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平成 24 年度 第１回北海道商工業振興審議会議事録 

 

日時：平成２４年４月１７日（火） 

１３：３０～１５：００ 

場所：かでる２・７ ８２０研修室 

 

 

■経済部総務課 加藤主幹 

 それではみなさんお揃いですので、ただいまから平成２４年度第１回北海道商工業振興

審議会を開催いたします。 

 私、本日の進行を務めさせていただきます北海道経済部総務課の加藤と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 開催にあたりまして、経済部長の山谷からご挨拶を申し上げます。 

 

 

■山谷経済部長 

 この４月１日から、経済部長を拝命いたしました山谷でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 本日は年度当初のお忙しい中、また、北の春、行ったり来たりでなかなか天候の定まら

ない中、ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。 

 また皆様には日頃から、道政の推進に、格別のご支援とご協力いただいておりますこと、

改めて感謝申し上げる次第でございます。 

 本道の経済・雇用情勢。こういう会議では、常に「依然として厳しい状況」という表現

を使うことが多いのですが、これは実態としても、各機関でそれぞれ最近の景況について

いろいろな発表がなされてますが、やはり一時の若干の回復基調が今は足踏み状態と、ま

さにこの天候のような状況でありまして、相変わらず厳しい状況が続いているのかなと感

じております。 

 そうした中で、道といたしましては、本年度予算、財政厳しい中ではありますが、でき

る限りの予算を組んで、当面の経済雇用対策に万全を期すということで、新年度をスター

トしたところであります。 

 食、観光、本道が優位性を持つ産業の振興をはじめ、エネルギーの地産地消、ものづく

り産業や環境・エネルギー産業の集積促進に引き続き取り組んでまいることとしておりま

す。 

 特に、食産業立国の推進に向けましては、「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合
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特区」の指定を受けまして、本年３月には特区のマネジメント組織として「北海道食産業 

総合振興機構」が設立をされ、道におきましても、経済部内に部長級の「食産業振興監」

を新設したところであります。 

 また、東日本大震災の環境変化を踏まえた、北海道・東北が一体となった復興・振興に

取り組むため、総務課に「産業連携担当」を新設し、施策の推進体制を強化したところで

もございます。 

 本日は今年度第１回目の審議会となりますが、次第にございますように、これまで本審

議会や本審議会に設置された部会でご議論をいただいてきた「北海道地域商業の活性化に

関する条例」などについてご報告をさせていただく予定でおります。 

 またその後、「北海道の経済政策の展開について」というテーマで、それぞれ皆さんご専

門のお立場から、事例のご紹介やご意見など自由にご発言いただきたいと考えております

ので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■加藤主幹 

 本日は、お手元のとおり８名の委員の皆様にご出席をいただいております。 

 また、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長 高橋

毅様にもご出席をいただいております。 

 続きまして、４月に人事異動がございましたので、経済部の幹部をご紹介いたします。 

 ただいま、ご挨拶を申し上げました経済部長の山谷でございます。 

 つづきまして観光振興監の窪田でございます。 

 食産業振興監の竹林でございます。 

 経済部次長の永田でございます。 

 観光局長の飛田でございます。 

 経営支援局長の山根でございます。 

 産業振興局長の阿部でございます。 

 観光局国際観光担当局長の大石でございます。 

 経営支援局国際経済室長の小玉でございます。 

 産業振興局環境・エネルギー室長の竹内でございます。 

 労働局職業能力担当局長の福迫でございます。 

 また、関係の課長も出席しておりますので、質問等について適宜お答えいたします。 

 議事に入ります前に、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、委員の

皆様も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申し上げます。 
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■武邑会長 

 それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

 本日の議題は、次第にありますとおり、報告事項が５件、意見交換が１件、計６件の議

題を予定しております。 

 まず（１）報告事項のひとつめ、北海道地域商業の活性化に関する条例について、事務

局より説明をお願いします。 

 なお、ご意見・ご質問については、全ての報告事項について事務局から説明があった後

にお受けしたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 

 

■佐々木中小企業課長 

 最初に地域商業の活性化に関する条例についてご説明させていただきたいと思います。 

 中小企業課長の佐々木と申します。 

 資料１をご覧ください。 

 この条例の検討にあたりましては、この審議会の下に部会を設けさせていただき、本日

ご欠席ではございますが、髙井委員に部会長をお願いいたして、検討させていただいたと

ころでございます。 

 また、昨年の７月本審議会に条例の骨格について諮問させていただきまして、年末１２

月２０日にご答申いただいているという経過を踏まえてきたものでございます。 

 こちらのご答申をいただいたものを基本的にはそのまま踏まえさせていただき、条例的

に再度検討させていただいた上で、２月に開催されました平成２４年北海道議会第１回定

例会、こちらに条例案を提出いたしまして、可決いただいたところでございます。 

 現在の状況でございますが、資料１の一番下の「Ⅲ 特定小売事業施設への対応」を除

いた部分につきまして、４月１日より施行させていただいております。「Ⅲ 特定小売事業

施設への対応」はこれから再度、周知などを図った上で、１０月１日からの施行というこ

とで進めていくところでございます。 

 簡単に概要をご説明させていただきたいと思います。この条例の背景としましては、厳

しい地域商業の状況、それから中心市街地の空洞化、あるいは買い物弱者といったものが

問題になっているということを踏まえて、地域商業として変革が求められている中で、総

合的な取組を進めていきたいという考え方で条例を制定することにしたものでございます。 

 Ⅰの「総則的項目」といたしまして、条例の目的や基本的な理念といたしまして、地域

商業の役割などを踏まえることや、地域の関係者の連携の強化、地域の実態に応じた取組

を進めていく。それから地域の全体のまちづくりとも十分配慮、連携しながら取り組んで

いく。こういった基本的な理念というものを条例の中で定めさせていただいております。 

 また、「総則的項目」としまして、道の責務、あるいは事業者、商工関係団体、小売事業
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施設設置者・道民の方々の責務・役割を定めさせていただいたところでございます。 

 それからⅡの「地域商業の活性化に関する施策」ということで、具体的にどういう地域

商業の活性化を取り組んでいくかということをここに規定させていただいておりまして、

一つは「地域商業の活性化指針」としまして、今後どういった地域商業の活性化を図って

いくか、この具体的な取組の方向性を示す指針。あるいは地域貢献活動をより促進してい

くために、新しい地域貢献の姿を描いた「地域貢献活動指針」。こういったものを策定する

という規定を条例の中において定めさせていただいております。 

 こちらの２つの指針に関しましては、審議会の下に設置させていただいた部会でも、２

月、３月に分けてご議論いただいたところでございますが、こういったご議論を踏まえて、

現在策定に向けて作業を進めさせていただいているところでございます。 

 それからこの章の中では、実際にその取組を促進するため、市町村や地域の関係者によ

る取組を促進するための支援や、優良事例の公表、あるいはこれらの施策を推進するため

に必要な財政上の措置努力などを規定しているところでございます。 

 それからⅢの「特定小売事業施設への対応」でございますが、これまで大規模集客施設

の立地に関するガイドラインということで、大型店の方々に地域貢献をお願いしてきたと

ころでございますが、こういった取扱いについて条例上規定させていただいたほか、新た

に新設の届出の際に届出をしない、あるいは虚偽の届出、こういったものに対する罰金の

設定や、あるいは地域貢献活動計画について、毎年度の実施報告についての地域説明会の

開催、それから撤退時の際の報告や、地域説明会の開催に向けた努力、こういったものを

新たに規定させていただいたものです。 

 繰り返しになりますが、この部分につきましては１０月１日の施行に向け、今後、具体

的な手続きの内容を定めます施行規則を定めていくことになっており、現在その準備を進

めさせていただいているところでございます。 

 非常に簡単ではございますが、この条例の説明に関しては以上とさせていただきます。 

 

 

■武邑会長 

ありがとうございました。 

 続きまして、北海道産業振興条例施行規則の一部改正について事務局より説明をお願い

いたします。 

 

 

■斉藤産業振興課長 

 産業振興課長の斉藤と申します。 

 資料２をご覧いただきたいと思います。 

 北海道の産業振興条例。これは通称でございますが、正式名称は少し長いんですけども、
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「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関す

る条例」と申しますが、これの施行規則の一部改正についてご報告をさせていただきます。 

 最初に条例の点検・見直しにあたっての検討状況についてでございます。 

 昨年３月、本審議会に「本道経済活性化に向けたあり方検討部会」を設置いたしまして、

委員の皆様のご意見をいただきながら、検討を進めてまいりました。 

 この度、検討結果を踏まえまして施行規則の改正を行い、４月１日から施行をいたして

おりますので、その内容についてご説明をさせていただきます。 

 ３の「改正のポイント」をご覧いただきたいと思います。本条例は（１）の「企業立地

の促進」と（２）の「中小企業の競争力の強化」の二本柱となっております。企業立地の

促進では、厳しい経済・雇用情勢のもと、「ほっかいどう産業振興ビジョン」などで重点的

に取り組む分野として位置づけている産業の立地を促進するため、①の「新たな支援対象」

といたしまして、アの「新エネルギー関連産業」やイの「食関連産業」、ウの「高度物流関

連施設」を成長産業分野や、発展基盤施設分野に設定するとともに、次世代自動車の基幹

部品工場などの立地を促進するため、②のとおり自動車関連製造業などの補助対象要件を

緩和しております。 

 新たに支援対象とします業種を具体的に説明させていただきます。 

 資料２ページ目、Ａ３判の資料を用意しておりますけれども、ここに助成措置の新旧対

照表、企業立地の促進という表がございますが、こちらをご覧いただきたいと思います。

右側に「改正後」の表がありますけれども、この表の真ん中あたりに記載されております

「新エネルギー関連産業」についてでございますけれども、のちほどご報告があります「北

海道環境産業振興戦略」において重点的に取り組む分野として位置づけておりますが、太

陽光や風力といった新エネルギー供給業を新たに支援対象に加えるとともに、この立地に

より誘発が期待される新エネルギー関連製造業への支援を強化し、新エネルギー供給業に

ついては、助成の限度額を１億円、関連製造業については増設を含めた通算の助成限度額

１３億円の支援をすることとしております。 

 次に、すぐ上の欄にあたりますけれども、食関連産業についてでございます。「ほっかい

どう産業振興ビジョン」において、本道経済の成長力強化に向け「食クラスター」の形成

を加速するため食関連産業の立地促進を図ることとしております。このため、これまでの

「食品工業」に加えまして、「食関連加工組立型工業」として食品機械や農業機械といった

業種も含めた食関連産業の支援を強化し、増設を含めた通算の助成限度額１３億円の支援

をすることとしております。 

 次に、高度物流関連施設についてでございます。本道の物流効率化などに向けまして、

近年の物流の集約化や高度化の動きに対応いたしまして、自動仕分け装置などを有する高

度な物流関連施設の立地を促進するため、増設を含めた通算の助成限度額１３億円の支援

をすることとしております。 

 また資料２に戻っていただきたいと思いますけれども、「３ 改正のポイント」（２）中
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小企業の競争力の強化では「ほっかいどう産業振興ビジョン」などにおける重点的に取り

組む分野や、企業ニーズなどを踏まえまして、中小企業をきめ細やかに支援することとい

たしまして①の「支援対象の拡充」では、食クラスターの形成を加速するため、これまで

の「食品工業」に加え食品機械や農業機械などを加えた食関連産業の支援を強化すること

としております。 

 また②の海外販路開拓支援の充実では、アジア市場などへの本道企業への参入を支援す

るため、国際特許の申請費用や商標登録費用などマーケティングの対象経費を拡大してお

ります。 

 最後に③の「助成要件の緩和」といたしまして、アドバイザーの招へい期間や従業員の

派遣期間の短縮をしております。 

 なおこちらの先ほどのＡ３判の次のページに資料として用意させておりますが、新旧対

照表がございますけれどものちほどご覧いただきたいと思いますが、アンダーラインの引

いてある部分が改正を行ったところでございます。 

 これらの制度のＰＲを十分に図りながら道内への企業立地の促進ですとか、地場企業の

競争力強化に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。 

 続きまして、北海道環境産業振興戦略について事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

■倉本環境・エネルギー室参事 

 環境・エネルギー室参事の倉本でございます。 

 資料３の北海道環境産業振興戦略の概要に基づきましてご説明をさせていただきたいと

思います。 

 本戦略の策定にあたりましては、この審議委員会に検討部会を設けていただきまして、

特に北村委員におかれては検討部会メンバーとしてもご参加いただきまして、貴重なご意

見・ご指摘をいただいております。また昨年１２月に、この第２回の審議会でも、意見交

換ということでさまざまなご指摘をいただいておりまして、その後道議会での議論、パブ

リックコメントを踏まえまして、このたび成案をまとめたものでございます。 

 まず第１章の「戦略策定の基本的考え方」でございます。１の「背景」を踏まえまして

２の「戦略の目的と必要性」といたしまして、環境産業、経済活性化に向けた推進エンジ

ンのひとつとして、育成・振興することを目的に、めざす姿や重点分野、必要な施策を盛

り込んだ戦略を策定するものでございます。 

 この戦略は「ほっかいどう産業振興ビジョン」の実施指針としてまた、「省エネ・新エネ
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促進行動計画」の取組の柱として、ひとつを具体化するということで平成２７年度までの

５年間を取組期間として、その取組を明らかにすることといたしております。 

 次に第２章の「現状課題とめざす姿」でございますが、１の「現状と課題」を踏まえま

して、２にあります「めざす姿」といたしまして、まず「高い競争力を有し、世界を視野

に飛翔する環境産業群の形成」、それから、地域という視点で「地域に広がる多様な環境ビ

ジネスの創出」などを掲げております。 

 次に第３章の「重点的に取り組む分野」では、「強み」と「機会」といった２つの視点か

ら、新エネルギーや高断熱・高気密住宅など、６つを重点分野として設定するということ

にいたしております。 

 第４章の「戦略の展開」でございますが、第３章で設定しました重点分野の育成・振興

を効果的に進めるため、４つの戦略に取り組むことといたしております。 

 まず、戦略の１は、「本道経済の新たな成長を牽引する産業を創る」ということで、国内

外への展開に期待できる産業の集積に取り組んでまいります。具体的な展開といたしまし

ては新エネルギー分野では、今、産業振興条例のところでもご説明がございましたけれど

も、新エネルギー産業の立地促進や道内企業の参入促進、新エネルギーを活用した地域ビ

ジネスの創出などの施策を取り組んでいく。 

また、高断熱・高気密住宅の分野では、わが国最先進のモデルとしてさらに磨き上げを

かけるとともに、国内外への販路拡大といった施策を展開することとしております。 

 次に戦略の２でございますが、「地域の特色を活かした産業を育てる」ということで、地

域資源の活用によりまして課題解決や活性化を図り、持続可能なビジネスモデルを構築に

取り組んでまいります。バイオマス分野では、コスト低減に向けた研究・技術開発の促進

や、ネットワークづくり、また環境保全の分野では特色ある製品づくりの促進や、収益力

向上に向けた取組強化などの施策を展開して参ります。 

 次に、戦略の３では、「成長産業の幅広い関連需要を取り込み参入者を拡大する」取組を

進めてまいります。省エネルギー関連分野では、道内需要の拡大や、技術・製品・サービ

スの開発の促進、道外からの企業誘致の推進に取り組み、また、次世代自動車関連では、

需要拡大や技術開発の促進、開発・製造拠点の誘致推進といった施策を展開することとし

ております。 

 最後、戦略４でございますが、今、申し上げた戦略がそれぞれの重点分野に応じた戦略

になってございますが、戦略の４は分野横断した取組として、環境産業を支援する仕組み

を整備することとしまして、ネットワークづくりへの支援をはじめ、経営や技術への支援

とともに制度・規制の見直しや、大型プロジェクト等の導入促進、環境人材育成などの施

策を展開してまいります。 

 最後に第５章の「戦略の推進に向けて」では、４つの戦略を着実に推進するために工程

表を盛り込むとともに、関係者と連携や、庁内の推進対策の強化、さらには実施計画の作

成による進行管理などの取組を進めていくこととしております。 
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 道におきましても、環境産業を本道経済活性化の推進エンジンのひとつに育てていくと

いうことで、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

 今後ともご指導賜りたく、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

 

 

■武邑会長 

 続きまして、「ほっかいどう産業振興ビジョン」平成２４年度実施計画及び同地域版につ

いて、事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

■今井総務課企画調整担当課長 

 総務課企画調整担当の今井でございます。 

 資料４になります。こちらの産業振興ビジョンは、昨年１２月に皆様にご議論いただき

ながら策定しておりまして、本日ご説明させていただくのは、その２４年度の実施計画と

地域版の概要でございます。 

 まずⅠの実施計画の位置付けについてでございますが、このビジョンを着実に推進する

ため、平成２３年度の取組の推進状況を取りまとめるとともに、平成２４年度の施策展開

に当たっての基本方針と具体的な内容を盛り込んでございます。 

 なお、平成２３年度の取組実績と目標の達成状況につきましては、施策の成果が地域の

経済や雇用に及ぼす効果の分析・評価などを行いまして、２４年夏頃を目処に取りまとめ、

公表させていただく予定でございます。 

 続きまして、Ⅲをご覧いただきたいと思います。２３年度の主な取組状況でございます

が、このビジョンでは大きく３つの項目について取組を進めることとしてございまして、

項目１の「大震災の影響に対する対策」では、集中的な観光誘客キャンペーンなどにより

まして、外国人入国者数の回復に向けた取組を行ってきました。 

 続きまして、項目の２でございます。「力強い地域経済づくり」では、先ほどご説明させ

ていただきましたが、地域商業の活性化を図るための新たな条例を制定させていただきま

した。 

 項目３でございます。「成長力強化に向けた取組の推進」ということで、手前ども上海の

方に事務所を設置いたしまして、中国市場の需要を獲得しようという取組を進めてきてご

ざいます。 

 次に２ページをご覧ください。２４年度の具体的な取組を記載してございます。 

 「大震災の影響に対する対策」といたしましては、中国をはじめといたしました東アジ

ア地域などを対象に誘客キャンペーンを行いますとともに、本道と東北地方の連携を強め

る観点から、北海道企業と東北企業とのビジネスマッチングを支援するなどの取組を進め

ることとしております。 
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 次に２の「人々の生活を支える力強い地域経済づくり」でございますが、こちらでは先

ほどの地域商業の活性化に関する条例に基づきまして、にぎわいの創出や買い物弱者など

地域の実態に応じたモデル的事例の創出に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 次に、これも先ほど説明させていただきましたが、「北海道産業振興条例」に基づきまし

て、新エネルギー関連産業の誘致促進に努めますとともに、これが就業対策になりますが、

ジョブカフェとジョブサロンの一体的な運営による効果的な就業の促進などに取り組んで

まいりたいということでございます。 

 最後に３．本道の成長力強化に向けた取組の推進でございますが、食分野では、後ほど

詳細にご説明させていただきますが、「フード特区」による海外などへの販路拡大の取組。

そして観光分野では教育旅行、修学旅行でございますけれども、長期滞在型の観光客誘致

などを進めるということでございます。 

 次に国際分野でございますけれども、先ほどご説明しましたが、上海事務所など海外拠

点を活用しました情報発信やビジネスサポートに取り組んでまいります。 

 環境・エネルギー分野では、エネルギーの地産地消に向けた地域への取組などを支援し

ていくということを考えてございます。 

 続きまして、３ページをご覧ください。こちら地域版になります。こちらの地域版は各

振興局管内において展開します取組内容や具体的な施策を取りまとめたものでございます。

Ⅱに２３年度の主な取組状況をまとめてございますが、振興局で行います独自の事業や国

の雇用交付金などを活用いたしまして、たとえば留萌管内では管内の食素材を活用いたし

まして、機能性や効能などを明らかにしたメニューづくり、また根室振興局管内では修学

旅行誘致に向けた検討会やモニターツアーの実施などの取組を進めてきてございます。 

 次に４ページをご覧ください。こちら地域ごとの２４年度における具体的な取組を記載

してございます。たとえば２の石狩振興局管内では大消費地の近郊であるという利点を生

かしまして、食産業の振興を図るために農商工連携による新商品の開発。また上川総合振

興局内では、上川の魅力ある食ブランドの強化を図るために「かみかわ食べものがたり」

ブランドの磨き上げと販路拡大、上川産の小麦の利用の拡大といったものに取り組むこと

となってございます。 

 次に５ページをご覧いただければと思います。こちらオホーツクでございますけれども、

優れた自然を生かした環境と調和する観光の展開ということで、「ひがし北海道観光ブラン

ド」の確立に向けた取組や「オホーツク流氷トラスト運動」の推進、こういった地域独自

の取組を進めることとしてございます。 

 このような地域の取組と全道的な施策展開を着実に推進いたしまして、本道の経済の活

性化を図ってまいりたいと考えてございます。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す。 

 続きまして、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

 

■三島食関連産業室参事 

 食関連産業室 三島でございます。よろしくお願いいたします。 

 私の方からは、昨年１２月に国から指定を受けました北海道フード・コンプレックス国

際戦略総合特区についてご説明させていただきます。 

 資料５をご覧ください。始めに、総合特区制度について簡単にご説明させていただきた

いと思います。こちらの総合特区制度ですが、ご案内のとおり平成２２年６月に国の方で

「新成長戦略」を策定いたしましたが、総合特区はその中の主要施策として盛り込まれた

制度でございます。昨年の８月に根拠法令となります総合特別区域法が施行されていると

ころでございます。 

 今回私どもの特区は国際戦略総合特区の指定を受けましたが、国際戦略総合特区は、Ⅰ

に記載してありますけれども、日本の経済を牽引いたします産業の国際競争力の強化のた

め優位性を持つ地域を厳選いたしまして、当該産業の拠点形成に資する取組というものを

総合的に支援するという制度でございます。 

 これまでも、国の施策として特定地域に対する支援という施策というのはありましたが、

たとえば、規制緩和等を適用いたします構造改革特区ですとか、あるいは北海道を対象に

いたしまして権限委譲などを行う道州制特区制度といったような制度がございましたが、

この総合特区制度は規制の特例措置に加えまして、税制体制、金融上の支援措置を併せて

行うというところで総合特区という名称になっているところでございます。 

 資料の順序が逆になりますけれども、Ⅳで制度の具体的な支援措置、メリットを整理を

させていただいております。一番上、税制上の特例措置といたしましては、特区の関連事

業を実施した場合に法人税の軽減といたしまして投資税額の控除、特別償却、あるいは所

得控除、こういったものから選択をして優遇措置の適用を受けることが可能となっており

ます。また、財政上の支援措置といたしましては、内閣府の方で総合特区推進調整費を予

算措置しておりまして、平成２４年度では１３８億円になりますけれども、こちらの予算、

国際戦略総合特区は２０億円が上限だということで、当初２０億円を指定を受けた後には

自由に使えるのではないかといったような情報もありましたけれども、基本的にはまず各

省庁が持っています基本の補助制度を活用いたしまして、足りないときにそれを機動的に

補完するといったような仕組みになっているところでございます。 

次に、金融上の支援措置でございますけれども、こちらの方も特区に関連する事業につ

きまして、事業の実施主体が金融機関から必要な資金を借り入れる際に、国から金融機関
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に対しまして０．７％を上限といたしまして利子の補給金を支払う制度でございます。最

後に規制の特例措置でございますけれども、現在の法律の中にもたとえば工場を立地させ

るときの緑地規制の特例措置等が国際戦略総合特区含めて８項目、規定緩和措置が法律に

規定されておりますが、特区制度として、そのほかにも新しい制度を提案できるという仕

組みになっておりまして、関係省庁と協議の上、随時メニューを拡大するといった仕組み

になっております。 

 以上、総合特区制度の概要でございますけれども、こうした状況の中、昨年１２月に神

奈川県・医療医学関連、愛知県は航空宇宙関連、福岡が環境関連ですけれども、こういっ

たものと併せて全国で７件の国際戦略総合特区が指定をされておりまして、北海道は唯一

の食分野関連ということで、政府・国の方から評価をいただいたところでございます。 

 続きまして、フード特区の概要になりますけれども、まず特区の区域としてⅢの特区の

エリアにございますとおり、食関連の大学ですとか、あるいは試験研究機関等が集積いた

しまして、また国の研究資金を活用した大型プロジェクトなど先駆的な取組が行われてお

ります、札幌・江別、函館、帯広・十勝地区。この３つのエリアを今回特区として設定い

たしたところでございます。 

 特区の目的といたしましては、Ⅱにございますけれども、農水産物の生産体制をまず強

化すると、それとあわせて食に関係いたします研究開発・製品化支援機能こういったもの

を強化いたしまして、食の安全性と付加価値の向上、商品開発の促進と販路拡大を図ると

いったことによって、北海道と東アジアにおける食産業の研究開発・輸出拠点とすること

を目指すものでございます。 

 ２ページ目、特区の目標でございます。特区の目標として、今回５年間で特区の事業と

して関わったものとして、農水産品・食品の輸出増加額、あるいは輸入代替額、外国から

入ってきたものを道産・国産に換えるというものの累計として１，３００億円の目標を掲

げているところでございます。この目標を達成するために、申請時におきまして、４本の

柱をたてて取組を進めるということにしております。まず「ＨＦＣプロジェクトマネジメ

ント」、特区のプロジェクトの「ＰＤＣＡマネジメント」、あるいは、今回の特区区域の３

地域の連携を行うマネジメント体制を成立するということにしております。 

 ２番目として、研究開発拠点の拡充とネットワークの強化というところで、国際的な研

究開発拠点を形成するために安全性、食の機能性、有用性の研究プラットフォームを整備

したり、あるいは製品化支援ということで試作・実証プラットフォームの整備、さらに函

館、帯広においてはそれぞれ研究開発の拠点となりますセンター機能を整備することとし

ております。 

 ３番目、支援基盤の整備といたしましては、たとえば食関連企業のレンタルラボの整備

ということで、これは今、具体的に札幌市の方で厚別にあるテクノパークにエレクトロニ

クスセンターというのがあるのですけども、そこをウエット仕様に変えて食品関係の関係

機関の誘致などを行っていくことにしております。さらには３地域それぞれでいろいろな
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輸出拡大の事業というものを行ってますが、これのネットワーク化などを実施して取り組

んでいくということにしております。 

 最後になりますけれども、農業生産体制の強化というところで、畑作農家と畜産農家の

連携ですとか、あるいは先駆的技術の活用によりまして安全で高品質な農畜産物を安定的

に供給する生産体制を確立する。さらには、農業由来の未利用バイオマスを有効活用する

ことによって、農業経営の安定化というものを図るといった取組を進めることとしており

ます。 

 次に、３ページ目になります。先ほども申し上げました特区のマネジメント機関という

ことで、本日道経連の吉田専務理事にいらしていただいておりますけれども、３月１２日

に道庁、関係市、道経連によりまして、一般社団法人の形態として北海道食産業総合振興

機構、略称フード特区機構といっておりますけれども、特区の推進あるいはマネジメント

機関としての体制を整備しているところでございます。先ほど部長の挨拶の中にもありま

したけれども、道庁ですとか関係市、民間からは金融機関、建設会社、新聞社、電力会社

等から総勢１８名の事務局職員が派遣をされまして、今後具体的な取組を進めていくとい

うことにしております。 

 最後４ページ目になりますが、特区のスケジュールにつきまして４ページ目に、総合特

区法制上のスケジュールについてまとめさせていただいております。まず特区の指定を受

けますと、指定された特区ごとに、国と地方の協議会というものが設置されまして、各特

区から提案いたしました規制の特例措置等について協議をいたしまして、各省庁と協議が

整った案件につきましてその特例措置を活用する事業について総合特区計画というものを

改めて作成・申請をいたしまして、また、内閣総理大臣の認定を受ける仕組みとなってい

るところでございます。 

 私どもの特区につきましては、２月に昨年度の総合特区調整費を活用する事業、北海道

情報大学にヒト介入試験というシステムがあるのですけれども、そこの体制を整備する事

業でございます。特区調整費を活用する事業ですとか、税制上の優遇措置を活用する事業、

これにつきまして、特区計画の申請を行いまして３月に認定を受けたところでございます。 

 現在、申請時に私どもの方から５９項目の規制体制、税制に係る特例措置を提案させて

いただいておりまして、その中には国と優先的に協議を進めている項目がございまして、

たとえば食品の機能性の表示ですとか、あるいは農業関連施設の消防法に関する規制緩和

といった１７項目について現在国と協議を行っているところでございます。国と協議が整

ったものにつきまして、またその特区計画の策定をいたしまして、認定を受けるといった

仕組みになっているところでございます。以上、特区の制度上のスケジュールでございま

す。 

 フード特区はこれまで、どちらかというと企業や生産者の研究開発ですとか生産の取組

を支援する体制を整備するといった視点が強かったのですけれども、今回の特区の指定を

受けたことによりまして、私どもが特区機構ですとか関係市町村と連携して、より具体的
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な企業活動といったものが促進されるよう取り組んでまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 簡単ではございますけれども、フード特区についてのご説明は以上でございます。 

 

 

■武邑会長 

 はい、それではこれまで事務局から説明のあった報告事項について、ご意見・ご質問な

ど受けたいと思います。いかがでしょうか。 

 

 

■杉本委員 

 資料２の助成措置の新旧対照表で、一番上の「工場」のところで要件の緩和という話が

あって、数字を細かく説明されなかったのですけれども、たとえば「２０億円以上４０人

以上」というのが「５億円以上２０人以上」と緩和されたり、あるいは逆にトータルの予

算が決まっているから薄く広くということなのでしょうけれども、限度額がちょっと抑え

られているのですが、この趣旨、目的というのはどういうものなのでしょうか。 

 

 

■大澤産業振興課立地担当課長 

 大澤と言います。よろしくお願いいたします。 

 今、委員から自動車産業等の対象要件を下げた背景などを説明してほしいということで

ございましたが、この審議会を含めていろいろご説明していると思うのですが、平成２０

年のリーマンショック以降、かなり国内需要が落ち込んでおりまして、またその後の円高

の進行等もございまして、立地件数が極めて低調に推移してきているというような状況に

ございます。また自動車や電気・電子産業につきましても、円高等で海外に進出するとい

った傾向がございまして、我々としては「旧」の部分では、例えば車で「２０億円以上４

０人以上」と対象要件を設定していたのですが、今いったような最近の企業動向と条例が

少しかい離しているのかなということもございまして、現状に合わせた形で要件緩和して

いったということと、また要件緩和につきましては、企業から、あるいは経済団体からも

ご要望がございまして、それを踏まえて要件緩和していったということでございます。と

りわけ、自動車関連につきましては、以前につきましても完成車工場の誘致ということで

力を入れてきたのですが、最近の投資動向を見ますとなかなかそれも厳しいかなというこ

ともございまして、基幹部品の誘致、中堅規模の工場の誘致ということにターゲットを絞

りまして今後やっていきたいということで、対象要件を緩和して中規模以上についても積

極的に北海道に入っていただきたいという趣旨で要件を下げたということでございます。 
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■杉本委員 

 わかりました。ありがとうございます。私自動車産業なものですから、もっとください

という意味でいったのではなくて、やっぱり広くという方がいいと思いますし、むしろも

うちょっと下げてもっと小さいところを誘致するという方向にいった方がいいんじゃない

かと思ったものですから。ありがとうございました。 

 

 

■武邑会長 

 他にご意見ございますでしょうか。 

 

 

■本間委員 

 コンチネンタル貿易の本間でございます。今、一番最後にフード特区のことで随分ご説

明いただいたのですけれど、昨年から新聞紙上等でいろいろ記事を読んで、よく分からな

いんですね。初め、先ほども説明ありましたけれども２０億円予算がポンとついて好きに

使っていいよという話かなと思ったら、実はそうではなくて、既存の制度を利用してそれ

で足りないものについては認定されたものについてはしてあげますよということですよね。

そうするとそこまでに至るまでに、先ほど最後の方に申請の流れといいますか、事業の認

定の流れがいろいろ書いてありましたけれども、たとえば、民間企業がこれからある事業

の申請して認可するまでにいつぐらいを考えればいいのかという話がまず一つと、おそら

く国の制度利用ですから、単年度事業となると来年の年度末には区切りをつけなければな

らない。その都度事業費が出るとったことなのでしょう。現実的な話としてかなり難しい

なというのは感じられます。それからこれはちょっと大きな話なのですが、この特区を利

用して、農水産品・食品売り上げの増加目標額が１，３００億円。これは５年間というこ

となのですが、実質、今の農産品・食品の輸出額・輸入代替額はどれくらいなのかと。そ

れに対して１，３００億円って何％くらいの増加額なのかちょっとこれを教えていただき

たい。つまりこの１，３００億円って簡単な数字ではないので、中身を見ますと事業認定

までにかなりハードルも高いし、実際に認定されたとしても、中身は税控除や利子補給等々

でバンとお金が使えるような制度になっていないような気がするんですね。果たしてこの

制度で１，３００億円達成できるのかどうか、これについてのご意見を聞かせていただき

たい。 

 

 

■三島食関連産業室参事 

 まず一つめのご質問で、フード特区で企業さんの活用ということについてでございます

けれども、総合特区制度で先ほど申し上げましたとおり、規制制度の特例措置を提案する
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という仕組みと、国費を活用していくという仕組みと２本立てで仕組みがございまして、

先ほど私がご説明させていただいたのは規制制度、たとえば財政上の特例措置であれば、

新しいこういった補助金を作ってくれといった制度につきましては、先ほどご説明したよ

うな流れになるということです。たとえば企業さんが何か特区事業として設備投資をされ

たときには、財政上の優遇措置を受けるために、総合特区計画策定というスケジュールに

乗らなければいけないということでございますが、通常の国の補助金を活用するものにつ

きましては、各省庁の補助金のスケジュールに則ってこれまで通りやっていく手続きを行

うということで、特区に載せることによって、これもどれくらい効果があるかというとこ

ろがありますが、各省庁の優先採択を受けられるというメリットがあるということでござ

います。 

 続きまして、１，３００億円という目標についてでございますけれども、特区の指定を

受けるにあたりまして、大きな目標を掲げているところでございます。たとえば北海道の

農産物・食品関係の輸出額というのが単年度で３００何億ございまして、１，３００億円

の目標を立てるにあたりましては、国の方で先ほど申し上げた新成長戦略の中で国の全体

としての食品関係の輸出を２．２倍ということで設定をしていますので、私どもは北海道

の現状と特区区域の輸出額というのをベースにしてだいたい３倍くらいになる形で設定を

させていただいているところでございます。個々の１，３００億円に向けての個別の品目

ごとの積み上げレベルまではなかなか分析ができていないのですが、特区のメリットを活

用してできるだけ目標に近づくような取組というのを鋭意進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 

 

■本間委員 

 ありがとうございます。目標というか希望というか、僕にしたら夢みたいな数字だな思

ってですね。３倍って。それとエリアですが、北海道全体が特区としてされるというので

あれば話がわかるのですけれど、函館、札幌・江別、それから帯広・十勝、この３地区と

いうことで、これから外れるエリアは対象外ということ。実はちょっと実例として、本社

は札幌なのですが、工場が北広島だと。ここの社長さんが「この特区いいな」と打診した

ら、工場が北広島でダメですとあっさりと断られたそうです。こういう話は非常に行政的

な線引きで、北海道全体から考えるとおもしろくない。つまり本来北海道でいろいろな技

術の中でネットワークでつながっているはずなのに、たとえば工場はたまたま特区外にな

ってしまうからダメですっていうのであれば、あまりこのフード・コンプレックス特区の

意味がないんじゃないかなと思います。ですから今後は特区を利用しながら地域的な問題、

要するに全北海道で活用できる形に、道庁ががんばっていかなければまずいのではないか

なという気がします。以上です。 
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■武邑会長 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 もしご意見がなければ報告事項といたしましてはこれくらいとさせていただきまして、

次に意見交換に入らせていただきたいと思います。 

 テーマは「北海道の経済施策の展開について」ですが、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。 

 

 

■今井総務課企画調整担当課長 

 企画調整担当の今井でございます。次第の最後になりますけれども、意見交換というこ

とでございます。意見交換と申しましても、なにか題材がなければ意見交換とならないと

いうことで、資料６といたしまして、こちらをお手元に配布させていただいております。

こちらの資料の作りでございますが、手前どもの産業振興ビジョンの柱の施策の体系に沿

って①、②、③という形で項目を整理させていただいております。そしてたとえば「東日

本大震災の影響に対する対策」とございますけれども、ここで取組・事例とございます。

取組の方は北海道庁なり民間の企業のみなさまと一緒に取り組んでいる事柄を書いてござ

います。そして事例というのはこれに関連しまして北海道内で最近あった動きというもの

を記載させていただいております。たとえば②の「人々の生活を支える力強い地域経済づ

くり」を見ますと、たとえば中小企業の競争力の強化の部分。こちらではいろいろ地域課

題の解決のために、たとえば事例としてこれは十勝になりますけれども、雑穀卸企業さん

が製粉業に参入して、地元の小麦粉を使って、地元で麺を製麺企業さんとタイアップいた

しまして麺をつくり、地元の飲食店でメニュー化している事例がでてきている、というよ

うな形で整理をさせていただいている資料でございます。残り時間、この資料をきっかけ

に意見交換をしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

 

■武邑会長 

 それでは「東日本大震災の影響に対する対策」についてなにかご発言ございますでしょ

うか。 

 ものづくり産業における東北地域との連携について杉本委員、いかがでしょうか。 

 

 

■杉本委員 

 いろいろなところで東北と北海道で連携してやろうという動きがあって、ここの事例に

書いてありますＨＶ用変速機にもありますね。一部うちの親会社も関わっていますけれど

も。それよりもうちょっと範囲を広げて災害リスクという関係、それから円高という関係
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です。いろいろ報道されていて、報道されている以上に特に身をもって感じていますが、「海

外、海外」ということが非常に加速していますし、私どもにも直でもそういう声が聞こえ

てきます。私どもは特に親会社もそうですが、国内生き残り、私は国内生き残りではなく

て千歳生き残りといっているんですけれども、相当厳しい環境があるので、中小企業もそ

うですし、そうじゃないところもそうなんですけれど、やっぱり特にコスト競争力を相当

上げていかないと、今までの延長線上で本当に生き残っていけないと。本当に現実的なこ

とになっているので、ちょっとタイミングを逃すと終わってしまう。道内のものづくりが

なくなってしまうのではないかと危惧しています。ちょっとオーバーに言ってるかもしれ

ませんが。そういう意味では生き残りのために、東北との連携をやるかどうか。東北だけ

ではなくて、本州との連携。企業誘致。本当に腰を据えて今やっていかないと遅れちゃう

んじゃないかなと、いつもそんな危機意識を持っております。 

 

 

■武邑会長 

 東日本大震災の影響に対する対策、本道経済の成長力の強化に向けた取組、力強い地域

経済づくりの３つの観点について、ご発言をいただければと思っているんですけども、ま

ず大震災の影響に対する対策について、ほかにご発言ございますでしょうか。もしないよ

うですと、この件に関しましてはこのくらいにさせていただきたいと思います。 

 つづきまして、成長力強化に向けた取組について、ご発言をいただければと思います。 

 

 

■西山委員 

 日頃より皆様には何かとお世話になっておりますラーメンの西山でございます。 

 実は資料②の一番上の事例、雑穀卸企業云々の製麺企業というところは手前どもの会社

でございます。十勝産小麦にじゃがいも等を練り込みまして、十勝エリアの皆さんに喜ん

でいただける「十勝じゃが麺」という従来にない食感の麺を開発しました。北海道経済、

地域経済の活性化になればということで取組みをさせていただきました。 

 ③のところでは、食と観光、そして国際問題、環境問題と、今までよりも一歩踏み込ん

だ内容が数多くあり喜ばしい限りです。手前どもそして業界としても利用、活用をさせて

いただきたいと思います。先般弊社では、フード特区関連の支援施策について取組みを強

化させていただきたくプロジェクトチームを立ち上げました。何分初めてのことなので認

可されるかは分かりませんが、北海道経済の活性化、後に続く会社に対しての良き事例と

なるよう取組みをさせていただきたくご指導を賜りたいと思います。 

 取組みの推進ということで、食のところの一番下に「食文化の発信・ラーメン」とあり、

嬉しく拝見させていただきました。先日オーストラリアから札幌ラーメン店を開店したい

という方のご来社があり、1 週間ほど滞在をされ開業支援の研修をさせていただいたところ
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です。弊社では現在１１カ国のラーメン店に麺とタレの供給、開業支援をさせていただい

ております。海外での北海道、札幌のラーメン店は二桁の伸びで出店が続いております。

弊社でご支援させていただいたお店は皆さんご繁盛をいただいております。北海道の食文

化の価値向上に微力ではありますが貢献することが出来、嬉しく思っているところです。 

フード特区関連の支援施策についてですが、どのくらいの実績を上げることができるの

かについてはなかなか難しい話で、企業というのは単年度予算で動く部分と中長期に動く

部分とがあります。実績を上げるも上げないも相手様のあることです。ご縁がつながり成

長路線となれば売上げが２億にも２０億にも２００億にもなりますし、ご縁がつながらな

ければ０で終ることもあります。また直ぐに数字として現れることもありますし時間がか

かる場合もあります。ただ間違いのないこと、国内外現場の事実から感じるところとして、

北海道の食の成長力には大きな可能性があります。日本国内はもちろんアジアや欧米にお

いても確実に支持層が増えております。 

 仕事柄、年に幾度と海外に出るわけでございますが、先月、ニューヨークへ行ってまい

りました。実は今年１０月にワシントンＤＣの繁華街で大きな日本食レストランが開店し

ます。居酒屋、寿司、天ぷら、スキヤキと同列の位置付けでラーメンも提供します。全国

各地にそれぞれのラーメン文化がありますが、ご縁がありまして札幌ラーメンが日本代表

で登場します。その打ち合わせで行ってきました。空港に着いての驚きですが、パナソニ

ック、東芝、ソニーなど日本を代表する文字が減りサムソンとＬＧの文字で溢れていまし

た。これから日本が世界を舞台に外貨を稼ぐ産業は食と日本の生活スタイル、文化スタイ

ルなのかなと実感をしたところです。これらを大事に育て発信していくことで、日本の成

長、北海道の成長があるのかなと思ったところです。 

 今回のテーマには触れられていませんが、世界へ向けた食の発信、輸出で障害になって

くることに法律問題が挙げられます。弊社とお取り引きがあるニューヨークの商社からの

情報ですが、米国議会で２年ほど前にバイオテロ法案というものが通っており、米国に入

ってくる全ての食品について、米国ＦＤA（食品医薬品局）の検査官が現地へ出向き工場を

査察し、バイオテロの脅威に対して対策を講じている工場であるかをチェックし、合格の

企業工場の食品に限り輸入を認めるという法案のようです。検査費用は検査を受ける企業

が負担、１時間当り３００ドル、日本円で約３万円、時間のカウントは、米国を出国して

からとのこと。３００万から５００万円くらいの金額になるとのこと。検査官の費用を払

わない、払えないと米国は輸入を認めないとのことです。施行にあたっての詳細はこれか

らとのことですが、このようなことから海外を舞台に事業展開をしていくということにな

ると、各国の法律の問題がいろいろと出てくるのかなと思います。行政としての支援体制

の強化が望まれる分野だと思います。 

 いずれにしましても、情報の多くは現地現場にあります。北海道経済の活性化に必要な

現場の情報をお伝えすることが弊社に課せられた役目であると思います。引続きのご支援

とご指導を賜りたいと思います。 
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以上とさせていただきます。 

 

 

■武邑会長 

 ありがとうございました。先ほど本間委員からもいろいろご意見がありましたけれども、

道経連の立場で吉田副会長いかがでしょう。 

 

 

■吉田副会長 

 吉田でございます。先ほどフード特区のいろいろご質問等出てございましたが、なかな

か元々国の方も明確な仕組みを打ち出して募集したということではないんですね。まだま

だ我々も分からないところがあります。 

先ほどの１，３００億円というのは５年間累計ですから、その中で爆発的な商品でもで

れば、単年度で一挙にそういう数字になるという可能性もありますし、また延べにすれば

農水産物、それから加工食品とで、道内の生産額を２兆円とすれば決して手の届かない数

字でない努力目標だと理解してございます。 

 それから企業誘致の関係ですけれども、北海道の製造業が全国に比して弱いのは昔から

で、ずっと努力してきたんですけれども、なかなか強くなれない。けれども地道にいろん

な本州の企業さんに進出していただいて今日きているわけですけれども、企業誘致のやり

方も過去いろいろ反省してございまして、今日できるだけ北海道の本当の優位性をデータ

的に示す。そしてそれも一律に示すのではなくて、その企業さんのほしい情報を吟味して

お伝えしていくというような努力をやってございまして、道庁さんもいろんな資料を今整

理して使い始めているという状況です。ただ企業誘致というのはそういう情報を与えても

なかなか先方さんの決定によって決まるものですから、そうだとすれば北海道民が自ら汗

かいてできることはなんぞやというところで行き着いたのが食と観光の融合した形の産業

振興ということで道経連もそこに相当重点をおいてやってきているという状態です。話は

戻りますが、企業誘致に関しても先ほどご質問があった立地条例上の優遇策、これをいろ

んな進出した企業さんに聞きますと、やはり北海道に立地する規模に応じた具体的・現実

的な支援策、条件にしてほしいという要望も受けて、道経連としても過去、道庁さんの方

に要望して今日実現を見ているという状況でございます。 

 それから食に関しては今、フード特区でいろいろ始めていますが、その以前から、今現

在、道内、それから本州の企業さんもわずか参加していただいていますが、１，７００社

くらいの大集団でいろいろアイデアを出し合って動き始めているところです。そういう中

から大きなプロジェクトは先ほど説明のあった特区機構で扱う。細かいものは連携協議体

と言っているのですが、その集まっている集団の事務局の役割も道経連はしてございます

けれども、そこで交通整理しながらプロジェクトとして育てていくと。いろいろもうすで
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に成果が出ているものもございます。ただ、なかなか三桁、四桁の億の数字にはならない

けれども、それは単年度での目標ではなくて、この先それに向かって努力していこうとい

う地味な積み重ねでないとなかなか成果は出ていかないと思います。ただ一方では、北海

道の研究所で開発された農作物から動物用のインターフェロンを作るとかそういう研究は

進んでございまして、これはまさに北海道の場所で開発された技術ですから、こういうの

は化ければ一挙に数百億の商品として化けるということで、それには近づいてございます。

そういう研究も一方でやりながら食料品中心の地味な活動を続けているというのが現状。

我々が汗かけば小さな成果が今後積み重なっていく可能性を目指して、みんな力を合わせ

ているところです。 

 

 

■武邑会長 

 再生可能エネルギーの活用の動きも盛んになっておりまして、北村委員は部会で環境産

業振興戦略についてご議論をいただいてるということなので、環境・エネルギーに関する

取組についていかがでしょうか。 

 

 

■北村委員 

 もう少し全般的な話をしようと思っているのですがよろしいでしょうか。 

 まず、資料６の東日本大震災の影響に対する対策についてですが、ここではあえてこう

いう書きぶりをされているんだと思いますけど、本当の意味では日本全体で如何に災害に

対する防災力を高めていくかというのが大きな課題になっていく中で、北海道が果たせる

役割というものが大きく変わっていると思うんですね。もうちょっと大きく捉えて、産業

再配置の受け皿としての北海道とか、新たなエネルギー基地としての北海道とか、より大

きな視点でこの大震災の影響というものを考えていけば、国に対してどういう貢献ができ

るかということと、北海道の発展ということが両立できる大きな機会だと思いますので、

そういう視点で考えたいなと思っているのが一点目でございます。 

 それと、今日説明があった中で、あと二つばかりお話ししたいと思います。一つは商業

の活性化に関する条例についてですが、実はちょうど一年か二年ぐらい前、わたくし本店、

東京で流通関係の業務についていたのですけれども、そのとき経団連の流通部会が開催さ

れて、経済振興策の一環だったと思うのですが、より一段の規制緩和みたいなことを提言

しようとしていたんですね。ただ当時の商業環境、今とそんなに違っていないと思います

が、今回お示しいただいたように中心市街地の空洞化とか買い物難民が発生とか大きな問

題が存在しています。わたしも一般論として規制緩和というのは賛成なんですけれども、

商業について考えるとやや行き過ぎた規制緩和の副作用みたいなものが大きく出ていると

の認識を持っておりまして、経団連の場では規制緩和についてやや反対の意見みたいなも
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のを述べていました。北海道で今回この条例というのは、そういう意味では方向感として

はわたしはぴったりいっておりますし、ぜひこういう取組で先ほどの課題の解決につなげ

ていっていただきたいなと思っております。ただ、一般論としてやはり、これは必ずしも

規制ではないんですけれども、規制強化のような一面も含まれているものですから、それ

なりの副作用については十分配慮しながら弾力的な対応で進めていただきたいなというの

がございます。 

 それと、三点目は産業振興条例施行規則の一部改正の話なのですが、今回新たにデータ

センターでありますとか、先ほど会長の方から話がありました再生可能エネルギーも補助

対象に加わったということで、これは本当に画期的な取組であり、新しい課題に対してこ

んなにスピード感をもって道庁が対応いただけるというのは、すばらしいことだなと思っ

ております。さらにフード特区の指定を受けて、道としてもそういう動きを支援するとい

うことで、国と経済界と地方自治体、それぞれ同じ方向を向いて施策を打ち出すというの

は、今、財政状況の厳しい中で限界はあると思いますが、やはりそういう方向を打ち出す

というのが民間企業に向けて非常にプラスのメッセージになると思いますので、こういう

素晴らしい取組をスピード感を持ってやっていっていただけるのは、非常にありがたいこ

とだと思っております。以上です。 

 

 

■武邑会長 

 ありがとうございます。つづきまして、力強い地域経済づくりについてご発言いただき

たいと思うんですが、中小企業の競争力強化につきまして金融機関のお立場から見た現状

を吉本委員、いかがでしょうか。 

 

 

■吉本委員 

 吉本です。こういう厳しい環境の中ですから、私どもの取引先の中小企業の皆様にその

企業の良さ、強みというのをもう一度再確認してもらいたいということで色々な戦略を練

りながらやっております。私どものことで恐縮ですけれども、例えばビジネスマッチング

ですが、以前は信用金庫業界、道内の信用金庫がまとまりまして二回ほど札幌でマッチン

グ事業を行ったことがありますが、色々な意見などがありまして、その後中断しておりま

す。これではいけないということで、私どもは昨年から、東京にあります東京東信用金庫

さんが、毎年国技館で一日だけの開催ですが、バイヤー、一般の方も含めて７，０００人

くらいの方が入るビジネスマッチングを行っておりまして、そちらに僅か３社ではありま

すけれども、ブースをお借りして取引先の企業に出てもらい、そこで何かの気付きをして

もらうという事業をやっております。今年以降もまた継続して参加する予定をしておりま

す。その他に大手商社との個別面談会などの事業もやっております。私どもの業界の中で
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は、帯広信用金庫さんが北洋銀行さんと組みまして東京で同じようにビジネスマッチング

をやっておりますが、イベントだけに終わらないようなフォローも含めて、さまざまな戦

略を練っております。そのような中、企業から多様な相談を受けますので、私どもの人材

育成という課題もあります。人材の育成にも私ども力を入れておりまして、これも私ども

のことで恐縮ですけれども、正職員三百数十名、派遣等入れて四百数十名の企業ですけれ

ども、この中に中小企業診断士、これは中小企業大学校等に行かせながら資格を取得して

もらった職員ですが、９名の診断士がおります。また、その中でも、昨日の北海道新聞の

「人」という欄で大きく取り上げていただきましたけれども、さっしん地域経済金融セン

ター、これは私どもの子会社ですが、そこのセンター長がＭ＆Ａスペシャリストの資格を

取得しました。これは道内の信用金庫業界では初めてのことでして、全国でも２００名く

らいの資格者しかいないものです。そうした人材育成を行いながら、様々な相談に乗り、

企業の強み、色々な悩みに答えていこうという施策をとっております。そうは言っても私

どもも単独で色々なツールをフルで備えるというのはなかなか難しいですから、そういっ

た意味では今日オブザーバーで出ていらっしゃる北海道経済産業局であるとか、道、市、

それからその関係団体、商工会議所、大学等々、こういった機関が集まりまして連携、協

力、協議をする場というのは常に必要なんだろうと思っております。なお、昨年来、北海

道経済産業局の和田局長が、各信用金庫に顔を出していただき、様々なご示唆をいただい

ていることについて、私自身非常に高く評価をさせていただいておりますし、他の理事長

も評価をしている声が多いようです。是非このような活動を、どんどん盛り上げていって

いただきたいと思っております。以上です。 

 

 

■武邑会長 

 はい、ありがとうございます。 

 雇用あるいは人材育成につきまして、企業経営者のお立場から関口委員ご意見いただき

たいなと思いますが。 

 

 

■関口委員 

 関口でございます。私は建設業でございますので、食・観光・国際・エネルギー、この

中には当てはまるものはあるのかなと思いながらお話を聞いておりました。現状を申しま

すと、建設業界は何年も前から非常に動きの悪いといいますか、ゼネコン自体が四苦八苦

しているような環境にございますから、その中で生き残りをかけている。 

ここずいぶん内容が変わってまいりましたね。格差というものが出てきたんですね。小

さいところは小さいところなりに、または大きいところは大きいところなりに、昔と違う

格差というものが出てきまして、その違いは何かというと、何か新しいものを生み出すと
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かそういう創意工夫というものをやるところがやっぱり伸びていって、そうではないとこ

ろは落ちていくという、そういうある意味では前向きの格差なんですけれども、そういう

ものが生まれてきている気がいたします。 

 こういう中で、多分私どもも、食、観光、国際または環境・エネルギーなどのなにかし

らにかかわっていかなければいけないような部分も出てくるのかなと思いますが、私ども

がひとつやっているのは、環境に関連はしているのですが、全体的に言いますと道内の企

業というのは今、代替わりの時代なんですね。だいたい経営者が次の代に代わりたいとい

う会社が多くて、そういう代替わりのところで四苦八苦しているところでございます。で

すからそういう意味では、代替わりをどういうふうにうまくやっていくか、また、道も人

材育成やなんかの形で動いてくださっていますので、うまくいけばまた一歩もっと違った

経営者といいますか、国際的な目を持った北海道の中での経営者が生まれてくるのではな

いかと思っております。実際に代替わりで次の代の方たちと育てると言うことは本当に急

務であり、北海道にとって重要な問題になってくると思いますので、そういう意味ではい

ろんなお知恵もまた貸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。みなさまから、貴重なご意見をいただきまして、時間も迫って

きていますので、最後に山谷部長からひとことお願いいたしたいと思います。 

 

 

■山谷経済部長 

 さまざまなご意見、ありがとうございます。 

 私、実は経済部になる前の商工労働観光部と言った頃にいて、それから部を出て総合政

策部や環境生活部とか、１４、１５年ぶりにこの経済部に戻ってきて、この２週間次々と

資料を人に押しつけて、次々と説明するという、とにかく短期間にある一定の枠組み内の

方向性なりを身につけなければならないということで、若い人たちに勉強させてもらって

いるんですが、ただ１４、１５年ぶりに戻ってきてみて、施策っていうのはあんまり変わ

っていないかなという気が正直言うとします。それは分野が、昔の私いた頃に、新規成長

分野産業振興ビジョンといって、環境であるとか情報であるとか、企業支援産業であると

か、福祉関連機器など福祉もありましたがそういうものを振興しなければならない。そん

なビジョンを作っていたのが１４、１５年前。それに合わせて企業誘致条例。それこそ当

時は大型誘致というのを目指して条例で３０億円を突破するかしないかというのが各県の

競争という時代もありました。それで今日に至ってみて、改めて施策というのを眺めてみ

ると多分、アヒルの水かきのように、とにかく足を止めたら地域が後退する、停滞をして

しまう。とにかくやり続けなければ、やらなければいけないという施策と、それともうひ
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とつは、なんとかしてこの時代を突破して、ブレークスルーをするための施策というのと

あるのだろうという気がします。とにかく努力をしなければならないといけないのは、日々

汗をかく、鍛錬をする、それによって、地域が磨かれるということがありますし、それか

らブレークスルーのためには何か制度、仕組み、場合によっては基盤整備も含めて仕掛け

を作っていくということがきっと必要なんだろうなと。フード・コンプレックス、これは

まさにそもそもが矢継ぎ早に国の方でいろんなものを打ち出して、とにかくそれに遅れち

ゃならじというので北海道として食をテーマに手をあげて、全国で食をテーマにしたのは

北海道だけというので、フード特区認定をいただきました。これも個々の取組で何か生ま

れるというよりは、その取組をできる環境をつくる、もしくは押し上げてやる。そして世

界と戦える企業が北海道に生まれるための仕組みづくり。きっとそういうものなんだろう

なと。そうすると個々の企業さんにしてみると、なんだかよう分からんなというのと、手

間暇ばかりかかって果たしてメリットがあるのかというのが当然出てくる話だなという気

がします。それは私どもがそのことはきちっとご説明しながら、まさに今、取りかかって

いる竹林食産業振興監が先般も東京に行ってまいりましたが、国と議論している規制緩和

なんかについてしっかりとそれを実現してそのメリットをみなさんにお見せするというこ

とがきっと大事なんだろうなという気がいたします。 

 それと企業誘致に関連して、東北とのつながりという面でいくと、実はここに東日本大

震災の影響に対する対策という書き方を、役人ですからこういう書き方をせざるを得ない

んですが、実は知事の公約では「バックアップ拠点構想」ということで入っております。

それは、まだまだ北海道、これから競争力をつけていくためには、高速道路、港湾、空港、

新幹線も含めて、さまざまな基盤整備も必要。産業活動の為にも道民の生活の為にも必要。

だけど厳しい中でなかなかそれは難しいとしたときに、北海道が自分のことしか考えてい

ない北海道に国が投資をするはずがない、ほかの投資が入ってくるはずがないとすれば、

もう一度北海道の役割を見直して、まさか目の前で東北地震が起こるとは思っていません

でしたが、東海・東南海という人口密集地、産業・経済の集積地、そこが大きな災害に見

舞われた時に、どこに逃げるか、どこがこの国を支えるか。やっぱり北海道しかないだろ

うというので、その「バックアップ拠点構想」というのを打ち出しているわけでありまし

て、そうした意味では、全部が全部海外に出て行くわけではないだろう、からっぽにはな

らないだろう。やっぱりこの国のベースにして我が国民が日々の暮らしを行い、我が国の

産業がこの国にきちっと生産活動を展開していくという意味ではリスク分散でこの北海道

という土地をしっかりと活用いただきたい。そのために企業誘致条例から何から見直しを

しながら、厳しい状況ではありますが、みなさんのお力をお借りしながら、北海道として

しっかりとこの国を支えるという意味でのこれからの政策を打っていかなければいけない

と思ってございます。 

 第１回目の商工審議会ということで、正直申し上げて大変緊張して出席をしましたが、

１時間経つ間に少しほぐれてきましたので、おしゃべりをさせていただきました。どうぞ
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今後ともよろしくお願いいたします。 

 

  

■武邑会長 

 終了時間を過ぎましたので、このあたりで議事を終了したいと思います。どうもありが

とうございました。それでは事務局にマイクをお返しいたします。 

 

 

■加藤主幹 

 本日は大変ありがとうございました。 

 みなさまからいただ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参りたいと考えております。 

 なお、次回でございますけれども夏の終わりか秋頃に開催したいと考えております。ス

ケジュール調整につきましては近くなりましたらまたご連絡させていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 


