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第６５回北海道経済懇談会
「活力ある北海道経済を目指して〜
GDP６００兆円経済の一翼を担う〜」

しており、６
５回目の今回は２
３
０名が参加され
ました。『活力ある北海道経済を目指して〜
GDP６
０
０兆円経済の一翼を担う〜』を基本
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ものづくり産業の競争力強化】
、【テーマ２：

平成２
９年１
０月３日!、一般社団法人日本経

地域資源を活かした産業の振興】の２点につ

済団体連合会（経団連）との共催により、第

いて、道経連からの問題提起に続き、自由討

６
５回北海道経済懇談会を開催いたしました。

論形式で経団連との意見交換を行いました。

経団連と道経連とは毎年経済懇談会を開催
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さて、経済懇談会の開会にあたり、私から、
本日の基本テーマ、北海道の経済状況、当会

北海道経済連合会

!

を期待しております。

会長

の最近の動きに関して若干触れさせていただ
きます。
本日の基本テーマは「活力ある北海道経済
を目指して〜GDP６
０
０兆円経済の一翼を担う
〜」です。

北海道経済連合会の!橋でございます。本

北海道の名目GDPは、平成１
３年度は２
０兆

日は、榊原会長、岩沙審議員会議長をはじめ

円（日本全体の３．
９％）を上回っていたもの

多くの副会長の皆様には、遠路札幌までお越

の、その後徐々に低迷してまいりました。こ

しいただき、心より感謝申し上げます。

こ数年、安倍政権の経済政策の効果などによ

また先ほど、経団連の地域経済活性化委員

り回復傾向にあるものの、平成２
６年度は１
８．
５

会 古賀委員長と当会の産業振興委員会 田中

兆円（日本全体の３．
６％）にとどまっており

委員長との間で、「地域経済活性化に向けた

ます。

連携協定」が調印、締結されました。

４

北海道の人口は日本全体の４．
２％、面積は

協定の締結を契機に、北海道の企業と首都

２
２％を占めております。北海道には大きな潜

圏の企業とのマッチングが進められ、新たな

在力があると言われて久しいですが、新たな

産業・イノベーションの創出につながること

国の政策である観光立国（インバウンド

dokeiren

６，
０
０
０万人）や食の輸出１兆円達成に向けて

点触れさせていただきます。１点目は、ベト

北海道の果たす役割は今まで以上に高まって

ナムとの関係についてです。

いると考えます。

本年８月７日、ハノイにおいて、ベトナム

このような観点から、道経連としても北海

計画投資省と「経済交流に関する覚書」を締

道の持つ潜在力を顕在化させ、日本経済の発

結しました。また、７月１
４日には、札幌にお

展に貢献したいと考えています。

いて、駐日ベトナム全権大使に「北海道とベ

北海道の経済状況については、公共投資の
増加、生産活動の緩やかな持ち直し、更には

トナムをつなぐ直行便開設」の要望書を手交
しました。

外国人観光客の増加などにより、全体として

ベトナムから北海道へは、観光客のみなら

北海道の景気は回復しているものと認識して

ず技能実習生や留学生も増加傾向にあります。

おります。

また、一次産業比率の高いベトナムでは、北

しかしながら、地域会員懇談会を通じてお

海道から付加価値を高めるための技術、ノウ

話を伺いますと、中小企業や各地域での景気

ハウの取得を期待しています。高い経済成長

回復の実感はまだまだ薄く、また、農業など

が続くベトナムと北海道との経済的結び付き

の一次産業、食品加工業、建設、運輸、観光

を更に強め、win-winの関係を築いていきた

業など幅広い業種から、人手不足が経済成長

いと考えております。

のボトルネックになるという懸念の声が聞こ
えてまいります。

最近の動きの２点目は、空港民営化につい
てです。現在、日本各地の空港で運営の民間

更に、今年１月１日時点の北海道の総人口

委託が進んでおります。北海道では、７つの

は前年から３万人減少しており、これは４
７都

空港を一括して民間委託するという世界でも

道府県で最大の減少数です。

類を見ない取組が進められており、これは北

人口減少が全国に比べ１
０年早く進展してい

海道の将来を左右するものです。

る北海道において、人材の育成確保に加え、

今年度中には、実施方針が公表され、公募

生産性の向上、働き方改革などの取組を通じ

が開始される予定です。北海道における空港

て経済の発展を図っていくとともに、科学イ

民営化の目的は、広域観光振興を通じた北海

ノベーションを通じた新産業の芽を創出して

道経済の活性化です。

いくことが求められていると考えています。

空港民営化については、JR問題、高規格

そこで当会の取組としましては、他地域と

幹線道路の整備なども含めた北海道の交通関

比べ優位性のある「食と観光」、力強い経済

連社会資本全体の課題として捉え、あるべき

を作り出す「ものづくり産業」の振興を３本

姿の実現に向けて、各関係先と連携を密にし

柱として、付加価値を高め、稼ぐ力を引き出

て取り組んでまいります。

し、経済の好循環を呼び込むべく活動を続け

最後になりますが、本日の懇談会並びに明

ており、この後４人の副会長から、当会の取

日予定されている北海道大学の視察会が実り

組についてご報告いたします。

多きものとなることを祈念して、私からのご

経団連の皆様には、大所高所に立ったご助

挨拶とさせていただきます。

言をお願いします。
このほか、当会の最近の動きについて、２

５
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榊

原

定

征

会長

ということが言えます。月ベースでは安倍政
権が発足した２
０
１
２年１
２月以降、景気拡大は５
８
ヶ月連続で続いているということで、１
９
６
０年
代の中盤から７
０年まであったいざなぎ景気を
超える連続した月ベースの景気拡大というこ
とです。ただ、いざなぎ景気の時代というの

経団連会長の榊原でございます。本日は!

６

は、高度成長の真っ只中で、GDPの成長率

橋会長をはじめ、北海道経済連合会の皆様に

も連日１
０％台がずっと続いていたわけでして、

おかれましては大変ご多忙の中、この経済懇

現在の状況は１％台半ばです。そういったわ

談会にご出席いただきまして誠にありがとう

けで、景気の実感というのは今ひとつという

ございます。北海道経済懇談会の開催にあた

ことですけれども、拡大という面で見ますと、

りまして、一言ご挨拶を申し上げますととも

５
８ヶ月続いているということです。この景気

に、経団連が取り組んでおります重要政策課

回復の足取りをより確かなものにし、更に加

題について３点ほどご報告を申し上げたいと

速化をしてGDPを６
０
０兆円経済にする。それ

思います。

についての道筋をつけるというのが今の経済

最初に地域経済の活性化についてですが、

の最重要課題だと思います。GDPは今年が

ただいま!橋会長からご紹介いただきました

５
４
３兆円で、５年前に安倍政権ができた時、

とおり、本日午前中に経団連と道経連の間で

２
０
１
２年は４
９
３兆円ですから、ちょうどアベノ

地域経済活性化に向けた連携協定を締結いた

ミクス５年間で５
０兆円です。これには計算の

しました。後ほど古賀副会長からご報告をさ

変更も色々とありましたけれども、５
０兆円の

せていただきますが、経団連といたしまして

底上げがあったということです。これをでき

は、この連携協定に基づいて道経連の皆様と

れば早い時期に６
０
０兆円に上げていく。その

協力しながら北海道経済の活性化に色々な立

ためには成長戦略の推進が不可欠というよう

場から貢献してまいりたいと思っております。

に考えております。

それでは、経団連が取り組んでおります課

この政府の成長戦略の柱は、今年６月に政

題のうち、３点ほど選んでお話をさせていた

府が「未来投資戦略２
０
１
７」を策定いたしまし

だきます。最初の課題は、やはりデフレ脱

たけれども、その中で中核課題として挙げて

却・経済再生に向けた成長戦略ということで

いるのが「官民戦略プロジェクト１
０」です。

す。２番目は構造改革の話、３番目は経済外

これは１
０個のプロジェクトを挙げているわけ

交の推進についてお話をさせていただきます。

ですけれども、一つのプロジェクト毎に１
０兆

最初の課題ですが、デフレ脱却・経済再生

円規模の需要創造が期待できるようなテーマ

に向けた成長戦略を推進するということです。

を取り上げまして、これを官民連携して進め

日本経済の現状ですが、今年４〜６月期の

ていく。１
０個全てやれば１
０
０兆円の底上げが

GDP成長率は連日換算で２．
５％のプラスとい

できる。こういったテーマです。その内容は

うことで、四半期ベースでは６四半期連続で

Society ５．
０の実現や世界最先端の健康立国、

プラス成長となっておりまして、全体として

環境エネルギー分野の取組、農林水産業の展

は緩やかながら着実な回復軌道を辿っている

開などです。そのようなプロジェクトを挙げ

dokeiren

ておりますけれども、やはり一番大事なのは

りますけれども、Society ５．
０の推進がSDGs

Society ５．
０の実現。これが成長戦略の要と

の推進にも寄与するということで、ぜひご支

なるプロジェクトだと、経団連も最優先で取

援ご協力をいただきたいと思います。

り組んでいるところです。

２番目の課題が構造改革ということで、安

Society ５．
０とは人類の発展の歴史の中で

倍総理が今回の解散総選挙にあたって、２
０
１
９

の５段階目であり、何万年か前の狩猟社会が

年１
０月に消費税率引き上げを予定どおり行う

あって、農耕社会、１
８世紀頃から工業化社会、

ということを表明されました。同時に、８％

２
０世紀に入って情報化社会と段々と人類の社

から１
０％に上げて、およそ５．
８兆円の税収増

会が進化してきたわけですけれども、その５

があるわけですけれども、この増収分の使い

段 階 目 と い う こ と で Society ５．
０と 呼 び 、

道を今までの約束から変更すると表明されま

我々はこれを超スマート社会、Super Smart

した。今まではおよそ１兆円を社会保障に向

Societyと呼んでおります。これはIoTやAI、

けて、残りは全て借金返済というのが三党合

ロボット、こういった革新技術を最大限活用

意だったわけですけれども、それを変更して

することによって人の暮らしや社会全体を最

２兆円規模の財源を幼児教育、保育、あるい

適化しようと、そういった未来社会を築いて

は大学改革、大学の無償化、そういったいわ

いこうということです。

ゆる「ヒトづくり革命」に振り向けていくと

今日は札幌市の秋元市長から札幌市におけ

いった方針を打ち出しているわけです。今ま

るIoTの取組や、札幌未来社会を目指した

でに２回見送りになりました消費増税が計画

色々な取組のお話を大変心強く聞かせていた

どおり今回は実現される。それから全世帯型

だきました。私たちはそのように日本全体を

の社会保障制度の構築、あるいは人材育成の

未来社会に変えていこうということで、これ

強化が実現される。それから半分は社会保障、

は健康や医療、食糧、農業、環境エネルギー、

半分は借金返済ですから、国の財政健全化に

安全防災、人やジェンダーの平等等々、現在

も資するということで総理の今回の方針を経

世界が直面しておりますグローバルな課題を

団連としては支持したいと思っており表明し

解決した社会を目指すということです。

ております。

国 連 が２
０
１
５年 に 定 め た 持 続 可 能 な 社 会

ただ一方で２
０
２
０年度に財政健全化、PB黒

（SDGs）に向けた１７の課題を掲げております

字化目標というのを立てているわけですけれ

けれども、それが今申し上げました健康や食

ども、これは少し困難になるということであ

糧、貧困、疾病、平等、そういった社会につ

ります。しかし、この財政再建というのは消

いて２
０
３
０年までに世界中でそういった課題を

費税だけで達成するのではなくて、いわゆる

解決しようというものです。Society ５．
０を

歳出改革、歳入改革、それからもちろん経済

推進するということは取りも直さず日本が

成長です。この三本柱で達成するわけで、こ

SDGsの解決に向けて先導役を果たしていこ

ういったことをしっかりとやってPB黒字化

うという取組であります。ぜひ皆様方も、こ

の目標自体がしっかりと堅持されるべきとい

のSociety ５．
０の実現に向けた取組に関心を

うことを引き続き発信していきたいと考えて

持っていただきたいと思います。札幌市には

おります。

今、非常に先進的に取り組んでいただいてお

この歳出改革の柱は、やはり社会保障制度

７
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の改革です。昭和２
０年以降に生まれた団塊の

世界経済全体を見ますと、引き続き緩やか

世代の方々が２
０
２
５年になりますと、７
５歳以上

に成長し、アメリカも中国もヨーロッパも非

になるということで医療保険、介護、年金

常に安定した成長ができる見通しであります。

等々も含めて相当大きな負担になります。今

一方で、色々な不安要因もあります。アメリ

の時点で日本全体の社会保障給付費というの

カのトランプ政権の政策運営はご案内のとお

は年間１
１
５兆円です。国の予算が９
８兆円程度

りです。それから反グローバル化の流れ、保

ですから、国家予算よりも社会保障経費の方

護主義の動きなども大きな不安要因ですし、

が大きいのです。この１
１
５兆円が２
０
２
５年には、

イギリスのEU離脱問題も世界経済の不確実

今のままですと１
５
０兆円に増える。今よりも３

性を高めているわけです。こういった中で貿

５兆円増えるといったことは目に見えている

易を活性化し、海外の活力を取り込んでいく。

わけですから、これを放っておいたら社会保

それを成長につなげていくというのが非常に

障制度は破綻する。これも目に見えていると

重要ですが、そのためには経済連携をしっか

いうことで思い切った改革をしなければなら

りと推進するということが必須であります。

ないわけであります。

これは日本の成長戦略の柱だと考えておりま

そのために我々も提案しておりますけれど
も、政府は財政再生計画ということで、改革

経済連携を通じて、高水準の貿易投資ルー

工程表や社会保障分野での４
４項目の歳出抑制

ルができる限り多くの国や地域に適用される

策を掲げた計画を作っております。これはそ

ということが極めて大事だと考えております。

れぞれが国民の痛みを伴う改革ですけれども、

その中の柱がTPP協定ですけれども、これ

４
４項目全てをやらないと本当に社会保障制度

はアメリカが離脱を表明しております。まず

は破綻します。皆様を含めた我々の老後に対

はアメリカを当面外して、アメリカ以外の１
１

してきちんとした対応ができないということ

カ国でTPP１
１としてこれを推進する。将来

になりますので、これは絶対にやらなければ

アメリカも時代が変わったら入っていただこ

ならない。社会保障関係費の自然増を年間

うということで、今、政府高官レベルの交渉

５，
０
０
０億円以内に抑えていく。この目安を重

が続いておりますけれども、TPP１
１をまず

視し続けるということが大事だと主張してま

実現する。

いりたいと思っております。まずこの年末に

それから日本とEUのEPAです。これも世

向けて社会保障の徹底的な適正化、効率化、

界で今一番大きなメガFTAですけれども、

それからPB黒字化目標を少しでも近づける

これは世界の自由貿易体制の発展に大いに貢

努力を行うということで、政府にしっかりと

献するものと考えておりまして、大筋合意に

働きかけをしていきたい。これが構造改革に

達しております。まだまだ細かいところでは

一番重要な柱だと考えております。

いくつか課題が残っておりますので、これを

３番目の課題は経済外交の推進です。これ

速やかに解決して、できるだけ早い時期に批

は経団連として非常に力を入れております。

准発効をする。それに向けて経済界としても

経済界の立場から自由で開かれた国際経済秩

色々な働きかけをしていきたいと思っており

序の維持や強化ということに取り組んでまい

ます。

りたいということであります。

８

す。

EPAはヨーロッパの話ですが、アジア太
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平洋地域につきましてはTPP１
１をまず先行

ります。

させる。それから東アジア地域包括的経済連

アジア諸国とも引き続き緊密で互恵的な関

携（RCEP）をできるだけ包括的で質度の高

係を更に強化していきたいと考えております。

い形で実現するということです。TPP１
１と

その中で、日本と中国との関係では、今年は

RCEPを実現させて、将来にはFTAAPとい

日中国交正常化４
５周年になります。来年２
０
１
８

うアジア太平洋地域全体をカバーする自由貿

年は日中平和友好条約締結４
０周年の節目の年

易圏を作り上げていく。これが日本のこれか

であります。経団連では外務省と協力いたし

らの成長の大きな枠組みになると考えており

まして、日中交流促進実行委員会を設置いた

ます。

しまして、私がその委員長を仰せつかってお

また、経団連では日本との主要経済パート

りますけれども、経済、政治だけではなくて

ナーとの関係強化に積極的に取り組んでおり

学術、文化、スポーツ等々の様々な交流事業

まして、その一環として２
０
１
５年以来、毎年ア

を今年だけで３
０
０くらいの草の根レベルも含

メリカに経済ミッションを派遣いたしており

めて行っております。経団連では６月に北京

ます。２
０
１
５〜２
０
１
６年、そして今年も３回派遣

で３日間、日本の先端的な環境技術を中国に

していまして、先月も岩沙議長をはじめとす

紹介しようということで、日中グリーンエク

る経団連の幹部が国際対話プロジェクトとし

スポを開催しまして、３万数千人の中国企業

てワシントンに行きました。また今月末には

や政府の方々に見ていただきました。それ以

私自身が団長を務めまして岩沙議長にも行っ

外にも様々な政府レベル、あるいは経済界レ

ていただきますが、ワシントンDCや中西部

ベルの交流を進めております。

のオハイオ州を訪問します。トランプ政権が

その中で大きいのが日中経済協会の訪中

色々と動いておりますけれども、議会あるい

ミッションですけれども、これは１
９
７
５年以来

は州政府との関係構築の強化を進めてまいり

毎年、大規模な経済ミッションを派遣してお

たいと考えております。その過程で先ほど申

りまして、今年は１
１月に計画しておりますけ

し上げたTPP協定、自由で開かれた貿易投

れども、４
３回目です。こういうことを通じて、

資協定の経済的な意義や戦略的意義というこ

色々と状況は変化しますけれども、経済界は

とをしっかりと訴えていきます。

一貫して経済界同士の交流を進めておりまし

またトランプ政権は日本との貿易赤字是正

て、今年もそういったことを進めていくとい

の動きをしつつあります。そういった中で日

うことで経済界の立場で日中の戦略的互恵関

本企業がアメリカに非常に大きな貢献をして

係の強化に貢献をしたいと考えているところ

いるのだと訴えていきます。対米直接投資は

です。

今までに４
０数兆円の投資をしています。これ

以上、経団連が今年度重点的に取り組んで

は日本が一番大きいのですけれども、そう

いる政策課題のうち、重要な点を３点ご紹介

いった実績や、アメリカ国内で間接直接含め

させていただきました。北海道経済連合会の

て１
７
０万人以上の雇用を創出しているわけで、

皆様におかれましては、引き続きこういった

こういった形で日本は十分にアメリカの経済

経団連の活動への力強いご支援ご協力をいた

発展に貢献しているのだといった姿もアメリ

だきたいと思います。このことをお願い申し

カの各方面に発信をしていきたいと思ってお

上げまして私からのご報告とさせていただき

９

経済懇談会

協力して課題解決に取り組むことが重要であ

たいと思います。

ります。各種施策に関しまして、適宜情報交

地方創生に向けた課題
（一社）日本経済団体連合会

古

賀

信

行

副会長

換を行い、政府あるいは自治体に働きかける
ということをしております。言わば経団連の
本来的な機能であります政策提言機能の中に、
地方版をきちんと作るということかと思いま
す。道経連と経団連では連携協定のもと、北
海道経済の更なる活性化に取り組んでまいり
ます。皆様方のご理解とご協力をどうぞよろ
しくお願い申し上げます。

懇談に先立ちまして、経団連が考える地方

第２点目ですが、経団連として今年度地方

創生に向けた課題ということで少しお話をさ

創生を考えるにあたって重要だと考えている

せていただきます。地方創生に関しましては

キーワードが二つあります。「見える化」と

言うまでもなく、地域の実情をよく知る担い

「横展開」です。

手が一体となって主体的に行動していくこと

見える化と申しますのは、数値データを用

が重要であります。そして、地域ごとに特性

いて地域の現状を明らかにすることです。

を踏まえた取組を展開する。それを踏まえて

データを他の地域と比較することで自らの地

規制改革を働きかける。こうした努力が肝要

域の特徴、強み、弱みがはっきりと見えてま

だと考えております。こうしたことを踏まえ

いります。

まして、本日は大きく分けて２点お話させて
いただきます。
第１点目は先ほどから話に出ておりますが、

１
０

また、次の横展開ですが、これは各地域で
行われている創意工夫を全国的に共有してい
くことであります。もちろんこれは他地域の

本日、道経連と経団連との間で締結いたしま

成功事例のモノマネを推進しているわけでは

した地域経済活性化に向けた連携協定であり

ございません。何をやったかをただ単に持っ

ます。簡単にご説明させていただきますと、

てくるというのではなくて、どのようにして

連携協定ではまず北海道の企業と経団連会員

その成功事例がもたらされたか。whatでは

企業とのマッチングを推進してまいります。

なくてhowをなるべく共有していきたいとい

地域には国内で有数の技術あるいはサービス

うことです。他地域の事例を参考に、自らの

等を有していながら首都圏の企業に知られて

地域の特性にあった形で地方創生に取り組む

おらずアクセスルートを持たない企業も数多

ことが重要だと考えるわけです。

く存在しております。埋もれがちな技術ある

こうした内容を第２の地方創生に向けた各

いはサービスにつきまして、首都圏の企業と

地域の現状という小冊子にまとめております。

のマッチングが図れれば、双方に多くのメ

前半がデータ集で、見える化をやるための資

リットがもたらされると考えております。

料です。後半が事例集で、横展開を図る上で

また、地方版規制改革を着実に進展させて

参考になるのではないかというものを集めて

まいります。北海道経済の一層の成長には地

います。これは先日、初版を作成したばかり

域が抱える課題を共有し、道経連と経団連が

で、これからもっともっと充実させて皆様方

dokeiren

のお役に立つような形に仕上げてまいりたい

今後もこうした認識のもと、道経連の皆様と

と考えております。

連携させていただきたいと考えておりますの

せっかくの機会ですので収集しましたデー
タの一部をご紹介させていただきたいと思い

で、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上
げます。

ます。観光に関するデータですが、北海道の
延べ宿泊者数は東京都に次いで全国第２位、
外国人延べ宿泊者数は第３位となっておりま
す。これは外国人にとって北海道がある種憧
れの地ということを実証しているような気が

テーマ１
イノベーションによるものづくり
産業の競争力強化

しております。

問題提起

また、農業のデータでは、北海道の農業産
出額は全国第１位であり、その特徴を活かし、
ICTを活用した次世代農業を行うなど、生産
性向上に非常に熱心に取り組まれていると認
識しております。明日は北海道大学のフード
＆メディカルイノベーション国際拠点を視察

■宇宙関連産業の推進
北海道経済連合会

増

田

正

二

副会長

させていただくことになっており、大変楽し
みにしているところです。北海道の皆様方に
はこうした強みの中から、北海道経済の活性
化の道筋を作り上げていただきたいと思う次
第です。

私からは、宇宙関連産業の推進について、
発言いたします。

また、後半の事例集は横展開を図る上での

近年、世界における衛星の製造やロケット

資料だと考えておりますが、これは経団連が

打ち上げといった宇宙機器産業の規模は９兆

各地域の皆様からお伺いした先進事例を取り

円と大きな市場を形成し、宇宙ビジネスが活

まとめております。札幌市の事例もご紹介し

発化しております。一方、我が国においては

ておりますが、ここでは他地域の事例を一つ

JAXAなどの官需が中心で、その市場規模は

だけご紹介させていただきます。

３，
０
０
０億円程度にとどまっています。

徳島県はケーブルテレビの普及率が非常に

しかしながら、我が国では昨年「宇宙活動

高く、各家庭に光ファイバーが通っておりま

法」及び「衛星リモートセンシング法」と

す。この優れた通信環境を活用し、サテライ

いった、いわゆる宇宙二法が成立し、民間事

トオフィスやテレワークなど新しい働き方を

業を後押しするための制度的インフラが整い

積極的に提案されております。地域でのICT

つつあります。

の活用の仕方として参考になろうかと思いま

このような状況のもと、内閣府より公表さ

す。こうした事例が各地域の活性化を考える

れた「宇宙産業ビジョン２
０
３
０」及び、自民党

上での刺激になれば幸いです。

にて取りまとめられた「宇宙利用の拡大や産

最後になりますが、地域経済の活性化なく

業振興に関する政府への第三次提言」におい

して日本経済の再生はありません。経団連は

て、民間小型ロケット発射のための新たな射

１
１

経済懇談会

場整備の必要性が言及されました。
射場整備という点では、北海道の東部で帯

産業振興の道内での気運醸成など射場整備に
向けた活動をしています。

広市の南に位置し、１
９
８
５年から現在まで３
０年

最近では今年５月に日本政策投資銀行北海

にわたり射場誘致の活動を行っている大樹町

道支店と連名で「北海道大樹町に新射場を整

に優位点がございます。衛星を打ち上げる場

備した場合の道内経済波及効果」を推計した

合、静止衛星は東へ、観測衛星は南へと種類

レポートを発表しました。このレポートでは

によって打ち上げる方向が異なりますが、東

射場整備による経済効果を年間２
６
７億円と試

と南に太平洋が広がっている大樹町であれば、

算しており、経済面における有効性を示した

いずれの方向へも打ち上げが可能であり、且

ところです。

つ広大な面積を有することから、射場として
適地であると言えます。

引き続き当会では、射場整備と宇宙関連産
業の集積と６次化に係る活動を継続し、北海

今年７月には大樹町に本社を置くインター

道経済の活性化に努めていこうと考えており

ステラテクノロジズが民間企業単独での宇宙

ます。北海道への射場整備と衛星データ利活

空間到達を目指したロケット発射実験を行っ

用による経済活性化実現のためのアドバイス

たばかりであります。残念ながら宇宙空間へ

がございましたらご教示いただきたくお願い

の到達はなりませんでしたが、今後の民間に

申し上げます。

よる宇宙開発に向けた一歩を踏み出したとこ
ろです。
これらを踏まえ当会では、大樹町への射場
整備とそれを起点とした宇宙機器産業や衛星
情報サービス産業などの宇宙関連産業の集積
と６次化を目指しています。

■スマート農業の推進
北海道経済連合会

堰

八

義

博

副会長

北海道は面積が広く人口密度が低いため、
従来は、わざわざ人が現地に行って確認をし
なければならなかったインフラの保全管理な
どにおいて衛星データの活用による省力化が
期待できます。また、無人トラクターによる

推進について発言いたします。

効率化やリモートセンシング技術による収量

北海道は日本の食糧供給基地として重要な

の増加・品質の向上などを達成する、いわゆ

役割を担っておりますが、現在、北海道農業

るスマート農業においても衛星データは必須

は、農家戸数の減少や農業従事者の高齢化に

のものであります。

よる担い手不足の深刻化と、一戸当たりの耕

以上のように、多くの需要が見込まれる北

作面積の拡大という課題に直面しています。

海道が衛星データ利活用の先進地になること

具体的には、北海道の農家戸数は１
９
９
５年か

を期待しているところです。

１
２

私からは、北海道におけるスマート農業の

ら２
０
１
５年までの２
０年間で７万４，
０
０
０戸から３

当会は、２
０
１
４年から射場整備に関する政府

万８，
０
０
０戸へと約１／２に減少し、農家一戸

要望をしており、２
０
１
６年１月には「航空宇宙

当たり耕作面積は１
３．
８ヘクタールから２
３．
８ヘ

産業整備促進特別委員会」を設置して、宇宙

クタールへと約１．
７倍に拡大しております。

dokeiren

ちなみに、この２
３．
８ヘクタールという数字は、

成２
７年度及び２
８年度補正予算で農林水産省の

全国の一戸当たり耕作面積２．
２ヘクタールの

「革新的技術開発・緊急展開事業」が継続さ

約１
１倍の規模になります。

れました。

この担い手不足、大規模化という課題を解

更に、今年度に入り当会では、北海道がス

決するため、ロボット技術やICTを活用した

マート農業の先進的な地域となり、関連する

スマート農業による省力化や効率化が期待さ

ものづくり産業が発展するために取り組むべ

れています。

きことは何かを検討する「スマート農業プロ

さて、スマート農業については、トラク

ジェクトチーム」を設置しています。メン

ター等の農業機械の自動走行による省力化、

バーは、道内の研究機関、作業機メーカー、

リモートセンシング技術や過去のデータを活

トラクターメーカー、ICT企業、生産者など

用したきめ細やかな栽培による収量増加・品

各部門の専門家で、今年度中に課題等を洗い

質向上、アシストスーツによる収穫物の積み

出し、取り組むべき事項をまとめて、提言や

下ろし等重労働の軽労化などに関して、国は

要望活動に反映させることを考えています。

研究開発を推進しています。

北海道がスマート農業の先進的な地域とな

また、２
０
１
７年６月に閣議決定された「未来

り、我が国の農業の基盤強化と更なる食産業

投資戦略２
０
１
７」では、２
０
１
８年までに有人監視

の振興に貢献し、併せて関連するものづくり

下での農業機械無人システムの市販化、２
０
２
０

産業が発展するために取り組むべきこと等、

年までに遠隔監視による無人自動走行システ

アドバイスがございましたらご教示いただき

ムの実現という行程が示されました。このよ

たくお願いいたします。

うな動きを受けて、北海道内でもスマート農
業の実用化に向けた積極的な取組を行ってい

意見交換

ます。
内閣府のSIP（戦略的イノベーション創造
プログラム）のプログラムディレクターであ
る北海道大学大学院 野口教授がロボットト
ラクターの研究開発を進めており、岩見沢市
などで生産者と組んで実証試験を行うなど先

■宇宙関連産業の推進
（一社）日本経済団体連合会

山

西

健一郎

副会長

進的な取組を実施しています。
一昨年の北海道経済懇談会において、榊原
会長には岩見沢市のロボットトラクターのデ
モ走行を視察していただきました。現在、４

宇宙開発は、わが国の安全保障の強化や技

台のロボットトラクターの１台に監視員が乗

術力の向上、それに加えて経済成長の源泉と

車し、無人の３台のロボットトラクターと数

なる可能性を持つ分野であると思います。安

センチメートル級の高い精度で協調作業がで

倍総理もGDP６
０
０兆円経済に向けた生産性革

きています。

命において、宇宙分野を柱の一つとして推進

また、当会では、スマート農業の研究開発
及び現地実証への継続支援を国に要望し、平

すると言及されておられます。
経団連としては、政府が本年５月に公表し

１
３

経済懇談会

た「宇宙産業ビジョン２
０
３
０」に基づき、宇宙

方を目指すSociety ５．
０を推進しています。

産業全体の市場規模拡大に向けた施策が着実

あらゆるモノをネットワークでつなぎ、そこ

に進められていくことを期待しております。

から得られるデータをいかに上手く活用する

まず宇宙二法についてですが、この宇宙二

かが肝となると考えております。こういう

法の整備により、衛星の打ち上げや管理、あ

様々なデータの利活用が重要となる中で、衛

るいはリモートセンシング記録の取り扱い等

星データもその一つとして有効に利用して、

にかかわる様々な基準や手続きが示されまし

地方創生につながることを期待しています。

て、民間企業の事業の予見可能性を高めるこ

また、衛星からのデータを有効利用して、

とにつながると考えられます。今後、この制

新しく価値を生み出すためには、データ単独

度が円滑に運用され、宇宙産業の発展を後押

ではなく、様々なデータを組み合わせていく

しすることを期待しております。

ことが必要であると思います。道内において

次に先ほどお話のありました大樹町への射

は、先ほども秋元市長との懇談がありました

場の誘致についてですが、射場は、わが国が

が、札幌市を中心にIT産業が集積されてお

人工衛星等の打ち上げを自在に行って、自律

ります。データサイエンティスト等の専門人

的な宇宙へのアクセスを確保するために必須

材の育成を加速するなど、ニーズに合わせた

な基盤です。抗たん性の観点からも、新たな

データの使い方の提案能力を高めていく施策

射場を整備する意義はあると考えています。

を推進していく必要があると考えています。

併せて、現在使われています種子島と内之浦
の２つの射場についても老朽化対策や機能向
上のための整備を講じるべきであると考えて
います。
次に衛星データの利活用について、１
０月１
０
日に準天頂衛星みちびきの４号機の打ち上げ

■スマート農業の推進
（一社）日本経済団体連合会

中

西

宏

明

副会長

が行われる予定です。すでに３機が上がって
おりますが、２
０
１
８年度には４機体制にて２
４時
間サービスの提供が可能になる予定です。準
天頂衛星からの高精度の測位情報を活用する

堰八副会長からご説明いただきましたス

ことで、例えば自動走行分野において、レー

マート農業ですけれども、これは、榊原会長

ンレベルでの高度な自動走行を実現できるだ

や山西副会長からもお話が出ましたSociety

けではなく、社会インフラ分野における測量、

５．
０という大きな国家戦略と全く同じという

施工等の高精度・高効率化、あるいは防災・

か、それを具体化していくプロジェクトだと

減災分野における自然災害の早期検知、避難

お聞きいたしました。

誘導等への活用、また先ほどお話があった農

大変すばらしいと思いますし、経団連も官

業といった社会的課題解決への寄与も期待で

民プロジェクト１
０ということで、具体的に

きると思います。

Society ５．
０を実現するためにどういう施策

経団連では、先ほど榊原会長からもお話が
ありましたが、経済成長と社会課題解決の両

１
４

が必要であるかというプロジェクトを展開し
ているところです。

dokeiren

このSociety ５．
０の一番の特徴は、ICTを

自由発言

使って情報を横断的に基盤として活用してい
こうというところです。そういう意味で農業
においても、従来からの個別の対策ではなく、
それを横断的に把握して、更に付加価値を高
めていくことが非常に大きなポイントになっ
てくるのではないかと思います。

■ベンチャーの創出・育成
（一社）日本経済団体連合会

岡

本

毅

副会長

先ほどの堰八副会長のお話ですと、自動化
に焦点がありました。これも大変大事なこと
ですし、そのためのデータ基盤の整備等を大
いにやっていくことで、経団連も色々と一緒

私からは、地域における産業振興につきま

に活動させていただきたいと思いますが、更

して、ベンチャーという観点から一言申し述

にもう一歩、農業の話を色々と聞いておりま

べたいと存じます。

すと、市場にあった、マッチングのとれた、

先ほど、増田副会長のご発言の中で、北海

また流通のしっかりした農業展開が、大きな

道で創業したベンチャー企業による小型ロ

意味での活性化にすごくつながってくると思

ケット開発打ち上げの話がございました。ベ

います。この辺につきましても、データの共

ンチャー企業は、宇宙産業をはじめとした新

有が上手く図られて、そしてそれがスマート

成長分野の開拓や新たな雇用創出の重要な担

ロジスティクスにも通じていくというような

い手であります。地方都市で、ベンチャー企

展開をぜひ図っていくべきではないか。こう

業の創出、育成の取組を推進することは、必

いうスマートソサエティの大きなポイントと

ずや地域経済の活性化に寄与するものと考え

いうのが、産業の垣根を低くするというとこ

ております。ICT活用が広がる現代社会にお

ろですので、そういう意味での色々なプロ

いては、オフィスを設置する場所の制約とい

ジェクトということでは、まさにスマート農

うものは少なくなっております。

業そのものが指向していく方向ではないかと

先ほど、古賀副会長から徳島県における

思います。ぜひその辺の整備拡充にも色々と

IT環境の整備というお話がございました。

ご一緒に取り組ませていただければ幸いです。

徳島の北東部にすだちの生産で有名な神山町

もう一つあえて言いますと、データの話で

というかなり山深い地域がありまして、ここ

すので、基盤の整備をするための、規則や法

ではIT環境がずいぶん整備されており、IT

律、あるいはサイバーセキュリティに対応す

関係のベンチャー企業が多数オフィスを置い

る対策ですとか、負の面に対する対策も経団

ているということです。

連としては一生懸命やっていかなければいけ

実は昨晩、NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」

ないという危機感を持っております。この点

という番組で、たまたまこの神山町が出てま

についても、色々とご一緒に展開させていた

いりまして、大変なすだちの森の中に、突然

だきたいと思いますので、どうぞよろしくお

IT関係のオフィスが出てきまして、そこを

願いいたします。

訪れた鶴瓶さんがちょっと驚いたような光景
も映っておりました。そのような形で、ベン

１
５

経済懇談会

チャー企業は地域社会の中で発展していくと
いうことで、地方創生の起爆剤となることを
大いに期待しているところです。
また、ベンチャー企業の創出・育成に向け
ましては、知の創出拠点である大学の果たす

■産業競争力強化
（一社）日本経済団体連合会

進

藤

孝

生

副会長

役割が特に大きなものとなります。北海道大
学 で は 、２０
１
６年 ４ 月 に 北 海 道 大 学 発 ベ ン
チャー認定制度がスタートしまして、大学の
持つ研究シーズの実用化を加速することで、

経団連で産業競争力強化委員会を担当して

北海道大学発のベンチャー企業の起業や成長

おります立場から、今回のテーマであります

を積極的に後押ししていると伺っております。

「ものづくり産業の競争力強化」に関連して、

北海道大学を中心とした道内の大学が、大学

経団連の今後の活動について話させていただ

改革の動きと連動しつつ、研究開発成果をベ

きます。

ンチャーの創出・育成につなげるハブとして、

このグローバル競争というものが激化する

その機能を一層強化することを期待しており

中、一つにはfintech（フィンテック）や自

ます。

動走行に代表される技術革新。それと二つ目

産業界としましても、ベンチャーの創出・

はシェアリングエコノミーといった新たなビ

育成のために、いかに大学と連携していくか

ジネスモデルの出現。こういうことに伴って

が課題であると認識しております。そのため、

従来の産業構造が大きく変わりつつあります。

経団連では「東大・経団連ベンチャー協創会

こうした中、我が国が国際競争力を維持・

議」を昨年１
１月に立ち上げ、大企業と東大発

強化していくためには、やはりイノベーショ

ベンチャー企業のビジネスマッチング等に取

ンを不断に創出して経済を牽引する新たな高

り組みはじめたところです。

付加価値産業を創出していく必要があると考

また、Society ５．
０の実現に向けて、産学

えております。

官によるオープンイノベーションの必要性が

しかしながら、我が国は革新的なビジネス

謳われております。その中で、大学、ベン

モデルの創出という点では世界の潮流から取

チャー企業、ベンチャーキャピタル、大企業

り残されつつあるというか、諸外国から少し

といった多様な関係者が、互いの資本や技術

遅れつつあると言わざるを得ません。日本か

を活かしながら、相互に協力することで新規

らこうしたイノベーションが創出されない要

事業を創出し、共に成長していく「ベン

因の一つとして、新たな挑戦を促進するため

チャーエコシステム」を構築することが必要

の環境整備が不十分であるという点が挙げら

と考えております。

れるかと思っております。具体的には強すぎ

道経連会員企業の皆様におかれましては、

る規制、行政手続の煩雑さ・複雑さ、人材の

地域経済の更なる活性化に向けて、道内の大

流動性の低さ、リスクマネーの不足、失敗が

学やベンチャー企業との連携を積極的に推進

許容されにくいカルチャー等々、諸外国に比

していただきたいと思います。

べて新たな挑戦をしようというマインドが働
きにくい状況にあるのではないかと思ってお

１
６

dokeiren

ります。
こうした状況を踏まえて経団連の産業競争

たいと考えておりますので、よろしくお願い
申し上げます。

力強化委員会では「新たな高付加価値産業創
出に向けた環境整備」というテーマのもとに、
グローバル競争を勝ち抜くための新たな基幹
産業やビジネスモデルの創出に資する施策に
ついて検討を深めていきたいと考えておりま

テーマ２
地域資源を活かした産業の振興

す。

問題提起

具体的には戦略的な規制改革の推進や海外
の活力の取り込み、産業の新陳代謝の促進と
いった事柄について検討を行う予定でありま
す。例えば規制改革について言えば、先般、
政府が閣議決定しました「未来投資戦略
２
０
１
７」において、「規制のサンドボックス制

■食関連産業の推進
北海道経済連合会

!

田

勝

彦

副会長

度」というのがあります。レギュラトリー・
サンドボックスという、まずはやってみる、
あるいは試行錯誤を許す砂場（サンドボック
ス）というか場を制度的に作るということが
謳われております。こういうものを通じて新

私からは、道経連の「食関連産業の推進」
の取組について、５点お話をいたします。

たなビジネスの創出に向けた規制改革を抜本

１点目は、平成２
４年度にスタートした「北

的に推進すると打ち出されました。こうした

海道フードコンプレックス国際戦略総合特

仕組みが新たな高付加価値産業の創出に資す

区」についてです。北海道を東アジアの食の

るものとなるよう、官民連携のもとで具体的

研究開発・輸出拠点にすることを目指して、

な制度設計を進めることが肝要だと考えてお

様々な規制緩和や支援措置を講じて、食の輸

ります。

出拡大や競争力強化に取り組んできた昨年度

ここ北海道におかれましては、先ほどから
お話がありますように、農業や観光を基幹産

までの第１期の５年間で、輸出と輸入代替の
累計額が１，
２
０
０億円を超えました。

業に据えるとともに、昨年６月に「北海道自

本年３月に国から５年延長の認定を受けた

動車安全技術検討会議」を設置して、自動走

新たな計画では、来道外国人による食品購入

行の実用化に向けた環境整備も精力的に進め

額を含めた輸出等の累計額の目標を第１期の

ておられると聞いております。こうした取組

倍の２，
６
０
０億円に設定しました。

を一層強化しながら、我が国発のイノベー

現在、この目標達成に向けて、新たに設置

ションの牽引役となっていただくことを期待

した「産業連携オフィス」を核に、一次産業

しております。

と企業のマッチングによる更なる食の高付加

経団連といたしましても北海道経済界の皆
様と連携を取らせていただきながら、我が国
の産業競争力の強化に向けて尽力してまいり

価値化、輸出支援の強化などに取り組んでお
ります。
２点目は、北海道の食の本州への移出や海

１
７

経済懇談会

外に輸出する際に課題となる物流についてで
す。
今年度、当会にプロジェクトチームを設け
て、この課題の解決に向けた検討を進めてい

今年度は試験的な取組としてスタートしま
したが、学生、大学のみならず、協力企業の
皆様からも好評なことから、次年度からの本
格実施に向けた検討を行っています。

ます。メンバーは大学教授を座長に、荷主、

以上、只今ご説明いたしました取組は、北

生産者、物流業、倉庫業、金融と多岐に亘っ

海道の基幹産業である食産業の足腰を強めて

ており、各専門の立場からご意見を頂き、北

食の付加価値の向上や輸出の拡大などを進展

海道の食関連産業の更なる成長と移出や輸出

させようとするもので、食クラスター連携協

の拡大を支える効率的な物流ネットワーク構

議体などの関係機関とも連携して進めており

築に繋げたいと考えております。

ます。

３点目は、産学官金で構成する食クラス

北海道が道外の食品加工企業の誘致を進め

ター連携協議体と連携した取組を進めている

る際に注意すべき点につきまして、労働力確

食品加工企業の誘致促進についてです。

保、人材の育成に関するご意見とあわせてア

昨年実施した道外企業へのアンケート調査

ドバイスいただきたくお願いいたします。

の結果を基に、企業側の視点に立った情報提
供のあり方など、誘致活動の進め方の検討を
行っています。
現在、北見市、富良野市、当別町と組んで、
道外企業に対してどのような情報を提供する
のが効果的なのかを整理中です。

■観光産業の更なる成長に向けて
北海道経済連合会

石

井

純

二

副会長

４点目は、先ほどのアンケート調査で多く
の企業が懸念材料として挙げている労働力の
確保についてです。
農業、林業、水産加工業など産業によって
繁忙期と閑散期が異なることに着目して、産
業間で労働力を補填し合う方法を検討してい
ます。

１
８

私からは「観光産業の更なる成長化に向け
て」について発言いたします。
最初に、北海道の観光産業の現状について
申し上げます。北海道を訪れた訪日外国人の

現在、モデル地域に選定した道南の八雲町

数は、２
０
１
５年度は２
０
８万人、２
０
１
６年度は２
３
０万

と共同で、農林漁業の各団体や商工会などの

人と増加傾向が続いており、北海道庁では、

地域関係者を交えて、地域の労働実態の現状

２
０
２
０年度の訪日外国人来道者数の目標を当初

把握を進めています。

の３
０
０万人から５
０
０万人に上方修正しています。

最後に、人材の育成では、大学とも連携し

同じく北海道庁による調査では、２
０
１
５年度

て将来の食産業を支える大学生の育成や道内

の観光消費総額が約１兆４，
３
０
０億円、生産波

企業への就職率向上などを目的に、企業など

及効果は約２兆９０
０億円となり、いずれも

による商品開発及び商談会・展示会への学生

２
０
１
０年の前回調査から１
０％以上の増額となり

の参加や学生向け企業セミナー、工場見学を

ました。また、雇用誘発効果も約１
９万人と推

行っています。

計されており、道内就業者数の約８％に相当
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現計画では２
０
３
０年に札幌延伸となりますが、

するものになります。
これに伴い、観光産業の名目GDPは６，
３
２
０

更なる早期化を要望しています。

億円（北海道名目GDP１
８．
５兆円の３．
４％）と

なお、２
０
２
０年に道内７空港の一括民間委託

なり、食料品製造業、農業をしのぐ規模と

がスタートする予定です。交流人口とインバ

なっています。このように本道の観光産業は、

ウンドの増大によるダイナミックな人の流れ

北海道経済をけん引する産業に成長しつつあ

をつくり、北海道全体の観光振興につなげて

ります。

いくためには、各空港所在地を中心とした観

続きまして、道内観光産業の更なる成長に

光資源の更なる磨き上げや、各空港からの２

向けた当会の取組についてご説明いたします。

次交通の利便性の向上が重要になると考えて

国の「日本再興戦略２
０
１
６」では、名目GDP

おります。

６
０
０兆円に向けた成長戦略の一つとして「観

最後に、北海道の観光産業の更なる成長・

光立国の実現」を挙げ、外国人旅行客の消費

発展につながる事業をご紹介いたします。

額を２
０
１
５年度の３．
５兆円から２
０
２
０年度には８

２
０
２
０年に白老町に開設されるアイヌ文化の継

兆円とし、更に２
０
３
０年度には１
５兆円を目指す

承と創造的発展のための拠点「民族共生象徴

とされています。

空間」です。年間１
０
０万人の来場者目標の達

国の目標達成に貢献し、また北海道経済の

成に向けて、全国的な認知度向上のPRなど

活性化につなげるため、北海道を訪れる外国

一層の気運醸成、最寄り駅等をはじめ周辺環

人観光客の消費額（２
０
１
５年度実績

約３，
７
０
０

境の整備、ソフト面の充実などが検討されて

億円）、これを更に底上げする必要があり、

います。当会も、国等への効果的な働きかけ

当会でも外国人の観光消費額増加に向けたプ

などを通じて、受入体制の整備支援を要望し

ロジェクトチームを立ち上げました。検討に

ています。

当たっては、現在札幌を中心とした道央圏に

このほか、昨年１
１月に北海道及び札幌市が

集中している外国人観光客を北海道内各地域

２
０
２
６年冬季オリンピック・パラリンピックの

へ広く波及させるため、広域周遊観光と滞在

開催提案書をJOCに提出しましたが、国とし

型観光の充実を目指すこととしています。

ても誘致に取り組むよう、引き続き要望して

そのためには、訪日外国人観光客の国・地

まいります。

域別の特徴をしっかり分析するとともに、設

以上、北海道観光の現状と目標、並びに当

立が急がれる日本版DMOの活用も検討して

会の取組などについてご説明しましたが、今

いきたいと考えています。

後も観光産業の更なる成長化に向けて取り組

また、広域周遊観光ルートを形成していく

んでまいります。広大な北海道において、札

上で、交通ネットワークの整備が欠かせませ

幌を中心とする道央圏からその他の地方圏へ

ん。この点に関しては、昨年１
１月に「北海道

観光客を誘導する方策について、本州の事例

の交通関連社会資本のあり方」を取りまとめ、

を含めてアドバイスがございましたら、ご教

道内の航空路、鉄路、高規格幹線道路、港湾

示をお願いいたします。

等に関する当会としての方向性を示しました。
加えて、交通ネットワークの充実に関しては、
昨年３月に開通した北海道新幹線について、

１
９

経済懇談会

意見交換

とも大変魅力に感じました。まさに日本の宝

（一社）日本経済団体連合会

沙

弘

晴らしい食材を使った料理に舌鼓を打ちまし
た。また携帯電話の電波が届かないというこ

■観光振興

岩

のほとりで、星空に囲まれながらご当地の素

道

審議員
会議長

である、こういった大自然の魅力をいかに活
用するか、また更なる集客につなげるために
必要な要素は何かを考えながら、地元の皆様
がそれぞれの魅力に磨きをかける取組をして
いただけたらと思います。
北海道にはまだまだ全国に知られていない

ただいま石井副会長よりご当地の主力産業

四季折々の幅広い魅力が各所にあります。そ

である観光産業につきまして、詳細にご説明

れぞれが連携して、より多くの多様な魅力を

いただきました。観光先進国を目指す我が国

観光客に伝えていくことが重要だと思います。

にとりまして、北海道がその牽引役となって

そして各地での取組が横展開され、お互いに

いることを再認識いたしました。

切磋琢磨していくことで北海道全域にその環

お話のあった白老町が所在する道南エリア
については函館、ニセコ、洞爺湖、登別、そ

更に道内はもちろん、日本全国、世界各地

して歴史文化の残る松前、伊達などの周遊

にその魅力を広く認知してもらうためにも、

ルートができ上がっており、まさに北海道観

北海道観光振興機構には、広域連携DMOと

光の中心となっています。民族共生象徴空間

してのデータの収集・分析、そして戦略立案、

は日本で５番目の国立博物館となるわけです

コーディネート機能等に力を発揮し、ネット

が、このエリアの更なる魅力アップに大いに

を通じた積極的な発信を行って広域周遊ルー

貢献することと存じます。そして北海道新幹

トの活性化を主導していただきたいと思いま

線が全線開通すれば、札幌を含む道央エリア

す。

と道南エリアとが結ばれ、ますます活性化し
ていくものと考えます。

２
０

が広がることを期待しております。

また広大な北海道において、札幌のみなら
ず遠方に足を伸ばしていただけるようアクセ

ご指摘のように課題は、いかに道北・道東

ス機能を強化することが大切です。ご紹介に

エリアへ集客力を波及させるかということと

ありました社会資本に関するご提言について

認識いたしています。道北・道東の魅力は世

は、まさにそのとおりです。玄関口である空

界自然遺産に登録されている知床や国内で唯

港の民間委託、新幹線延伸、港湾の設備更新

一見ることができる流氷スポットなど、何と

やクルーズ船対応は重要だと思います。

言ってもその手付かずの雄大な大自然であり

また道内ではいまだに札幌と中核都市であ

ます。私も昨年、釧路湿原を訪れましたが、

る、函館、釧路、北見を結ぶルート、更には

なかなか東京では見ることのできない自然と

稚内へのルートに未開通区間が残されており

の触れ合い、今でも鮮明に記憶に残っており

ます。計画されている道路の整備が遅れてお

まして、まさに忘れることのできない経験で

ります。昨年８月に台風の被害を受けて以来、

す。多くの野生動物にも会うこともできる湖

いまだに通行止めとなっている国道２
７
４号線
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の開通も含め、まずこれらのミッシングリン

本州の事例で言いますと、和歌山県の熊野

クの解消が観光地へのアクセス、観光周遊

古道でもSNSやインターネットを活用した海

ルートの形成のための足がかりとなると考え

外への魅力発信に成功しています。５カ国語

られます。

を話す高野山のスイス人僧侶が訪れた外国人

ご当地では周遊バスの運行の実証事業にも

の案内や寺院を紹介する本の出版を行いまし

取り組まれていると伺っておりますが、２次

て、そうした姿が実はSNSや海外メディアに

交通も含めたアクセス改善に重点的に取り組

取り上げられております。そこで関心が爆発

み、より自由なルートの組合せを楽しめるよ

的に高まり、人気が急増していると伺ってお

うにすることも一案かと存じます。更に鉄道

ります。こうした様々なチャンネルの活用が

や高速バスなどの公共交通機関と各種の施設

重要だと思います。

を連動させた広域フリーパスの導入も非常に

２
０
２
０年の東京オリンピック・パラリンピッ

効果的だと思います。年々利用が伸びている

クを控える中で、日本ならではのおもてなし

と伺っております。

の心を持って外国人観光客に対応するために

これらのアクセス機能に加えて、国内外の

は、とりわけ人材育成が必要になります。そ

観光客に安心して滞在してもらうためには、

ういった意味で北海道観光推進機構が企画す

Wi-Fiと電子決済、それから多言語対応と

る観光産業に携わる従業者向け研修の実施な

いった環境の整備や通訳・ガイド人材の育成、

どは非常に重要だと思います。観光戦略を策

外国人材の活用をはじめとするサービスの充

定・実行できる高度観光人材を育成すること

実も必須だと思います。また地域ごとの特性

も我が国が観光立国を目指す上で極めて重要

を上手く生かした誘客に向けて、関係者が忌

でありまして、経団連としてもインターンの

憚なく議論し、一丸となって施策を展開する

実施などに引き続き力を入れて活動してまい

草の根の活動と情報発信が重要であると考え

りますが、そういった面では北海道とも連携

ます。

をしていきたいと考えております。

ニセコ町が町役場で観光客の案内役として

また地方創生の面では、長期滞在型観光や

外国人を雇用し、海外代理店への営業、口コ

２地域居住を促進することも大切だと考えま

ミを通じて魅力発信に成功を収めていること

す。すでにニセコや釧路でも空き家の活用、

は良い事例だと思いますので、この成功事例

サービスアパートメントの整備などの取組が

を参考にしていくことは重要だと思います。

進んでいます。

大雪山の麓に位置する上川町においても、役

経団連は年次有給休暇の取得促進、休暇の

場を中心に観光協会や町づくり団体などで構

分散化、プレミアムフライデーの推進等の取

成された協議会が市民の学習の場である市民

組によりまして、国内観光需要を掘り起こし、

大学を設立し、地元の交流を図る中で地域の

国内道内観光の底上げと地方創生につなげて

魅力を再認識し、発信されております。大雪

まいりたいと考えております。

山は日本一早い紅葉の名所として有名ですが、

ご当地は観光資源の潜在力という点で比類

その知名度を更に上げるためにインスタグラ

なき力を持っております。経団連としても今

ムを大いに活用されているというのは素晴ら

後の取組に大いに期待いたしておりますし、

しい試みだと思います。

道経連の皆様、また各地方公共団体の皆様と

２
１

経済懇談会

も連携して、その挑戦を後押ししてまいりた

リューチェーン全体で稼ぐということが重要

いと思います。

であり、これに加工品の高付加価値化・低コ
スト化に向けて、いわゆる６次産業化の推進、

■農業・食関連産業の競争力強化
（一社）日本経済団体連合会

小

林

健

副会長

ICT等の技術開発と導入、新商品の開発を後
押しする制度の整備と強化が必要であるとい
うことを訴えております。
併せまして、経団連の活動として経済界と
農業界の連携に向け、両業界のマッチングの
機会を設け、これを促進しております。ご紹
介いただきました「フード特区」
、「産業連携
オフィス」を中心とした取組は、まさに、こ

私からは農業・食関連産業の競争力の強化
について一言申し上げたいと思います。
先ほど𠮷田副会長から、食関連産業の推進
に向けた道経連の取組をご紹介いただきまし

道経連と経団連とが引き続き連携して活動す
ることで、成果を上げていくべきであると考
えております。

た。農林水産業の成長産業化は、各地域の経

次に「食品加工企業の誘致」であります。

済・社会の活性化のために、また早期実現が

私どものグループ会社でも、北海道内でス

期待されております日本とEUのEPA、ある

モークサーモンやハム・ソーセージ等の製造

いはTPP１
１に積極的に対応していくために

工場を創業しておりますが、やはり競争力の

も不可欠であります。ご紹介の取組は大変重

ある原材料の調達を前提にして、調達から加

要なものと考えております。私からは経団連

工、販売、またその間をつなぐ物流も含めて、

のこの分野での取組、また若干ではあります

効率的で収益力の高いバリューチェーンを形

が、私ども三菱商事の北海道地域での取組を

成できることが重要であると考えます。

ご紹介しながら４点申しあげたいと思います。

労働力の確保が難しい中で、生産量の確保

第１点は経団連の提言、そして道経連との取

と低コスト化の取組にも、企業が持つノウハ

組について、第２点は食品加工企業の誘致に

ウとネットワークを積極的に活用する仕組み

ついて、第３点は労働力の確保について、第

も必要であります。私どもの事例ではありま

４点は食の人材育成についてであります。

すが、例えばGPS搭載の大型トラクターを道

第１点の「提言と道経連との取組」ですが、

２
２

の経団連の提言及び活動と重なるものであり、

内で既に３
０
０台販売しております。この自動

経団連も昨年９月に農産物及び食品の国際競

操縦による作業量低減の促進。また食品工場

争力強化に向けた提言を公表しました。農林

の操業コストの削減には従来、残渣として処

水産大臣はじめ関係各所に働きかけをしてま

理が必要でありましたリンゴの搾りかすやお

いりました。提言では第１に、規制緩和、あ

茶の搾りかすを畜産用の飼料や堆肥の原料と

るいは農地集積の加速によって企業の参入を

して活用することを提案し、実際に取り組ん

促進し、経営規模の拡大や生産性向上を図る

でおります。

ことで、生産基盤の強化をすること。また第

第３の「労働力の確保」であります。我が

２に、加工及び販売を含めた、いわゆるバ

国全体で労働人口が減少しており、食産業を
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含めた多くの産業で労働力の確保は大きな課

る魅力溢れる食の産地であります。道経連の

題であります。これは一朝一夕に解決するこ

活動で、生産者と企業の連携がより進展し、

とはなかなか難しいのですが、まずは農林水

食にかかわる産業がますます成長することを

産業を含めた食産業全体で、その魅力度を高

期待いたしております。

め、特に若者の就業意欲を高めていき、生産
性を向上させる取組が必要であると思います。

自由発言

ここでも規制緩和や企業の参入による経営
規模の拡大、生産性の向上を通じた生産基盤
の強化、また生産者と企業との連携による６
次産業化等の成功事例の創出を着実に推進し
ていくことが重要ではないでしょうか。先ほ
どの昼食懇談会でもお話が出ましたが、農業

■スポーツ産業の成長産業化
（一社）日本経済団体連合会

木

村

康

副会長

の集約化・近代化にはやはり北海道が一番適
しています。私も先般、オーストラリアへ行
きましたが、オーストラリアでは理科系の学
生の就職率は農業関係が一番多いそうです。

私からは産業振興に関連するテーマといた

先ほど秋元市長からもお話がありましたが、

しまして「スポーツの成長産業化」というこ

北海道では理科系の学生の就職率が半分以下

とでお話していきたいと思います。

であり、ほぼ東京へ出てしまっているという

これまで農業や観光といったテーマで色々

ことです。いわゆる農業の活性化を魅力とし

な話がありましたけれども、それと同様にス

て理科系人材を引きつける。農業はITであ

ポーツの成長産業化がGDP６
０
０兆円経済の実

ると言い切ってもいいかと思いますが、そう

現に向けた成長戦略の一つとされていること

いう形で学生をインデュースしていくという

をしっかりと認識したいと思っております。

ことも必要ではないかと考えております。

国民のスポーツ実施率の向上やスポーツ関

最後に「食の人材育成」は今申し上げたこ

連ビジネスの創出などを通じて、スポーツ産

とと重なりますが、大学と企業が連携すると

業の市場規模を現在の５．
５兆円から２
０
２
５年ま

いうことで、食産業の可能性の魅力を若者に

でに１
５兆円に拡大するという目標が設定され

伝えるということが重要かと思います。

ているところです。この目標につきましては、

道経連として既に取組中とのことですが、

２
０
１
９年から２
０
２
０年にかけてラグビーのワール

私どもも北海道大学、あるいは帯広畜産大学

ドカップ、東京オリンピック・パラリンピッ

と連携いたしまして、食関連ビジネスにかか

クという大きなイベントがあるだけではなく、

わる商社の知見と現場研修の機会等を提供す

先ほど石井副会長からもご紹介がありました

べく活動しております。道経連の取組を更に

冬季オリンピックの札幌誘致を目指すという

進め、多くの企業が若者に対し、それぞれの

動きもある中で、色々なイベントが出てくる

知見と食産業の魅力を伝える活動が広がるこ

ということで、それぞれ大きな相乗効果を発

とを期待しております。

揮して必ずや達成できるものと確信しており

最後になりますが、北海道は日本を代表す

ます。

２
３

経済懇談会

そこで我が国におけるスポーツ産業の市場
規模を拡大し、収益性を高めるということで

ると聞いています。大会の合宿などを通じて、

重要な要素を二つ申し上げたいと思います。

ますます国際交流が進むことを期待しており

まず一つ目の要素はスポーツ人口そのもの

ます。

を増やしていくことであります。これには私

経団連といたしましても、企業による一層

ども企業人をはじめとする成人のスポーツ実

のスポーツ支援、障がい者スポーツの普及、

施率を高め、同時に子どもたちがスポーツに

そして東京オリンピック・パラリンピックに

親しむための環境を整備するなど、官民をあ

向けたムーブメントづくりやレガシー形成な

げた取組が非常に重要だと思っています。

どを通じて、スポーツの活性化と成長産業化

また、東京オリンピック・パラリンピック

に貢献してまいります。

に向けて高まっているスポーツに対する国民

こうした取組の一環といたしまして、私自

の関心を一過性のものにせず、その後も定着

身も先日、千葉で行われていた車いすバス

させる。いわゆるレガシーの形成も非常に必

ケットボールの女子日本代表合宿を見てまい

要になってくると考えております。

りました。私どもJXTGグループは女子バス

二つ目の要素はスポーツを地域活性化に積

ケットボールの非常に強いチームを持ってお

極的に活用することであります。まずスポー

りますので、その選手達と一緒に訪問してま

ツをすることだけではなく見ることについて

いりました。競技の体験交流として、私も車

も、一層私ども国民の関心が高まれば、交流

いすに乗って動きましたし、選手も乗ってミ

人口や関連ビジネスの拡大を通じて地域に大

ニゲームをやったところであります。圧倒的

きな経済効果をもたらすと考えています。

に車いすに乗っている女子の方が強かったで

北海道におきましてはその点が非常に顕在

すけれども、非常に楽しく思いました。そこ

化している部分があると思っています。既に

で感じましたのは改めてスポーツはするのも

野球、サッカー、バスケットボール、更には

見るのも、理屈抜きで楽しく、また色々な障

フットサルと４つのスポーツチームがありま

がいの有無や年齢、性別を超えて一つになれ

すし、またウインタースポーツも非常に盛ん

るという魅力です。

であります。これらのチームが行う試合等の

経団連にはスポーツ用品の製造、スポーツ

イベントに官民をあげて取り組むことで、更

ジムの経営などスポーツビジネスに携わる企

に集客力が上がれば地域に波及する経済効果

業も幅広く参加しておりますので、スポーツ

は極めて大きいものとなると思っております。

の成長産業化にとって重要な施策を積極的に

またご当地、北海道におきましては毎年多

提言していきたいと思います。

くの外国人がウインタースポーツのために訪

今後も北海道をはじめ、各地域の皆様方と

ねてきておりますので、スポーツツーリズム

連携を深めながらスポーツに関する取組を拡

を目的とした訪日外国人を一層増やすことで

大してまいりたいと存じますので、引き続き

地域の活性化につなげていただきたいと思い

ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

ます。

更に東京オリンピック・パラリンピックの
参加国のホストタウンとして、釧路市、網走

２
４

市、士別市、名寄市が既に登録を済ませてい

dokeiren

いうもので船を繋いで行けるのですけれども、

■物流のあり方

アジア地域はほとんどをカバーしております。

（一社）日本経済団体連合会

工

藤

泰

三

副会長

ち な み に 運 賃 で す け れ ど も 、 先 ほ ど の４０
フィートのコンテナで、苫小牧からこのアジ
ア地域（釜山、香港、上海、台湾、シンガ
ポール、バンコク）に平均約９万円で持って
行けます。東京に持って行くより安いという
状況になっております。これはどうしてかと

海運会社の立場から、北海道が物流に関し

言いますと、北海道だけではないのですが、

て決して悪いポジションにはないということ

日本は今や輸出国ではなく輸入国になってお

を少しご説明させていただきます。

りまして、輸入の荷物の方が多いものですか

北海道、特に苫小牧からですが、関東や関

ら、４
０フィートのコンテナが余ってしまい、

西、中部地方を遠いと思われるかもしれませ

余ったコンテナを荷物がたくさん出るアジア

んが、トラック専用のRO-RO船やフェリー

の地域に空で持って行かなければならないと

ボートのメインは関東に向かっては東京に行

いう状況です。そのため、相当割安な運賃で

かず大洗港や常陸那珂港です。２
０時間ルール

持って行けるということです。ちなみに、箱

というのがありまして、例えば収穫した荷物

の余り具合の関係で、博多からの運賃よりも

は集荷され、その日の２
３〜２
４時くらいに船に

むしろ苫小牧からの方が安いという状況です。

積み込まれます。この船は常陸那珂港や敦賀

ただ、北海道の農産物を輸出する時は船で

港に翌日の２
０時くらいに着きます。そこから

すので、一番近い釜山でも３〜４日かかって

今度はトラックで運んで、東京市場や名古屋、

しまいますし、バンコクなどは２週間ほどか

関西の市場に朝一番、市場が開くまでには着

かりますので、鮮度が問題となります。おそ

くということですので、収穫してから３日目

らく輸出されるときはリーファーコンテナと

の朝一番には市場に着くという物流ルートが

いう冷蔵・冷凍コンテナになると思いますが、

できあがっております。

そうすると運賃が若干高くなりまして、先ほ

苫小牧港はフェリーボートやRO-RO船の
寄港数が日本で一番大きいということですの

どの９万円が２
０万円を超えるという状況にな
ります。

で、決して北海道が国内での物流面のインフ

ここで飛行機と違うのが、海上運賃は基本

ラが整っていないということはないと思いま

的に４
０フィートのコンテナ当たりの運賃です

す。ちなみに、一番代表的なトレーラーの長

ので、１トン積んでも２
０トン積んでも２
０万円

さは４
０フィート（約１
２メートル強）です。運

です。簡単に言うと苫小牧からシンガポール

賃は、苫小牧港から大洗港や常陸那珂港で１
０

まで１トン１万円で持って行けるという状況

万円少々ではないかと思います。

です。そういうことがありますので、とにか

今度はアジアですけれども、実は苫小牧や

く北海道から農産品の輸出を増やそうと思う

石狩、釧路からは韓国や中国向けに船が走っ

と、やはり量の確保が一つの大きな問題にな

ております。もちろん韓国や中国から更には

ろうかと思います。

シンガポールやバンコクにも、フィーダーと

台湾では長いもが非常に人気がありますが、

２
５

dokeiren

実はカボチャも大変人気です。しかし、実は
農薬の問題で日本の基準と台湾の基準が違い、

るのはトラックの運転手が足りなくなること

その辺りの検疫で若干問題があると聞いてい

にどう対応するかということで、今後いよい

ます。ただ先ほど言ったように２
０トンのカボ

よ大事になってくるかと思います。そのため

チャがお客様にまとめて届いても困ってしま

には先ほど言ったように荷物の積み下ろしの

うと思うので、その辺りの販路として、台湾

際にパレットを使わせるとか、あとは有名な

のあちこちでお客様をたくさん集めておけば、

ビールメーカー２社が共同して、今までは自

台湾の港で２
０トンをばらして、台湾各地に配

社のビールは自社で運んでいたのですが、お

ることができます。とにかくバイヤーの数を

互いに半バラで走らせるのではなく、共同輸

増やすとか、そういうことをやれば割と競争

送してトラックを満載にするということをや

力のある物流確保ができるのではないかと思

り始めています。

います。

トラックの運転手不足は物流コストを上げ

ただ、先ほどから出ておりますけれども、

る元凶となりかねません。先ほどの!田副会

今はむしろ海上ではなく、トラックの運転手

長からのご説明で物流プロジェクトチームを

不足の問題の方が大きいのではないかと思い

作られたとのことでございますが、こういう

ます。

問題も含めて、ちょうどいいタイミングだと

私は物流連の会長も６月までやっていたの

思いますので、色々と検討されて北海道から

ですけれども、今はトラックの運転手のなり

の輸出を是非増やしていただければと考えて

手がおりません。生産性が低いということも

おります。

あります。どうしてかと言うと、トラックは
スペースの使用率が４
０パーセントしかありま
せん。半バラで運ぶ、もしくは片荷になる。
加えて荷物の積み下ろしでは、半分以上はお
客様のパレットを使わせてもらえません。パ
レットを使いますと結局パレットの分だけ荷
物を積む量が減ります。お客様からパレット
を置いて行くように言われることもあり、パ
レットも無料ではないので運転手にパレット
を使わないようにさせるということにもなり
ます。そうすると、運転手がフォークリフト
で積めずに、自分で積んで自分で下すという
ことをやっています。年配の運転手にはもう
やっていられないというような状況になって
います。
加えて今、宅急便で賑わせておりますが、
eコマースが増えていて、トラックの運転手
が全然足りなくなっています。

２
６

そういうことで、むしろ北海道で問題にな

