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長挨拶

創立40周年を迎えて
北海道経済連合会 会長

大内

全

昭和49年12月20日、第1次オイルショック直後の

ネルギー問題、労働政策などについて、政府要望

激動する社会･経済情勢の中で、北海道経済界の期

の実施を柱に、道州制や地方財政、2008年主要国

待を担って誕生した北海道経済連合会は、この度、

首脳会議（サミット）誘致などについて提言して

おかげさまで40周年を迎えました。

まいりました。

これもひとえに、会員の皆様はもとより、関係者

特に、「食の総合産業化」につきましては、北海

皆様のお力添えの賜物と、心より感謝申し上げます。

道経済の自立･再生に向け、他地域と比較して優位

設立以来、当会は、北海道経済の自立・再生、ひいて

性･可能性がある「食」と「観光」に着目し、取り

は我が国経済の発展に貢献するため、政策提言･

組んでいるものであり、産学官の連携からなる活動

要望、各種調査・研究、など鋭意推進してまいりま

推進母体の「食クラスター連携協議体」を設立し、

した。

食クラスター形成のトータルコーディネーターとし

40周年という節目に当たり、このような活動状況
を取りまとめ、次の時代へと繋いでいくことは大切

て取り組んでまいりました。
平成23年末には国際戦略総合特区の指定を得て、

なことと考え、
「40周年記念誌」を作成いたしました。

クラスター活動を一層盛んにすることで特区に求め

会員の皆様をはじめ関係者皆様にご一読いただけ

られた食の輸出拡大など我が国食産業の国際化にも

れば幸いに存じます。

貢献しております。

さて、我が国経済は積極的な金融･財政政策への

また、「ものづくり産業」の振興については、平

転換などを柱とするアベノミクスの登場により国内

成18年11月「明日の北海道を考える会」を発足さ

景気は緩やかではありますが着実な回復を辿ってお

せ、20年2月に提言書をまとめ、これに基づき知事

ります。北海道においても公共投資の増加や雇用環

と意見交換を行いました。

境の改善、個人消費の穏やかな回復等により景気は
「穏やかに回復している」ものと考えております。
しかしながら、中長期的には、人口減少や財政、
エネルギー問題など、本道経済を取り巻く環境は依

この提言はものづくり産業振興についての具体的
なアクションプランであり、これに基づき北海道経
済を取り巻く課題の解決に向けて、産業活性化、人
材育成などの取り組みを実施して参りました。

然として厳しく、公共投資の依存が高く、製造業の

特筆すべきこととして、平成24年10月、当会と北

割合が低いといった産業構造から、自立型の産業構

海道経営者協会との統合が成立しました。産業を

造へと転換することが強く求められています。

盛んにして雇用を生むことを一体的に扱うことが望

今まさに地域がいかに自ら考え、知恵を出し、さ
らには実行していくのかが問われています。

まれる時代になったとの考えで両者が一致し、統合
にいたりました。

このような認識のもと、当会は、この10年を振

産業政策と労働政策を一体的に取り扱う相乗効果

り返っても、産業振興や社会基盤の整備促進、エ

によって使用者団体としての雇用問題への対応が強
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化されるとともに、会員団体の数と質の拡大によ

た地方都市圏において雇用の場の創造のほか、医

り、道内各地域の企業実態のきめ細かい把握が可能

療・介護・教育体制の充実を図り、圏域住民がこれ

になるなど、期待通りの成果をあげております。

を容易に利用することで、安心して働き、結婚し、

このような当会の多岐にわたる活動は、北海道の

子供を生み育てることができる地域社会を再構築す

着実な発展に寄与してきたものと考えております。

ることが必要であり、このようなことについても提

今後は、これらの取り組みについて、減り張りを

言･要望活動を進めてまいります。
北海道は素晴らしい資源があります。四季の区分

つけながら、推進の強化を図ってまいる所存であり
ます。
「食の総合産業化」については、世界が安全・安
心な日本の食を求めていることを踏まえ、10年で3

が明瞭で豊かな気候風土、豊富で良質な山海の幸、
新進気鋭に富んだ次代を担う人々、北海道は将来の
可能性を秘めています。
当会といたしましては、これらの資源を活かし、

倍の230兆円に拡大する東アジアの食市場の獲得を
めざし、現在取り組んでいる事業の成果を確実な

若い世代が北海道で生きることに期待と誇りを持て

ものとするとともに、より一層競争力をつけ、北

る地域社会の実現に努めるとともに、北海道が、我

海道がこの市場を獲得することで、我が国の食産

が国はもとより世界の中で大きな役割を果たしつ

業の国際化に貢献していかなければならないと考

つ、着実に発展するよう努力しなければならないも

えています。

のと考えております。
40周年に当たり、当会が未来への飛躍を目指し、

また、
「ものづくり産業」は、力強い経済産業構
造への転換のために、欠くことのできない産業であ

新たなステップを踏み出すため、会員の皆様ならび

ります。製造業の比率が全国と比べ低い北海道に

に関係者皆様の一層のご支援・ご協力を賜りますよ

とって、その育成・強化は粘り強く継続して取り組

うよろしくお願いいたします。

まなければならないもと考えております。
平成26年3月、「道内ものづくり産業の発展への取



平成27年1月

り組み」をまとめ、北海道知事に提言いたしまし
た。北海道のものづくり産業育成のため、今何をな
すべきかについて提言しており、しっかりフォー
ローしてまいります。
さらに、社会資本整備についても、高規格幹線道
路整備の全国との格差
が依然として、縮小し
ていないことなど、広
大･積雪･寒冷といった
北海道にあって、社会
経済活動の維持発展の
ため、早期に整備され
て然るべきです。空港
の国際化や社会資本の
老朽化対策も含め、引
き続きその実現に取り
組んでまいります。
人口問題への対策も
急がれると考えており
ます。その対策として
地方拠点都市の形成
が 重 要 で あ る と 思 い
ます。周辺地域を含め
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祝

辞
私は、成長戦略実行の大きな鍵となるのはイノ
ベーションであると考えます。特に、技術革新は資
源に乏しいわが国が国際競争力を強化するための生
命線であり、経済成長の最も大きなエンジンとも言
えます。高度成長時代のようなダイナミズムを取り
戻し、積極的にリスクをとって、果敢に研究・技術
開発に挑戦し、わが国経済を力強く牽引する新産
一 般
社団法人

日本経済団体連合会 会長

榊原

定征

北海道経済連合会がこのたび、創立40周年を迎え
られましたことを心よりお慶び申し上げます。

業・新事業を起こす「未来創造型技術立国」を目指
すべきでありましょう。
さらに、「日本再興」のためには政治・経済・社
会など、国民生活全般にわたるイノベーションも不
可欠と考えます。旧来の制度や慣行と、その根底に

貴会は1974（昭和49）年の設立以来、自主独立の

ある国民的な意識や社会的な通念を変革することに

開拓者魂を発揮し、企業に限らず、地元の農林水産

よって、新たな成長を牽引する原動力が生まれま

業の事業者や行政、および大学などさまざまな関係

す。こうした認識のもと、社会保障制度の改革や女

者とも密接に連携しながら、地域経済の発展に積極

性の活躍推進、農林水産業の競争力強化と成長産業

的に貢献してこられました。この間、企業誘致や次

化などに取り組んでいくことが重要です。

世代産業支援を通じた産業の高度化・多様化に尽力

成長戦略のもう一つの鍵は、「グローバル経済の

され、また新千歳空港等の発展による経済交流の拡

中で成長を勝ち取る」ことであると考えます。経済

大を通じて道経済の国際化などにも取り組まれ、北

活動がボーダーレス化し、競争が激化する時代にお

海道の可能性を大きく広げられました。

いては、広域の経済連携を主導することで、わが国

近年では、道経済の一層の自立につながる取り組み

の強みを世界に果敢に発信するとともに、海外の成

として、他地域と比較して優位にある農林水産資源を

長と活力を積極的に取り込むことが可能となりま

最大限に活用し、産学官の連携でオール北海道の体制

す。また、国際的なイコールフッティングの実現も

を築き、食の総合産業化と国際化を確立するべく邁進

不可欠であり、競争力のある企業税制の実現をはじ

されております。特に、農業と食品加工・製造業、流

め、安全性の確保を前提として原子力発電所の早期

通・販売・サービス業をつなぐ「食クラスター」の提

再稼働を進め、エネルギーの安定供給と経済性を確

案は、地域産業の発展モデルとして全国から高く評価

保することも喫緊の課題であります。

されております。折しも、わが国が一次産業の付加価

経団連は、特に地域経済の活性化を通じて、わが

値増大とグローバル化を経済再興の柱の一つとして成

国経済を本格的な成長軌道に乗せることができるよ

長戦略を描きつつある中、貴会のこれまでの活動と先

う積極的に貢献してまいりたいと考えています。こ

見性、歴代会長および役職員や会員、関係各位のご努

れまで貴会と経団連は、経済懇談会を継続開催する

力に深く敬意を表するものです。

とともに、国土強靭化に係るシンポジウムを開催し

わが国経済は、安倍政権の積極的な政策運営によ

て時宜に適ったテーマを討議し、政策提言を行うな

りデフレからの脱却が視野に入り、経済の好循環が

ど、わが国の重要な課題解決に共に取り組んでまい

始動しつつあります。将来への明るい展望が拓け、

りました。今後とも、貴会のご協力を得て、
「日本

成長への自信が取り戻されつつある今こそ、「日本

再興」に向けた課題解決に共に取り組みたいと思い

再興」の絶好のチャンスであります。この機を逃さ

ます。

ず、地域経済の活性化を果たし、わが国経済を本格

わが国、さらには世界を元気にする北海道経済の

的な成長軌道に乗せることは、われわれ経済人の未

発展に向けて、貴会がその中核として躍進されるこ

来への責任であります。

とをお祈り申し上げます。
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一 般
社団法人

東北経済連合会 会長

高橋

北陸経済連合会 会長

宏明

北海道経済連合会の創立40周年、誠におめでとう
ございます。心よりお祝い申し上げます。

永原

功

北海道経済連合会が創立40周年を迎えられましたこ
とを心よりお慶び申し上げます。

貴会は、昭和49年12月の創立以来、北海道経済界

貴会が昭和49年12月創立以来、40年の長きにわた

のリーダーとして、常に地域経済の発展と活力ある地

り、会員皆さまの一致団結のもと、北海道の経済や

域づくりを先導し、長きに亘り多方面で貢献されて来

産業の発展に大きく貢献してこられたことに深く敬意を

られました。近年では、北海道の農林水産資源と観

表します。

光資源を融合させた「食の総合産業化」の推進に主
導的な役割を発揮されているところでございます。
こうした貴会の今日までの歩みと数多くの実績は、

貴会が設立された昭和49年は、前年に始まった第
一次オイルショックの影響により戦後初のマイナス成長を
経験し、戦後続いてきた高度成長期が終焉を迎えた時

歴代会長をはじめ役職員の皆様、さらには会員の皆様

期でした。厳しい経済環境下での船出となった貴会に

の地域に対する熱い思いとたゆまぬご努力の賜物であ

おかれましては、二度目のオイルショック、円高・貿易

り、深く敬意を表する次第でございます。

摩擦、バブル景気と崩壊、リーマンショック、経済のグ

また、北海道と東北地域の知事ならびに経済団体

ローバル化等の様々な経済変化の中で、常に道内の

等の各代表を構成員とする「北海道・東北未来戦略

経済界を代表し、環境の変化にあわせて効果的な提

会議」では、地域の発展に向けて具体的な広域連携

言・要望活動を強力に推進してこられました。

方策をメンバーとなってともに検討し、その推進に協

貴会と北陸経済連合会は、日本海国土軸形成や環

力して参りました。香港ショップオープン（平成24年）、

日本海交流の推進、整備新幹線や高規格幹線道路と

台湾共同観光物産展開催（平成24年）、香港国際旅

いった社会資本整備促進等の共通課題を有するものと

遊博共同出展（平成25年）等は、北海道と東北地域

して、（一社）東北経済連合会とも合わせた三地域の

における交流・連携の大きな成果と存じます。

経済連合会で、三経連経済懇談会を継続的に開催し、

さらに、北海道新幹線の開業は、北海道と東北地域
をより強いきずなで結びつける新たな契機でございます。
至近には、平成27年度末までに「新青森・新函館北斗」

有意義な意見交換と交流を通じて広域的な連携強化を
図ってまいりました。
第三次安倍内閣においても、最大の課題の一つに

間が開業される予定であり、広域観光をはじめ、様々な

「元気で豊かな地方の創生」を挙げておりますが、今こ

分野での交流・連携を拡大させ、両地域の一体的な活

そ我々経済連合会がさらに力をあわせて、魅力あふれる

性化をもたらすことが期待されるところでございます。

地方を創り上げていかなければならないと考えております。

このように、北海道と東北地域は、これまでも、さ

貴会が、これまで地域社会の中で果たされてきた指

らにこれからも連携を強めていくことが、新たな日本づ

導的役割を更に発揮され、北海道全体の、ひいては

くりにも大きく貢献できると考える次第であります。私

我が国経済社会の発展に向け、引き続き大きく貢献さ

ども東北経済連合会は、改めて貴会の皆様との交流・

れますよう心から念願しております。

連携をより一層強化し、両地域が抱える諸課題の解決

終わりに、貴会の一層のご発展と、皆様方の益々の

と、自立した地域経済の構築に向け、ともに歩んで参

ご健勝、ご活躍、ご多幸を祈念申し上げ、お祝いの

りたいと考えております。貴会の今後ますますのご発

言葉といたします。

展を祈念しております。
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祝

辞

北海道知事

高橋 はるみ
北海道経済連合会におかれましては、設立40周年

現在、貴会におかれましては、ものづくり産業の

を迎えられたことを、心からお祝い申し上げます。

振興や食クラスター活動の促進、エネルギー・環境

道内で活動を行っている企業や団体等から構成さ

問題への対応、観光の振興、高速交通ネットワーク

れる貴会は、昭和49年の設立以来、今日に至るまで

の形成促進など、幅広い分野にわたって精力的な活

本道の産業、経済、社会に関する様々な諸問題の解

動を展開されており、道に対しても数多くの貴重な

決に向けた調査研究はもとより、各種の提言や活動

ご提言をいただいています。

などを展開され、本道経済の発展に大きく貢献して
こられました。

道といたしましても、貴会よりいただいたご提
言をしっかりと受け止め、ものづくり産業の振興

この40年を振り返りますと、オイルショックやプ

や食クラスター活動の促進、さらには健康・医療

ラザ合意に伴う急激な円高、バブル経済の崩壊や

など新たな成長分野の取組など、本道経済の一層

リーマンショックなど、企業活動にとっては、厳し

の活性化を図っていくため、取り組んでいくこと

い局面がありました。また、経済のグローバル化や

としています。

IT技術の進展、人口減少や高齢化の進行など、社
会経済環境はめまぐるしく変化してきました。

貴会におかれましては、40年にわたり積み重ねて
こられた実績や経験を礎として、今後も北海道経済

こうした中、貴会におかれては、その時代の課題

の牽引役として、本道の発展、ひいてはわが国の発

やニーズを的確に捉え、本道の発展に向けた先見性

展に大きく貢献していただけることをご期待申し上

に富むご提言をいただくなど、本道の活性化につな

げます。

がる活動に取り組んでこられたことは、大内会長を

終わりに、貴会のますますのご発展と会員の皆様

はじめ歴代の会長ならびに会員の皆様のたゆまぬご

のご健勝を心からご祈念申し上げ、お祝いの言葉と

努力の賜であり、これまでご尽力いただいたことに

いたします。

対し深く敬意を表するとともに、感謝申し上げま
す。
さて、本道経済は、原材料価格の上昇や、人手不
足の問題とともに、人口減少や高齢化への対応な
ど、様々な課題が山積しています。
このような中、道では、ものづくりや食、観光と
いった産業の成長力の強化をはじめ、中小企業の皆
様の経営改善や新事業展開の支援、新たな需要の創
出と生産活動の誘発、さらには雇用の創出と処遇の
改善、海外の経済成長の本道への取り込みなどの取
組を進めているところです。
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北海道農業協同組合
中央会 会長

飛田

北海道漁業協同組合連合会
代表理事会長

稔章

このたび、北海道経済連合会が創立40周年を迎え
られ、その輝かしい歩みを記された記念誌を発刊され
るにあたり、衷心よりお慶びを申し上げます。

川崎

一好

貴連合会がこのたび創立40周年を迎えられたこと
に対し、心からお慶びを申し上げます。
貴連合会におかれましては、昭和49年の創立以

貴連合会の当時の設立趣意書の中には、
「北海道

来、北海道経済界のまとめ役として強い指導力を発

の持つ可能性をさらに発揮するため、開発行政に依存

揮され、文字通り本道経済・社会の発展に大きな足

するだけでなく、民間経済界がその社会的責任を踏ま

跡を刻んでこられました。歴代の会長はじめ数多く

え、自主性を持って積極的に行動することが必要であ

の関係者の皆様方の永年にわたるご尽力に改めて敬

る」旨、記載されており、先を見据えた高い志にもと

意を表する次第であります。

づいた考え方であるものと改めて感服する次第です。

北海道経済の成長と更なる発展・活性化のために

貴連合会におかれましては、
「食と観光」を重要な

は、産業界の垣根を越えた広域的な連携と企業経営

ポイントとして捉え、食クラスター活動や北海道観光

者の連携協力が必要不可欠であることは言うまでも

の振興等を骨格事業に位置付けられております。

ありません。貴連合会は、本道経済の振興と発展に

ご存知のとおり、北海道は食料自給率200%の食料

向け、農林水産資源と観光資源を融合させた「食の

供給地帯ですが、専業農業地帯である本道がその役

総合産業化」の推進を大きな目標に掲げられ、北海

割をより一層果たしていくためには、時代の流れを見

道の基幹産業でもある一次産業の振興にも組織をあ

極めながら、実態を踏まえた中で、より創意工夫のあ

げた取り組みに着手されていることは、本道漁協系

る取り組みを進めていくことが重要であります。

統としても心強い限りであり、水産業界としての期

その一環として、本道農業、食料関連産業、観光

待も大変大きなものがあります。

産業等の基幹的な分野が有機的にむすびつき、本道

北海道は地方の過疎化が進んでおり、本道漁業に

の地域経済社会の発展に資することができるよう、関

おいても、漁業者の減少と高齢化を含め、数多くの

連する取り組みを強化していくことが肝要であります。

課題を抱えております。

今まさに、本道をはじめ我が国全体が大きな変革期

この一方で、本道漁業は我国の四分の一を占める

にありますが、前述した貴連合会の設立趣意書の考え

水産食料基地として、国内外へ道産水産物の安定供

方を改めて思い返しながら、中長期的展望に立った中

給に重要な役割を担っており、40年の歴史を重ねた

で、役割分担と連携、自助努力にもとづいた対応をい

貴連合会会員の皆様方との連携を更に深め、オール

かに進めていくかが問われているものと存じます。

北海道として地域経済の振興と発展につなげていけ

そのような状況下、貴連合会のさらなるリーダーシッ
プを大いに期待するところです。

ればと願っているところであります。
今後とも、本道が直面する諸課題の解決に向け、

このたびの創立40周年という輝かしい節目を契機と

北海道経済のけん引役としてリーダーシップをい

して、貴連合会がさらに発展されますよう心よりご祈念

かんなく発揮されますとともに、貴連合会の益々の

申し上げ、お祝いの言葉と致します。

ご発展を祈念致しまして、お祝いの言葉とさせてい
ただきます。
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