示す予定となっておりまして、これを踏まえた本道における人口の将来展望

につきまして、来年度策定いたします「地方人口ビジョン」の中で明らかにしていきたいという考

えをお示ししております。次に、１７ページでございます。ここから、道の取組の方向性をお示し

しておりまして、大きく７本の柱を立ててございます。関係する分野が多岐にわたり、ボリューム

もかなりありますので、経済関係に絞って概略をご説明させていただきます。 

まず「２ 子どもを生み育てたいという希望をかなえる」では、若者世代が結婚し、安心して子

どもを生み育てたいという希望を叶えるためには、経済的基盤の確保が欠かせないことから、「未

来の親となる若年者の雇用や生活の安定化」や、ワーク・ライフ・バランスの推進など「仕事と子

育てを両立できる職場環境づくり」について記載しております。 

「３ 本道の強みを活かした産業と雇用の場をつくる」では、人々が地域に定着するために必要

な、生活の糧となる安定的な所得が得られる「働く場」の確保に向けた取組について、記載してお

ります。主な内容としましては、１次産業はもちろん、北海道が優位性を持ち、地域の特色を活か

した取組が可能で、域外の需要の獲得が狙える食関連産業や観光、幅広い波及効果があり、通年で

安定した雇用が確保できるものづくり産業、域内循環の向上にも資する、再生可能エネルギーによ

る域内循環型ビジネスといった分野の振興に加えまして、地域経済を支える屋台骨であります中小

・小規模企業の振興や地域経済の担い手として活躍が期待される若者や女性の創業支援、住民の日

々の生活を支える商業の活性化、さらには、企業誘致の推進などについて記載をしております。ま

た、「北海道のブランドイメージの積極的な拡大」や「地域からの海外展開によるビジネス創出支

援」などによります海外を含めた「域外需要の取り込み拡大」に加えまして、「健康長寿社会の実

現に向けた産業育成」など、「市場の変化などに対応した産業の育成」についても記載しておりま

す。加えまして、労働力人口の減少が避けられない中で、多様な人材が意欲を持って能力を発揮で

きる「全員参加型社会」の実現に向けた取組を進めていく必要がありますことから、女性、高齢者

や障がい者、若年層の活躍促進に向けた取組について記載しております。次に、「４ 住み続けた

いと思える生活環境を整える」では、「買い物の利便性の確保」としまして、人口減少の進行に伴

い、ますます重要となる「商店街や中心市街地の魅力や機能の充実」や「多様な手法による買い物

弱者の支援」について記載しております。また、人口減少社会におきましては、「５ 北海道らし

さを活かして人を呼び込み・呼び戻す」ということが重要であり、観光をはじめとした交流人口の

拡大、再掲となりますが企業誘致の推進に加えまして、Ｕターン・Ｉターンの促進などについてこ

れまで以上に力を入れていくこととしております。「７ 札幌圏への人口集中に対応する」では、

札幌圏の大学や研究開発機能の集積など他の地域にはない特色を活かした健康・医療、バイオ系の

産業集積の促進などによる「首都圏への人口流出の抑制」について記載しております。以上、大変

雑駁ではございますが、「本道における人口減少問題に対する取組指針」の（案）についてご説明
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させていただきました。 

 

■武邑会長 

ありがとうございました。経済対策と人口減少の取組指針の２つの議題をご説明いただきました

が、これらのお話は、次の議題とも密接に関連しますので、この中で、ご意見、ご質問をいただく

こととします。 

 

（４）人口減少社会における本道経済の活性化について 

 

■武邑会長 

次に、意見交換ということで、議題の４つ目、人口減少社会における本道経済の活性化について、

進めてまいります。はじめに事務局から趣旨などについて説明をお願いいたします。 

 

■田邊参事 

人口減少がさらに加速していくことが見込まれる中で、今後の地方創生の取組を見据え、本道の産

業振興政策を検討するに当たりまして、どこに重点を置いて取り組んでいくべきか、皆様のご経験を

踏まえた忌憚のないご意見を伺いたいと考えております。そのための論点を、「人口減少問題に対す

る取組指針」の内容を踏まえまして、資料４の論点メモとして大きく５つに整理させていただきまし

た。１番が、「中小・小規模企業や地域の商業機能の維持」、２番に「道内に存在する様々な食や自

然、人材などの資源の活用」、３番に「健康・医療や環境・エネルギーをテーマとした新たな成長市

場の獲得」、４番に「若者や女性などの担い手としての活躍の場の創出」、５番に「海外からの需要

の獲得」。これら５つの論点につきまして、または、それ以外にもこのような視点が必要ではないか

ということも含めまして、ご発言をお願いいたします。 

 

■武邑会長 

ただ今事務局から説明をいただきました。ここからは、委員の皆様のそれぞれの見地から、席順に

ご発言いただければと思います。その前にこれまでの議題を通じて、あらかじめ事務局にお聞きにな

りたいことなどあればお受けしたいと思います。皆様いかがでしょうか。 

それでは、資料４の論点メモを参考に、お一人３～４分程度でお話いただきたいと思います。まず

は、今日は副会長の恩村委員がお休みですので、穴沢委員からお願いします。 

 

■穴沢委員 

最初にご説明いたしました、小規模企業の振興につきまして、これまで検討してまいりましたが、

その観点からいきますと、まず、１番の地域経済の主たる担い手についてまず話したいと思います。

検討部会の方でも様々な意見をいただきましたけれども、まず、企業の規模の問題というものがあり

ますけれども、一方で、ただ規模だけではなく、どういった産業があるだとか、職種的なものがある

か、そういったところもある程度踏まえる必要があるのではないかというふうに思っておりまして、

ある意味、きめ細かな産業に応じた、その特殊性を活かせるような形の支援というものがやはり必要

ではないかというふうに思っております。検討部会の委員から様々なご意見をいただきましたけれど

も、それを聞きながら感じたことは、これまで様々な支援策が実施されてきておりまして、もちろん

有効なものも多々あったと思います。一方で、お金があれば何とかなるという考え方もあるのかも知

れませんけれども、日本全体を含めまして、非常に予算が逼迫する中、あまりお金をかけない、様々

な形でアイデアを出し合う、そういったところをより一層強める必要があるのではないかというふう

に部会でも意見を述べたところでございます。と申しますのは、様々なビジネスの種というものが、

もちろん予算的な形でのプッシュがあれば、それに越したことはないと思いますけれども、本来的に
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ビジネス化できるものであれば、様々な意見を持ち寄ることによりまして、横のつながりを強めるこ

とによって、かなりの部分、強化できるものがあるのではないかと思っております。その意味では、

地域の中小、特に小規模企業の方々、様々なご苦労をされているのはよく存じているのですけれども、

それをうまくつなぎ合わせていく、そういった形での支援の仕方というものも必要になってくるので

はないかと思っております。 

そして、私の本来の専門からいきますと、５番の経済の成長について、もしくは海外の需要という

ところにかかわってくるものであるのですけれども、春節の時期には非常に多くの中国の方が本道に

も来られたと思います。そういった海外からの観光客の受け入れということは、今後もおそらく１つ

の柱となっていくと思いますけれども、ただ、これも非常に競争が激しい。北海道だけがその中で勝

ち残っていくというからには、それなりの準備というものを進める必要があるのではないかと思って

おります。そういった中で１つ考えられることといたしまして、常々他のところでも書いたことがあ

りますけれども、海外からの投資の促進といったものを１つ考慮する必要があるのではないかと思っ

ております。いわゆるヒト、モノ、カネというもの、これまで本州からの企業誘致ということをかな

り道としてもされてきたと思いますけれども、もう少し広い観点から、海外の企業に門戸を開くとい

いますか、オープンな形でビジネスを北海道でやっていただくと。一部観光につきましては、オース

トラリアですとか、香港の資本も入ってきておりますけれども、そういった部分のみならず、他の分

野でも海外企業が比較的自由に活動できるという、そういったものを準備するという、そういった必

要があるのではないかと思っております。それとまた、本道の企業の海外進出、むしろ海外需要を取

り込むということがあるのでしょうけれども、海外に出て行くということが、海外での雇用の創出に

つながるということはもちろんあるのですけれども、各種の研究を見てみますと、海外に進出した企

業が逆に国内での雇用も増やしているという研究もございますので、事業全体が拡大していくという

観点からは、道内企業の海外進出というものもこれから促進していく、また、その後押しをしていく

ということも必要になって来るのではないかと思います。以上です。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。それでは川端委員、お願いいたします。 

 

■川端委員 

当社はイタリアンのレストランを経営しておりますが、今まで外国人というのは大して来ることは

なかったのですが、最近、やはりアジアの富裕層の方が多く来店されるようになりました。その中で

いろいろ話を聞くと、例えば香港ですと、イタリアンに関してワインとかも高いですし、食事もたい

しておいしくないと。北海道に１週間滞在したら、もちろん海産やジンギスカンという今までの北海

道ならではのものと、プラス残りの何日間は北海道のワインやチーズを楽しみたいという方が多くい

らっしゃることがわかりました。それで今、現在、アジアの中でも北海道のワインは大変良質ですし、

力を入れているものであるので、アジアの富裕層向けのワインツーリズムの推進ですとか、食に関し

ては、乳製品やイタリアン、フレンチのような北海道ならではの素材を活かしたような、洋食系のも

のの推進というものに力を入れていったらどうかと思いました。 

また、いろいろな地域を歩いていると、小さな人口のところだと、宿泊施設がなかなかないという

ことで、滞在型だとか、交流人口拡大というようなことをやっても、実際、ここに泊まるところがな

いじゃないか、というようなことがありますので、例えば、空き家を利用した宿泊施設とかを作るた

めの規制緩和ですとか、そういうところに力を入れて、交流人口の拡大からまちのするようなことを

したらどうかなと思っております。 

もう一つですね、本当に小さな地域でも、なかなか良い物があるのですが、それを加工する場所や、

何に加工したらいいかというのがわからないというのが現状多くあります。現在、私が取り組んでい

るのは、その町の地域一番のものを通年通して皆さんに持って帰って頂けるようなお土産づくりとか

をやっております。例えば、北海道ではアサツキがナンバーワンである豊浦町なのですが、そこでは
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たった２、３か月しかアサツキがとれないですし、町自身もそれがどういうものなのか、唯一北海道

でナンバーワンになる農産物があるにも関わらず、なかなかそれをＰＲする手段がないということ

で、現在それを使った醤油の開発をしております。その醤油を今度、ふるさと納税に使っていますホ

タテなどと一緒に同封して送るようなシステムを作ることができたらということで、通年で小さな町

でも自分たちのナンバーワンの商品をどこかにアピールできるような場所とものを作っていけたら

というふうに思っております。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。それでは杉山委員、お願いいたします。 

 

■杉山委員 

私ども、帯広でパン屋をやっておりまして、いろいろ地域のお客様との交流をもって、イベントと

かをしながら何とか商売をやらせていただいております。１番の「事業継承」ということなのですが、

私、５８ぐらいで会長になって、今、息子がやっているわけなのですけれども、息子にやって欲しい

とか一度も思ったことがなくて、誰かやれる人がやれば良いかなという感じだったのですけれど、２

人の息子が留学もしながら、実際、北海道の魅力を外に出て初めて感じたということで、全く強制は

しなかったのですが、やりたいって言ってくれたのですね。私の持論でいくと、「大は小を兼ねない」

ということで、小でもしっかり地域の皆様に必要とされる企業であれば、それが、その気持ちがわか

って継承するのです。お金儲かっているから継承するのではなく、やはり地域にとって必要な存在で

あるから継承したいのだということで、自分もいろいろ失敗もしてきながら、つぶれずに、飽きずに

商いをやっていたっていうのが、そういうものだと思うのですけれども、なくなってしまったら終わ

りなのです。だからそれを継承すべく、いろいろなことを幅広くやりながら、例えば海外の方にもし

パンが輸出できるとすれば、製法からいろいろな勉強をして何とかして輸出できないかとか、そうい

うことも並行してやっている訳なのですよね。継承に関してはそれぞれ商工会議所に相談したり、銀

行に相談したりとかあるかもしれないのですけど、やはり継承すべく、心を繋いでいくっていうので

すか、そういうことが必要なのだと思うのです。なかなか規模もありますし、内容がそれぞれ違うか

らこそ小さくても生き残っているということなのだと思います。 

２番目に食や観光を担う人材づくりなのですけれど、今、地産地消、地域で言えば「地人」です。

「地域の人」ということで繋がれているわけなのですけど、観光で外国の方たちがみえたら、観光バ

スに乗るとか、観光業界に添ってじゃなくて、もっと楽しむことができる何か集団があると、地域に

集団があると、皆さんが何回も来られても、安心して北海道の自然の良さとか、食べる美味しさとか、

そういうものを味わっていただけると思います。 

それから、３番目の健康、医療、環境です。これは食品の開発ではいろいろあって、補助金ばらま

きではないと思うのですけれども、巷ではそんなこと言っているのです。補助金があってもコンサル

ティングの人が一生懸命報告書を書いても、やる気が、本当に自分たちがやっていくのだという気持

ちがなければ、ほとんど成功していないことが多いと思うのです。作ることは作っても、販売がダメ

とか、そういうこともあるので、皆さんが知恵を出し合って信頼関係とともに、予算は利用させてい

ただくという。お金があれば何でも成功するという訳ではないので、そういうことを結構最近感じて、

自分もどうしてできないのかなっていうことや、自分のところ以外にも行って、やっぱりみんな誰か

にやらせて自分は逃げて、という感じがあるなというのは結構ありますので、皆さんが団結してこの

品物を特産品にしようとか、観光みやげにしようとか、自由に信頼関係と連携をもってやることが大

事じゃないかなと思います。 

４番の女性の担い手です。仕事と子育てってなかなか大変なことなのですけれど、基本的には子育

ての一番大事な時期っていうのはあるので、自分のところであっている時は子育てもしながらやって

いるのですけれども、あまり、子育てを人にというか機関にまかせるとか、そういうことではなかな

か難しくて、今、私がやっているキャリアデザインなんていうのも、皆さん希望はすごく立派な文章
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を書くのです。実際に聞いてみると、子供はどこかに預けているのだけれど、その子供が安心して預

けられるところがあれば、女性がもっともっと進出するということを言ってらっしゃるのですけれど

も、子供にとっては母親が必要な時期ってすごくあるものですから、私自身も面接するときに子供が

小さい母親を必要とする人たちの面接は、はっきり言って全部落としています。いろいろな方法でど

うしても仕事をしなくてはならないと聞いたら、会社でも保育施設が必要かと思うのですけれども、

やたら仕事をするとか、何のためにするかといったら、もうちょっと贅沢したいからとか、車を買い

たいからとか、そんなことではダメだと思うので、もうちょっと気持ちをちゃんとして働いて欲しい

ということはありました。人口減少なのですけど、昔はあまり不安がなくて、希望が多かったから、

子供を産んで育てても、すごく家が楽しかったのですけど、うちの母親がいて、仕事はもちろん、昔

ですから専業主婦なのですけど、あの時が一番今の自分を育ててくれたという環境があったので、今

は見えすぎていて不安が多すぎると思うのです。いろいろな子供の事件もありますし、これをどうに

かするというのが、国の責任ではないかと思っていますし、１人１人が物欲だとか欲の世界は、昔は

物がなかったのですけれども、今はありすぎてそちらの方に走る傾向があると思うので、自分の気持

ちを育てていくという教育、それから、北海道、日本らしさが着目されているのですが、日本らしさ

の下に北海道らしさ、地域らしさというものが育まれていかなければ、絶対日本は残れないのではな

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。貴重なご意見。関根委員、お願いいたします。 

 

■関根委員 

３つほど申し上げたいなと思います。まず、２と５の関係なのですけれども、道内にある資源をう

まく活用して、交流人口を増やしながら海外からの需要も獲得していくという意味からすると、一番

根底にあるのは、北海道ブランドというものだと思うのですね。信頼性、安心感、そういうものがあ

ると思うのですけれども、ただこの北海道ブランドというものは、ブランドマネージャーのような人

がいるわけではないので、携わっている方々がみんな手を抜かずに、しっかりとしてやっていかない

とだめなのだということだと思います。そういう精神をみんな持つべきだなというのが一つと、あと

は、儲かっていると思うと必ずまねをしたり、粗製品とかまがいものがいろいろ出てきたりしますの

で、北海道ブランドを守るために、そういうものを排除するような仕組みというか、そういう観点も

いずれかの時点では必要になってくるのではないかなというのが一つ目でございます。 

二つ目は、３に関係するのですけれども、先ほどのご説明でもありましたが、北海道では再生可能

エネルギーというのが地産地消の中で、また、地元の資金循環という意味で重要性があり、実現可能

性が高いものだと思います。学問的な正否はよくわからないのですが、北海道は木材、バイオマス含

めていろいろなエネルギーがありますので、それをうまく使いながら資金・雇用の循環を地域の中で

作れるのであれば、それは大変有意義な試みなのではないかと思います。重点を置くべき分野として、

こちらにも書いておりますけど、ポイントの一つであると思います。 

三つ目は２とも関係するのですけれども、農林水産業をしっかりやって行きましょうというのが先

ほどの人口減少問題の方にも出ていたのですけれども、農林水産業がＧＲＰに占める割合は、３．７

から３．８パーセント、雇用の面でも、３パーセントぐらいだと思います。仮に倍に伸びたとしても、

雇用でいうと６パーセントくらいであり、雇用の吸収力あるいはＧＲＰの底上げについて、２次、３

次と６次化していくとまたどうなのかということはあると思うのですが、どこまでカバーできるのか

という点を最近ちょっと考えております。経済構造からみると北海道はやはり３次産業が大変強いわ

けで、３次産業はＧＲＰの８割くらいあるのですが、そうすると、そこの生産性を上げるというのが

地道な取組としては大変重要なのではないかと思うのです。ただ、そういう観点はあまりにも当たり

前すぎてこういうものになると載ってこないのですけれども、ＩＣＴを活用するとかいろいろなこと

をやることで、日本全体でも３次産業の生産性の向上が課題といわれていますけど、北海道全体、い
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ったい何で稼いで何で雇用をつくりあげていくかということを考えたときに、いったいどの部分をど

う伸ばすべきなのかというところを、根本的に一度考えておくことが必要なのではないかと思った次

第です。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。それでは竹田委員。 

 

■竹田委員 

先ほども小規模基本法の絡みの中で、こういう法律ができたということで、それぞれ商工業者の方

も小さな職業者の方も、何とか持続発展して地域に残って頑張っていこうという人が少し増えてきて

いると思っております。私の町で１８０の会員さんがいるのですけれど、２年前にアンケート調査を

させていただきました。その時の５年、１０年、後継者の問題も含めてですけれども、何年ぐらいま

で継続できますかという部分で、５年、１０年というのが意外と数多くいるのかと思ったのですけれ

ども、元気なうちは続けていきたいというという人が大体６割くらいおりました。ということは、商

工業者というのは個店の商店がほとんどなものですから、年金についてもほとんど国民年金の方が多

いのです。やはり年金はもらってもなかなかそれでは生活できない、なんとか元気なうちは小さな商

いでもしながら、少しの収入も、地域に残って何とか頑張っていきたいという方がほとんどではない

かなと思っております。そういう意味では、この小規模基本法の部分で地域の商店街の人たちにとっ

ては、大変明るい希望に少しなってきているのかと思っております。 

雇用の関係、雇用のミスマッチなのですけれど、多分道の方でも指定管理者制度だとかいろいろな

仕事の発注の仕方をしていると思います。ただ、指定管理者だとか、そういう部分については、どち

らかというと年間雇用ではない現場も結構あるものですから、できれば、ある程度年間雇用の形で雇

っていただけるような仕事づくりをしていただければ、若い人たちも、若年層も雇用できるかと。今

の制度からいきますと、どうしても定年対象者だとか、ある程度高齢者しか使えないような指定管理、

それと女性の短期間労働、そういうような制度があまりにも強すぎて、年間で雇用できないという部

分があるものですから、季節、季節で雇用するということになったら、人の関係で大変苦慮されてい

るのかなと。ですから、若年者がいろいろな形で就業できるような仕事づくりを考えていただければ

助かると思っております。 

いずれにしても人口減少については避けられない問題であります。十勝は酪農で大きく経営されて

いる方がおられるのですけれども、そういうところはベトナムなどから外国人の実習生を受け入れな

がら切り盛りしているというのが実態でございます。多分これからはそういうような形がどんどん増

えてくる。こういう部分も、外国人を受け入れるにしても、言葉の問題だとかいろいろございますの

で、大変なことだと思っております。 

いずれにしても、小さくても何とかその町が元気にやっていけるような、それぞれの特色を出した

地域づくりをしていかなければならないと、そのように思っております。以上です。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。それでは西山委員、お願いいたします。 

 

■西山委員 

日頃より大変お世話になっておりますラーメンの西山でございます。本道における人口減少問題に

対する取組指針について改めて拝見させていただき、そして説明を拝聴させていただきました。まさ

にこのとおりだなということを感じたところでございます。 

今日の論点のメモにある「人口減少社会における本道経済の活性化」は最優先で取り組むべき課題

であろうと思います。人口減少社会では、売上規模だけで経済活動を計れない社会だと思います、同

じ手間ヒマ、コストをかけても、１００売れていた物が９０しか売れないということ、従来と同じし
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くみ、ルール、やり方ではコスト倒れになり、廃業はさらに増えるものと思います。麺業界の例です

が、３０年前に全国に６，８００社が今は１，８００社でございます。北海道内では、３０年前には

製麺業者が１８０社ありましたが今は６０社でございます。売上不振、コスト増、そして後継者問題

も重なり、廃業はこれからも増え続けるものと思っております。 

打開策の切り口として、関根委員から「北海道ブランド」についてのご意見がございました。「北

海道ブランド」は他府県と比べ大きな価値を持っていると思います。これからの本道経済の活性化は、

売上規模だけでみるのではなく、価値規模による視点も必要かと思います。価値に焦点をあてた様々

な施策を練っていただければ、小粒でも皆さんハッピーで過ごせる、笑顔で過ごせる、このような社

会になるのではないかと思います。人口減少は北海道だけではなく日本国内全体の問題であります、

海外からのお客様、爆買いで景気回復という言葉もありますが、お客様の満足を叶えたものであれば、

好景気は再び訪れるであろうと思います。 

北海道ブランドについてでございます、実は先週、お客様の開店お祝いでシンガポール出張があり

ました、シンガポール中心部では１０年間で家賃５倍、ホテル代３倍、所得が倍になっております、

北海道はシンガポールとほぼ同じ人口です、シンガポールの景気を北海道にもってこられないものか

と思ったところです。現在、シンガポールでは日本人が作っているラーメン店が１００店ほど、北海

道ブランド、日本ブランドを利用したる現地資本のラーメンが２００店ほど、そして和食の店２００

店ほどでもラーメンを食べることができます、シンガポールでは５００店ほどの飲食店で日本ブラン

ドのラーメンを食べることができます、年々増え続けております。先週開店した手前どものお客様で

は「さっぽろ」という名前を入口に出しております、一等地路面店ですのでかなり目立ちます、おか

げさまで行列店でございます。店内は、北海道の写真で飾り付けをしております。開店にあたり北海

道色を出したい、北海道の写真を送ってほしいとのリクエストがありました、これが店内でございま

す(フリップ)、雪の道庁赤れんが、黄色いのは北竜町のひまわりです、その横の湖と空みたいなのが

写っているのは大沼と駒ヶ岳です、その横の白い写真はどこでも目にする冬の雑木林です、赤い写真

は美瑛の花畑です。この写真はお客様のメニューでございます(フリップ)、「美春(みはる)」という

弊社のお客様です、北海道のイラストの上に「美春(みはる)」という文字を重ねております。北海道

の食材を使ったメイドイン北海道１００％のお店です。メイドイン北海道１００％で海外出店を考え

られている方に行政主導の「北海道ブランドロゴ」があってもいいのかなと思います。昨年ですが、

アメリカのお客様から「北海道のポスターないの？」とのリクエストがありました、店内に貼りたい

とのことでした。飲食店さんは通年営業です、北海道ブランドを発信していただくということをされ

てもいいのかなと思います。 

ラーメンの価値についてです、弊社では海外１７カ国へラーメンの原材料を輸出しております、今

月、ロシアへも出荷します。世界的なラーメンブームを背景に、年内にはブラジルへも出荷予定です。

海外では日本食の価値は大きく評価されます、北海道の食となるとさらに大きな評価をいただきま

す、シンガポールのラーメンは、１０年前は１杯９５０円でした。今は１，５００円です、１，５０

０円でも行列です。 

「百聞は一見に如かず」ということわざがあります、海外となると、なかなか現場に行って一見が

できない企業はたくさんあるかと思います。現場に行かなくても現場の声を訊く方法として、海外か

らの留学生との座談会、交流会はどうでしょうか、北海道の良さを留学生目線でお訊きする場があっ

ていいのではないかと思います。先ほど杉山委員から「北海道の良さ」についての話しがございまし

た、北海道に住まわれていない方から「北海道の良さ」を訊くことで、我々は何を目指してものづく

りをしたら良いのか見えてくると思います。地元にいると、地元の良いところというのはなかなか見

えてきません。シンガポールの弊社とお取り引きがあるラーメン店に飾ってある「雪の雑木林」の写

真、海外の方は我々の普段の生活そのものに対し価値があると思っておられるようです。海外からの

留学生との座談会、交流会のような場を行政主導でセットしていただければ有難いです、参加者は多

いのではないでしょうか。「人口減少社会における本道経済の活性化」に関係するところとして、私

から報告とご提案ということで意見させていただきました。ありがとうございます。 
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■武邑会長 

ありがとうございます。それでは日詰委員、お願いいたします。 

 

■日詰委員 

当社は鋳物製品を製造しておりまして、札幌市内にある黄色い消火栓はほとんど当社の製品です。

それと、マンホールも製造しております。そして当社は、今年度創立６０周年になるのですけれども、

会社の究極の目的としましては、「ゴーイングコンサーン」、継続的発展というのが目的なのですけ

れども、さすがに継続しすぎまして、設備がかなり老朽化しております。建物も老朽化しております。

経営の３大資源といいますと、「ヒト、モノ、カネ」なんですけれども、そのモノである設備は老朽

化しておりまして、新しい設備を入れるほどではないけれども、ちょっと修繕をして使っております

が、その修繕費用もかなり、それなりに大きな負担となっておりますので、インターネットなどで助

成金の照会をしてみたのですけれども、新品を買うのは助成があるのですけれども、修繕に関しては

助成がないのです。道の方にお願いしたいのですけれども、修繕に関しても助成をしていただけるよ

うにしていただければ、それこそコスト削減、リサイクルにつながると思いますので、検討をよろし

くお願いします。 

それと、活性化に向けた論点メモで、今とは関係のない話なのですけれども、「４ 若者や女性な

どの担い手としての活躍の場の創出」。最近は昔に比べまして、３６５日２４時間営業のスーパーも

増えまして、女性が結構遅くまで働いているのをよく見かけます。その場合、お子さんを保育園に預

けていると思うのですけれども、女性も労働時間も多様化しておりますので、それに合わせた保育園

を設置するのもよろしいのではないかと思います。保育園を設置することによって、そこで勤める方

の職場も増えると思います。 

そして、保育園だけではなくて、将来の生産年齢人口の担い手である子どものために、良い教育環

境を提供することも重要だと思います。川崎の男の子、あの子は夜遅くまで公園で、１人でバスケッ

トの練習をしておりまして、そこで声をかけられて、それがきっかけで付き合うことになってしまっ

たというケースだったのです。そういうことを未然に防止するためにも、スポーツが好きな子ども達

が安心して健全に楽しめる施設を設置しておいた方がよろしいかと思います。子供が少なくなった

分、きめ細やかに子ども達を地域で見守っていくためにも、そういう設備を設置することが重要だと

思います。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。道の各ご担当から縷々説明を受けまして、事前に読んで

はきたのですけれども全部読み切れなくて、自分なりに消化したわけではないのですが、その中で感

じたこと、特に最後の「人口減少社会における本道経済の活性化」とあるのですけれども、特に中小

企業、小規模企業の活性化というのは大事であると。そのために何をするのかということがいろいろ

書いてあるのですが、北海道中小企業家同友会というのがありまして、全道で５，５００社、今、い

ろいろな経済団体、異業種団体の中で一番伸びている団体ではないかと思います。さらにいろいろな

勉強会がありまして、それぞれ農業関係あるいは商業関係、流通、建設その他いろいろあるのですけ

れども、先ほどの課題であった、事業承継の問題とかあるのですが、やっぱり市場が小さくなってい

ると。先ほど西山委員さんからいろいろな工業、製麺業を含めてどんどん減っていっていると。もち

ろん競争社会ですから強いところは生き残っていって、弱いところは負けてなくなっていく、これは

当然のことでございますが、今、パイが減ってきているということですよね。消費するパイが少なく

なっている。そのパイを何とか自分のところだけでも多くとろうと皆さん頑張ろうということなので

すけれども、それでは先が見えているわけでございまして、企業数、同業者が減っていくのを待つし
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かない。これでは北海道の経済の発展には全くならない訳で、つまり、企業側からの努力には限界が

あるのです。そうすると、パイを増やしていくにはどうしたらいいかということになるわけで、やっ

ぱり、人口を増やしていってもらうしかない。鶏が先か卵が先かという問題になってしまうのですが、

人口が増えれば経済も発展し、企業も増えていく。 

札幌は、どちらかといえば人口が少しずつ、今まで全道がこの１０年間で減っているにも関わらず、

札幌だけが増えていっている。特に３次産業が集まっている札幌は、それなりに経済が発展している、

あるいは、全道の経済の中でみると、まだ良い方かと思うのですけれども、しかし、３次産業の話が

ありましたが、札幌の経済が落ち込むと、全道経済に即影響してくるだろうと感じます。 

私は札幌に住んで、札幌で企業を経営していますので、やっぱり札幌経済、伸びてもらわないとだ

めなのですけれども、私ども扱っているものが輸入と輸出をやっておりますけれども、最近、この５

年間、道産食品の輸出をお手伝いしておりますけれども、なかなか伸びていかない。いろいろな商談

会、物産展、道庁さんを含め、いろいろな機会に私ども参加させていただくのですけれども、なかな

か数字として伸びない。今、北海道全体の海外輸出金額、統計で６００億弱と聞いています。ただこ

の数字はあくまでも北海道の港から出た金額ってことで、実はおそらくその３倍４倍ぐらいが道外の

商社さん、そういうところを通して大阪とか東京とか、あるいは九州とか、そういう港から出て行っ

ているという事例がかなりあるようでございます。道さんの方でどのくらいその辺をつかんでいるの

かわかりませんけれども、税関関係の調べでは全くでてきません。道内の生産者にしてみれば、あく

までも国内の取引でございます。実際は海外に出て行っている商品がかなりある、生産物がかなりあ

る。ここらへんを実は把握して、北海道の物流を使ってもらう、つまり港を使ってもらうと、貿易だ

けでいえば実は放っておいても一気に実績が上がるといいますか、そこのところに少し力を入れて欲

しいと。北海道の港を活性化するには、本州で出て行く商品を北海道から出しましょうと。それには

行政に動いてもらわないとなかなかうまくいかないです。コンテナ船がどんどん出たり入ったりする

と、コンテナ代が安くなります。そうすると我々中小の商社なり生産者、安いコンテナを使って安い

運賃で海外に運んでいける。今、北海道の貿易で一番ネックとなるのは運賃なのです。北海道から例

えば中国、東南アジア。まずは日本を縦断しないといけないのです。小樽からにしても石狩にしても、

日本海ないしは太平洋を通って九州に着くまで、１週間までいきませんが、４、５日はかかる。それ

からようやく日本海を通って中国とか東南アジアに行くわけです。このコストだけでばかになりませ

ん。そうしますと、一生懸命北海道の中でいいものをたくさん作って、北海道ブランドの流れの中で

お客さんも買いたがっている。しかし、「高いよね」、「何で北海道のものは高いのだろう」、そう

いうハンディキャップを持っている訳です。地域的なハンディキャップ、地理的なハンディキャップ、

このあたりを、行政が一緒になって、どうやったら改良できるだろうかと。北海道の港をもっともっ

と活性化して、コンテナ船がどんどん入って、安くしてもらうと、こういう連鎖をしていかないと、

なかなか北海道の食品輸出というのは増えていくということにはならないのかなと。やっぱり、本州

から出るものを少し北海道で出しましょうと、こういう働きかけを是非していただきたいと。これが

一つあります。 

それからもう一つは、海外の話だけに特化させていただきますけれども、観光事業です。輸出はア

ウトバウンド、インバウンドの話でして、最近旭川に直行便が入っていたものを止めて、函館の方に

回るという話があります。一部青森に行くと。せっかく旭川空港に直行便ができたのに、また止めて

しまう。旭川の経済人に聞きましたら、「あれじゃだめだよ」と。だめだよというのは、飛行場がな

っていない、外国の方は国際線と称される区域にぎゅうぎゅう詰めになっているのだそうです。つま

り受け入れるインフラが全然整備されていない。入口も狭くて、入管、出国にも時間がかかる、やっ

と通って待合ロビーで並んだら、座る椅子がない、くたくたに疲れてやっと飛行機に乗るという状況

がある。この辺が、北海道観光どんどんやりますよといっても、インフラが整備されていなかったら

どうしようもないです。せっかく良い気持ちできてくれたお客さんが、悪い気持ちで帰ってしまう。

「北海道たいしたことなかったよ、景色はよかったけどサービスが悪い」となってしまうのです。実

はそれと同じことが千歳飛行場でも言えるのです。特にアジア関係の飛行機は大体１２時くらいから
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２時くらいに集中しています。その間は、荷物安全検査所はびっしり、ずらりと並んでいます。３時

過ぎたらがらんとして誰もいません。自衛隊さんとの防衛上の問題で、その時間しか、自衛隊の管理

区域ですから、その中でやらざるを得ないということなのですけれども、国を挙げてあるいは道を挙

げて、時間の延長ですとか、せっかく来ていただくのですから快適な旅をしていただくという、まさ

におもてなしの精神を実際のサービス、実際のインフラ整備でやっていかなければだめかなと。千歳

飛行場あるいは航空会社、観光業界、こういったものは、それぞれバラバラの立場でやるのではなく

て、インフラも含めてしっかり一体となって受け入れる体制を作っていく、こういうことがやってい

かないと、なかなか観光という、高橋知事の目玉である食と観光の、観光の名が折れてしまうという

ことになるのではないかと思います。是非これは、民間だけではどうしようもないところ、官の方で、

行政の方でしっかりフォローしていただきたいなと思います。以上です。 

 

■武邑会長 

それでは吉本委員、お願いいたします。 

 

■吉本委員 

先ほど補助金の話も出ておりました。直近でも確か中小企業庁の創業・第二創業促進補助金という

のが公募されていると思いますが、私どもも窓口を通じまして、お客様に周知をしています。たまた

ま昨日、北海道経済産業局さん、それと北海道中小企業総合支援センターさんの協力を得て、私ども

のお客様対象の補助金解説セミナーを「かでる２・７」で開催しましたが、今いろいろな補助金が出

ておりますから、その補助金を上手に使っていただく工夫、ＰＲ、また事務的な申請の使いやすさな

どを工夫していく必要があるのだろうと思っています。 

それから、北海道の取組指針ですから、北海道の事例がこの中に出てきているのは当然だと思いま

すが、地域経済の活性化に関して、道外のいろいろな成功事例が最近よくテレビで取り上げられたり

しております。最近でも宮城県の秋保温泉のところのスーパーの「さいち」さんが何回かテレビで取

り上げられていて、おはぎと総菜を中心として年間３億円を売り上げ、すごくお客さんが集まってい

るという事例も出ておりましたし、あるいは島根県の隠岐諸島の海士（あま）町では、２年くらい前

から人口が増加に転じ始めて、新規ビジネスが次々と創業されているという事例も報道されていま

す。それから岩手県の紫波（しわ）町では、補助金に頼らないＰＰＰを利用したコンパクトシティ、

町の中心に複合施設を作って年間８０万人の方が集うように変わってきたとありました。夕張市の事

例などは、これに近いと思います。そういういろいろな成功事例が北海道外でも報道されていますか

ら、当然参考にされていらっしゃることとは思いますが、是非参考にしていただきたいと思います。 

それから、１７ページの「４ 住み続けたいと思える生活環境を整える」に「（５）交通ネットワ

ークの確保」ということが掲げられています。その詳細が５４ページに記載されておりますけれども、

この中に「高速」交通ネットワークの確保ということも必要なのではないかと思います。そのことを

含んでいらっしゃるのかもしれませんが、高速交通ネットワークを構築することによって、ヒトとモ

ノの流れを改善してあげることが必要だと思います。しかも７６パーセント位の方が地元に住み続け

たいと考えている訳ですから。なぜそう思うかといいますと、先月稚内に往復する機会がございまし

た。往復千歳からの直行便を予約していたのですが、天候の関係で、両日とも昼頃、札幌発も昼頃、

稚内発も昼頃出発するＪＲでしたが、片道６時間かかりました。例えば、千歳から直行便で６時間飛

ぶとどの辺まで行くかということです。交通ネットワークの構築の中で、高速化というのが必要だと

思います。 

それから、最近、良い試みだなと思う報道を見ました。穴沢先生の小樽商大の関係です。この論点

メモの「４ 若者の活躍の場の創出」や「５ 海外からの需要の獲得」の両方に関係してきますが、

そのためには、語学の堪能な人材の育成というのも必要だと思います。小樽商大で、グローカルマネ

ジメントコースというのを新年度から開設すると報道されており、いろいろな記事を私も興味をもっ

て見ていました。基本的には授業を英語で行い、年間２０名から３０名くらいの方を海外留学させる
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ことにより、将来的には卒業後、北海道に本拠をおくグローバル企業に就職をして、グローカルな人

材になって欲しいということのようです。これは非常に良い試みだと思っております。 

 

■武邑会長 

それでは中野オブザーバー、ご意見を頂けたらと思います。 

 

■中野オブザーバー 

北海道経済産業局の中野でございます。私から２点コメントさせていただきます。一つは、資料４

の論点メモの方の関係ですが、５つどれも重要な論点だと思います。一つだけ、冒頭に辻部長の方か

らも海外需要の積極的取り込みというお話もございました。この中でも重要だと思っております。直

接的な関係の話ではないのですが、北海道経済産業局では、２０２０年の東京オリンピック開催に向

けて、世界中の目が日本に集まってくる中で、いかに、その目を北海道にも向けてもらうか、あるい

は、「ヒト、モノ、カネ」が世界中から集まるものをいかに北海道に寄せるか、北海道を売り込んで

いくかということで、オリンピックを契機とした地域活性化のためのプラン、アイデアを今検討して

いるところです。そういった検討の中で、各分野様々な方からいろいろなご意見を伺っているのです

が、先ほど関根委員あるいは西山委員からも言及がありましたけれども、北海道ブランド、イメージ

の話が必ず出てまいります。特に、道外、海外からの視点としては、これだけ強力な北海道ブランド

あるいは良いイメージを、食と観光だけではなくて、もっと十分にビジネス全般に活かしていくべき

じゃないかというような指摘を多々いただいたところです。こういった視点は、オリンピックのみな

らず、人口減少対策としてもこういった指摘、視点がとても重要と感じているところでして、どうい

ったふうに政策、取組につなげていけるかというのを考えていきたいと思っています。 

もう一つ、小規模企業政策、振興のあり方についてですが、国の方でも基本法を制定して、小規模

企業対策予算も来年度は前年度に比べて倍増くらいの予算を手当てしているところです。委員の方か

らも支援策というのは予算の額だけではないというお話、ごもっともな指摘もいただきました。特に、

吉本委員にも紹介いただいた創業補助金を公募しているところですし、昨年度から好評の会議所や商

工会の皆さんと連携して使っていただく持続化補助金があるのですが、こういった特に小口の補助金

が比較的人気があるというか、多数手を挙げていただいているところで、まさに金額だけではなくて

使い勝手とか、取っ付きやすいといった点が、より活用いただけるものになっていると思います。そ

ういった実態や活用いただいた方の声も聞きながら、今後の支援策の設計にも活かしていただきたい

と思います。吉本委員には引き続き制度のＰＲのご協力をよろしくお願いします。いずれにせよ、そ

ういった全体的な地域の企業を支援する予算は限られていますし、また、小規模企業振興ということ

では、道庁さんと政策のベクトルは全く変わるところはないので、私ども経済産業局として道庁さん

と政策資源を相互に有効に補完しながら引き続き地域の企業の皆さんを応援していきたいと考えて

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

■武邑会長 

どうもありがとうございました。ここまでの委員のご発言の中で、辻部長から、さらに聞いてみた

いことや感想などはございますでしょうか。 

 

■辻部長 

私の方からも補足のようなお話をさせていただければと思っておりまして、海外との関係で申し上

げますと、特に対内投資、これにつきましては、北海道はそういうところに目を向けなくてはならな

いのではないかと、そういう意味ではいろいろな意味で引き合いが随分来ているということがあると

思います。確かに観光という切り口もありますし、食分野というところもあります。場合によっては

リスク分散という可能性もありまして、直接お話をいただく場合もありますので、そういった受入体

制というものを今後きちんと考えていかなくてはならないとだめだと思いますし、併せて市町村とは
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しっかりと、どういうふうに対応していくかを考えていかなければならない。常設の会議も作りまし

たので、底上げをやっていかなければならないと考えております。 

あと、海外との関係では、何と言っても観光の関係では、先ずは受け皿をしっかり作ろうと。ご指

摘がありましたように、空港の受け入れ体制の充実が必要です。また、今回欠航も非常に多かったと

いうことで、代替空港はどうなっているのかとかなど、いろいろな意味で、北海道で不安な思いをさ

れた観光客の方もおられたのではないかと思います。そういう意味では、横の連携対策をしっかりや

って、どうやって受け入れるか、先ずはそこをやっていくべきではないかと私は思っております。 

それと海外への発信。西山委員からお話しがありましたように、北海道は実をいうと一番評価して

いただいているのは、海外からの方で、留学生からのアンケートも非常に好評で、本当に色がたくさ

んあるとのことで、白は当然ありますし、青もあります、赤もあります、石炭の黒もあります。緑も

オレンジもあります。そういう意味では、北海道は色で表現できるような、非常に発信できる素材を

持っている、もっとＰＲをしていきたいということで、今「クール北海道」ということでいろいろな

キャンペーンをやっていまして、そういうポスターなり発信できる素材を用意しましたので、是非ま

た西山委員にはご紹介したいと思います。 

それと、やはりなんといっても地域の問題については、人口減少の中で一番大きな問題になってい

まして、農林水産業の関係でいいますと、働いている人は非常に減っているのですけれども、生産額

は減っていないというのはここ１０年の傾向になっておりまして、ということは、一戸あたりの所得

は増えているということで、農林水産業の雇用をどう確保し、増やしていくのか、６次産業化が雇用

の裾野を拡げているのかを考えてみることも重要と思っています。また、今、北海道、林業が脚光を

浴びてきています。ようやく育ち始めた北海道の林がありますので、先ずは加工できますし、素材と

しても非常に有効ですし、バイオマスという、今新しいエネルギーの中でも使われようとしておりま

すので、そういう可能性というのが十分出てきたと思っております。 

もう一つ、人の問題、ここは私ども全員参加型社会ということを言いながら、実を申しますとなか

なかそういう仕組みにはなっていかない。例えばサービス産業、先ほど指定管理者のお話がありまし

たけれども、指定管理者の導入の理由の一つに、コスト削減があると思います。その時に一番コスト

を下げられてしまったのは、人件費だと思います。非正規雇用で賄うと、安定した雇用につながらな

いので、そういったところを考えてみることもこれからは重要と思っております。それと男性の子育

てというのもこれから重要な話になりますけれども、女性は、子育てをしながら仕事をすると、学童

保育や、保育所に働く人もいなくなっているという状況がありますので、一旦退職した保育士等をど

うやって再教育といいますか、社会に参加してもらうかということも大きな課題になっていると思っ

ています。そういった課題を抱えながら、人口減少社会への対応をしっかりやっていかなければなら

ないと思っています。 

 

■武邑会長 

そろそろ時間が迫ってきてはおりますが、この議題に関しまして、最後に特段お話ししておきたい

という委員の方がいらっしゃいましたら、是非ご発言いただければと思います。それではよろしいで

しょうか。みなさまご意見ありがとうございました。いただいたご意見は、今後の施策に是非活かし

ていただきたいと思います。意見交換につきましては、これまでといたします。さて、全体を通じて、

前のテーマに戻っていただいても結構ですが、皆様から特にご発言等ございませんでしょうか。それ

では、最後に、辻部長から全体を通して、一言いただきたいと思います。 

 

■辻部長 

長時間にわたりまして、ご意見ありがとうございます。本日は、人口減少問題への対応というも

のと、もう一つは小規模企業振興のあり方ということでお話しをいただいたと思っております。 

小規模企業振興のあり方につきましては、ご意見のありましたように、条例化ということができ

ないかということと併せまして、事業承継の取組、それからまた人口減少問題での中でも話題もあ
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りましたけれども、しっかり仲間作りというものを小規模企業の場合もしていかなければだめなの

ではないかと。それから、やはり地域で日の当たるような、通年化できるような土産物なり特産品

を作っていくということの中で、地域を支えるような小規模企業の維持発展ということをやってい

かなければならないといったご意見があったと思っております。 

また、人口減少社会の問題につきましては、各般にわたりいろいろな課題があると思います。た

だ、私ども振り返ってみまして、今までやってきたことが必ずしもこの対応にはなっていなかった

と考えております。２、３年前は、東京オリンピックの話が出たときには、全てが東京に投資が集

まってしまうのではないかというような話になっていたのではないかと思っております。今こそ反

対に、その流れを北海道に持ってこないとだめだと、このように思っております。そういう意味で

は、北海道の地域、地域にどういった光るものがあるのかということをしっかり掴んでいきながら、

私どもも施策の発展ということをしていきたいと思っております。 

また、今回、武邑会長は任期の途中ということではありますけれども、４月から拠点を海外に移

されるということで、審議会の出席は本日が最後ということになっております。３期５年にわたり

まして様々な場面でご助言、ご協力をいただきましたこと、深く感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。先生から一言どうぞ。 

 

■武邑会長 

ありがとうございます。私からも一言だけご挨拶をさせていただきたいと思います。私、東京か

ら札幌にやってまいりまして、早１０年でございます。その間に、札幌市立大学を作らせていただ

きまして、本当に人という財産を輩出していく場所でございます。尚且つ、北海道商工業審議会に

関わらせていただきまして５年、北海道経済あるいは北海道の新しい産業の育成というようなこと

に微力ながら関わらせていただきました。私は、東京以外で１０年住んだ場所というのは北海道だ

け、札幌だけです。まさに私の第二のふるさと言ってもよい場所です。４月の初旬に札幌からヨー

ロッパへ発ってしまうのですけれども、だんだん最近引越とかいろいろなことをやっている作業の

中で、札幌を去り難いというか、そういう思いでもあります。今後は、ベルリンに拠点を移しまし

て、ベルリンのスタートアップの支援を行うファンドをこの１０月に立ち上げるということもあっ

て、これからますますヨーロッパの新しいライフスタイルとかテクノロジーとか、こういったスタ

ートアップがポストシリコンバレーになるというふうに言われていまして、グーグルなんかも大き

なインキュベーションセンターをベルリンにつくり、今１９０カ国からいろいろな若者たちが集中

してきている場所でございます。今後、北海道の経済交流という意味ではヨーロッパというのは非

常に大きな文化経済市場というふうに考えております。 

私どもが最初に投資する企業は、ドイツの日本酒をヨーロッパにセールスする企業です。まだ３

０歳の若者がやっている企業ですけれども、我々がワインをいつごろから飲み始めたのかなと考え

ると、皆さんご存じだと思うのですけれども、７０年代です。その時は、ワインのラベルと値段で

なんとなくこれは高いけどおいしい有名なワインだなという時代から、今やもう、スーパーで膨大

な種類が売っている、人々がワインのことを理解して飲んでいると。ここまで来るのに、案外長い

道のりがかかっているのです。ところが、これを支えてきたのは、札幌にも支店があって全国にも

３０社あるドイツのワインセラーで、ピーロートというワインのディストリビューターがいて、こ

の会社がいなかったら、多分フランスワインもチリワインもオーストラリアもアフリカワインも、

我々日本人はこれほど潤沢に接することができなかったのではと言われています。実はこういうワ

インの遺伝子が、世界にセールスするビジネスモデルの遺伝子をもった１人の若者が日本酒に魅せ

られて、ヨーロッパ全域に日本酒をセールスしようとしている。こういう現象はかつての、１０年

前のクールジャパンとは全くレイヤーが違う、日本のトータルの文化的なアセットが新しい経済を

生み始めていると。西山さんのラーメンもまさにそうですし、今後も様々な可能性があるのだろう

というふうに思っています。ベルリンに一番人気なお寿司屋さんは、北海道の出身の方がやってい

らっしゃいます。今後は遠く離れますけれども、北海道の一応援者であり続けたいと思っています
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ので、皆様ヨーロッパにお越しの折には、是非ベルリンにお立ち寄りいただければと思っています。

どうも本当に５年間ありがとうございました。（拍手） 

 

４．閉会 

 

■佐藤主幹 

本日は、ありがとうございました。皆様から頂きました貴重なご意見、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、本日の商工業振興審議会を終了いたします。お忙しい中どうもありがとうございました。 


