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平成 24 年度 第２回北海道商工業振興審議会議事録 

 

日時：平成２４年１２月１３日（木） 

１０：００～１２：００ 

場所：かでる２・７ ７３０研修室 

 

 

■経済部総務課 加藤主幹 

 それでは、予定の時間になりましたので、ただ今から平成２４年度第２回北海道商工業

振興審議会を開催いたします。私、本日の進行を務めさせていただきます、道庁経済部総

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。 

開会にあたりまして、経済部長の山谷からご挨拶申し上げます。 

 

■山谷経済部長 

おはようございます。本日は、年末のお忙しい中、時間を割いていただき、ご出席を賜

りまして誠にありがとうございます。感謝申しあげます。また、皆様には、日頃から道政

の推進にご支援とご協力をいただいておりますこと、改めて御礼申し上げます。 

４月に開催した審議会では、「北海道の経済施策の展開」をテーマに、委員の皆様から様々

なご意見を頂戴いたしました。「本道のものづくり産業の生き残りのため、腰を据えて取り

組むべき」と。また、フード特区等の取組については、全道でそれを活用できる仕組みを

考えるべき。また、中心市街地の空洞化、買い物難民の発生といった課題の解決、また経

営者の代替わり等のこれからの展開に向けた支援といった事などについて、それぞれご意

見をいただきました。ご意見を踏まえ、私どもこの一年間、製造業中心に道内企業と東北

関東とのビジネスマッチングや、食や観光等の施策の展開をして参りました。 

本日の審議会では、皆様にご議論いただいて策定した「産業振興ビジョン」に基づく施

策展開について、２３年度の取組実績、また、進捗状況などを報告させていただきますと

ともに、今後、私どもの施策展開にあたりまして、国や民間との大胆な連携も踏まえて、

これから進めて参りたいと考えておりますので、そうした点についてのさまざまな皆様方

の専門的な観点からの、いろいろなアドバイス等頂戴できれば大変ありがたいと考えてお

ります。 

また、海外市場の活力を本道経済の活性化に取り組むことを目標として、現在策定を進

めております「海外との経済交流推進方策」につきましても、案の段階でご説明をさせて

いただいて、また皆様からさまざまなご意見を頂戴したいと考えております。 

１２月になりまして、昨日も経産局と合同の「電力需給連絡会」を開催いたしました。
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この冬も厳しい７％以上の節電を道民の皆様にお願いすると共に、大口事業者の方には、

万が一に備えた停電を回避するための調整プログラムといったものへのご協力もいただい

ているところでございます。電力の安定供給が、私どもの産業・暮らしにとっても本当に

重要なことであると、改めて痛感をしているところです。皆様には、いろいろご苦労をお

かけするかと思いますが、どうぞご協力よろしくお願いいたします。 

本日、限られた時間ではございますが、皆様から活発なご議論をいただいて、今後の私

どもの施策に反映をして参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

■経済部総務課 加藤主幹 

続きまして、委員に異動がございましたので、新しい委員の方をご紹介いたします。 

北海道経済連合会専務理事の恩村裕之委員でございます。 

 

■恩村委員 

恩村です。よろしくお願いいたします。 

 

■経済部総務課 加藤主幹 

北海道商工会連合会副会長の竹田悦郎委員ございます。 

 

■竹田委員 

よろしくお願いします。 

 

■経済部総務課 加藤主幹 

お二方は、商工業分野における幅広い知見をお持ちでありまして、本道経済界を代表す

る団体の役員にも就任されていることから、委員にご就任いただいております。 

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

えさせていただきます。 

 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 地域経済課長の

高橋毅様にもご出席をいただいております。 

 

■高橋オブザーバー 

よろしくお願いします。 

 

■経済部総務課 加藤主幹 

 皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に、皆様にお知らせをいたします。本審議会は、道が定める「附属機関の
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設置及び運営に関する基準」に従い、「公開」といたします。また、議事録も北海道のホー

ムページ等で閲覧に供します事をご承知おき願います。 

それでは、ここからの進行は、武邑会長にお願い申し上げます。 

 

■武邑会長 

 おはようございます。それではまず、副会長の選任についてであります。 

  当審議会条例第４条第２項において、「会長及び副会長は委員が互選する」と規定され

ております。これまでは北海道経済連合会の吉田様に副会長をおつとめいただきましたが、

吉田様のご後任にあたる恩村委員を副会長に、私から推薦したいと思いますが如何でしょ

うか。 

 

（一同了承） 

 

  ありがとうございます。それでは、副会長は 恩村委員にお願いすることといたします。 

恩村委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

■恩村委員 

よろしくお願いいたします 

 

■武邑会長 

それでは本日の議事に入りたいと思います。 

本日の議事は、次第にありますとおり、２件の議題を予定しております。 

まずは、議題の１つめ「ほっかいどう産業振興ビジョン」に基づく施策展開について、

事務局より説明をお願いします。 

 

■今井総務課企画調整担当課長 

経済部総務課の企画調整担当課長の今井でございます。私の方から、「ほっかいどう産業

振興ビジョン」に基づく施策展開について、ご説明を申し上げます。 

資料は、１－１、１－２を使ってご説明させていただきます。 

まず、資料１－１でございます。「『ほっかいどう産業振興ビジョン』の推進管理につい

て（平成２３年度）」とございます。産業振興ビジョン、昨年１２月、本審議会でもご議論

いただきまして策定したところでございます。このビジョンでは、経済情勢など、時代の

変化に対応しながら、重点的な施策を展開していくため、毎年「実施計画」を策定し、翌

年度に取組実績と目標の達成状況をとりまとめて、公表をするということになってござい

ます。本ペーパーは、その取組実績を取りまとめ、経済効果の分析・評価を踏まえ、公表

したものの抜粋でございます。委員の皆様には、ご案内を申し上げた時に、同封をさせて
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いただいておりますので、ご承知のことかと思います。    

実は、経済部が所管する、この経済活性化のビジョンは、本ビジョンで３代目でござい

ます。毎年度、実施計画を作成して、実施結果を詳細に点検するという作業を規定したビ

ジョンは、今回初めてということで、２３年度推進管理を行いました。 

 まず、資料の左の箱、産業振興ビジョンの概要とございます。こちらの方は、ご議論を

いただいたということで、既にご承知の事かと思いますけれども、まず、施策展開としま

しては、ちょうど策定の年、３．１１東日本大震災という未曾有の震災があったという事

で、それに対する影響をどれだけ緩和していくかという対策と共に、地域の力強い地域経

済づくり、そして本道の強みを生かした成長力強化に向けた取組の推進という構成になっ

てございます。そしてこちらの資料で、（４）地域の取組とございますけれども、こちらの

方は、毎年作る実施計画の方で取り扱っているということになってございます。 

 それでは、右側の箱の産業振興ビジョンの推進管理ということで、ご説明をさせていた

だきたいと思います。 

まず、事業の実績・成果の把握でございますが、実績の把握にあたりましては、実績、

いわゆるアウトプットは、当然のことでございますが、その事業の実績によって、どうい

った成果が出たのかということを出来る限り数値による把握を行うという事で、登載事業

２６８事業のうち、１１６事業について数値によるアウトカムを把握したということにな

ったところでございます。 

そして２３年度の主な取組の成果でございますけれども、まず、東日本大震災の影響対

策では、外国人の観光客、震災の影響で大変激減いたしました。２３年４月、マイナス７

８％ということになりまして、これをどうにかしなければいけないということで、知事の

トップセールスによる観光需要の喚起などを行いまして、平成２４年４月には、２２年４

月比ですけれども、大体、回復することができたという状況になってございます。 

そして、次に力強い地域経済づくりですが、企業誘致に取り組みまして、立地件数では

６２件ということで、前年度が４９件でしたので、震災のリスク分散、そういった企業様

の動きもあってか、６２件という数字になってございます。 

そして次に、本道の知恵を活かした成長力強化に向けた取組につきましては、食クラス

ター活動の加速ということで、オール北海道での推進体勢の強化ということで、食クラス

ター連携協議体というものがございますけれども、２２年に設立になってございますが、

参加機関数が１，７１２機関ということで、多くのみなさまの参加によって、事業が進め

られているところでございます。 

 次に、指標の進捗状況とございます。本ビジョンでは、施策の成果を表す指標を２２設

定してございます。国の統計資料なども活用しているもので、まだ発表になっていない数

字もございまして、取りまとめ時点では、１５指標が把握できているというところです。 

そして進捗状況でございますが、基準値を上回った指標では１１指標。企業立地件数や

雇用創出数、こちらは基準値を上回ってございます。基準値を下回った指標というのは４
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指標ございまして、主なものでございますと、やはり震災の影響を受けた観光客の入込数

などは、基準値を下回ってございます。 

そして、こういった既存統計などを使った施策の点検の他に、企業ヒアリングや地域意

見交換会というものを行いまして、施策の評価とフィードバックを行ったところでござい

ます。まず、企業ヒアリングにつきましては、２３年度に道の施策を利用していただきま

した企業様へヒアリングを行いまして、施策による成果や課題を把握すると共に、地域意

見交換会、こちらは、地域の商工団体の皆様、市町村、そういった方々にお集まりいただ

きまして、いろいろお話をお聞かせいただいたというところでございます。把握した意見

につきましては、こちらに記載してございますけれども、町内の関係課にフィードバック

をいたしまして、今後の施策の進め方、また、次年度の施策の検討などに活用していると

いうところでございます。 

最後になりますけれども、経済効果の分析評価ということで、代表的な指標を用いた経

済波及効果というのを出してみました。産業年間表によりまして、ビジョンの重点項目で

ございます、食・観光・ものづくり・企業立地について分析をいたしまして、北海道にも

たらす生産波及効果や税収効果、雇用誘発数などを推計をしたところでございます。結果

のほうの説明は割愛させていただきたいと思います。２３年度の推進管理につきましては、

以上のとおりでございます。 

そして、資料１－２をご覧いただければと思います。資料１－２は、「今後の経済部施策

の方向性について」というタイトルがございます。ただ今、ほっかいどう産業振興ビジョ

ンを昨年１２月に策定をして、２３年度事業の推進管理を行ったとご説明をさせていただ

きました。２４年度におきましては、力強い地域経済をつくるために、中小企業対策・も

のづくり・雇用と。そして本道の経済の成長力を強化するためということで、食・観光・

国際・エネルギーという形で、それぞれ当該年度の取組を記載させていただいております。

中小企業対策では、長引いている景気の低迷に対応しまして、企業の事業再生や新事業展

開を図るという取組み、そして地域商業につきましては、本年４月に地域商業の活性化に

関する条例を施行いたしまして、地域が一体となった空き店舗対策や買い物弱者対策、こ

ういったものに対するご支援をさせていただいているところでございます。ものづくり産

業につきましては、自動車関連産業、そして北海道に優位性がございます食関連産業、そ

して今後、成長が期待できる環境産業の誘致の推進、こういったものに取り組んでおると

ころでございます。そして、雇用の関係になりますと、若者の就職支援を行います、ジョ

ブカフェ北海道、そして、中高年の皆様の就職支援を行うジョブサロン、こういったもの

を、地方でも拠点を作ったということで、支援をさせていただいているところでございま

す。次に「食」は、先程もお話をさせていただきましたけれども、食クラスター活動を推

進しているというところでございまして、フード特区では、マネージメント組織が整備さ

れるなど新しい動きが２４年度は出てきてございます。そして「観光」でございます。こ

ちらも、北海道の産業を代表する分野でございますが、長期滞在型観光地の確立に向けた
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取組を推し進めているというところです。そして「国際」でございます。こちらにつきま

しては、東アジアに向けた道産品の販路の拡大、また、北海道の寒冷地技術を活用したロ

シア極東での商談会の開催などを行っているところでございます。そして最後でございま

すけれども、地域の特性を活かした新エネルギー導入、省エネの促進ということで、取組

を進めているところでございます。 

こういった２４年度取組を進めているところでございますが、それでは今後どうするか

ということで、下の箱でございますけれども、こちらに最近の本道を巡ります社会経済情

勢を列記させていただいてございます。当然、今後の施策を重点的に進めていくためには、

こういった情勢の変化をしっかりと捉えて、方向性を決めていかなければいけないという

ことで、他にもあるとは思いますが、代表的なものを列記させていただいているというと

ころでございます。まず、中小企業対策でございますが、平成２１年に施行され、二度も

延長がされている中小企業金融円滑化法、こちらがついに法律の期限が到来するという状

況がございます。そして、ものづくりの関係でいきますと、東北で大手自動車メーカーの

生産拠点化の動きがどんどん進んでいると。そして、雇用情勢を見ますと、依然としてや

はり全国と比べますと、厳しい雇用情勢になっているところでございます。そして、私ど

も本道の成長力を強化しようという分野で一生懸命取り組んでいる食品工業につきまして

は、付加価値がつきまして、全国との差が拡大をしてしまっているというところがござい

ます。そして、観光、国際、貿易といった部分では、領土問題などもございまして、相手

国の政治経済状況に起因するカントリーリスクというものが顕在化し、それが懸念になっ

ているということが言えるのかなと。そして環境・エネルギーでございますけれども、こ

れまで、なかなかコストの面で導入が進まなかった再生可能エネルギーですか、固定価格

買取制度が今年の７月から導入されたということで、一つの追い風となる情勢があるのか

なという認識でございます。 

そして次に、地域の動きということで、道央から釧路・根室という形で書かせていただ

いております。地域では、どういった形で進んでいくのだろうかというのを、実は、道の

新・北海道総合計画というものの中に、地域別の政策展開方針というのがございます。そ

れぞれの地域の特徴を活かして、地域の進めるプロジェクトを、原案ベースでございます

が、こちらの方に記載をさせていただいております。 

さて、こういった情勢を受けまして、これから経済部政策をどういった方向で検討して

いくのか、続けて取り組んでいくのかという整理をさせていただいたのが、その下の箱に

なります。 

まず、中小企業対策では、先程申し上げました金融円滑化法の期限が到来すると。これ

を受けまして、中小企業の皆様の経営改善や再生支援に、きめ細かく対応していく必要が

あるのではないかと考えてございます。そして、ものづくり産業でございますけれども、

東北での大手メーカー様の生産拠点化の動き、これを 指をくわえて見ているわけにはいか

ないということでございまして、東北地域等の自動車生産拠点をターゲットとした誘致・
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参入の取組みを、引き続き力を入れていかなければならないのではないかと、そして、そ

れに加えまして北海道のものづくり、こちらを進めていくためには、地域の産業支援機関

を活用した地域の産業力の強化をやっていかなければいけないだろうということで考えて

ございます。そして、手前どもの道庁で持ってございます高等技術専門学院、こちらをし

っかりと活用した産業人材の育成、道内の産業界の企業の皆様に送り出していくといった

取組みが必要ではないかと考えてございます。そして、雇用関係でございますけれども、

依然厳しい雇用情勢、これはもうどうしようもないのですが、雇用の受け皿、そしてミス

マッチの解消ということで、国の施策を活用しながら、そしてまた労働局と連携をしなが

ら取組みを進めていく必要があるのではないかと。そして次、食・観光・国際・環境とい

う北海道の成長力を強化していくための取組みでございますけれども、こちらの方では、

新たな食品機能性表示制度、こちらはフード特区の方で進められているものでございます

が、こちらを活用した、より付加価値の高い製品の開発を進めていく必要があるのではな

いか、そして北海道の強みでございます食と観光、これを連携して、新たな商品を開発す

ることを支援、こういったことが必要ではないか。そして、観光につきましては、今お話

ししたことに加えまして、特に外国人観光客の皆様につきましては、各国のニーズ、市場

の特徴、そういったものを踏まえた形での誘客促進が必要ではないかと。ひとくちに東ア

ジアと言いましても、宗教上の慣習が全く違う、そういった国があるわけですから、そう

いった皆様に対応した誘客対策、そういったものを、きめ細かくしていく必要があるので

はないか。そして、あとはローコストキャリア、新幹線の開業効果、こういったものをし

っかり活かすと、そういった取組みが必要ではないかと。そして国際関係、貿易になりま

すと、海外ネットワークを強化する必要があるのではないかと。こちらに主要都市、民間

と記載してございますけれども、道内の主要都市、自治体の皆様も、中国に事務所を出し

たりしてございます。そして当然、民間企業の皆様の事務所もございます。そういったも

のとのネットワークを強化いたしまして、前線で基地化といいますか、そういったものを

作っていく必要があるのではないか。そして市場を開拓するということなのですが、相手

国の地域課題の解決、例えば北海道の寒冷地技術を活用して地域の課題に協力、こういっ

たものを通じた市場参入の促進、こういった方法もあるのではないかということでござい

ます。そして最後に、環境・エネルギーでございます。こちらの方、北海道はバイオマス

や風力、太陽光といった自然エネルギーの賦存量というのが、かなり大きくございます。

そういったものを積極的に活用いたしまして、産業の振興などを図っていく必要があるの

ではないかということで、方向性として考えてございます。 

 そして次に、こういった方向性、施策、取組み、どうやってこれを推進していくんだと

いうことが、左側の下の箱にございますけれども、今後の施策の推進手法ということで、

今考えているところでございます。まず、この箱の中に＜現状＞という部分がございます。

こちらで、マイナスシーリングの長期化という記載になってございますが、実は、経済部

予算が、基本的には道税の、いわゆる道費ベースと言われるもので、平成２０年度の２０
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４億円から、平成２４年度は１６４億円と５年間で２割減っており、一般施策事業の持ち

こたえも限界に来ているのかなという状況にございます。そして次に、緊急雇用創出推進

事業（厚生労働省）とあるのですが、こちらにつきましては、２５年度については、相当

額の予算が減少するという見込みでございまして、事業自体も平成２６年度いっぱいで終

わってしまうと。ちなみにこちらの事業、２４年度で道が実施している部分で、約３５、

６億の規模の予算でございますけれども、こちらが２６年３月で終了してしまうという厳

しい状況がございます。ただ、厳しいだけではなくて、例えば、道では道内以外の企業の

皆様と、包括連携協定を結んで、一緒にお仕事をさせていただいているところですけれど

も、その協定を結んでいる企業数が、平成２０年度の１３社から、２４年度には２２社と

いうことで、１．７倍に増えていると。また、道内の金融機関の皆様が、地域振興事業を

充実していっていると。観光や食、ものづくりを中心とした取組へのご支援が、金融機関

の皆様によってなされてきているという動きがございます。そして、こういった動きを踏

まえながら、民間の皆さまのお力を借りながら、そして国の施策を積極的に活用しながら、

来年度以降、施策を進めていきたいと考えてございます。そこで、緊急雇用創出推進事業

は、まもなく終了ということでございますが、厚生労働省さんでは、まだ概算要求ベース

でございますけれども、戦略産業雇用創造プロジェクトということで、産業政策と一体と

なった雇用創出効果の高い事業を実施します。そこで受け皿をつくって、就職口を増やし

ていくという事業を、１プロジェクトあたり最大１０億ということで、要求をしていると

いうところでございまして、そちらを積極的に活用して仕事を進めていきたいと。また、

これは全国でも初めてのはずですが、北海道労働局と道庁が協定を結びまして、一緒に若

年者の就職対策をやっていこうと。また、産業振興と雇用創出の一体的な取組を進めまし

ょう、そして情報共有を行って、就職支援を積極的に行っていこうという協定を締結させ

ていただいております。こういった取組を通じまして、民間の外のお力をお借りしながら、

大胆に活用させていただきながら、産業振興施策を展開していきたいという基本的な考え

方をもちまして、いろいろ施策の検討を進めているところでございます。以上でございま

す。 

 

■武邑会長 

それでは意見交換に入りますが、まず資料１－１についてご意見をいただき、その後に

資料１－２、１－３について意見交換をさせていただきたいと考えております。 

 まず、資料１－１の「２３年度の推進管理」ですが、事業の成果や指標の進捗状況を把

握し、「産業連関表」を活用して施策の経済波及効果の分析・評価をおこない、そして、企

業ヒアリングや意見交換会を実施し、把握した課題や改善意見を施策の検討に活用すると

いうことでした。 

 ビジョンの実効性を高めるためには、道の産業振興施策が道民生活の向上や地域経済の

発展にどう寄与したかを分析・評価し、それを次の施策に繁栄していくことが非常に重要
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です。今回の推進管理で行われた方法が適切なのか、足りない事などがあるのか、他に適

切な方法はないか、など皆様方からご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

■本間委員 

最後に「代表的な指標を用いた経済波及効果」とありますが、これ単年度の結果ですよ

ね。平成２２年度はこれだけ、２３年度はこれだけと、それぞれの１・２・３・４の項目

について。 

効果を見るのであれば、経年変化といいますか、何年かの結果、増えてますよとか、変

わってませんとか、減ってますということで、効果がわかるんじゃないかと思うのですが、

これ単年度の数字であれば、ちょっと効果なのかどうかわからないんじゃないかなという

ことで、担当の方のご説明を。 

 

■今井総務課企画調整担当課長 

今お話いただきましたとおり、単年度の数字でございます。単年度で、北海道経済にど

れだけ寄与したのかという数字で、把握をさせていただいたところでございます。今後も、

この項目につきましては、数字を追いながら波及効果の推計をするという考えで今、いる

ところでございます。 

 

■本間委員 

とりあえず今は、これしかないということでよろしいですか。 

 

■山谷経済部長 

本編のほうでは、この波及効果とか税収効果とか、これは初めて出したものなので、今

年度把握した出荷額に基づいて出しています。出荷額であるとか最終需要額であるとか、

これは毎年度把握しておりますので。本編のほうでは指標として、それから経年変化、追

いかけて記載をさせていただいております。増減もみているところであります。 

 

■本間委員 

わかりました。 

 

■武邑会長 

他にございますでしょうか。 

 

■吉本委員 

  質問よろしいですか。 

吉本です。東日本大震災の影響対策の中で、外国人観光客については高橋知事がトップ



- 10 - 

 

セールスをいち早くなされて、こういう形で回復をしたということは、高く評価されると

思いますが、ここに出ていない中で、道外からの観光客の道内への入込数というのは、何

か把握されているものはありますか。 

 

■飛田観光局長 

道内全体の観光客の動向も把握しておりますし、道外からの入込も把握しております。 

 

■吉本委員 

感覚的にはどんな感じなのかお願いします。 

 

■飛田観光局長 

昨年度は、道内の方々が結構、動いて下さいまして、支えていただきました。道外から

のお客様は、後半かなり盛り返しました。ただ、全体として総数では、入込数は一割減と

いうことで、確か有珠の噴火の時も、かなり観光、痛手を被ったのですが、この時も一割

までは減らなかった。ということで、かなり厳しい状況でございます。ただ今年に入りま

して、道外からはかなり持ち直しておりますし、海外からも増えています。逆に、道内の

動きが、少し弱い状況になっております。 

 

■吉本委員 

わかりました。 

 

■武邑会長 

よろしいでしょうか。 

それでは、続きまして資料１－２「今後の経済部施策の方向性」についての意見交換に

入りたいと思います。資料１－２の左下、今後の施策推進手法資料１－２の右下、重点的

に取り組む施策を中心に、ご意見などをいただければと考えております。 

 まず、「今後の施策推進手法」について、ここに示された道と民間や国との連携に関し、

その考え方や手法などについて、ご意見やご質問、あるいは、ここにはない別の手法の提

案でも結構ですので、皆様からご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

髙井委員いかがでしょうか。 

 

■髙井委員 

 それではＰＤＣＡの回路で言えば、資料１―１と１－２両方合わせてのコメントです。 

第一に、この産業連関表、レオンチェフ式で計算されたところで、今後に関係すると注

目されるのは、食品加工業が、全体の中で非常に出荷額が大きいことです。更に、加工業

の３倍近く出荷額はあるんだけれども、生産波及効果や雇用誘発数になると４倍です。も
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のづくりよりも実は波及効果があるような計算なので、ちょっと不思議なんですが、しか

し、これをもしそのまま信じるのであれば、雇用だとか経済の活性化には、食品加工業は

鍵になるのではないかと見られる。 

第二に、今回の施策の中で注目したいのは、外国人来道者と企業立地の経済波及効果で

すね。両者の出荷額、生産波及効果、雇用誘発数が、ほぼ同等である。外国人が観光に来

ることがものすごく重要だというふうに一般の人は常識で思っていると思うんですが、数

値で見る限りそうではなくて、企業の立地の方が非常に重要である。その意味で前年に４

９件が６２件に企業立地を伸ばしたというのは、これは非常に大きな成果で、評価して良

いことだと思うんです。しかしそれは、震災後バブルみたいなものがおそらくあったと思

います、今後の企業の多国籍展開だとかリスクの分散、それからチャイナ・プラス・ワン

みたいな方向性からすると、おそらく道内への企業立地は、これから激減するはずです。

企業立地の空洞化に対して、対策は打たれているのかと。これは目に見える観光客と比べ

ると、目に見えないだけに、ボディブローのように効いてくるんじゃないか。取りあえず

は以上であります。 

 

■武邑会長 

貴重なご意見、勉強になったと思います。 

吉本委員いかがでしょうか。特に、金融機関が有する資源の活用について。 

 

■吉本委員 

この中には、中小企業者等金融円滑化法の期限が到来という項目も含まれておりますけ

れども、このことにつきましては、１１月初めの金融担当大臣の談話が文章でも発表され

ておりまして、基本的には円滑化法の期限到来後も、金融検査・監督の目線は、何ら変わ

ることはないと記されております。そのことについて、金融機関の第一線営業店まで周知

徹底をして欲しいという大臣談話も出ておりまして、こと地域金融機関に関する限りは、

既にそういった意思統一が出来上がっております。ただ、昨今の報道等を見ますと、円滑

化法到来後の倒産増加等を危惧するような記事も多く見られます。しかしこれは、円滑化

法が延長される、されないに関わらず、現在の取り巻く景気環境の中では、多少は増える

のではないのかという客観的な見方のほうが、私は正しいんじゃないかなという気がして

おります。円滑化法については、そもそも当初導入されました時には、円滑化法を採用し

ている間に、景気が少しずつ回復していくという前提の中で、仕事が企業に増えることに

よって財務バランスも改善していくという前提があったわけですね。ただその景気動向が、

ご案内のとおりでございます。私どもも、いろいろな企業経営者と接する機会があります。

円滑化法はどちらかというと直接的な貸出しではないですけれども、お金の支援です。し

かし、「お金は大事ですが、もっと大事なのは仕事なんです。仕事がなければ、バランスは

改善できません。」と皆様おっしゃる。大事なのは仕事ですから、それに向けて前年から引
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き継いだ、この今年度の方針、方向性は間違いなくこれで正しいと思っております。これ

を強化していって欲しいと思います。 

 

■武邑委員 

他にご意見ございますでしょうか。 

 

■西山委員 

 皆様には、ラーメンをとおして日頃より何かとお世話になっている西山でございます。

手前どもでは、現在世界１０ヵ国でラーメン店とお取引をいただいております。麺たれの

供給だけでなく調理方法のご指導も含めた形で開業支援をさせていただき、北海道のラー

メン文化を発信させていただいております。来年度も、新たに２ヵ国から引き合いがあり

開業に向けての支援を進めさせていただいております。 

資料１－２の表で、今後の施策の推進方法について触れられております、現場からの情

報、また私が現場へ伺って少し気になるところがございます。金融関係の方々からもこの

ような支援について情報をいただいておりますが、現場目線からの心配ごととして、受発

注、あるいはお金の決済をどうしたらいいんだ、商流をどのようにしようかという分野で

みなさん悩まれております。北海道には食産業、中小企業の方が沢山おられます、商流に

ついての知識が不足している、情報が少ない、問合せ窓口もよくわからない、その結果一

歩が踏み出せないという状況だと思います。 

本日、本間社長もおられますけれども、物流面での心配もございます。初歩的な心配に

なりますが、相手国に届ける方法、通関がとおったあとお客様のところまでどのように届

けたらいいのか、このあたりについても悩まれている方が大勢おられます。 

もうひとつですが、特に食の分野にいえることです、各国の検疫について、法的規制に

ついて、法令について、これらについてみなさんよく熟知していない、国によりまちまち

です、どのようにして情報を得るのかで皆さん悩んでおられます。 

手前どもでは、さっぽろ産業振興財団さん、ＪＥＴＲＯさんにお尋ねしております、商

社さんからも有益な情報をいただいております、道庁さんで商流、物流、法令関係を一括

して熟知している窓口があると助かります、聞いたらすぐわかる、教えてくれる、そのよ

うな窓口があれば、中小企業の方々が助かると思います。世界各国に北海道の食を発信し、

ビジネスに結び付けるという流れは、これから増えていくものと思っているところでござ

います。 

北海道には、食産業の分野で、中小企業が加盟している業界団体が数多くあります。手

前どもですと、製麺協同組合、全国組織でございます。それぞれの業界においてそれぞれ

の団体があるかと思います、味噌業界にもありますし、先般、食中毒の問題が出ました漬

け物では業界団体が設立されました。このような業界団体に道庁さんや関係機関から発信

していくと、加入各社それぞれの企業に伝わっていくのではないかと思います。せっかく
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の良いプランでございますので、プランのさらなる推進と活性化のため業界団体の活用も

必要ではないかと思います。以上でございます。 

 

■武邑委員 

ますます、海外市場開拓に向かっていく中小企業を支援していく窓口にぜひ、働きかけ

をお願いしたいと思います。 

 それでは、先に進めさせて頂きたいと思うのですが、続いて「重点的に取り組む政策」

について、皆様の取組もご紹介いただきながら、道が担うべき役割などについて、ご意見

等をいただければというふうに思います。いかがでしょうか。 

それでは、ご指名させていただきながら、進めたいと思うのですが。 

まず、中小企業の金融円滑化法の先程のお話を受けて、再度吉本さん、いかがでしょう

か。 

 

■吉本委員 

方向性ということでしょうか。 

 

■武邑会長 

はい。 

 

■吉本委員 

方向性的には、先程も申し上げましたけれども、やっぱりこの成長力強化の４分野を中

心としてやっていくのが、北海道にとっては間違いなく良いと思いますので、それぞれの

項目をより強化していくという流れで問題ないと思っています。 

 

■武邑会長 

それでは竹田委員、いかがでしょうか。特に地域の動き、中小企業対策で。 

 

■竹田委員 

十勝では、帯広市中心として１８の町村がありまして、商工会、会員さんが１８で約４,

０００、帯広会議所の会員さんも約３,８００位ですから、帯広市と郡部と大体同じぐらい

の会員数で、いろんな形で今、連携しながら食品の関係に取り組んでいます。それからエ

ネルギーの関係ですが、十勝も最近、太陽光バブルみたいな形で、ソーラーパネルがあち

こちに目まぐるしく建っているんですよね。私、この間、林野庁の農林部長さんから、十

勝の林業の関係でいろいろお話受けた中で、太陽光のソーラーが実際、本当にいいのだろ

うかという話から、十勝の場合は、太陽もいいのですけれども、畜産関係、非常に盛んで

ありまして、ふん尿対策。それからカラマツ林だとか林業が十勝は多いです。やはりそう
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いう再生エネルギーの場合についても、もうちょっとふん尿、それから林業の、山に間伐

材の破片だとかいろいろなものが放置されているんですよね。そういうものをもうちょっ

と有効に活用すれば、林業の再生につながるのではないか、そして雇用にもつながるので

はないかという話を聞きまして。地元の林業関係の人にお話しているんですけど、やはり

今、林業界大変厳しくて、紙がだんだん少なくなってきて、木材屋さん、チップもなかな

か買ってもらえないような状況になってきているみたいなんですよ。それで何とかそうい

うものも、エネルギーに再利用できる形を、何とか地域がまとまって出来ないのかと。な

かなか一社で出来ないものですから、やはり十勝のいろいろな業界が、やっぱりまとまっ

た中でやっていかなければ、なかなか出来ないのかなと。特にエネルギー、これから７％

の節電だと出てますんで、できればそういう部分も、もう少し現場を見た中での取組みを

していただきたいなと。太陽光パネル、あれ１０年１５年なった時に、あのパネル自体を

廃棄する時には、どういう処理するのかと、私ちょっとわからないものですから。 

 

■武邑会長 

そうですね。もう今、ドイツでも問題になってますね。高コストですし。多様な選択肢

の中で、やっぱりエネルギーの問題を考えていくべきであって。 日本は案外、これだっ

て決めてしまうと、それにわーっと走ってしまう傾向があるので、その辺は、委員のご意

見、非常に重要だと思います。それでは、ものづくり産業、特に自動車関連産業の立場か

ら、杉本委員、いかがでしょうか。 

 

■杉本委員 

デンソーエレクトロニクスの杉本でございます。北海道に車両工場をというのは現実的

に非常に難しい話なので、地理的に近い東北との連係という方向性は非常にいいと思いま

す。この施策について具体的にまだあまり認識していませんが、そこへ納める部品メーカ

ーの全体レベルは正直言いまして東北に負けています。私のところでも道内での部品調達

が進みつつありますが、北海道だけじゃちょっと難しい局面もあるので、一時期、東北も

調べに行きました。やはり山形、宮城、あの辺では非常にいい部品メーカーがあって、自

動車メーカーからすれば、近くからいっぱい仕入れられる環境がある。北海道からという

と、例えばニッチなところで、「こういう分野をやるんだ」、というふうに相当なインパク

トがないと、総花的にマッチングで何かいいところはないかといってもなかなか難しい。

更に難題は輸送費ですよね。我々も、東北からと考えた時に、近いから安いだろうと思っ

たら大間違いで、東北からよりも名古屋からのほうがよっぽど安い。なぜかというと、既

に物流のルートが出来ているということなんですね。先日も我々親しい仲間が集まって、

みんなでグループでやるかという話もしたところなんですけど、仲間だけじゃなくて、道

全体でそういう物流というものを考えないといけないというような気がしています。もち

ろん、東北をターゲットとした企業誘致ということも、もちろんやらなければならないと
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思います。 

それから、ものづくりからちょっと外れますが、今非常に良い例があって、お米です。

ゆめぴりか。内地ですごく売れてるんですね。テレビコマーシャルがすごくいい。みなさ

ん見られたことありますか。北海道ではやってないんですが、先日特集で見ました。すご

く良いコマーシャルをスザンヌがやっていて向こうではゆめぴりかが品薄になってる。こ

れは、コマーシャルが良いからだけじゃなくて物が良いから売れるんでしょうけど。 

企業誘致についても、北海道はものづくりの環境としてはすごく良いと思うんです。こ

ちらに来て何度か申し上げておりますが、そのいいところが上手く伝わってないというの

が事実です。ゆめぴりかが非常に良い例だと思います。観光でも、ものづくりでも北海道

の優位性を、もっとインパクトのある施策を打つことが大事じゃないかなと思います。 

 

■武邑会長 

貴重なご意見、ありがとうございました。日詰委員、いかがでしょうか。人材育成、も

のづくりの立場から、何かご意見いただければと思います。 

 

■日詰委員 

日詰と申します。人材育成というより、ものづくりの立場なんですけれども、一応北海

道、観光でいこうということなんですけれども。もちろん食事とか美味しい、食べ物も大

事なんですけれども、安全というのも重要なポイントだと思うんです。こないだのトンネ

ルの屋根の崩落事故、もしあれがゴールデンウィークで渋滞している時だったら、９人ど

ころではない、とっても大きな被害が発生したと思うんですよね。それで、観光で行くか

らには、お客様に長期滞在していただくなら、やはり安全というのも重要なポイントだと

思うんです。トンネルはもちろん、橋とかも老朽化しているものがありましたら、早急に

橋梁を改善していただけたらと思います。そのためには、ちょっと宣伝になるんですけれ

ども、うちの会社でハイブリッド高欄組合というのに入っているんですけれども、支柱を

鋳物で、そして横梁をアルミニウム合金で作っていまして、それは今までのものから比べ

たら、ちょっとコストが高いのですけれども、長くもつので、とてもコストパフォーマン

ス的には良いと思うんです。それを検討していただいて、ぜひともインフラ整備をしてい

ただけたらと思います。それによって、企業の活性化にもつながりますし、雇用問題解決

にもつながると思います。以上です。 

 

■武邑会長 

それでは、ご指名をさせていただきたいと思います。 

地域商業の活性化の取組、古内委員、いかがでしょうか。 

 

■古内委員 
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商店街の役員をしていますので出席させていただいていると思っています。 

皆さんのような大きな規模の数字ではないのですが、産業振興ビジョンの概要での、人々

の生活を支える力強い地域・経済づくりに貢献していると思っています。 

２、３日前の新聞で、コンビニが５万になったと載っていました。コンビニがほうぼう

で出店し始めの頃は地域の雑貨屋さん、お米屋さん、酒屋さんが新しい形になるのかと思

っていました。お酒の権利たばこの権利を持っているお店がコンビニの形になっていくの

かと思っていました。ところが、全て自由に扱えるようになって、いつの間にか、地元の

オーナーさんのコンビニより本部が経営しているお店が多くなってきているようです。地

域の何かをお願いしても本部にきいてからということで賛同していただくのに苦労致しま

す。先日のテレビでオバマ大統領が子供のクリスマスプレゼントを地域の本屋さんで１５

冊求めたそうです。地元の店で買うことは、雇用につながりますからね。というコメント

をされたそうです。地域が支え合うということは力強い経済づくりになると思っています。 

私どもの商店街女性部の研修会で埼玉県の地域支え合いの仕組みを勉強いたしました。

経済の関係者だけではなく社会福祉協議会の方と一緒になって支え合う仕組みづくりでし

た。地域の店も一緒になって経済発展させていきましょうという内容でした。県の支援メ

ニューも有りそれぞれの地域が同じ方向を向いて力強い地域経済づくりを目指しましょう

ということでした。 

 

■武邑会長 

続きまして、先程のゆめぴりかは付加価値化も含めて成功している事例ですけれども、

食品工業の付加価値率の全国との差が拡大しているということになっております。この辺

は、西山委員いかがでしょうか。 

 

■西山委員 

 西山でございます。昔から北海道の会社は食品に付加価値をつけるのが苦手であるとい

われています。北海道の原材料を使って九州では明太子が名産になっている、京都では塩

昆布が名産になっている。背景には北海道の道民性というのか、のんびりしているという

のか、助け合い精神がありすぎるので、困っている者がいたら助ける、なんとか生活はし

ていける。ちょっと別の切り口と話題に変えて宜しいですか。 

この話題についてですが、私の方も仕事柄、よく国内外出張に出て感じるところがあり

ます、アジア各国では北海道の文字がますます増えています。アイスクリーム屋さんの看

板に北海道の文字が入っている、北海道と何のご縁もない原材料を使って堂々と北海道の

文字を掲げています、北海道の文字を出すだけで売上げが２桁伸びるということになって

おります。北海道のブランドは、北海道にご縁のない方のほうが上手く利用されておりま

す。 

先日の鹿児島の山形屋さんに行く機会があり寄らせてもらいました。北海道物産展の期
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間中、街中が北海道になっていました。２週間で約１０億の売上があるようです。街中の

いたるところに北海道の文字が溢れておりました。北海道の魅力は何かについては、地元

北海道よりも遠い方のほうがよくわかっていると思うわけでございます。 

観光についての話題について思っているところがあります。北海道の方が、あまりにも

身近になりすぎている北海道の資源、北海道の方には悩みも多いのですが、雪と寒さだと

思います、雪と寒さ。実は今日、会場入る前に道庁赤れんがの前を歩いてきました。中国

香港台湾からと思われる観光の団体さんが写真を撮られていました、道庁赤れんがでなく

雪に埋もれている池の写真を撮っていました、なるほど雪がこんなにめずらしいのかなと。

地元の人には悩みもある雪と寒さをもう少し上手く利用したような観光施策の開発に大き

な経済価値があるのかなと感じさせられました。行政さん同士の連携も上手くやってもら

えればなと思っております、例えば雪祭り、毎年大通公園を主会場として開催しています

がマンネリ化しているような気がします。第二会場は毎年いろいろと場所が変わります。

多分できないということになるのでしょうが、豊平川の河川敷で開催し花火を打ち上げる、

開発局がどうだとかという話になると思いますが、もし実現したら来場客数は倍増、経済

効果も倍増になると思います。行政間、横の連携を上手く行って、お客様目線での観光施

策に取り組んでいただければと思います。仕事柄出張に出て街歩きも行います、お客様目

線の街づくりはシンガポールや欧州が一歩先を進んでいるような気がします、外から北海

道を見ると食でも観光でも成長施策の多くが見えてくると思います。 

 

■武邑会長 

それに連動して、海外ネットワークの強化と海外への販路拡大も含めて、本間委員いか

がでしょうか。 

 

■本間委員 

コンチネンタル貿易の本間でございます。先程、西山社長さんから、商流、物流、そし

て法令、それをまとめてどこかやるべきかというお話でしたけれども、実は私ども、その

全てを今やっております。最初、私ども中国貿易、特に中国から、あるいは海外からの輸

入が専門だったんですけれども、４年程前から北海道の食が、近隣諸国、中国で大変注目

されまして、北海道の食を海外に輸出するということで、食品の輸出事業を始めました。

残念なことに始めた途端に、半年くらいで３．１１、それから今回の中国の反日、それか

ら尖閣の問題ですね。今、ストップしているような状態なんですが、逆にシンガポール、

タイ、ベトナム。中国以外の国からの引き合いが、かなり増えてます。西山さんのラーメ

ンも、私どものルートで出させていただいています。商流は、確かに大変難しいんですが、

一旦商流ができますと、非常に物がスムーズに流れる。それから物流も、既存の物流を上

手く活用しながら、なるべく大きなロットでコンテナ、あるいはＬＣＬとかですね、物に

よってはそういう形でも出せますし、冷凍でも、最近タイなんか直行便ができました。今
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それをトライしようということで、向こうの商社さんと検討中でございます。それから各

国の制度、それぞれ違います。つけるべき衛生証明等の中身や品目、それぞれ各国によっ

て全部違いますので、ひとつひとつ実験的にやっていきながら、かなりのところまできた

というふうに思っていますけど、まだまだ政治状況が変われば、中国のように今まで大丈

夫だった書類だけでは済まないようなものを要求されて、結局はシップバックするという

ような事態が、今年の秋、かなり日本全国で起こったようでございます。それはカントリ

ーリスクのほうに入ると思いますが、そういうことを総括にやっているのが、地域商社で

はないかなと思っておりますが、なかなかその辺が上手く、各生産者にまだ伝わっていな

い。私どもの契約、足りないせいであるかもしれませんけど、これからは商社として、商

社機能を十分発揮できるようなＰＲ活動をやっていかないとだめかなと思っています。 

その中で、１１月１９日の道新の朝刊に出てまして、みなさん見た方もいらっしゃると

思いますけれども、私の会社、北海道中小企業家同友会の中に、国際ビジネス研究部会が

ございまして、毎年過去８年間海外視察をやっています。ずっと中国中心だったんですけ

れども、中国ビジネス研究部会から、国際ビジネス研究部会にあげまして、中国以外のと

ころも見ていこうということで、今年の春、韓国に行って参りました。韓国の大田市を中

心に企業を視察しましたけれども、その時大田市側の企業の方から、「せっかく大田市と札

幌市、姉妹都市交流しているので、経済交流もしましょうよ。」ということで、積極的な申

し出がありまして、早速半年かけて色々調整した結果、札幌市と大田市の企業、あるいは

中小企業団体同士でビジネス推進協議会をつくって、お互いに交流の物産展やマッチング、

セミナーをどんどんやっていこうじゃないかということで、覚え書きをつい最近交わして

きたばかりでございます。やはり、民間だけではやはりなかなか費用的な事は大変なので、

どうしても行政の支援をいただかないと駄目だと考えています。 

実は大田市側から、札幌市というよりは「札幌市・北海道」、そして「大田市・忠清南道」。

つまり大田市をとりまく県みたいなものですね。少し地域を広げて交流しませんかという、

逆に積極的な提案をいただきました。それは何かというと、札幌市だけやっても、彼らは

あまり魅力を感じない、これ語弊がありますけれども。やはり北海道があって札幌市があ

るというような考え方が彼らの根底にはありまして、ぜひ北海道という名前を入れて下さ

いというふうに申し出がありまして、名前を入れました。つまり、我々北海道中小企業家

同友会、北海道全道にまたがっていますので、全道の中小企業、特に海外、特に韓国との

ビジネスに興味があるところと声をかけていきたいと思いますが、ぜひ行政の支援、協力

をいただかないと、なかなか進まないと思いますので、これはお願いということになると

思うのですが、是非、道の経済部さんとしても、今後、私ないし私どもの会長が相談にい

ったときはよろしくお願いしたいということで、ちょっとご報告がてら、お話させていた

だきました。以上です。 

 

■武邑会長 
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それでは高橋オブザーバー、いかがでしょうか。 

 

■高橋オブザーバー 

経済産業局の高橋でございます。いつもお世話になっております。 

今のこの資料の道庁さんの経済部さんの重点的に取り組む施策、拝見しまして、全て非

常に大事な施策で、私どもの施策も同じような項目を柱にさせていただいています。 

ただ、道庁さんもそうですけれども、私どもも毎年予算も減っていますし、マンパワー

というか、人もどんどん毎年着実に減っている状況の中で、全てを同じようにやっていく

のはなかなか難しくなっていますので、メリハリをつけてやっていきたいと思っています。 

特に、最初、経済部長様のお話もありましたけれども、私ども関係しております、エネ

ルギー電力問題、非常に大事なもので、皆様にもいろいろとご不便もおかけしておりまし

て、今年の冬、新聞等々でもご承知のとおり、７％以上の節電ということで、産業界の皆

様も家庭の皆様にも、多大なご協力ご支援いただいて、何とか乗り切りたいと思っており

ます。私も、こないだ室蘭と登別の停電の時に、停電の次の日、登別室蘭の会議所さんと

か、市役所さんとか、あといくつかの企業さんとか、避難所とか、一般家庭とか何カ所か

見てきました。我々子供の頃は、停電は結構頻繁にありましたけど、今はもう何年も停電

なんてないというのが染みついている。電気がないと照明がつかないだけじゃなくて、ト

イレも使えないとか、飯も作れない、風呂も入れない、何も出来ないという状態で、本当

にエネルギー、電力の大切さというのを、肌身にしみて実感しました。うちの親戚も登別

に住んでいますけれども、布団にくるまって、復旧するのを待つしかないというような状

況で、ろうそくを買いに行っても、どこにいっても売り切れてるしという話です。生活も

そうですし、やっぱりエネルギーというのは、産業を振興するにしても基盤なのかなと改

めて実感しましたので、私ども経済産業省ですので、再生可能エネルギーの活用も含めて、

省エネルギーももちろんそうですけれども、その辺万全を期していきたいと思いますので、

また皆様方のご協力をお願いしたいと思います。 

 

■山谷経済部長 

私のほうから、貴重なご意見、頂戴したので、お答えをさせていただきたいと思います。 

貴重なご意見、種々頂戴いたしましてありがとうございます。この本編を皆様にお送り

してあるかと思うのですが、一番最初に、食品工業の出荷額と企業立地件数のところ、企

業立地のところの、実はこの取りまとめがなかなか難しくて、製造業４６件の建設・機械

設備投資額というのが、工場等を新設・増設された分だけで、極端なことをいいますと、

その税収効果、不動産取得税とかですね、その当該年度に払った分だけという、非常に限

定された集計の仕方をしておりまして、その意味では、操業による出荷額も、操業されて

一会計年度の時に、ご報告をいただいた出荷額であります。製造業としては、もっと大き

な、順調に生産を行っておられるところは、更に大きな効果を生み出していただいてると
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思っておりますので、その辺、もっとトータルに見えるまとめ方が必要だったかなと思っ

ているところでございます。今後ともこの辺は、精査しながらやって参りたいと思ってお

ります。 

それから、これ西山社長からいただいたんでしょうか、業界団体への発信ですね。私ど

も、できるだけ業界団体を通じて皆様に伝わるようにと思って、予算時期には、予算の概

要というのを、各経済団体にお持ちをして、ご説明をさせていただいているんですが、分

厚いんです。だから、あれをコピー焼いて参加の企業に配布をされるというのも難しいん

だろうとすると、ある一定のコンパクトにまとめたもので、また業界団体のほうに周知を

させていただくような工夫をさせていただきたいと思っております。私ども経済部は、道

内の企業、経済界の窓口でありますので。 

それから、中小企業金融円滑化法の期限到来。期限到来、期限到来と脅されているんで

すが、何がどう変わるのか、正直申し上げると、先程おっしゃられたように、期限が来て

もちゃんと支援をしろと、今までと変わらず支援をしろと、国の方からは来ていまして、

その意味では、それぞれの地域の金融機関の皆さんは、そのことを十分ご承知で、いろい

ろな方策を立てていただいていると思うのですが、企業さんのほうは、そこまでまだ伝わ

ってないとすると、まさにその媒介役を私どもが果たさなければいけないかなと思ってお

りまして、各振興局ごとにそうしたことが十分果たせるように、それと地域の金融機関の

皆さんと、きめ細かいネットワークを持って地域の中小企業をご支援できるように、来年

度努めて行きたいと思っているところであります。 

それから、先程お話のあったエネルギーの関係でありますが、まさに、どうも太陽光な

ら太陽光、風力なら風力の一辺倒で走るというのがどうもあるのですが、実は私ども各地

域ごとの特性に応じて、太陽光、風力、バイオ、それから地熱でありますとか、道内の賦

存量を分析したのを、実はホームページでご提供申し上げております。どちらかというと、

日本海側は風力で、太平洋側は太陽光、しかしながら内陸部は、やはり農業であるとか林

業を活かしたバイオですとか、そういうのが地域特性として色濃く反映されておりますの

で、それぞれの地域での地産地消の試みを、計画の段階から事業化までご支援できるよう

に、またこの補助メニューも、経産局さんがお持ちのいろいろなメニューもございますの

で、連携してご支援できるように、またそのことが、地域の皆様に伝わるように、私ども

来年度、努めて参りたいと思っておりますので、どうぞ何かあったらお呼びいただけると

ありがたいなと思います。それから先程の商流・物流の関係でありますが、それとカント

リーリスク、ＣＩＱの関係。これおっしゃるとおりで、実は私ども北海道貿易物産振興会

というところに、北海道国際ビジネスセンター（ＨＩＢＣ）という、まさに、皆様にそう

いう情報をまとめて伝える機能があるのですが、正直申し上げて、少しまだ活発化してい

ないというところがありまして、来年度、ここを中心に、実際にやっておられる民間の皆

様のお力をお借りして、具体例を、他のまだこれからやろうとされている方々にお伝えで

きる、またそのことを通じて皆様の横連携ができて、北海道が更に飛躍できるように、皆
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様のお力をお借りしながら来年度、強化して参りたいと考えております。 

それから物流の関係、これまさにコストも含めて北海道の大きな課題でありますので、

今、自動車関連産業の皆様とは、いろいろ方策検討させていただいて、正直なかなか難題

ではありますが、これは、粘り強く私どもやって参りたいと思っておりますし、それから

国際物流でいくと、今開発局さんのほうで、クロネコヤマトさんとの連携で、新しいルー

トもつくろうという研究会も開催していただいておりますので、そうした関係機関との連

携を図りながら、これも何とか道を開いて参りたいと思っております。 

それから地域の商業の関係でありますが、今年度、商業活性化条例を制定いたしました。

その中に、大手の出店される方も、地域貢献というのにしっかり努力してほしいというの

を規定として入れてございます。先般も商店街の方とお話をしたのですが、規定を入れて

くれてもなかなか言いづらいんだよね、言っても聞いてくれないというお話も承っており

ますので、そうした場合、地元で何かそうした方々と話し合い持たれる時に、どうぞ私ど

も呼んでいただいて、そうした条例を定めた趣旨、規則の趣旨、そうしたものを皆様にお

伝えをしていきたいなと思いますので、どうぞ遠慮なくお声をかけていただきたいと思い

ます。それから、地域の支え合いとか、これも条例に基づいて、今年度全道で１１件、そ

れぞれ地域での弱者対策などの対策を組んでいただく、そうした事業もスタートをさせて

いただいておりますので、またそうした成果、取組について皆様に情報をお伝えして、更

なるお知恵を頂戴して参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それから先程、韓国との大変良いお話をお聞きしたなと思って、嬉しくお聞きしていた

ところでございます。札幌市さんとも、いろんな協力をしていきましょうということで、

連絡会議も開催したりしておりますので、同友会さんには積極的な取組をこれまでもいた

だいておりますので、同友会さんのお力をお借りしながら、民を中心としながら、いろん

な障壁がある時に、私ども行政が、行政としての課題解決というのも含めてご一緒にやら

せていただきたいと思っているところであります。 

他にも、さまざま大変貴重なご意見頂戴いたしました。それを踏まえて私どもの来年度

の施策、更に検討深めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

■竹林食産業振興監 

お時間もおしているようですので、ひと言だけ申し上げますけれども。私、食産業担当

しております竹林でございます。食品工業の出荷額というのが、この資料１－１の中で載

っておりますけれども、北海道の食品工業、出荷額では都道府県別では第２位ですけれど

も、付加価値率ということであれば、都道府県別では第４５位、下から３番目という状況

でありまして、先程、髙井委員あるいは西山委員からも、そこら辺の取組の強化というお

話が出たところでありますけれども、やはり付加価値を高めるというのは、フードチェー

ン全体の中での取組でなければならないと思っておりまして、西山委員のお仕事でありま

す製麺でも、まず農業生産のところで、麺に適した品種を作っていく。今例えば北海道で
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は、ゆめちからという、パンやパスタを作れる品種が、まず生産現場でできている。それ

を道内で粉をひいて、さらに麺にして販売していくというようなフードチェーン全体の中

で、価値を北海道の中に落とし込むという取組が必要だと思っておりまして、そうした観

点で食クラスター活動等を今進めているところであります。また、食クラスター活動を牽

引していく、大きな政策であります、フード特区につきましては、今特に輸出というのを

意識して取り組んでいるところでありまして、先程お話があったように、商流、物流、あ

るいは法的な規制の問題、さまざまありますけれども、今、お米とか、高鮮度野菜とかス

イーツ関係、具体的に取り組む中で、問題点を検証しながらやっておりますし、物流の関

係も、今、山谷から話がありましたとおり、いろんな混載コンテナとか、あるいはヤマト

運輸さんとジョイントを組んだ国際宅急便を活用した輸送ルートとか、具体的な取組の中

で問題を検証しながら、ひとつひとつ進めていきたいと思っています。また、引き続きご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

■武邑会長 

よろしいですか。 

議題の２つめ「海外との経済交流推進方策」について、事務局から説明をお願いいたし

します。 

 

■国際経済室三井参事 

国際経済室参事の三井でございます。この場をお借りしまして、海外との経済交流推進

方策の検討状況について、手短に説明させていただきまして、委員の皆様のご意見を賜り

たいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。恐縮ですが、座らせてい

ただきます。 

 資料２ですが、この推進方策は、海外との経済交流を拡大するために、道として何をす

べきかという方向性を明らかにするものでありまして、平成８年に貿易経済交流推進方策

という名称でスタートしまして、その後改定をしております。現行の方策というのが４代

目ということでございまして、平成２２年を初年度として３年間ということで、今年度が

最終年ということになります。この間私どもでは、ちょうど１年前に上海に事務所を開設

しましたし、今年１０月には直行便就航にあわせてタイへのミッションなどを派遣してお

ります。このほか食関連等の事業を進めておりますけども、食に限らず、例えばロシアな

どにおきましては、寒冷地技術あるいはそういった製品などの商談会などいろいろな取組

をさせていただいているところでございます。この間、東アジア諸国、ロシア、中国、こ

ういったところでかなり大きな経済発展している、あるいは円高、３年前の平成２２年は

１ドル９０円くらいだったのですが、現在８０円台、１割以上進行している。考えてみれ

ば１０年前には１ドル１３８円という時代もあったと。また、ご承知のとおり、この春タ

イで大洪水が起こったり、現在の日中情勢、こうした大きな国際情勢が変わっていると。
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あるいは国内でもいろいろなことが変わっているということでございまして、こうした状

況を踏まえて、現在我々は何をすべきかという重点的な柱につきまして、検討を進めてい

るところでございます。 

 それでは以下、お手元の資料に基づきまして、説明させていただきます。 

 現行の方策はどうであったかということですが、１番目の現行方策の検証をご覧くださ

い。この方策の推進期間につきましては、平成２２年度から２４年度までの３年間でござ

います。この間、道外でまず海外で道産品の販路開拓、あるいは観光客の誘致、あるいは

道産技術の展開、これを進めることによりまして、低迷する道内経済の活性化のために何

とか役に立っていきたいということを目標としております。そのための具体的な数値目標、

指標としましては、本道の強みはまずは食品でございますので、食品の輸出額を平成２０

年２６３億円だったのですが、これを２４年度までに１８７億円増加させて、４５０億円

にしたい、という指標を設定しております。 

 この間、最大の輸出品であるところの鮭の不漁、実は、本道の食品の輸出は３００から

４００億円の間なのですが、その中の７割くらいが水産品なのです。その中でも鮭という

のは実は一番多くて、例えば平成２２年度でいうと、３６９億円のうちの１５０億円が鮭

だったのです。ご承知のとおり、その翌年、２３年度というのは記録的な鮭の不漁という

こともございまして、２３年度の輸出は少し下がって３３６億円となったのですが、この

うちの６０億円が秋鮭ということで、秋鮭だけで前年度に比べて９０億円くらい減ったと

いうことです。トータルの姿は減っているのですが、それ以外の例えば加工品であれば、

平成２０年度と我々が見込んでいるところの平成２４年度でいくとだいたい倍くらい伸び

ているところであって、これはただ素材を出すと言うことだけではなくて、付加価値を高

めていくという方向性が少しづつ根付いていると考えております。 

 現行の方策の問題点としましては、一次産品、特に水産品の比重が高いということで、

漁の好漁、不漁に左右される部分があるので、ここにとらわれない、全体の数字だけでは

なくて、個々の要素をきちんと分析すべきだろうとの問題点が一つございます。 

 ２つ目は、よく言われていたことですが、我々が抑えています貿易額というのは道内港

で出した数値だけだったのです。ところがご承知のとおり横浜や神戸、あるいは下関を使

って海外に行っている部分も多いという話だけは分かってはいましたが、把握する術がな

かったわけです。たまたま昨年の原発事故の影響を受けまして、各国からはその製品がメ

イドインジャパンというだけではなく、どこのエリアで作られているのかということを都

道府県が証明しなさいという業務を受けているわけであります。それを受けて経済部は加

工品の産地証明をやっているわけです。それをたどると道内港だけではなくて、道外港の

どこを使って何が行っているのかが分かる。同じように水産品については水産林務部、農

産品については農政部がそこの調査をしています。各部と連携する形で道産品の食品の全

体の流れの実態調査というのを現在進めようとしているところなのです。途中経過で申し

上げますと加工品については、道内から出ているものの３倍くらいは道外港から出ている
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ようだと、逆に水産品については、ほとんどが道内から出ているようだと。これはたぶん、

日本全国に占める食品の比重、あるいは港の使い勝手などが要因と考えられまして、その

裏付け調査も現在しているところでございます。目標としては、年度末までに何らかの分

析をしたいと考えているところでございます。 

 ３つ目は、先ほど申しましたように、カントリーリスクということで、個々の企業では

どうしようもできないリスクがある。リスクというのは消せないものだと思っていますが、

対処はできると思っています。そのために、どういうリスクがあるのか、どういう対処が

できるか、そもそも今何が起こっているのか、こういったものをきちんと把握して道内の

企業さんにお伝えする、あるいは道庁がいろいろな情報を取りに行く、こういったことが

必要なのではと考えております。 

 まず、道内企業さんの海外取引はどうなっているのか、ただ出すだけではなく最近は投

資という形で、いろいろな海外の動きもありますので、それがどうなっているのか、どう

対処すべきなのか、こういったことについてもしっかりと取り組んでいかなければならな

いというのが問題意識でございます。 

 こういった状況を踏まえまして、新しい方策の検討を進めておりますので、以下、２番

目の新方策の基本的な考え方を説明させていただきます。 

 まず新しい方策の期間といたしましては、上位計画である長期総合計画の終了する期間

に合わせまして、平成２９年度までの５ヶ年間と考えています。 

 その中で輸出オンリーだけではなく、アジアの中の北海道として何ができるのか、そこ

をこだわるということで、ヒトやモノ、情報これが活発になるような、道内企業の挑戦の

機会、活動の機会を創造できるよう応援していくということを基本的なコンセプトと考え

ております。 

 海外との経済交流に係る施策、私どもの室だけではなくて、庁内にもいろいろな部局が

ございます。こういった施策はもとより、民間さん、金融機関さん、企業さん、関係団体

さん、あるいは国の出先機関さん、こういった施策をすべて取り込んで推進力といたしま

して、輸出の振興だけではなくて、道内企業の海外進出、海外投資、道内経済のグローバ

ル化を図っていくということを総合的に推進していきたいと考えております。 

 現状はどうなっているか、課題はどうなっているかといういことでございますが、３番

目をごらんください。 

 海外との経済交流を巡る状況としまして、下段から２枚目の上段にかけまして、例えば

輸出額の推移、道外企業の進出の動き、海外とのネットワークはどうなっているのか、あ

るいは中小企業の展開力という言葉を使っておりますが、海外と事を進めるにあたって、

どんなベースの力があるのか、ないのか、あるいは海外からの投資はどうなっているのか、

あるいは国際情勢の中で一企業では対応できないようなカントリーリスク、オペ－レーシ

ョンリスクが何なのか、こういったことを踏まえた形の対応が必要だろうという問題意識

でございます。 
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 具体的にこれを踏まえてどのような戦略を立てるかというところが、４番目の経済交流

拡大に向けた戦略というところで書かせていただいております。 

 基本戦略ということで、３つの柱を今のところ考えております。１つ目は各国の社会経

済情勢やニーズに応じた市場参入ということです。言葉にすると当たり前のようですが、

売りたいものをただ現地に持っていくと言うことではなくて、３つの要素を考えています。 

 １つは現地で求められている財・サービスを、北海道の力を使って解決を図ってあげる、

それによって新たな市場参入を考えるというものでございます。具体的には、道では中国

の東北の３つの省、あるいはロシア極東部の３つの州と地方と２０年以上パイプを持って

いるところでございます。 

 単なる文章でのやりとりやモノのやりとりの仲介ではなくて、環境や寒冷地技術を含め

た北海道の強みが、現地の社会で困っていることにどんな貢献ができるのか、こんな事を

考えていきたいと思っております。 

 ２つめは単発的な物産展ではなくて、現地のテレビやネットなど多様なメディアを活用

した戦略性を持ったブランド展開、これを通じて、道内企業さん、優秀なメーカーさんい

ますので、こういったメーカーさん、あるいは地域、こういった取組を応援していきたい

と思っております。 

 各国のカントリーリスクを念頭におきまして、的確な対応を行うための布石、あるいは

リスク回避に向けた情報支援を官民一体となって行っていきたいと考えております。 

 戦略の２つ目としましては、道内で貿易に関する主な企業・団体全てにご参加いただい

ております、先ほど山谷部長も申し上げましたが、北海道国際ビジネスセンターという枠

組みがございますので、ここの機能を強化して、道内中小企業が海外展開を図る上で必要

なソフト面での基盤づくりを進めていきたいと考えております。 

 ３つめにつきましては、対内投資ということで、ニセコが有名ではございますけれども、

赤井川にもつい先日タイ資本が入るなど観光リゾートなどの分野におきまして、アジアの

資本がどんどん入ってくるような時代になっていると考えています。その中でチャンスを

的確に捉えまして、地域社会の調和をとれた形での受入を促進するための市町村間の情報

共有や、対応ノウハウなどを充実させていただきたいと考えております。 

 こうしたコンセプトの元、２番目としまして、中国、あるいは中国以外の東アジア、ロ

シアにおきまして、それぞれ重点的に展開していく地域を記載しております。 

 なお、中国の欄にカントリーリスクを記載しておりますが、先ほど申しましたとおり、

今年のタイの洪水、あるいは 10 年前には東南アジア全域で通貨危機が起こっております。

ロシアでの法制度改正もかなりの頻度であるようだということで、こういったリスクがい

ろいろな国にいてもございますので、中国以外のエリアにおきましても情報の収集、柔軟

な対応を心掛けたいと考えております。 

 最後に、こうした取組を効果的に進めていくための対応としまして、５番目のところに

書かせていただきましたが、まず事業の管理や検証を行うための数値目標につきましては、
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庁内の部局で策定しております、食や観光をはじめとした分野別計画の目標値に加えまし

て、実際に海外に進出している企業、海外と取引を行っている企業などの数値目標を設定

しまして、事業の進捗を的確に管理していきたいと考えております。 

 庁内の連携体制の強化に向けましては、いろんな部局をただ名前を連ねるという報告主

体の会議ではなくて、目的と時限を明確にしましたプロジェクト単位のコンパクトなワー

キンググループを作って、本気で事業を動かしていきたいと考えております。 

 また、先ほど山谷部長も申しましたとおり、官民一体となった協力体制の枠組みといた

しまして、北海道国際ビジネスセンター（ＨＩＢＣ）の枠組みを活用して、あるいは個々

の機能を強化して連携を強化していきたいと考えております。 

 以上、ごく簡単に説明させていただきました。現段階では、検討の途中経過としまして、

これまで遡上にあがりました主な要素、留意点をお示ししたものでございます。 

 全ての構成要素を網羅したものではございませんけれども、今後各産業界の方々、貿易

支援機関などのご意見を賜りまして、具体的なデータや対策を盛り込んだ文書形式の素案

をまとめまして、パブリックコメントや議会議論などを経まして、さらに検討を深めた上

で、来年３月を目途としまして成案を取りまとめたいと考えております。委員の皆様にお

かれましては、このペーパーに限らず、本道のグローバル化を進める上で必要なご意見、

お知恵を幅広い観点からいただきますようお願いいたします。私からは以上でございます。 

 

■武邑会長 

 時間もそれほど残っていないものですから、海外との経済交流推進方策に関しまして、

特段ご意見があれば。 

 

■髙井委員 

 短く申し上げます。まずは今回この方針を拡大したのは大賛成であります。私の方から

２点だけですが、まず「モノ」の中に「資本」を含めた方がいいのではないかと。お話の

中にはあったんだけれども、言葉に入れておかないと海外企業の誘致や道内企業の海外直

接投資、間接投資、こうしたものを施策に落とし込めなくなると思うので、資本を入れて

もらいたい。 

 それから「ヒト」の中に「人材」をいれてもらいたい。波及効果を見ても、観光客の方

は実は１：１という波及効果しかないが、人材の方はおそらく１：３位の波及効果があっ

て、現在、北海道大学などでも留学生をここ５年で倍増以上させていて、英語での授業も

どんどん激増させて、いろいろな人材がたくさんいる。中国人、インドネシア人、台湾人、

韓国人のＰＨＤ、修士が続々出ている。それが全部本国に帰国したり、本州に戻ったりし

ているので、これらに対してきちんと雇用機会やインターンシップ、ビジネスチャンスに

向けるようなことをすると、観光客を１人迎えるよりも１０倍、２０倍も効果がある可能

性がある。以上です。 
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■本間委員 

先ほど道内の食品輸出について、道外港からかなりあるだろうというお話があったが、

私どもも海外と取引をしておりまして、道内産の加工食品が道外の商社さんから海外に出

している例がかなりある。私どもがそれのお手伝いをしたこともございます。 

 ちょっとこれは意外というか、考え方を変えられてはどうかと思いますが、先般ソウル

に行きまして、北海道庁さんのプロモート事業だと思うのですが、ソウルの現代百貨店で

北海道物産展をされている。現代百貨店に物を入れた商社の下にある日本側の商社、これ

は本州の商社です。結局どうして道庁のプロモート事業を道外の商社さんが受けたのか、

これは仕方がないと思ったのは、現代百貨店に入る食品の納入業者とつながっている韓国

の食品商社、それとつながっている日本の商社という、向こうから指定された商流を使わ

ざるを得なかった状況だと思います。つまり、結局は北海道の物産展をやるのに、道外の

物流、商社を使って出さざるを得ない現実がある。そうすると、果たして現代百貨店でや

ったことがよかったのかどうか。先ほど西山さんが商流が大事だとお話されていましたが、

まさにそのとおりで、全て北海道でやっていこうということであれば、商社も物流も港も

全部北海道でやるというくらいでやっていかないと、なかなか数字は上がってこないので

はないかと思います。当然われわれ商社の責任、力量も問われていると思いますし、それ

を道が支援していただくことも大事だと思うのですが、大きな流れを北海道で完結してい

くということを道庁中心にやっていただきたいと思います。 

 

■西山委員 

 たいへんすばらしい骨子案、特にオール北海道というところですが、これから手前ども

でも利用させていただきたいと思っているところでございます。 

 ４の戦略１に、「メディア等と連携した北海道ブランドの現地における効果的な発信」

とあります。海外でお取り引きがあるラーメン店から「今度来るときにあれ持ってきてち

ょうだいよ」、「こんなのないのかな」というリクエストがあります。「北海道の素材を

使っているということを証明した掲示物ってないのかな」というリクエストが増えており

ます。本物の北海道を証明するパネルやポスターで、なんちゃって北海道と差別化したい

という要望です。行政のマークが入った掲示物があれば最高です。海外での北海道ブラン

ドのほとんどはなんちゃって北海道です、うちは本物の北海道です、という掲示物で支援

をさせていただきたいなと思っております。手前どものお客様をとおして北海道ブランド

を高めることができます、よろしくお願いいたします。 

 

■吉本委員 

 今般タイの直行便ができまして、非常に注目されています。ＰＲを兼ねましてお話させ

ていただきますが、私ども道内に２３の信用金庫がございます。全国でも２７０ほどの信
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用金庫がございまして、そのセントラルバンクとして信金中央金庫がございます。その信

金中央金庫の４番目の海外駐在員事務所となります、バンコク駐在員事務所が１０月に開

業しております。私も１０月に行ってまいりましたが、今４名の職員が活動を開始してい

ます。また、バンコク銀行に１年間派遣されていた信金中央金庫の職員が東京に戻ってき

ております。北洋銀行さんもバンコク銀行と提携されたようですけれども、私ども業界と

しても、施策の中でお手伝いできることがあるかもしれません。いつでもご紹介しますの

でよろしくお願いします。 

 

■武邑会長 

 それでは最後に部長さんから。 

 

■山谷経済部長 

 まず、今の国際関係でたいへん貴重なご意見を頂戴して、ありがとうございます。いた

だいたご意見に留意して、これから取りまとめて参りたいと思います。 

 先ほどお話しのあったメディアを活用した北海道ブランドの発信、これは皆様のお力を

お借りして現地で発信してまいりたいと思います。 

 最初に民間との連携について打ち出しをさせていただいたのですが、今までの道庁の習

い性として事業を作ってお金が足りないので協力してくださいというパターンが多かった

のですが、既に民間でいろいろなことをおやりになっておられる。金融機関をはじめとし

て、地域振興のためにマッチングや物産展などをやっておられる。まさにそのこと、その

ものをお借りしてそこに私どもが乗っからせてもらって、また、私どもが乗っかることで

ひょっとすると今まで自分たちのお得意様という枠があったものを取り払ってもらって、

新しいお得意様を獲得していただくことにも繋げていただければありがたいということ

で、たいへん図々しいかもしれませんが、乗っからせてもらうという意味での連携を図ら

せていただきたいと思っております。 

 冒頭申し上げましたとおり、民間経済との道庁の窓口が私ども経済部でありますので、

皆さんの活動をお支えすると同時に皆様と一緒に北海道の新しい活路を切り開いていくと

いう覚悟で取り組んでまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

■武邑会長 

最後にひと言だけ。北海道ブランドを、集合的なブランドで展開していくことのリスク

が相当出てきていると思います。冒頭おっしゃっていた「北海道になりすましている」と

いう。市場の肥大化というのは、日本食のレストラン全体が世界で被っている現状でもあ

ろうかと思います。逆にいうとブランドの分散化、例えば「小樽＠北海道」というような

ことが、戦略的に必要になっている時期だと思います。 
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 メディア戦略でいうと、ソフトパワーのリスクマネージメントを、もっとアジアに対し

ては考えるべきだと思います。日本の世界に及ぼしているソフトパワーというのは、英国

の調査で世界で第６位なんですね。これだけハードパワーとは違う意味で、他の国から我々

の文化を支持していただいている。北海道もソフトパワーが非常に大きな力を持っている

ということです。ここを戦略的に担保していくような、ハードとソフトを一体化したメデ

ィア戦略はどうしても必要ではないかと、最後に私の方からひと言申し上げて終わりたい

と思います。それでは事務局にお渡しします。 

 

■経済部総務課 加藤主幹 

 本日は、皆様から貴重なご意見をいただきましてたいへんありがとうございました。こ

れをもちまして、本日の商工業振興審議会を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

 


