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年のあゆみ

南山名誉会長インタビュー

新たな決意と固い信念を持って全力で挑戦すれば、
必ず新しい北海道を創造できる。
考え、行動する道経連を目指す

含め大きな時代変化が起こる、いや変えていかなけ
ればならないと強く思っていました。

―― 平成16年に会長になられた時の当会を取り巻

泉前会長の後を受けた時、私なりに2つの基本認

く環境とその時お考えになった抱負などについてお

識を持って様々な問題・課題に取り組んでいきたい

聞かせください。

と考えていました。

思い返しますと、平成16年は、いわゆる「失わ
れた10年」が終了して間もない時期で、全国的に

一つは、「新しい認識･方法論」を打ち立てなけれ
ばならないということです。

は企業部門の改善に広がりがみられ、着実な回復

長い間に形成された北海道の風土というべきもの

を続けているといった状況にあるものの、北海道

を、現代そして近未来に適合したものに創り替え、

としては依然として明るさが見えないというのが

新しい北海道スピリット（精神）、新しい北海道社

実感でした。

会･産業のあり方を探って行かなければならない時

一方で、その年の5月に道民の悲願であった北海
道新幹線が着工したということで、精神的なものも
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であると考えました。
もう一つは、「自ら悩み、考え、行動する」とい

うことを第一にするということです。
我々道民が他府県のあり様を考え、心を煩わせる
ことがないのと同様に、他府県や東京（中央政府）

と考え、平成22年頃までに当会が展開すべき活動の
基本的な方向を指針として取りまとめました。
この指針のベースには、先ほどお話した2つの基

も北海道の行く末をあれこれと心を配ってくれるこ

本認識があり、サブタイトルにも「考え、行動する

とはありません。かつて北海道が我が国の発展に役

道経連を目指して」と明記しました。

立つ、或いは利用価値があると考えられていた時の

また、この活動指針の中で、北海道を取り巻く環

ように、国などの特別な配慮に大きく期待するわけ

境の変化を1. グローバル化の進展、2. 環境・エネ

にはいきません。

ルギー・食糧問題、3. 本格的な人口減少社会の到

勿論、それまでに北海道の果たしてきた歴史的役

来、4. 地方分権の進展と財政再建、5. 価値観の変

割、他府県との比較における北海道の状況を考えれ

化･多様化と5つの視点で捉え、北海道が持っている

ば、今後とも国家的な観点からの国の支援は欠かす

優位性やポテンシャルを活かした北海道経済の自立

ことはできません。

的発展を成し遂げていくために、道経連として4つ

しかしながら、北海道の未来は、北海道に住む私

のプランに取り組むこととしました。

たち自らが考え、知恵を出し、そして自ら実行して

4つのプランとは、1. 北海道ブランド確立、2. 北海

いく事が何よりも大切であるということを肝に銘じ

道新産業創出、3. 北海道地域対策、4. 北海道社会資

ておく必要があると考えました。

本整備のプランを言います。各プランの具体的な行
動計画（アクションプラン）を当会の各委員会が策定

「北海道の未来は、北海道に住む我々が自
ら考え、知恵を出し、行動する」ことが強
く求められている

し、数値目標やスケジュールなどを明示するとともに、
「アクションプラン」で示された計画･課題については、
毎年進捗状況を確認し、必要に応じて見直しを行い、
環境変化に柔軟に対応していくこととしました。

―― 平成17年度に4つのプランを掲げた中期活動

これに合わせて、当会の委員会組織の見直しも行

指針を策定されました。指針策定に込められた思い

いました。これまであった8つの委員会を「中期活

はどのようなものだったのでしょうか。

動指針 2005」に沿って、4つのプランを所掌する委

平 成11年 に 戸 田 元 会 長 の 下 で「 北 海 道 新 生 ビ
ジョン」が取りまとめられました。
これは、約10年から15年後の北海道のあるべき姿
とそれに至る具体的施策を明示したものです。
しかし、策定から5年が経過し、その間、道州制
の議論の深まりや、京都議定書の発効に代表される

員会とプラス全体を調整する企画政策の5つの委員
会に再編しました。
各委員会が自ら策定した「アクションプラン」
に沿ってこれまで以上に積極的な活動を展開し、
一つ一つ成果を積み上げ、21世紀における北海道
の発展･新生を図っていくことを期待しました。

地球環境問題による産業と環境の調和への意識の高
まりなど経済社会情勢の急激な変化によって様々な
課題が顕在化･具体化し、これまで有効とされてき
た経済社会システムは大きく転換を迫られていると
感じました。
こうした時代の転換期を迎え、北海道が生き残っ
ていくためには、地域自らの意思と責任において、
それぞれの特性を活かした個性豊かで魅力的な地域
社会と多様性のある自主自立型の経済をいかに創っ
ていくのかが最大のテーマとなっており、今こそ、
「北海道の未来は、北海道に住む我々が自ら考え、
知恵を出し、行動する」ことが強く求められている
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「新しい認識・方法論」を打ち立て、北海道
産業のあり方を探り、確立させる

国を目指す北海道型の価値観を共存させることで我
が国の多様性ある発展が可能であるとするなど、現
在、地方創生で言われている「各地域がそれぞれの

―― 平成18年に「明日の北海道を考える会」を発足

特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生」する

させましたが、その意図などをお聞かせください。

ということを先取りしたともいえる大変斬新的なも

この会の発足についても、先に話しました基本認

のでした。

識が底流にあります。
「新しい認識･方法論」を打ち

特に、「北海道は安全で良質な食糧生産基地とし

立てなければならない。そして新しい北海道産業の

て、また、豊かな自然環境を有する魅力的な観光地

あり方を探り、確立させなければならないというこ

として、さらにゆとりあるライフスタイルを実現で

とです。

きる生活地としての価値がある。東京や本州の真似

新しい認識･方法論を確立させるためには、本州

でなく、生活大国、健康大国、自然大国を推進し、

企業の当会会員様の視点から「北海道が抱える課

第2の開拓創業期という意識をもって取り組んでい

題･問題」、
「いま重点的に取り組むべきことは何か」

かなければならない。」という提言は大変心に響く

そして「どう具体的に実践すべきか」のご意見･ご

ものがありました。

提言をいただくことは大変有益なことだと考えま
した。

具体的には、日本の航空機製造業などの産業集積
やバイオ産業などの成長産業分野への投資強化など

この様な考えから、平成18年11月に「明日の北海

10項目からなる提言とアクションプログラムの方向

道を考える会」を発足させました。座長には当時の

性、北海道の自立、活性化のための重要な5つの視

三井物産㈱理事北海道支社長でいらっしゃった髙木

点といった項目からなり、非常に有益なものとなっ

雄次様に就いていただき、様々な業種の14社の支社

ていました。

長さんを中心とするメンバーのみなさんに1年間で

提言していただいた翌日、会のメンバーととも

14回にわたり、議論を重ねていただきました。お忙

に、高橋知事との意見交換を行いました。知事がこ

しい方ばかりでしたので、就業中は時間が取れない

の提言に対し大変な関心を示されるとともに、我々

ため、主として朝8時から9時30分という時間帯に会

もまた、第2の開拓創成期という意識をもって北海

議を設定し、精力的にこなしていただきました。

道の自立的発展に取り組んでいかなければならない

論議された内容については、平成20年2月に「明

と感じたことを今でも鮮明に覚えています。

日の北海道を考える会」提言書として取りまとめて
いただきました。
提言書は、21世紀は「環境本位制」の時代と捉
え、北海道を「環境本位制」推進のリーダー役とし
て位置づけ、企業立国である東京の価値観と環境立

「考え、行動する道経連」を目指して、
具体的な活動を進め一定の成果を残せた
―― 道経連の活動全体を通じてのご感想をお聞か
せください。
冒頭でも述べましたが、私が会長になった時は、
北海道の景気はまだ低迷しておりましたが、全国的
には緩やかながらも徐々に回復基調にあった時期で
した。その後、国内景気の回復という後押しがあ
り、本道経済も上向きになっていきます。
2008年（平成20年）の6月、近藤さんに会長職を
引き継いでもらうわけですが、その9月にリーマン･
ショックが起こります。このように、私が会長職に
あった時は、景気は、全体として上向き傾向にあっ
たといえます。
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この間、経済のグローバル化や高度情報化の進
展、中国の急速な経済成長、地球環境問題の顕在
化、さらに「国から地方へ、官から民へ」といわ

全力で物事にチャレンジし、
新たな北海道を創造することを期待する

れた「三位一体改革」や「構造改革特区」など北

―― これからの道経連活動のあり方などについて

海道を取り巻く経済・社会環境が大きく変貌して

お聞かせください。

いきました。当会もまたその変化に適期に対応す

北海道が真に自律社会となることは今も変わらない

るため、先ほど申し上げましたとおり、「中期活動

目指す姿であると思います。そして、それに向かっ

指針2005」を策定し、「考え、行動する道経連」を

て様々な問題・課題に対応するためには、私が会長

目指して、具体的な活動を進めることができたと

をお引き受けした時に考えた2つの基本認識、「新し

考えております。

い認識･方法論」を打ち立てること、「自ら悩み、考

成果としては、まずは北海道新幹線の着工です。
後に札幌延伸が決定されますが、その第一歩を踏み

え、行動する」ことは今でも有益であると感じてい
ます。

出すことができたと考えています。自動車関連産業

北海道独自の豊かさ、価値、生命力の再生産を可

の集積も成果の一つと考えています。これは、北海

能にする大地のパワーといったものを武器として、

道のものづくり産業の足腰が強くなっていくために

北海道に住む私たち自らが考え、知恵を出し、そし

は欠かすことのできないものです。

て自ら実行していくことが何よりも重要です。

そして観光面では、平成17年8月に観光事業者、

今の道経連を担っている方々が新たな決意と固い

関係団体、行政機関などオール北海道で「北海道観

信念を持って全力で物事にチャレンジすれば、必ず

光戦略会議」が設置されましたが、私はそこの会長

や新たな北海道を創造することができると期待して

を務めることになりました。そこでは北海道の課題

おります。

や今後の観光戦略について議論を重ね、北海道の観
光推進の中核機能を担う新組織の設立が提案された
ことを受け、平成20年4月「北海道観光振興機構」
を発足させました。機構については、各界の力の結
集、民間主導、機動性と専門性を持った組織として
今後の活動に期待しているところです。
また、観光面のインフラ整備として、新千歳空港
国際線旅客ターミナルビルの着工など北海道観光の
課題解決に向け成果を出せたのではないかと考えて
います。
産学協働では、北海道大学の北キャンパスに、次
世代ポストゲノムセンターのほか、人獣共通感染症
リサーチセンター、塩野義製薬の研究施設などの集
積が始まり、研究の高度化とその成果による事業化
へのインフラ整備が進展しました。
残念ながら課題解決に時間を要するものもありま
したが、我々の先輩が営々と築きあげ、そして各界
各層の方々が力を合わせて精一杯取り組んできた結
果と、我々の努力が相俟って、一定の成果を残せた
のではないかと考えています。
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年のあゆみ

近藤名誉会長インタビュー

「食の総合産業化」を確立し、公的需要依存型の産業構造から
脱却した自立した北海道につなげたい。
北海道にとって何が重要で、
何を優先して実施していくべきか

しかし、社会及び経済情勢は大きく変わり、国が
何かしてくれるのをじっと待っていれば良くなると
いう状況ではありませんでした。また、国に「お金

―― 平成20年に会長になられた時の当会を取り巻

をください」といっても簡単に「はいわかりまし

く環境とその時お考えになった抱負などについてお

た」という時代でもありませんでした。

聞かせください。
開道150年の歴史でみると、北海道はその時々の
国の政策によって自らの振る舞いを決めざるを得な

誰かが北海道のために何かをしてくれるという時
代は終わり、北海道が自らの努力によって勝ち取っ
ていく時代に入っていました。

い時代が続いてきました。このような歴史的な背景

また、
「グローバル化の進展」とは、人・モノ・

により、北海道は日本の発展に貢献してきたわけで

金・情報などの経済資源が市場原理に基づき、世界

すが、同時に我々道民の中に、知らず知らずのうち

中を自由に移動することを意味し、様々な分野にお

に「依存心」というマイナス面も築かれてしまった

ける競争を激化させることになります。経済競争は

のではないかと思っていました。

非常に激しいものになり、世界的な人口増加や水不
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足に伴う食料問題、地球環境・エネルギー問題など

かったという事情もありますが、辛子明太子や塩昆

が我が国の重要な課題になることが予想されました。

布の素材供給だけでは北海道経済は良くなりません。

そのため、私なりに2つの基本的な視点、考え方

北海道の農業及び食品産業の付加価値率が全国

を土台として、様々な問題・課題に取り組んでいこ

トップ水準に達すれば、道内産業の総売上高は新た

うと思いました。

に約1兆円の増加が見込まれました。こうした観点

一つ目は、
「自ら変わろうとする強い意志を持ち、

から、食クラスター活動の強化により、農業と食品

そして実行に移す」という意識改革が一番重要であ

産業、そしてこれらと観光資源との融合による「食

るということです。我々は、まず、このことを肝に

の総合産業化」を確立し、公的需要依存型の産業構

銘じておく必要があると考えました。

造から脱却した自立した北海道につなげたいと考え

二つ目は、
「目指すべき目標や方針について、基
本的な議論をしっかりやる」ということです。北海

ました。
この活動母体となる「食クラスター連携協議体」

道にとって何が重要で、何を優先させて実施してい

には、現在二千を超える団体・企業が参画していま

くべきか、という点について真剣に考え、それを具

す。道経連は商品開発や販路拡大のため、産学官、

体化していくことが大事だと考えました。

金融の連携を中心に活動を展開してきました。

道経連の会長として、これら2つを基本的な考え

さらにこの食クラスター活動を加速・拡大する取

方のもと、会員の皆様のご意見、ご要望を十分にお

り組みとして、平成23年に国際戦略総合特区制度に

伺いし、努力する人が報われる環境づくりを進めて

応募し、「北海道フード・コンプレックス国際戦略

いきたいと考えました。

総合特区（フード特区）」として採択され、平成24
年3月には、北海道、札幌市、江別市、函館市、帯

北海道の「食の総合産業化」に向けて

広市と道経連の産官連携によってフード特区機構を
設立しました。

――「食クラスター連携協議体」の発足、「北海道

フード特区では、国が掲げる「食の輸出拡大」や

フード・コンプレックス国際戦略総合特区」の指定

「食料自給率の向上」に貢献することが求められお

への取り組みなど、北海道の「食の総合産業化」に

り、これは我々の中心的な活動である食クラスター

向け注力されましたが、これに至ったお考えや、

活動の目指すところでもありました。すなわち、北

印象に残った出来事・取り組みなどについてお聞か

海道の優位性のある資源を活用し、食の健康増進機

せください。

能にも着目した高付加価値化、生産性の向上等に着

食クラスター活動については、道経連の平成21年

目しながら産業を発展させ、世界が欲しがる食を内

度の骨格事業として位置付け、本格的な取り組みを

外に打ち出していくことで、食の一次生産から商品

スタートさせ、
「食クラスターの強化」について行

加工販売まで含めた食のバリューチェーンを形成す

政をはじめとして広く提言しました。その意図する

ることを大きなテーマに掲げました。

ところは、①地域の優位性や可能性を活かして売れ
る商品化・事業化に取り組むこと、②生産から販売
までを可能な限り地域の企業・産業で実施すること
にありました。このこと自体は特別なことではあり
ませんでしたが、道内の関係者の総力を挙げて本気
で取り組み、そして食関連産業の売上を伸ばそうと
考えました。
当時、北海道の農業と食品産業は、付加価値率が
全国8ブロックの中で一番低い状況にありました。も
ともと素材が良いということから、素材をそのまま
食べる方が美味しいということで付加価値率が低
15

ま た、 安 倍 政 権 の 掲 げ る 国 際 戦 略 特 区 に 対 し
「フードピア構想」として提案を行いましたが、
こちらは残念ながら採択されるには至りませんで
した。
我々の求めた構想は、我が国の食産業の国際化に
貢献し、拡大する東アジアの食市場をものにしよう
というものでした。東アジアの食市場は10年以内で
3倍の230兆円になります。世界は安全・安心な日本
の食を欲しがっています。現在取り組んでいる事業
の成果を確実なものとし、競争力をつけ、北海道が
この市場獲得へと進めていくべきです。
特区故の規制緩和や税、財政、金融の特別措置を受

北海道の食産業の大きな発展の突破口として、国

けながら付加価値の高い食の研究開発、そして食の

内大手食品メーカーの道内進出による大型の農商工

輸出拡大を通じて我が国食産業の発展に貢献する活

連携の実現を期待していましたが、果たせませんで

動として取り組んできました。

した。広大かつ積雪寒冷で遠隔地にあるなどのハン

大きなプロジェクトとしては、食の健康機能性表

ディキャップを超える魅力ある条件を北海道が提供

示制度の創設、食の研究・開発拠点の形成、農作物

できるかどうかにかかっているのです。今後の皆様

の通年生産を目指した植物工場の実証から事業化、

方の活動に期待しております。

東アジアの食市場獲得に向けた流通・販売体制整
備、イスラム圏食市場の開拓などがあります。
食の健康機能性表示制度については、特区制度

北海道経営者協会との統合

の下、新制度が創設されましたが、許された表示

ーー 道経連は平成24年に北海道経営者協会と統合

は限定的であり、更なる規制緩和を求める必要が

しました。統合の経緯と当時のお考えなどをお聞か

あります。

せください。

「フード＆メディカルイノベーション国際拠点」

北海道経営者協会は、昭和21年、戦後の混乱期

の形成について、北大と連携して進めました。これ

に、経営者の相互連携と健全な労使関係の確立を目

は、医療と薬に頼らず、毎日の食事で健康寿命を延

指して設立され、北海道の労務専管団体として「人

ばそうとの考えから、フードをサイエンスレベル

と経営」に関わる問題を60年以上にわたって取り

で捉え、健康・寿命延伸に効く食材・食品を研究・

扱ってきました。

開発する取り組みで、平成26年度、北大産学連携
ゾーンに研究施設の完成が予定されています。

しかし、高度経済成長から低成長への移行、デフ
レの長期化、少子高齢化・人口減少など、経済・社

苫東工業団地の植物工場については、イチゴ栽培

会情勢の変化とともに、労働者の価値観が多様化

ビジネスの実証試験を平成26年から開始し、7年以

し、取り扱う内容も変化してきました。労使問題に

内に200haの本格規模に拡大する計画です。この取

ついては集団的紛争が減少する一方、個別紛争が増

り組みは、様々な作物について大規模な栽培環境を

加し、また、人を活かす出発点となる雇用問題が非

人工的に作り、需要に応じた通年出荷計画を可能に

常に大きな比重を占めるようになりました。

する大規模植物工場の集積です。最終的な狙いは、

雇用の創出・拡大については、なによりも地域経

これまでの自然農業と港近くに置かれた植物工場の

済の活性化、産業の振興が不可欠であり、内発型産

双方が互いに生産を補い合い、作物を北海道から通

業構造への転換を図るなど経済自体の底上げが必要

年出荷できるようにすることであり、日本の既存の

です。

栽培技術と工業技術で実現可能な取り組みです。
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産業を盛んにして雇用を生むことを一体的に扱う

展の為、また今後の地域社会存続の観点からも、

ことが望まれる時代になったとの考えで両者が一致

早期に整備されて然るべきです。新幹線の札幌延

し、統合に至りました。

伸も然りであり、引き続き実現に向けて積極的に

統合後は産業政策と労働政策を一体的に取り扱う

取り組んでほしいです。

相乗効果によって使用者団体として雇用問題への対

人口問題への対策も急がれます。既に全国を上回

応が強化されましたし、会員団体の数と質の拡大に

る深刻な状況にあるのが北海道です。対策のポイン

より、道内各地域の企業実態のきめ細かい把握が可

トは、道州制のあり方でも研究されてきた地方拠点

能になるなど、期待通りの成果を上げています。

都市の形成にあると思います。いくつかの地方拠点
都市を定め、周辺の地域を含めた地方都市圏を形成

今後も北海道の持続的な成長・発展に
貢献してくれるものと確信

し、拠点都市を中心に集中的に医療・介護・教育体
制の充実を図り、圏域住民がこれを容易に利用する
ことで、安心して暮らし、特に、若者が安心して働

―― 任期を通してのご感想やこれからの道経連の

き結婚して子供を産み育てることが出来る地域社会

在り方などについて、お聞かせください。

を再構築することが必要です。この実現のために

任 期 中 の6年 間 を 振 り 返 る と、 我 が 国 経 済 は、
リーマンショック、政権交代、大震災などの影響か
ら景気の減速傾向が続き、地方においては社会的、
経済的な自立が求められる時代になりました。
道経連会長という大役をお引き受けすることに

も、地方拠点を結ぶ本格的な高速道路の完全な整備
が必要です。
私が取り組んできたことの成果の程は、自分が描
いた目標、夢の実現には、道半ばであり、達成感は
ありませんが、関係者との今日までの取り組みは、

なった時、諸先輩からは、北海道の社会的、経済的

北海道の成長・発展への一助にはなったのではない

な自立、発展に向けて尽力するよう託されました。

かと思っております。

以来、平成26年6月の退任までその思いを強く持ち、

北の大地、北海道を眺めれば四季折々の豊かな自

農業、水産業をベースとした食関連産業の発展を中

然、豊富で良質な山海の幸、これこそが北海道だけ

心に、微力ながら精一杯取り組んでまいりました。

が有する地域社会の自立と発展の力の源です。

5年前に北海道経済の自立につながる食関連の取

道経連については、誇りと愛着に満ちた道民生活

り組みとして、食クラスター活動を開始したほか、

の実現に向けて、今後とも様々な課題に真正面から

この活動をさらに加速するためにフード特区機構を

取り組み、北海道の持続的な成長・発展に貢献して

設立したことは先程述べた通りです。

くれるものと確信しております。

ものづくり産業の育成については、トヨタ自動車
北海道の田中社長にご尽力いただいて「道内ものづ
くり産業の発展への取り組み」をまとめ、平成26年
3月、髙橋知事に提言していただきました。北海道
のものづくり産業育成のため、いま何をすべきかに
ついて明解に整理されております。今後はこの提言
について、しっかりフォローしていただきたいと
思っています。
社会資本整備については、高速道路の整備にお
ける全国との格差が依然、縮小していません。昭
和32年計画の主要都市間の幹線ルートが未完成で
あり、この遅れは全国を上回る深刻な人口減少と
札幌一極集中の一因ともなってきました。広大・
積雪・寒冷であればこそ、社会経済活動の維持発

