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第６４回北海道経済懇談会
「ローカル・アベノミクスの実現
〜稼ぐ・呼び込む〜」
平成２
８年１
０月４日!、一般社団法人日本経
済団体連合会（経団連）との共催により、第

経団連と道経連とは毎年経済懇談会を開催
しており、６
４回目の今回は２
３
０名が参加し、
『ローカル・アベノミクスの実現〜稼ぐ・呼
び込む〜』を基本テーマとして、【テーマ
１：競争力を強め「稼ぐ力」を引き出す】、
【テーマ２：多様な人材を「呼び込む」
】の２
点について、道経連からの問題提起をした後
に、自由討論形式で経団連との意見交換を行
ないました。

６
４回北海道経済懇談会を開催いたしました。
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両団体首脳挨拶

橋

賢

友

最初に、北海道に甚大な被害を及ぼした台
風被害についてです。本日お集まりの企業の

北海道経済連合会

!

ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。

会長

中でも、被災された方もいらっしゃるのでは
ないかと存じます。この場をお借りし、お見
舞い申し上げます。
一連の台風による被害は、回復基調にある
本道経済にマイナスの影響をもたらすもので、

北海道経済連合会会長の!橋でございます。

大いに懸念をいたしております。この度の台

第６
４回北海道経済懇談会の開会にあたり、一

風では、土砂災害をはじめ河川の決壊など多

言ご挨拶を申し上げます。

数発生いたしました。

本日は、経団連榊原会長、岩沙審議員会議

特に農業では、土壌流亡や用排水路の損壊、

長をはじめ多くの副会長の皆様には、大変、

作物の冠水などの被害が広範囲で見られ、復

ご多忙の中、遠路札幌までお越しいただき、

旧に時間を要することから、次年度の生産活

このような懇談の機会が得られましたこと、

動にも支障が想定されております。

心より感謝申し上げます。

ライフラインについて、国道では、３
８号線、

私は本年６月、前任の大内会長より引継ぎ、

これは釧路から滝川を結ぶ道路ですが、路肩

会長に就任いたしました。北海道経済の自立、

の洗掘や落橋が、また２
７
４号線、これは札幌

そして発展に向け、尽力して参りますので、

と釧路を結ぶ道路ですが、土砂崩れや落橋に

５

経済懇談会

より現在も通行止めとなっています。いずれ

産業もここ数年出荷額・生産額が好調でした

も北海道の東西をつなぐ大動脈です。鉄道に

が、この台風の影響で今年は大いに懸念され

おきましても、橋梁の流出などが発生し、

ます。

JR根室線では復旧の目途が立っておりませ
ん。

営者より、「温暖化の影響からかイカが前年

物流では、鉄道による貨物輸送が運休し、

の６割と不漁で、原料となるイカの確保に加

トラックが代替していますが、道内でのト

え、漁場が前浜から釧路方面に移ったことで

ラック不足とともに、道道の通行止め箇所が

輸送コストが上乗せとなる等、経営を圧迫し

多く、国道等の利用時にも大幅な迂回を余儀

ている。」との話を伺って参りました。新幹

なくされ、農水産物をはじめ道内外への輸送

線効果で潤う業種がある一方で、その恩恵か

に支障が出てきております。

ら遠い業種もあることを伺い、道内の隅々に

ホテルや温泉など観光では、施設被害に加
え、大規模なキャンセルが発生し、また観光
ツアーが中止となるなど大変心配な状況です。

まで経済の好循環を行き渡らせることの難し
さを痛感したところでございます。
人口問題では、全国と比べ１
０年早く減少が

北海道では、年末に向け、人流や物流など

進んでいる北海道にとって、地方創生は喫緊

様々な経済活動が活発化します。また、降

の課題です。このため、産学官金労言、全て

雪・積雪となれば、復旧工事に支障が生じる

が力を結集し、この問題に取組まなければな

ことから、早急な対応が必要となります。

りません。

このため、先月、北海道知事とともに、政

このような中、本日「ローカル・アベノミ

府・与党に対し、「早急な災害対策の実施」

クスの実現〜稼ぐ・呼び込む〜」をテーマに

を要望して参りました。

懇談できますことは、誠に時宜を得たもので、

さて、北海道経済についてですが、今申し

意義のあることです。

上げた台風の今後の影響が懸念されますが、

経済の活性化には、地域の強みを引き出し

これまでのところは全体として「緩やかに回

て行くことが重要ですが、北海道では、優位

復している」状況にあります。

性のある「食と観光」、そしてこれに力強い

その要因といたしましては、観光が好調さ

経済を作り出す「ものづくり産業」の振興を

を増している点が上げられます。昨年度、来

加えた３本柱を中心に、稼ぐ力を引き出し、

道した外国人は、アジアを中心に対前年を

経済の好循環を呼び込んで参りたいと考えて

３
５％上回る２
０
８万人と、初めて２
０
０万人の大台

おります。

を突破した他、本年３月に開業した北海道新

政府は、広域観光振興による北海道経済の

幹線も国内の個人客を中心に増加に寄与して

活性化を目的に「道内空港の民間委託」を検

おります。

討しております。

この他、設備投資は高水準で推移し、公共

このため道経連では、本年３月にその方向

投資も緩やかに増加し、また個人投資は雇用

性を取りまとめ、５月に道内経済団体による

や所得環境の着実な改善を背景に回復してい

研究会を立上げ、関心を寄せる企業に対し、

ることなどが要因です。

実務的な情報提供を行っております。

北海道の主力産業の一次産業は、農業も水

６

先日、函館を訪問した際、水産加工業の経

設置者が異なる道内の複数空港を、一括し
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て特別目的会社・SPCに運営を委ねる世界で

ご挨拶と簡単な最近の経団連の活動報告をさ

初のケースなだけに、私共としましても暗中

せていただきたいと思います。

模索な部分はありますが、民間委託により、

最初に日本経済についてですが、３年半の

民間のアイデアなどを活かした「道内空港の

アベノミクスの経済政策により、緩やかです

経営が改善」され、その上で「道内空港が均

が、回復の基調をたどっていると言えます。

衡ある発展」し、その結果として「広域観光

デフレ脱却ももう一息のところかと思います。

振興を通じて地域の活性化が達成できる」よ

ただ、このところ景気は足踏み状態で、特

う、関係者間で議論を重ねております。

に経済の好循環の鍵を握っている個人消費、

道内では対象となる空港が広域に所在して

あるいは設備投資が、今一歩力強さを欠いた

います。このため、空港所在地の企業の知見

状態にあります。先日発表された４−６月期

や地域の人的資源の活用は重要なことから、

の実質GDP成長率は、年率換算で、０．
７％に

SPCと地元企業との連携方策などについても

留まっております。それに加え、英国のEU

検討して参ります。

離脱問題、あるいは新興国経済の減速懸念な

経団連の役員並びに会員企業の皆様方には、

どを受け、世界経済の先行きの不透明感が払

北海道の創生につながる「道内空港の民間委

拭をされていないという状況かと思います。

託」に対し、大所高所よりご助言など特段の

こういった課題を乗り越え、デフレ脱却、そ

ご支援をいただければありがたく存じます。

して経済再生を確実に実現する、GDP６
０
０兆

最後になりますが、本日の懇談会が実りあ

円経済への確固たる道筋をつけるための正念

るものとなることを祈念いたしまして、私か

場であろうと考えます。

らのご挨拶とさせていただきます。

経団連といたしましては、政治と経済との

本日は、宜しくお願い致します。

連携をしっかり取りながら、山積する重要政
策課題に全力で取り組んでまいりたいと考え

（一社）日本経済団体連合会

榊

原

定

征

会長

ておりますが、その中でも地域経済の活性化
は特に重要な課題であると考えております。
地域経済の活性化なくして、日本経済の再生
はないという認識の下に、地方経済懇談会の
開催と地域経済活性化委員会の活動を２つの
軸として取り組みを進めております。

経団連会長の榊原でございます。本日は!

１つ目の軸である、地方経済懇談会ですが、

橋会長はじめ、北海道経済連合会の皆様には

今年度も北海道、九州など全国７地区を訪問

ご多忙の中、ご出席をいただきまして誠にあ

させていただき、各地の地方経済団体と地域

りがとうございます。また、先ほど!橋会長

経済の現状や経済の活性化に向けた取り組み

からお話がございましたが、この夏の一連の

などについて意見交換をしております。

台風によって被害を受けられた方々に対しま

本日、道経連の皆様と共に、「ローカル・

して、この場をお借りしてお見舞いを申し上

アベノミクスの実現〜稼ぐ・呼び込む〜」を

げたいと思います。

テーマに掲げ、意見交換をする機会をもった

北海道経済連合会の開催にあたりまして、

ことは、大変意義のあることだと思っており

７

経済懇談会

ます。道経連の皆様から頂戴した様々なご意

協議をさせていただいております。更に国内

見、ご提起、問題点につきましては、しっか

観光事業の拡大に向けて、会員企業に学校休

りと受け止め、今後の経団連の活動に活かし

業日に合わせて、年３日程度の追加的な年休

てまいりたいと考えております。

取得を呼びかけております。年休を効果的に

もう１つの活動の軸である地域経済活性化

活用し、３連休、４連休を作り、ご家族と共

委員会について、昨年６月、経団連の新しい

に観光旅行をするという呼びかけもしており

委員会として発足をさせました。古賀副委員

ます。

長が委員長でございます。経団連では、この

経団連といたしましては、道経連の皆様の

地域経済活性化委員会を中心に、昨年９月に

お力添えもいただきながら、こうした地域経

策定いたしました「地方創生に向けた経団連

済の活性化に向けた活動を強化してまいりた

アクションプログラム」について、９項目挙

いと考えております。その際大事なことは、

げており、順次実行に移しております。

地方の現場を直接見せていただくことであり、

北陸経済連合会、四国経済連合会との間で、
連携協定を締結し、それぞれの地方における

い、課題をしっかりと認識することであると

起業の促進、中小企業が抱える課題の共有化、

考えております。

あるいは活性化の支援といった取り組みを共

こういった地域経済の活性化の活動に加え、

同で進めております。道経連の皆様には是非、

経団連が優先的に取り組んでおります課題を

こういった活動をご検討いただきたいと思い

３点ほどご紹介したいと思います。

ます。

まず第１は、GDP６
０
０兆円経済の実現に向

経団連では、ご当地の強みでもある農業や

けて成長戦略を推進するということです。成

観光などの地域資源の活用に資する取り組み

長戦略の柱としてこの６月に「日本再興戦略

も行っております。

２
０
１
６」が発表されました。そこに盛り込まれ

まず農業ですが、経済界と農業界の連携プ

た「官民戦略プロジェクト１
０」を立ち上げ、

ラットフォームを構築して、農業界が現場で

今５
０
０兆円のGDPが６
０
０兆円になるようしっ

抱える課題に対し、経済界の技術・ノウハウ

かりと取り組んでまいりたい。

を提供するいわゆるマッチングを行うことで、

８

現場に従事しておられる皆様から生の声を伺

特に、１番目のプロジェクトに上げられて

農業の成長産業化を後押ししております。こ

いる第４次産業革命Society５．
０の推進につい

うした連携を通じて、すでにいくつかの具体

て重点的に取り組んでいきたいと考えており

的な成果も出ております。例えば、ビール酵

ます。これは、ビックデータ、AIロボット

母を活用した農業資材による収量の増加、あ

といった革新技術をフルに活用して社会の構

るいは品質向上の取り組みや物流加工適性の

造改革を進め、日本を超スマート社会に変革

高い野菜品種による作業効率の改善などの具

するまさに２
１世紀型の経済成長を牽引する最

体的な成果も進んでおります。

大の成長プロジェクトであると考えています。

また、観光について、高度な観光人材の育

中西副会長と私が新たな司令塔として、政府

成に向けて、首都圏の大学との間で観光イン

内に設置された未来投資会議に参加し、官民

ターンシップを実施しております。これを地

上げて進めてまいりたいと思っております。

方の大学でも展開できるように、道経連とも

第２番目は、財政健全化に向けた働きかけ

dokeiren

です。健全な財政状況の確立は、経済の持続

ご案内の通り、１
２月１
５日ロシアのプーチン

的発展を支える基盤です。また国際社会の信

大統領が来日される予定です。ロシアとの経

頼を獲得すること、国民や企業の将来不安の

済協力関係の一層の強化を図ってまいりたい

解消にも資することになります。今、国の長

と考えております。

期債務はGDPの２倍を超えていますが、こ

先月の末ですが、経団連、日本商工会議所、

れを解消するということです。政府には

そして日中経済協会の３団体、いわゆるオー

GDP６
０
０兆円経済の実現と合わせて、２
０
２
０年

ル財界で中国に経済ミッションを派遣いたし

度にプライマリーバランスの黒字化の達成を

ました。１
９
７
５年から毎年派遣しており、４
２回

目指していただきたいと思います。

目となります。中国の張高麗という国務院常

この財政健全化の最大の課題は、社会保障

務副総理の方と会談をする機会を得ました。

分野の抜本改革であります。給付の適正化・

私からは日中経済関係発展の基盤として、両

効率化を通じた社会保障制度の持続可能性の

国の良好で安定的な政治外交関係の構築が重

確保。子育て世帯への支援の強化・重点化。

要だということと、それに向けて両国の首脳

合わせて経済界としては、社会保険料負担の

会談をはじめ、様々な政府間対話を定期的且

抑制も求めていきたいと考えています。給料

つ、継続的に進めるよう求めました。また中

が上がっても４割以上は社会保険料の負担で

国経済の安定的な発展に向けた構造改革、特

減削されている状況であり、この点の改善も

に過剰設備の解消、日本企業の中国市場での

求めていきたいと思っております。

ビジネス拡大に向けた環境整備、知財権の確

３番目のポイントは経済外交です。経団連

保、日中韓FTAなどの経済連携の推進など

として、海外の活力を日本に取り込むため経

をお願いしました。これに対し、張高麗副総

済外交を積極的に展開しています。まず

理からは非常に真摯に前向きにご回答いただ

TPPについては、早期発効に向けて、国会

きました。特に印象的だったのは、政治外交

に強く働きかけております。TPP以外の経

関係について、ハイレベルの対話は６、７年

済連携については、日EUとのEPA、日中韓

中断していますが、中国としても、政府間交

のFTA、 東 ア ジ ア 地 域 の 包 括 的 経 済 連 携

流に力を入れていくとの発言がありました。

RCEPなどの経済連携協定を早期に実現をす

また、今週の日曜日から韓国を訪問し、経

るよう働きかけています。

団連のカウンターパートである全国経済連合

昨年経団連は、アメリカのワシントンにア

会の首脳と懇談会を開催いたします。これも

メリカ事務所を開設いたしました。新たな機

１
９
８
３年から毎年開催されておりましたが、０
６

能も活用しながら、アメリカ連邦政府、ある

年から７年間ほど中断をしており、一昨年か

いは州レベルでの交流を促進してまいります。

ら再開しております。今回が２
６回目ですが、

今月１
０月にはフィリピンの新大統領ドゥテ

日韓両国の経済産業協力の拡大などについて

ルテ大統領が来られます。また、１
０月の末に

協議する予定です。

は、ブラジルのテメル新大統領が来日され、

このように経団連は、中国や韓国をはじめ

この機会を捉えて懇談会を開催し、両国の経

アジア諸国との関係強化、アメリカとの重要

済関係の強化に努めて参りたいと考えており

な関係を強めること、それから欧州との多方

ます。

面に渡る経済交流を進めているところです。

９

経済懇談会

道経連の皆様におかれましては、引き続き

４，
０
５
９百万円の１
６％、件数では７件と全国６
５

経団連の活動への力強いご支援、ご協力をい

件の１
１％を占め、ともに都道府県で最大規模

ただきますようお願い申し上げ、少し長くな

になっております。

りましたが、私のご挨拶と活動報告とさせて

また、北海道は平成３
０年までに道産食品の
輸出を平成２
６年比５割増の年間１，
０
０
０億円に

いただきます。

高める目標を掲げております。

テーマ１
競争力を強め「稼ぐ力」を引き出す
問題提起
■農業の成長産業化

井

純

二

を受けた「北海道フードコンプレックス国際
戦略総合特区」や北海道主催の「道産食品輸
出拡大戦略推進協議会」など、関係機関と連
携して輸出など域外需要の取り込みに向けた
様々な取り組みを進めております。
しかし、北海道の農業従事者の平均年齢は
５
６．
５歳と、全国一若いとはいえ、他府県と同

北海道経済連合会

石

道経連も国際戦略総合特別区域として指定

副会長

じく担い手不足・高齢化が深刻化しており、
ICTやロボット技術を活用した省力化がます
ます必要になってきております。
省力化対策の１つとして、昨年、経団連の
皆様に経済懇談会の翌日に岩見沢でご覧頂い

「農業の成長産業化」に関して、特に、

た無人トラクターの導入が期待されており、

「６次産業化」
、「食の輸出をはじめとする域

現在、北海道大学が中心となって研究開発と

外需要の取り込み」、そして「担い手不足の

実証試験を行っております。

深刻化」の３点についてお話します。
道経連は、北海道を食の産業立国にするこ

よる作業効率向上が難しくなりつつある現状

とを目指して、産・学・官・金が連携して食

も踏まえて、スマート農業の実用化の早期実

クラスター連携協議体を立ち上げ、６次産業

現、若者が就農しやすい環境整備として就農

化事業者の「商品開発」や「販路拡大」を中

前後の所得の安定化対策、農地取得や機械・

心に支援活動を行って参りました。

施設の導入などの初期投資への支援策の強化

この取り組みをはじめて５年以上が経過し

を国などへ要望しております。

た今日では、多くの機関が６次産業化の様々

さらに、「食クラスター連携協議体」とも

な支援メニューを提供するようになり、一方

連携して、農・林・水産業の繁忙期や農作物

の事業者もこれらを積極的に活用するように

の収穫期のタイムラグを利用して労働力を融

なってきております。

通し合うなどの様々な試みの有効性や課題を

例えば、平成２
５年に始まった国と民間の共

１
０

道経連と致しましても、更なる大規模化に

調査・検討する取り組みを始めました。

同出資により６次産業化事業者を支援する

この実施に当たり、４月に北海道における

「A-FIVE」における平成２
７年８月時点の北

経済農業協同組合連合会であるホクレンを

海道の案件は、金額では６５
３百万円と全国

「食クラスター連携協議体」の新たなメン

dokeiren

バーに迎えるなど体制強化を図りました。

てきました。また、観光客の来道は６月〜９

このようなことから、昨今の経団連の「農

月に集中しており、１
２月〜３月では４割程度

業の振興に向けて農業界との連携を強化する

に減少するなど季節変動による繁閑差が大き

取組」に注目しているところです。

いことも課題です。

経済界と農業界とのワーキング・グループ

さらに中長期的には、人口減少と少子高齢

で連携プロジェクトの創出を進められている

化の進展を背景に、道内観光客の絶対数の減

とお聞きしていますが、新規就農の促進や企

少と旅行形態の変化、また観光業に携わる人

業の農業参入などの「担い手不足対策」につ

材不足の問題にも対応していかなければなり

いても議論されているのでしょうか。

ません。

是非、私どもの取り組みの参考に致したく、
ご教示をお願い致します。

このような状況から、北海道の観光産業の
発展には、外国人観光客に対する受け入れ強
化はとても重要であり、稼ぐ力を発揮する大

■地域一体となった観光振興

西

雅

之

旅行客の圧倒的シェアを占めるのは国内旅行
客です。北海道観光の活性化には、国内旅行

北海道経済連合会

大

いに期待する成長分野でありますが、北海道

副会長

客を増加させるための取り組みを疎かにはで
きません。
道経連の「北海道観光産業研究会」では、
外国人観光客の増加対応と共に、国内観光客、
特に道外客をいかに増加させるかの議論を

「地域一体となった観光振興」について発
言いたします。
まずは、北海道観光の現状についてご説明

行ってまいりました。取りまとめた「北海道
観光産業の事業基盤強化に向けた提言」につ
いて、概要をご紹介いたします。

します。平成２
７年度の観光入込数は５，
４
７
７万

まず、＜意識改革＞として、国の観光ビ

人で、うち道内客が４，
６
９
３万人で８
５．
７％を占

ジョンの訪日外国人旅行者４，
０
０
０万人達成に

め、道外客は５
７
７万人で１
０．
５％、外国人が２
０
８

向けて期待される先導的な役割を着実に果た

万人で３．
８％と過去最高となりました。好調

していくと共に、国内観光客取り込み強化の

な北海道観光を牽引しているのは外国人観光

適切なKPIを設定して重点的に取り組むべき

客でありますが、全体に占める割合は、低位

であること。また人手不足の問題については、

であるのが実情です。また、道外客について

経営者が労働生産性を向上させ、雇用条件の

も、平成１
１年度のピーク時の６
３
５万人から約

改善に積極的に取り組むことが重要であると

１割下回っている状況です。

提言しました。

一方、宿泊地域については道央圏が５
８．
２％

次に、＜地域の観光振興組織の強化＞とし

と半数を超え、その他地域との間で格差が拡

て、「観光地経営の視点」に立った、地域ご

大しています。新千歳空港への一極集中（約

との観光振興組織の強化が求められるとして

８
０％）や個人旅行化が進む中で鉄道やバス

います。観光庁が推進している「日本版

ネットワークなど二次交通の弱さも顕在化し

DMO」の設立が急がれ、道経連としても、

１
１

経済懇談会

その推進のための支援を国や道等に求めてい

にくいのが実情ですが、いくつか考えられる

るところです。現在、北海道観光振興機構な

アイデアについてコメントしたいと存じます。

ど６法人が候補として登録済みです。

まず重要なのは、マーケティング戦略に

以上、北海道観光の現状と課題、道経連の

沿った観光資源の磨き上げです。人口が減少

取り組み等についてご説明いたしましたが、

する中、持続的に需要を維持・拡大させるに

地域一体となった観光振興の実現には、

は、一人あたりの旅行回数と消費額を増やし

DMOによる観光振興マネージメントによる

ていくしかありません。地域が戦略的にター

地域の連携のもと、広域観光周遊ルートの確

ゲットとなる観光客を設定し、セグメント毎

立や、地方観光資源の新たな発掘と磨き上げ、

の綿密なニーズ調査とそれに合わせたサービ

MICEの地方都市での開催等が必要と考えて

ス提供を行うことで、リピート率や消費額を

いるところです。

引き上げることが重要です。これを主導する

そこでお伺い致します。北海道の観光振興
について、特に国内観光客を増加させるため

役割が期待されているのが、お話しのありま
した日本版DMOであります。

にはどのような取り組みが有効と考えられる

政府は、２
０
２
０年までにDMOを１
０
０形成する

か、ご教示頂きたい。合わせまして、札幌を

という目標を掲げておりますが、重要なこと

中心とした道央圏に集中している観光客を道

は数ではなく、その質の確保です。道経連の

東および道北エリアへいかに展開していくか、

提言で指摘されているとおり、「データの収

地方創生、地域活性化につながるような取り

集・分析、マーケティング力、戦略立案力、

組みについてご教示いただければありがたく、

情報発信力などの機能」を持つDMOを形成

よろしくお願いいたします。

することが肝要です。北海道においても、登
録された６法人がその能力を如何なく発揮し、

意見交換
■地域一体となった観光振興
（一社）日本経済団体連合会

岩

沙

弘

道

審議員
会議長

例えば、地域の戦略に基づき、需要喚起につ
ながるインフラの選定・整備するなど、取り
組みが進むことを期待しております。
また、クルーズ船の地方港への誘致も、道
内の地方への誘客という点で、有効だと考え
ます。とりわけ広域観光周遊ルートにも認定
されている道東には、釧路湿原や流氷といっ
た、港からのアクセスが容易な観光地が多く
ございます。クルーズ船によるインバウンド
の観光客数は全国で１
１
２万人と前年の２．
７倍に

１
２

ただいま大西副会長よりご指摘いただきま

大きく飛躍しており、北海道観光全体に占め

したとおり、インバウンドの急速な拡大に対

る比率はまだまだ小さいものの、将来的な拡

応する一方で、観光客数・消費額の８割を占

大が見込めるのではないでしょうか。経団連

める国内観光の振興、地方への誘客は極めて

としても、政府に対し、地方港湾を活用した

重要な課題です。ただ、人口減少が急速に進

クルーズの振興を求めていく所存であり、道

む中で、次の手となる方策はなかなか見出し

経連とも連携できればと思います。

dokeiren

こうした取り組みに加え、休暇取得の促進
と分散化も重要なポイントになると思います。
国内では、ゴールデンウィークやお盆時期に
観光需要が過度に集中しており、混雑や価格
の高騰等により、旅行者の満足度低下はもと

■農業の成長産業化
（一社）日本経済団体連合会

十

倉

雅

和

副会長

より、観光事業者にとっても頭を悩ませる課
題となっております。
そこで経団連では、この春より、学校休業
日を柔軟に設定することを前提として、各企

今般の台風１
０号をはじめとする自然災害に

業に追加的な年休取得の促進を働きかけてま

より、農産物などに甚大な被害が生じている

いりました。これが定着すれば、旅行閑散期

と伺っており、私からもお見舞いを申しあげ

に、家族旅行という需要を喚起できるだけで

ます。

なく、ご指摘のあった季節変動という課題を

石井副会長がお話された将来的な農業の成

解消でき、観光産業の労働平準化と生産性の

長産業化を見据え、３つの課題、すなわち６

向上につながると考えております。

次産業化、輸出、担い手不足への対応は、い

文部科学省においても、本年４月、全国の
学校に、学校休業日の分散化を検討するよう

ずれも待ったなしの状況にあると考えており
ます。

要請する通知を発信しております。道経連に

経団連におきましても、こうした農業界が

おいても、会員企業に対し、学校休業日に合

現場で抱える課題に対し、経済界の技術やノ

わせて有給休暇を取得するなどの柔軟な取り

ウハウが活用できるのではないか、活用する

組みを働きかけていただければ幸いです。

ことで、農業の先端産業・成長産業化を後押

最後になりますが、こうした施策の実施や

しできるのではないか、と考えております。

質の高いDMOの形成にあたっては、地域で

そこで、２
０
１
３年からJAグループとの間で

観光戦略を策定・実行できる高度観光人材の

「連携ワーキング・グループ」を設置すると

育成が欠かせません。経団連では、企業と大

ともに、今年からは、さらに発展させて、日

学が連携して、大学生・大学院生を対象に観

本農業法人協会等も含めた「連携プラット

光インターンシップを開講しております。ぜ

フォーム」を立ち上げました。

ひ、道経連の皆様と当会とで協力して、次代

冒頭、榊原会長よりご紹介がありましたと

の北海道を担う観光人材の育成に向けて、共

おり、ここでは、農業界のニーズに沿ったプ

に取り組んでいきたいと存じますので、当地

ロジェクトの組成に取り組んでおります。例

での実施についてもご検討いただければ幸い

えば６次産業化では、マーケットインの視点

です。

に立った商品開発とブランディングによる販
売促進支援、省力化では、ICTを活用した気
象情報や病害虫情報の共有化等を進めてまい
りました。
今後は、輸出につきましても注力したいと
考えております。わが国の農林水産物・食品

１
３

経済懇談会

を取り巻く環境を見ますと、昨今のTPP協

自由発言

定をはじめとする経済連携協定の進展や和食
のユネスコの無形文化遺産登録等、大きな
チャンスが到来しております。
しかしながら、ビジネスとして持続的に輸

（一社）日本経済団体連合会

中

西

宏

明

副会長

出するには、良質な商品を安定的に供給でき
るよう、生産基盤を強化する必要があります。
特に担い手不足が深刻化する中、企業の参入
を促進し、その技術・ノウハウを有効に活用

榊原会長からお話がありましたが、新しい

する視点が重要になると思います。そこで経

アベノミクス第３の矢による成長戦略、デジ

団連では、先月、企業の参入促進等を含めた、

タライゼーション、つまりICTを活用した産

輸出の加速に必要な施策を取りまとめ、政府

業について、進化してきていることはご承知

に建議いたしました。

の通りです。

「連携プラットフォーム」におきましても、
現場で農業者と企業が対立することなく、互

お話がございました。あえて付け加えますと、

いの強みを活かす方向で、農業界のニーズに

デジタライゼーションの動きは、省力化も非

沿ったプロジェクトの組成に取り組んでまい

常に重要なのですが、情報を使って産業構造

ります。

の基盤を強化するというところに１番のポイ

担い手不足への対応では、省力化も重要で

ントがあると思います。

あります。北海道大学が取り組む無人トラク

特に、北海道の場合は、農産物に高付加価

ターをはじめとするロボット農機、無人環境

値をつけるため、市場と生産地の情報共有を

制御装置、ビッグデータ解析による生産手法

ダイナミックにリンクさせ、それを上手く企

の革新など、経済界と農業界が本格的に連携

業化していくということが大切であり、まさ

することで、省力化の可能性は計り知れない

にアベノミクスの高度成長路線の重要な点に

と考えております。こうした分野についても

なってくるだろうと思います。

マッチングを進めてまいりたいと存じます。
北海道は、集積された農地と大規模経営体

そういう意味で、先ほど榊原会長から１
０個
のプロジェクトについてお話がありましたが、

を有し、全国に先駆けて先端農業を実現する

その筆頭にSociety５．
０の活動として是非、北

にふさわしい地域です。また、食クラスター

海道の皆様方と連携を取ってやっていきたい

連携協議体での活動など、北海道一丸となっ

と思います。

た取り組みには目を見張るものがあります。

ただ現実として、情報が上手く連携するよ

こうした活動をさらに発展させていく上で、

うな責任、また投資を誰がするのか、具体的

道経連の会員の中に、自社の有する「技術・

な進め方については相当突っ込んだ議論展開

ノウハウ等を農業界に提供し、連携を図りた

が必要だと思います。そういうときこそ経団

い」とお考えの企業があれば、ぜひこのプ

連も、その一翼をしっかり担わせていただけ

ラットフォームに参加いただきたいと思いま

るような活動ができると思っております。

す。

１
４

石井副会長や十倉さんからスマート農業の

是非よろしく連携を取らせていただきたい

dokeiren

ということを申し上げたいと思います。

横浜を出帆したあと釧路に来て、知床クルー
ズのあとコルサコフ（南樺太）にワンタッチ

（一社）日本経済団体連合会

工

藤

泰

三

副会長

して、小樽、函館を回って横浜に戻ります。
これが８泊９日で料金が１
８万円。１日大体２
万円です。
コスタクルーズやプリンセスクルーズは、
釜山とコルサコフという港が入っています。
日本の法律でカボタージュというのがあり、

日本郵船では、飛鳥Ⅱを運行していますの

外航客船は、１つのクルーズ中必ず外地の港

で、クルーズを中心にお話させていただきま

に寄らなければなりません。でもメインは日

す。去年、２，
０
０
０万人ほどインバウンドがあ

本の周遊クルーズということです。ですから

りました。このうち外航客船でお見えになら

お客さんの大半が日本人で、あとは韓国、台

れた方が１
１
２万人です。今年も相変わらずす

湾、香港の方となります。北海道の方はあま

ごい勢いで増えています。寄港回数だけで見

りお気づきになっていませんが、北海道は周

ますと８月までで前年比１．
５倍強で推移して

遊クルーズにものすごく適しております。

います。単純算数ですが、１
１
２万人の１．
５倍で

大西副会長からのご質問で冬場、お客さん

いくと今年は１
７
０万人くらいになるのかなと

が少ないとおっしゃっておりました。日本全

思っております。

体で昨年２，
０
０
０万人ほどインバウンドがあり、

そんな中で、実はちょっと変化が出てきて
います。今まではいわゆる爆買いクルーズと

中国、韓国、台湾、香港、アメリカの順と
なっています。

いうのが大人気でした。上海を出て１日走る

北海道は似たような構成ですが若干違いま

と九州、沖縄に着きます。九州に１日もしく

す。アメリカ人が少ない。南の方は雪が大好

は２日いてそのまま戻る。ですから４日間位

きです。シンガポールの直行便、タイの直行

のいわゆる安近短です。１泊が大体７
０ドルか

便が来ていますが、間違いなく伸びると思い

ら１
０
０ドルですので１万円前後で交通費、食

ます。１人あたりのGDPを見た時、日本が

事も付き、お土産をいっぱい買っても船です

４万ドル弱ですが、マレーシアが１万ドル、

から運べるというのが人気でした。

タイが５千ドル強で、インドネシアその他は

しかし今、周遊クルーズの方にシフトしか

２、３千ドルのところです。今、成長率が

かっています。周遊クルーズは、コスタク

６％から７％台をいっていますので間違いな

ルーズとプリンセスクルーズの２つがありま

く伸びるだろうと思います。彼らは雪が大好

す。コスタというのは、博多から出て、金沢、

き、涼しさ大好きということで、北海道は伸

舞鶴、境港、それから釜山に行って、また博

び代があると思います。

多に戻る５泊６日のコースです。これはプレ

空港関係ですが、去年ローカル空港で飛躍

ミアムと言い、先ほど言った爆買いクルーズ

的に成功したのが静岡空港です。LCCを中国

より１ランク上の船で１泊が大体２万円位に

から誘致し、２
０
１
４年外国人宿泊数が７
８万でし

なります。もう１つはご当地北海道にくるダ

たが去年１
７
５万人になり、２．
２倍に膨れ上がり

イアモンドプリンセスクルーズが夏場にかけ、

ました。地方空港でもインバウンド、LCCを

１
５

経済懇談会

うまく取り込むと大化けする可能性がありま

境負荷の低減に大きく貢献できる可能性があ

す。北海道はこれだけ空港がありますので、

り、将来の二次エネルギーの中心的役割を担

利用の仕方によって違う絵模様が出てくると

うことが期待されています。
国は、平成２
６年４月に策定した「エネル

考えます。
最後に大西副会長がNHKの番組、「おはよ

ギー基本計画」において「水素社会の実現」

う日本」に出ていらっしゃいまして、人手が

を目指すことを掲げており、同年１
２月にはト

足りないとコメントされていました。

ヨタ自動車が燃料電池自動車「MIRAI」を

ちなみに飛鳥Ⅱに関してですが、乗組員が
４
０
０人強乗っています。その乗組員のうち３
０
０

発売するなど、水素の利活用に関する取組が
進められているところです。

人強がフィリピンの方です。大きな内訳です

北海道においても、「２
０
３
０年までにFCVを

が、ベッドメイキングなどをやる客室系が約

９，
０
０
０台程度普及」といった目指す水準が掲

１
０
０人。レストラン系が約１
０
０人弱。あとは調

げられています。

理、コックなどが大体６
０人位となっています。

道経連といたしましても、「水素社会の実

まだ技能実習生の制度がホテルなどには適応

現」に向けて、国や道に対する要望活動を実

されていませんので、今すぐというわけには

施しており、今年の３月には、北海道におけ

いきませんが、将来的には人手不足の問題に

る水素社会の形成に向けた課題等を整理した

ついてこのようなことを考える必要があると

報告書を取りまとめたところでございます。
さて、道内における水素関係の取組は、端

思っております。

緒についたばかりですが、北海道で水素を利

テーマ２
多様な人材を「呼び込む」
問題提起
■水素社会の形成

中

義

克

それは、風力・太陽光・水力などの豊富な
再生可能エネルギーのポテンシャルがあり、
CO２フリーの水素を製造できるということで
す。
例えば、風力発電についてみますと、北海
道における導入ポテンシャルは、陸上風力に
おいて日本全体の５
０％、洋上風力において

北海道経済連合会

田

活用するため、大きなメリットがあります。

副会長

２
８％を占めています。
陸上風力のポテンシャルの半分が開発され
るだけでも、年間発電量は１，
４
０
０億kWh程度
となり、北海道の年間総電力使用量３６
０億
kWhの３．
８倍となります。したがって余剰電

北海道における水素社会の形成について、
発言いたします。
水素については、エネルギー効率の高さや
利用段階で温室効果ガスの排出がないといっ
た特徴から、その利用拡大により省エネや環

１
６

力を水素にして道外へ移出することが可能に
なるのです。
「昔・石炭

今・水素」という時

代も近いかもしれません。
CO２フリー水素の製造は、エネルギーの貯
蔵と輸送という面でもメリットあります。

dokeiren

「貯蔵」という面では、水素はエネルギー
の貯蔵機能を有しており、出力変動が大きい
風力発電や太陽光発電との組み合わせは、出
力の安定化という面でも非常に相性が良いも
のと言えます。実際、このようなコンセプト

■宇宙関連産業の誘致
北海道経済連合会

増

田

正

二

副会長

のもと、NEDO（ネド）の事業採択を受け、
道北の苫前町において、風力電力を活用した
CO２フリー水素製造の実証事業が行われてい
るところです。
「輸送」という面では、エネルギー消費が

宇宙関連産業の誘致について、発言いたし
ます。

少ない地方部の再生可能エネルギーを水素と

北海道では、十勝地方の大樹町が３
０年ほど

して貯蔵しておけば、送電線が無くてもエネ

前からロケット新射場の誘致に取り組んでお

ルギー大消費地に好きな時に運ぶことが可能

ります。大樹町は、多目的航空公園を設けて

となります。

滑走路を整備し、その中ではJAXAの実験場

北海道が、豊富な再生可能エネルギーを活

なども整備されております。将来的には、現

用したCO２フリー水素の一大供給地を目指す

在１，
０
０
０mの滑走路を４，
０
０
０mへ延長する計画

ことは、関連産業の振興はもとより、 道外

もあります。

を稼ぐことにより、北海道経済の

なぜ大樹町なのかと申しますと、大樹町か

活性化につながるとともに、日本のエネル

ら見て東と南の方角に海が広がっているから

ギー自給率向上や低炭素社会の実現にも貢献

です。静止衛星を打ち上げる場合には、地球

できるものと考えております。

の自転速度を利用するため、東方向に向けて

から資金

おりしも、経団連の会員企業様も多数参加

打ち上げます。また、近年の宇宙利用の需要

されている「水素・燃料電池戦略協議会」に

の中にはリモートセンシング衛星があり、地

おいては、今年５月、新たにCO２フリー水素

球の自転方向と垂直に北極と南極の間を回る

の利活用のワーキング・グループを設置し、

ため、南方向へ打ち上げます。大樹町であれ

検討を始められていると聞いております。

ば静止衛星は東方向へ、リモートセンシング

また、２
０
２
０年の東京オリンピック・パラリ

衛星は南へ打ち上げることが可能です。さら

ンピックにおいても、CO２フリー水素を可能

に、大樹町には広大な土地があり住宅なども

な限り活用することがうたわれております。

少ないため、ロケットの発射場として最適で

札幌の２
０
２
６年の冬季オリンピック・パラリ

あります。

ンピックの招致でも、水素などの再生可能エ

平成２
７年１月に策定された宇宙基本計画に

ネルギーを駆使し、環境に配慮することがう

おいて、射場の在り方が検討されることが明

たわれております。

記されております。現在、ロケット射場は鹿

北海道がCO２フリー水素の一大供給地を目

児島県にしかないことから、災害などへの対

指すうえで、有効な取り組み等ございました

策の意味でも、これを補完する新射場の必要

ら、ぜひご教示いただきたくお願い申し上げ

性を検討するというものです。

ます。

地元十勝では、平成２
８年２月に地元の自治

１
７

経済懇談会

体や企業による「とかち航空宇宙産業基地誘

意見交換

致期成会」が発足し、南北で補完が可能な大
樹町にロケット射場を誘致する活動を盛り上
げています。
道経連としても、平成２
８年１月に「航空宇
宙産業整備促進特別委員会」を設置して、地
元の盛り上がりを北海道全域に広げようと後

■水素社会の形成
（一社）日本経済団体連合会

岡

本

毅

副会長

押ししているところです。
北海道内での宇宙に関する活動については、
大学による研究と宇宙ベンチャーの進出が挙
げられます。

水素社会の形成について一言申し上げます。

大樹町には先ほど申しました通り、多目的

昨年末のCOP２
１パリ協定において、日本は

航空公園があり、これを利用して、全国各地

２
０
３
０年度の温室効果ガス排出量を２
０
１
３年度に

から大学などの研究機関が航空宇宙関連の実

比べて２
６％削減するという非常に野心的な目

験を行っております。

標にコミットしました。この達成に向けて国

例えば、北海道大学と赤平市の㈱植松電機

を挙げて取り組むことになります。

は、共同でカムイロケットの研究開発を行っ

こうした中で水素はその利用段階では温室

ており、２
０
１
８年にはロケットを高度１
０
０kmの

効果ガスであるCO２を排出しない。あるいは、

宇宙空間へ到達させる計画であります。

ガスタービン、ガスエンジンと比較して発電

宇宙ベンチャーでは、堀江貴文氏が創業者

効率が高いという特徴から環境負荷の低減や

となったインターステラテクノロジズ社が大

大幅な省エネルギーに貢献できるという可能

樹町に進出して、ロケットエンジンの燃焼実

性があります。そういう意味で将来の２次エ

験やロケット発射実験を行っております。同

ネルギーの中心的な役割を担うことが期待さ

社では、年内にロケットを高度１
０
０kmまで到

れています。

達させ、２
０
１
９年には衛星軌道上の高度４
０
０㎞
まで到達させる計画です。

先ほど道経連の田中副会長が発言されまし
たとおり、北海道は再生可能エネルギーの宝

このように、北海道では、宇宙関連の研究

庫であり、水素の利活用に向けてのポテン

開発が盛んに行われております。道庁や道経

シャルは極めて高く、今後の取り組みには私

連では、北海道に宇宙産業開発拠点を作り上

どもも大いに期待しているところです。

げることで、経済を活性化させるとともに、

一方で水素利用は、実用化にいたるまでに

多様な人材を呼び込むことを目指しています。

様々な課題があることも事実です。現状の水

国内には、経団連の会員企業様も関係する

素製造コストはガソリンの数倍であること。

「アジアNo．
１航空宇宙産業クラスター形成特

水素を効率よく輸送する技術、貯蔵する技術

区」がありますが、北海道に宇宙関連産業を

も今のところ確立していないと認識しており

誘致するための有効な取組等ございましたら、

ます。こうしたことから安価で安定的な水素

ぜひご教示いただきたくお願い申し上げます。

サプライチェーンを確立し、水素社会を実現
するためには今後関係各方面での多大な努力

１
８

dokeiren

が必要です。

の利活用の推進を図るため、規制緩和を始め

現時点での対応状況ですが、まず国の取り

として政府等に対して積極的に働きかけてい

組みとしては内閣府が先導するSIP、戦略的

きたいと考えております。また、革新的技術

イノベーション創造プログラムがあります。

開発や水素の利活用に向けた技術開発に向け

このSIPの中にエネルギーキャリアプログラ

て、産学官が連携して取り組むことが重要で

ムがあり、水素を効率よく低価格で生産する

あると考えております。

技術の研究や輸送・貯蔵に関連する技術の研
究などが行われております。
また、田中副会長が言及されました経済産
業省の水素燃料電池戦略協議会が２
０
１
６年の３
月に示した水素燃料電池戦略ロードマップで
は、水素利用の飛躍的な拡大を図るため、足

■宇宙関連産業の誘致
（一社）日本経済団体連合会

友

野

宏

副会長

元で実現しつつある定置用燃料電池や燃料電
池自動車の活用を拡大していく取り組みが進
められています。
東京都においても、２
０
２
０年東京オリンピッ

大樹町が宇宙関連産業の誘致に向かって熱

ク、パラリンピックの晴海選手村において水

心に取り組み、３
０年にわたって実績を積み上

素ステーションの整備やバス、乗用車等への

げてこられたことに大変力強く思ったところ

水素利活用に向けた構想が打ち出されており、

です。また、内之浦、種子島に次いで日本と

具体化への検討が進められています。

して新しい発射場を造るということになれば

石油産業、都市ガス産業を含むエネルギー
産業としてもできるところから一歩一歩着実

有力候補だろうということも認識をしており
ます。

に取り組んでいます。家庭用燃料電池は、各

一般論になりますが、宇宙開発は日本の安

家庭で都市ガスから水素を作りだし、これに

全保障の強化や技術力の向上、そして経済成

よって発電し、熱供給を行うシステムですが、

長の源泉になる可能性がある分野です。経団

この家庭用燃料電池エネファームについては、

連もかねて宇宙開発利用の推進を政府にも提

北海道ガスさんも含め全国での設置台数が１
５

言をしてきたところです。

万台を突破しております。水素ステーション

昨年取りまとめました経団連ビジョンの中

についても足元で７
８カ所となっており、今後

で時代を引っ張る新たな基幹産業を育成する

も普及拡大に向けて取り組んでまいります。

６つの分野を提示しました。この分野はIoT

最後に今後の展望です。水素の利活用には

とか人工知能ロボット、スマートシティなど

技術面、コスト面、制度面、インフラ面でま

を挙げておりますが、この中の１つに航空宇

だ多くの課題が存在しており、社会に広く重

宙も取り上げております。具体的には国産

要とみなされるかいなかは、これからの取り

ジェット機の開発、生産の進展、また宇宙開

組みにかかっています。

発利用の推進を掲げました。ざっくり試算を

経団連といたしましても、北海道を含め我
が国における低炭素社会の実現に向け、水素

すると２
０
３
０年、１
０
０兆円規模の付加価値を航
空宇宙産業で生み出そうということです。

１
９

経済懇談会

これをうけて安倍総理も「GDP６
０
０兆円経

気象と言いますか、台風の経路が変わり、東

済に向けた生産性革命において、宇宙分野を

北、北海道あたりに突然現れるという状況が

柱の１つとして推進する。」と明確に言及し

続いています。１日も早い復興を心からお祈

ております。

りします。

射場などの宇宙輸送インフラは、日本が人

本日の議論ですが、「ローカル・アベノミ

工衛星等の打ち上げを自在におこない、自律

クスの実現のために、稼ぐ・呼び込む」を

的な宇宙へのアクセスを確保するための必須

テーマに議論を進めてきました。稼ぐ力を引

の基盤であると考えています。経団連として

き出す、あるいは多様な人材、投資を呼び込

も射場に関しては、抗堪性、老朽対策、機能

むという２つの観点について、道経連の皆さ

性などの整備を図るべきだと考えています。

んからご意見を頂戴し、経団連からそれに答

宇宙関連産業を誘致するには、まずは今

える形でお話をさせていただき、なるべくイ

やっていることを安全第一に実績を積み上げ

ンタラクティブになるよう努めてまいりまし

ることが肝要です。それから企業ニーズを踏

た。地域の生の声に基づいた議論が交わされ、

まえ、北海道の優位性を証明していくことで

活発な意見交換につながったと考えています。

す。
「これはやっぱり北海道、大樹町でないと

今回の基本テーマでありますローカル・ア

できんわね」とユーザーが思い込むように積

ベノミクスの実現により地方が競争力を高め

み上げていくことが大切です。

地域ごとの稼ぐ力を伸ばしていくことは日本

射場に関しましては国としても大事なイン

再興と言われますが、その観点からも最優先

フラですので、国と地方自治体が積極的に支

の課題であると思います。道経連の皆さまと

援をすることが大原則です。その際、打ち上

の連携を通じ、取り組みを着実に進めていく

げの需要予測を基に、「大樹町に新しい射場

必要があると痛感しました。

を造ったらこれだけのメリットが見込まれ

先ほど榊原会長からご紹介がありましたが、

る」と示したり、大樹町の優位性についてわ

経団連では地方創生の実現に向けた取り組み

かり易く示したりできれば、説得力が増すも

の１つとして、先月北陸経済連合会ならびに

のと思います。

四国経済連合会との間で地域経済活性化に向
けた提携協定を締結し、地方の中小企業、ベ
ンチャー企業と経団連の会員企業との交流、

総 括

事業連携に向け、提携を結んでそれを動かし

（一社）日本経済団体連合会

古

賀

信

行

副会長

ていくことをスタートさせたばかりです。
地方創生とマクロ論議でよく言われますが、
１つ１つ具体的なミクロの積み上げが地方創
生につながっていくと私は確信しております。
北海道には他の地域にはない特性や特色が
存在します。農業、観光等の魅力的な資源、

本日の意見交換を振り返りまして若干のコ
メントをさせていただきます。
まず先般の台風被害について、最近、異常

２
０

あるいはサービス、また道外地域にあるニー
ズ、こうしたものをマッチングさせる試みが
局面を変えるキーになると私は思います。そ

dokeiren

の意味で道経連と経団連が協力してそのよう
な活動を行い、皆さまと共に北海道の創生を
促進してまいりたいと思った次第です。
道経連の皆さまと意見交換を行ってまいり
ましたが、道経連と経団連に求められている
ことはビジネス領域での取り組みを積み重ね、

功事例であるニセコ地区もございます。
本年２月、経団連の地域経済活性化委員会
の会合に片山ニセコ町長にご講演いただき、
地域の特性や強みを活かした自治創生の取り
組みについてお話をお伺いしました。
こうした地域の強みや特性を活かした取り

新しい成功事例を作り出していくことである

組みを続けていくことが北海道の創生につな

との思いをもちました。例えば経団連が掲げ

がり、先進地域として世界から注目されるこ

ているSociety５．
０の実現に向けた先進的な取

とになると思います。

り組みはここ北海道でも始まっています。こ

経団連はかねてより地域経済の活性化なく

れらを進化させることによって、北海道が

して我が国の経済再生はないと考えておりま

Society５．
０の先進地として注目され、地域経

す。引き続き道経連の皆さま方と連携して、

済の活性化に結びつく可能性を感じました。

稼ぐ力を伸ばし多様な人材、投資を呼び込む

また、北海道には、地域が主体となり特色

北海道経済の活性化に取り組んでまいりたい

ある観光資源を発掘し、自治体の枠を超えた

と思っております。引き続きよろしくお願い

広域連携を実現した観光による地方創生の成

申し上げます。

２
１

