産

業振興グループ

■委員会活動の推移
1.平成17年度から20年度
○産業開発委員会

平成20年5月からは「IT産業専門委員会」とし
て、「2010年北海道のIT産業が目指すべき姿」の
実現に向けて活動を行った。

本委員会は、産学官連携の強化による産業の拡
充・強化と高度化に向け、産学官それぞれが取り
組むべき課題を整理し、速やかに行動に移すべき
短期的な活動計画と中長期的視点から取り組むべ
き活動計画を検討し提案していくことを目的に設
立された。
産業構造転換に向けた取り組みを推進するた

⑷バイオマス産業事業化検討委員会
バイオマス燃料やバイオプラスチックの事業化
の可能性を検討するために設立。
平成19年4月には素材部会を設置し、バイオマ
スプラチック製造、生分解性プラスチックフィル
ムの製造などの事業化について検討を行った。

め、平成17年度に「産学官連携事業」「バイオ産

本委員会の事業は平成20年度を最後に、成果や

業振興」
「情報技術IT」の3つの専門委員会を新

課題についてとりまとめたうえで、ノーステック

設した。

財団に引き継いだ。

また平成18年度には「バイオマス産業事業化検
討委員会」を、19年度には「ものづくり産業専門
委員会」を新設し活動を推進した。

⑸ものづくり産業専門委員会
ものづくり産業の育成・振興による産業構造転
換方策を実現するため新設。「地域特性を活かし

⑴産学官連携事業専門委員会
産学官連携事業の取組方針である「北海道産業
高度化・新産業創出に向けた重点施策2005（コラ

たものづくり産業」「今後期待される重点産業分
野」「ものづくり人材の育成」の3つのカテゴリー
で取り組んだ。

ボ・プラン2005）を策定。産業クラスター創造活

平成20年3月には「北海道電気・電子工業振興

動の継続支援とともに、
「北大リサーチ&ビジネ

部会」を立ち上げ、検討した内容について、平成

スパーク（R&BP）構想」の推進に取り組んだ。

21年1月に活動報告として取りまとめた。
また平成20年6月には「ものづくり産業人材育

⑵バイオ産業振興専門委員会
道内の基幹産業である一次産業との関連性が高

成部会」を、21年1月には「北海道航空宇宙産業
調査会」を立ち上げた。

いバイオ産業の発展戦略ならびに事業化の検討を
目的に新設。平成18年4月には道内のバイオ企業
で構成する初めての業界団体「北海道バイオ工業
会」の設立に対して、準備事務局として支援した。

2.平成21年度以降
○産業振興委員会
「中期活動指針2005」で掲げていた4つのプラン

本委員会の機能は「北海道バイオ工業会」に引

「北海道ブランド確立プラン」
「北海道新産業創出

き継がれるとともに、平成19年4月からは機能性

プラン」
「北海道地域対策プラン」
「北海道社会資

バイオ分野を深堀する「バイオ専門委員会（食分

本整備プラン」について、相互の関連性が高まっ

野）
」として新たに活動を行った。

ていることもあり、平成21年度の事業計画におい
て事業運営体制を見直し、委員会の再編を行った。

⑶情報技術産業専門委員会

これにより従前の「企画政策委員会」「産業開

北海道のIT産業の発展方策の立案、戦略構築に

発委員会」「北海道ブランド向上委員会」「地域対

向けた検討のため設立。平成18年12月に「北海道

策委員会」「社会資本整備委員会」の5つが、「産

IT産業が発展するための基本戦略」を策定した。

業振興委員会」「地域政策委員会」の2つに集約さ

本委員会で検討された事項は、
「北海道ITイノ

れ、それぞれに属していた専門委員会・部会は平

ベーション戦略（北海道経済産業局）」をはじめ、
北海道や札幌市の具体的なIT施策に反映された。
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成20年度で終了した。
産業振興委員会は、当初よりトヨタ自動車北海

道㈱取締役社長の田中義克氏が委員長を務めてい

■産業振興グループの主な活動

る。本委員会の事業の柱は「食クラスター活動の

1.ものづくり産業の強化に関する取り組み

推進」
（食クラスターグループ所管）
、
「ものづく
り産業の強化」「エネルギー・環境問題への対応」
の3つとなっている。

⑴マッチングツアーの開催
食品機械企業と食品加工企業とのマッチングを
図ること、地域の自治体や農協との関係を強化す

「ものづくり産業の強化」に関しては、ものづ

る目的から、平成24年度より、北海道機械工業

くり産業の育成と振興、技術力向上・人材育成、

会・北海道バイオ工業会と連携してマッチングツ

企業誘致活動の強化を中心に取り組んでいる。

アーとして視察会を実施している。

「エネルギー・環境問題への対応」に関しては、適
切なエネルギー政策実現への対応、循環型社会形成
の推進と環境産業の振興を中心に取り組んでいる。
なお平成23年度においては、上記の他に「東日
本大震災からの復興に向けた対応」として、次の
ような取り組みを行った。
・道内立地企業の震災後の動向調査
・当会から道への提言による、「企業立地ワンス
トップサービス」の設置、「被災企業等緊急移
転事業費補助金」制度の新設

・平成24年7月

石狩管内（34名参加）

、日生バイオ㈱
 視察先：佐藤水産㈱（石狩市）
（恵庭市）
、㈱アミノアップ化学（札幌市）
・平成24年10月

十勝管内（59名参加）

視察先：JA帯広かわにし、JA幕別町、JAめむろ
・平成25年7月

函館地区（22名参加）

視察先：トナミ食品工業㈱、北海道乳業㈱、
 
㈱布目
・平成25年9月

北網地区（38名参加）

視察先：金 印わさび㈱（網走市）、クレード

・国内農水産品の安定供給確保等の提言

ル食品㈱（美幌町）、北海道クノー

・食品の放射能検査体制の充実、水産養殖施設の

ル食品㈱（訓子府町）

復旧支援の要望
・北海道における災害廃棄物の受け入れを前提と
した諸施策の要望
・災害廃棄物の仮置場への搬入・処理の実情につ
いて、岩手県・宮城県の自治体（大船渡市・釜

※オホーツク管内JA組合長との昼食懇談会
・平成26年7月

上川管内（33名参加）

視察先：㈱ヤマザキ（旭川市）、JAびえい
※上川管内JA組合長との昼食懇談会
・平成26年10月

浜中町（29名参加）

石市・陸前高田市・石巻市・女川町・名取市）

視察先：タカナシ乳業㈱、JA浜中町

を調査

※浜中町長・JA・漁協との昼食懇談会

・東京都における災害廃棄物の受入処理の状況に
ついて、中間処理業者を視察調査

産業振興委員会（平成25年3月開催）

㈱ヤマザキ旭川工場視察
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⑵企業誘致活動の推進
次の企業誘致組織と連携して、企業誘致活動を
行っている。
（連携先）
・北海道企業誘致推進会議
・北海道自動車産業集積促進協議会
・新千歳空港周辺地域開発推進協議会（平成25年
度に解散）
・苫小牧東部地域企業誘致推進協議会
・道央中核地域産業活性化協議会
なお道外企業の誘致について、北海道では従来

向けた取り組み等について意見交換・検討を行
い、平成26年3月に要望書として高橋知事に提出
した。
要望書の概要は次のとおり。
①「ものづくりへの関心」を高めるための取り組
みの実施（「ものづくり」へのリスペクト強化）
・学生・生徒への「ものづくり」関心度調査
・ものづくり産業の実態を体験・把握できる見学
会の実施
・
「ものづくりなでしこ」等の関連事業の強化
・道内製造企業の製品展示コーナー設置

から全道均等にという意識が見られるが、限られ

・官民連携の「象徴的プロジェクト」の実現

た予算で最大限の効果を発揮すること、また道外

・マスコミを活用した「ものづくり」への関心を

企業のニーズも踏まえれば、
「選択と集中」が欠
かせない。そのため、当会では、まずは道央中核
地域にものづくり産業の強い基盤を構築し、そこ
から道内の各地域に波及効果を広げていくよう提
言している。
また各自治体が個別に企業誘致活動するより
も、道央地域が一体となってPR活動を進める方
が効果的であると考えられることから、平成26年
9月に当会において道央地域企業誘致担当者情報
交換会を初めて開催し、今後企業誘致活動の連携
について検討していくこととなった。

高める取り組み
・各教育ステージに応じた「ものづくり」人材に
かかる「段階的育成指針」の策定
②道央中核地域での「ものづくり産業」の強化と
企業誘致の推進
・進出企業に対する法人税・法人事業税の減免
・輸送コスト削減のための助成金制度新設、効率
的な物流コストを実現する態勢の構築
・電力の安定救急に向けた対策、分散型電源導入
促進事業費補助金制度の継続
・進出企業に対する定期訪問、企業トップに対す
る道内視察会の設定

⑶「今後の『北海道のものづくり』を考える会」

・札幌圏からの通勤インフラの整備

による要望活動

以上の内容を具体化すべく、平成26年度から官民

道内製造業の有力企業の経営者等による「今後

連携のもと積極的に取り組んでいる。

の『北海道のものづくり』を考える会」を、平成
25年8月に立ち上げ、業界が抱える課題や将来に

2.環境・エネルギー問題への対応
⑴環境目的税等に関する専門委員会の活動
北海道循環資源利用促進税の支援措置等の内容
検討、廃棄物等の処理に関する指導指針の見直し
を目的に、平成17年度に「環境目的税等に関する
専門委員会」を新設した。
同委員会では、補助対象事業の拡充や制度の
PR方法のあり方等を検討する一方、循環型社会
の形成を着実に進めるよう北海道に要望した他、
条例施行規則の制定にあたり、申請・届出事務の
簡素化を訴え、要望が反映された。これにより本

今後の「北海道のものづくり」を考える会
（平成25年10月）
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委員会は役割を果たし、平成20年度で事業を終了
した。

⑵北海道洞爺湖サミットへの対応

3.連携事業の取り組み

平 成20年7月7日 か ら7月9日 ま で 開 催 さ れ た

当会は次の外部の推進組織と連携し、会員と

「G8・北海道洞爺湖サミット」では、地球環境問

の緊密な連携も図りながら、ものづくり産業の

題が大きなテーマとなった。
これに関連して、当会も「北海道洞爺湖サミッ
ト道民会議」の実行委員会事務局として、次の事

強化やエネルギー･環境問題への対応に取り組ん
でいる。
（ものづくり産業の強化にかかる連携機関）

業を実施・支援した。

・北海道機械工業会

・北海道洞爺湖サミット記念・環境総合展2008の

・北海道バイオ工業会

開催（平成20年6月）
・北 海道におけるG8サミット開催に伴う生産波
及効果分析レポート（平成19年8月、20年10月）
・企業における環境に配慮した取組に関するアン

・北大R&BP推進協議会
（エネルギー・環境問題への対応にかかる連携機関）
・北海道エネルギー基本問題懇談会（事務局：当会）
・エコロジア北海道21推進協議会（事務局：当会）

ケート調査（平成20年8月）
4.今後の方向性
⑶適切なエネルギー政策実現への対応

「ものづくり」産業の振興を図るためには将来

北海道の新エネルギー・省エネルギー促進行動

を担う人材の育成が不可欠であり、長期的視野で

計画の改定にかかり、平成22年度から平成24年度

「ものづくり」へのリスペクトを高めていく必要

にかけて、次の機関に参画して、経済界としての

がある。また企業誘致促進のためには、企業立地

意見を具申した。

のインセンティブとなるような法人関連税制の対

（参画機関）

応や、物流の効率化が必要である。

・北海道省エネルギー・新エネルギー推進会議

そして、地域経済の再生・活性化には何よりもエ

・新エネルギー開発・導入推進部会

ネルギーの安定供給・コスト抑制が重要である。

・札幌圏における再生可能エネルギー・産業の創

このような課題を踏まえながら、引き続き「もの

出に関する調査研究委員会

づくり産業の強化」と「エネルギー・環境問題へ

現在、エネルギー関連では、「北海道地域エネ

の対応」を二本柱に取り組んでいく。

ルギー・温暖化対策推進会議」に参画している。
また、東日本大震災後、当面の節電対策として
次の取り組みを行っている。
・
「北海道地域電力需給連絡会」
「同製造業部会」
への参画
・
「節電に関するアンケート」の実施
・
「電力需給見通しに関する意見交換会」の実施
・国 や北海道に対する要望（電力安定供給の確
保、泊発電所の安全性評価の早期実施と早期再
稼働等）
泊発電所早期再稼働に向けた要望を自民党細田幹事長代行
へ提出（平成26年7月）
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地

域政策グループ

■委員会活動の推移

議事は、骨格事業の活動報告、要望活動実施報

1.平成17年度から20年度

告、最近の社会資本整備状況について等で、年に

当会は、時代の潮流に即応し、道内経済の自

2回開催されている。

主・自律に向けた実践的かつ効果的な経済団体活

初代委員長には、日本政策投資銀行北海道支店

動を、これまで以上に積極的に展開していくた

長の橋本哲実氏（H21-H22）､ 続いて、同北村潤

め、
「中期活動指針2005」に沿って、平成17年に

一郎氏（H23-H24）､ 現在は同関根久修氏（H25-）

委員会活動を見直した。

が委員長を務めている。

従前の観光産業委員会に係る事項は「北海道ブ

平成24年度から、委員会を議事の他、2部形式

ランド向上委員会」
、交通流通委員会と情報通信

にし、新幹線、道路行政、北海道観光の課題等、

委員会に係る事項は「社会資本整備委員会」が所

外部講師による話題性のある講演を加え、より充

掌し、新たに、地域主権の推進、人口減少・少子

実した内容となっている。

高齢化社会への対応、地域の活性化対策、公共事
業縮減対策などの諸課題の解決に向け検討を行う
ために「地域対策委員会」を設立した。
各委員会では積極的な議論や課題解決に向けた
検討を行い、それに伴う提言など一定の成果を残
した。
2.平成21年度以降
○地域政策委員会
平成21年に、当会の5つの委員会が2つに統合さ
れた。そのうちの一つ「地域政策委員会」は、地

平成25年度第2回地域政策委員会（平成26年1月）

方分権改革、道州制等地域主権型社会の構築に関
する「地域対策委員会」と社会資本整備に関する
「社会資本整備委員会」を統合し、また「北海道
ブランド向上委員会」の「観光」を包含した。

■地域政策グループの主な活動
1.社会資本整備に関する取り組み
⑴空港の整備促進

この統合は、委員会相互の関連が強まり、今後

当会では、新千歳空港の国際拠点空港化に向け

の地域政策の課題を総合的に検討する必要がある

て「新千歳空港国際化推進協議会」（会長：北海

とのことから実施された。

道知事）の事務局を昭和62年7月の設立から務め、

また、統合後の委員会は、固定された委員では
無く、会員が自由に参加できる形式で開催され、

道や関係団体と連携し、国際航空路線誘致や国際
航空貨物の輸出拡大に向けて取り組んできた。
当協議会では平成18年に、タイ国際航空本社や
タイ国運輸省へポートセールスを実施し、その後
も関係機関へ直行便就航の働きかけを行い、平成
24年10月に､ タイ国際航空の新千歳―バンコク線
の定期直行便が週3便で就航した。新規就航を記
念し、高橋知事を団長にバンコクへ就航記念訪問
団の派遣を実施した他、同時期に就航したハワイ
アン航空の就航記念訪問団を主催した。
平成4年に約26万人だった新千歳空港国際線の
乗降客数は平成14年に50万人を突破、平成22年3

平成25年度第１回地域政策委員会（平成25年8月）

22

月には国際線旅客ターミナルが完成し国際線の利

便性も大きく向上し、平成24年には国際線の乗降

寄市、陸別町陸別～陸別町小利別の工事に着手す

客数が初めて100万人を突破し、今後もさらなる

ることとなった（足寄町～陸別町陸別は、「当面

利用者数の拡大が見込まれている。

着工しない」区間のままである）。

一方、新千歳空港は中国等からの航空機の乗り

道内の高規格幹線道路の供用延長は、平成24年

入れが曜日や時間帯で制限されており、当会とし

度に1,000kmに到達したものの、北海道の供用率

てこの制限緩和をはじめILS（計器着陸装置）双

は56％と、全国に比べ依然として遅れている状況

方向化やデアイシングエプロンの整備、1時間あ

であり（北海道を除く全国の供用率は、80％。平

たりの発着枠の拡大など、新千歳空港の機能強化

成25年度末現在）、引き続き、整備促進に向けて

に向けた要望活動を行っている。

要望活動を進めていく。

新千歳空港（平成23年11月）

北海道開発局提供

道東自動車道夕張IC〜占冠IC間開通（平成23年10月）


⑵高規格幹線道路の整備促進

東日本高速道路株式会社提供

⑶港湾の整備促進

広域分散型社会を形成する北海道において、高

北海道には合計35港の港湾があり、物流・人流

規格幹線道路ネットワークの構築は、地域産業の

の拠点として、食・観光をはじめ北海道の経済や

活性化や、医療、防災の面で、道民の安全・安心

暮らしを支えている。

な暮らしに大きく寄与する社会資本である。当会

道内の外貿コンテナの約7割を扱う苫小牧港で

では、将来の人口減少社会も見据え、中核都市へ

は、平成10年代半ばから物流拡大に伴い西港区

接続する区間を中心に、北海道高速道路建設促進

ターミナルにおいて滞船が発生し定時性の確保が

期成会（会長：北海道知事、事務局：道商連）と

困難な状況であった。この解消のため、平成20年

連携を図りながら、要望活動を展開してきた。

に我が国でも例を見ない国際コンテナ機能の東

平成10年代半ばに入り、新直轄方式の導入（平
成15年）や、旧道路関係四公団の民営化（平成17

港区への全面移転を実現し、平成24年には連続2
バース供用を開始している。

年）など、高規格幹線道路の整備に動きが見られ

札幌圏に最も近い石狩湾新港では、防波堤・

た中、平成18年の八雲～国縫、平成19年のトマム

岸壁等の整備が進み、平成18年には岸壁（水深

～十勝清水の開通以降、道南、道東方面へと着実

14m）が供用を開始し木材チップ（製紙原料）を

に整備は進み、平成23年には、夕張～占冠の開通

中心に利用、また平成24年にはLNG基地が供用を

により、札幌と帯広が高規格幹線道路で結ばれ

開始し、大都市圏に近接してエネルギー供給が開

た。これにより、札幌からの日帰り圏が拡大し、

始されるなど、産業・生活を支える拠点となった。

観光をはじめとする道東の地域産業に大きなイン

平成26年には我が国の食料安定供給に資する飼

パクトを与えることになった。
また、平成26年8月の整備計画の変更では、約
10年間、着工が見送られてきた士別市多寄町～名

料原料輸入拠点として釧路港（平成23年、国際バ
ルク戦略港湾に選定）の国際物流ターミナル整備
事業が着手したところである。
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一方、防災面では、大地震時の緊急物資や避難

そのような中、様々な活動を続け、平成24年6

者の海上輸送の確保を目的に、耐震強化岸壁の整

月には、「新函館（仮称）－札幌」間の工事実施

備が進んでおり、この10年で6バースから15バー

計画が認可され、道民の悲願が達成された。

ス（平成26年4月現在）に増加したものの、その
整備状況は全国に比べて遅れている。
当会では、引き続き、周辺アクセスの強化もあ
わせて、道内港湾の機能向上、整備促進を要望し

平成26年7月には､ 政府与党PTが､ 北海道新幹
線の新函館北斗―札幌間の開業の5年前倒しを政
府に申し入れた。当会としても、工期短縮に向け
た要望活動等を引き続き継続していく。

ていく。

苫小牧東港中央ふ頭（平成26年8月）

北海道開発局提供

⑷北海道新幹線の整備促進

北海道新幹線車両H5系（平成26年11月）

JR北海道提供

北海道新幹線は、昭和45年制定の「全国新幹線
鉄道整備法」に基づく整備計画に盛り込まれなが
らも未整備のままであった。

2.観光への取り組み
当会では､「観光産業委員会」「北海道ブランド向

ようやく平成10年度に新青森〜札幌間の駅・

上委員会」で、北海道の観光産業振興について取り

ルートが公表され、平成17年4月、新青森〜新函

組んできたが、平成17年8月に ｢北海道観光戦略会

館間（仮称）の工事実施計画が認可され、同年5

議｣（会長：当会南山会長、事務局：当会）を設立

月に起工式が行われた。平成26年6月にはJR北海

し、平成18年3月に ｢北海道観光戦略｣ を策定した。

道より北海道新幹線の新駅の駅名「奥津軽いまべ

さらに、ここでの議論を通じ、北海道の観光推進

つ」と ｢新函館北斗｣ が発表され、平成27年度末

の中核機能を担う新組織として、平成20年4月に、

の開業まで残りわずかとなっている。

社団法人北海道観光振興機構（会長：坂本眞一北海

また、北海道新幹線の札幌延伸に向けては、北

道旅客鉄道㈱取締役相談役､ 当会副会長）が発足し

海道新幹線建設促進期成会（会長：北海道知事、

た。同機構は、道民と一体となって、観光を北海道

事務局：道商連）を中心に、当会もその一員とし

のリーディング産業に導き、観光で地域を活性化す

て要望活動をはじめとした誘致活動に積極的に取

ることを基本理念に、平成25年4月に公益社団法人

り組んできた他、
「北海道新幹線札幌延伸に伴う

に移行した。

効果と地域の課題」と題した調査報告書（委託

当会では、（公社）北海道観光振興機構と連携し、

先：㈱北海道二十一世紀総合研究所）を平成18年

観光振興につながる要望活動を行っている他、
「シー

7月に公表した。

ニックバイウェイ北海道」等の観光関連事業への参

平成21年8月、衆議院総選挙にて「政権交代」
が起こり、同年10月には前原国交大臣（当時）

画、協力を行っているところである。
当会の強みとする「食」産業の振興と、「観光」

より、「整備新幹線については、まったく白紙」

産業の連携を一層促進するために活動するととも

との発言があり、先を見通せなくなったことも

に、北海道経済を牽引する北海道観光の実現を目指

あった。

して要望活動等を引き続き継続していく。
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なお、本道の経済活性化等に向け、長期的視野に

4.人口減少・少子高齢化社会への対応

立ったイベント・コンベンションの推進を図ってき

当会では、平成17年度より「地域対策委員会」に

た ｢北海道イベント推進協議会｣（昭和61年7月設

て人口減少や少子高齢化に伴う諸課題に対して、国

立、平成14年度以降事務局：当会）については､ 社

や自治体等の取組調査等の情報収集を図りながら、

会情勢の変化等に伴い、平成16年度を最後に会費の

この問題の社会的影響に重点を置いた調査・検討を

徴収を行わず、平成24年3月に解散した｡

実施することとし、平成22年4月に ｢人口減少・少
子高齢化社会における社会資本整備の必要性調査｣

3.道州制問題への対応
平成15年、小泉総理（当時）から「北海道をモデ

と題した調査報告書（委託先：㈱北海道二十一世紀
総合研究所）を公表した。

ルとする道州制特区構想」が表明されたことなどか

この調査では、北海道は、平成9年をピークに人

ら、道内では道州制を巡る議論が活発化し、当会で

口減少基調に転じ（総務省人口推計ベース）、国を

も、道州制議論を「北海道経済自立的発展に向けた

上回るペースで人口減少・少子高齢化が進む見通し

チャンス」と捉え、平成16年3月、道州制について

であり、この問題を漠然とした危機感としてではな

の調査と検討を行うためのWGを設置し、同年10月

く、北海道経済、地方財政について具体的な影響を

骨子案をまとめ、同年11月に設置した「地域主権の

数値として認識することから入り、高速交通ネット

ための特別委員会」において当会としての提言書案

ワーク整備による時間距離短縮による北海道の生き

を取りまとめ、平成17年6月に「北海道の目指す姿

残り戦略を提言した。

と道州制」を公表し、知事へ提言した。
道州制の一層の理解を深めるため、全国8つのブ

5.今後の方向性

ロックにおいて協議会が結成され、北海道ブロッ

北海道経済にとっては、経済自立に向けて食・観

ク協議会（会長：当会会長）では、平成19年5月に

光をはじめとした産業振興を図っていくことが引き

「道州制シンポジウム」を主催した。
当会では､ 平成21年度に「北海道における地域主

続き重要な課題となっている。
一方、それを支える社会資本を取り巻く環境につ

権型道州制の検討」を骨格事業に位置付け活動し、

いては、人口減少や少子高齢化が進展する中での地

シンポジウムの主催や委員会での議論等を通じて一

域社会の維持、国土強靭化や老朽化対策の要請など

定の役割を果たしたが、同年の政権交代に伴い、国

新たな役割や課題が生じてきている。こうした環境

の動向を注視しながら現在に至っている。

変化を踏まえつつ、中長期かつ個別業界の枠を超え
た視点からそのあるべき姿につき調査・検討を行
い、その結果を政府その他行政機関への提言・要望
に反映させていくことが重要となっている。
当グループでは、上記のように、社会資本整備を
中心に北海道経済の自立や持続的成長に必要な環境
整備のあり方を広い視野と高い視点から検討し、そ
の実現を側面からサポートしていく活動に今後とも
力を入れていく所存である。

道州制シンポジウム（平成21年10月）
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