食

クラスターグループ

■委員会活動の推移

ランド」の活用方策や、そのために必要な支援や

1.平成17年度から平成20年度

施策などについて、議論・検討した。検討結果に

○北海道ブランド向上委員会

ついては国や北海道に対する施策・予算要望に反

平成17年度に策定された『中期活動指針2005』

映させるとともに活動報告書を取りまとめた。

において、北海道産業クラスターの形成を目指す
こととし、具体的には、
①「食関連産業クラスター」の形成によるわが国
及びアジア諸国の食料供給基地の実現

2.平成21年度以降
⑴産業振興委員会
平成20年度まで設置されていた5つの委員会が

②「観光産業クラスター」の形成による国内外か

平成21年度に「産業振興委員会」と「地域政策委

ら多数の観光客が訪れる観光地北海道の実現

員会」に再編された。産業振興委員会の骨格事業

③森林の育成、高機密・高断熱の北方型住宅など

の一つとして、「食クラスター形成に向けた検討」

住宅関連産業を核とする「住産業クラスター」

を実施し、北海道農業の振興策、産学官金による

の形成による憩いと豊かさが感じられる社会の

連携強化などを検討した。

実現

平成21年9月の北海道経済政策戦略会議（会長：

④商 品の輸出入や企業の海外進出などの経済活

北海道知事）において近藤会長は、北海道経済が

動、外国人観光客の増加、地域間の国際交流な

元気になるためには、農業を中心とする1次産業

ど、グローバル化の進展に伴う国際化への対応

を盛んにし、それをベースに付加価値の高い食品

等について、取り組むことになった。

を作り出し、これを国内外に向けて販路拡大して

『北海道ブラン
北海道ブランド向上委員会は、

いくこと、また食と観光の融合による北海道なら

ド確立プラン』の具現化のため、従前の「食関連

ではの『食の総合産業化』を推進し、自立的な地

産業委員会」
、「観光産業委員会」、「国際交流委員

域社会を実現して行くことの必要性を提言した。

会」を統合し設置された。「食」や「観光」を中

⑵食クラスター連携協議体

心として、北海道の持っている優位性や特性を活

平成22年4月、食クラスター活動の本格始動に向

かしながら、既存産業の競争力強化を図るととも

けて、当会内に食クラスターグループを新設した。

に、北海道ブランドの維持・向上により経済活性

平成22年5月、当会を中心にJA北海道中央会、

化に取り組み、国内外に対し北海道の諸情報を発

北海道経産局、北海道農政事務所（同年10月に参

信し、経済産業の振興を図った。

画）、北海道とともに事務局を形成、北海道立総

同委員会の専門委員会である「地域ブランド

合研究機構（道総研）、北海道科学技術総合振興

振興専門委員会」では、低迷する北海道経済の振

センター（ノーステック財団）、北海道中小企業

興に向け、その強みの一つである「食の北海道ブ

総合支援センター、中小企業基盤整備機構北海

第6回北海道ブランド向上委員会（平成19年11月）
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食クラスター連携協議体発足式（平成22年5月）

道、北海道貿易物産振興会、北海道食産業総合振

るため企業等を訪問。また、専門家からお話を伺

興機構（フード特区機構、平成24年度より参画）

う場として勉強会や懇談会を開催している。ここ

を中核支援機関として「食クラスター連携協議

で抽出された課題については、ワーキンググルー

体」を設立した。

プを設置して課題の深堀を行い、新たなプロジェ

道内各地域においても、14の総合振興局・振興

クト創出に繋げるとともに、提言や要望活動等に

局に「地域推進体制」が整備され、金融機関を含

反映している。プロジェクトのうち一定の経済効

め産学官金による食クラスター活動の本格展開を

果が期待でき、クラスター性の高いものは重点プ

開始した。

ロジェクトとして複数機関が連携・協働して推進

⑶北海道食産業総合振興機構（フード特区機構）

している。

「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合
特 区（ フ ー ド 特 区 ）
」 に つ い て、 平 成22年9月、
「総合特別区域法」に基づき、北海道、札幌市、

2.戦略ワーキンググループの活動
⑴大豆WG

江別市、函館市、帯広市、当会及び十勝管内全18

道産大豆は、輸入大豆の価格下落や国内景気の

町村が共同で特区の指定申請を行い、同年12月に

低迷により需要が減っていることから、産地と食

「国際戦略総合特別区域」に指定された。
平成24年4月、このフード特区事業の推進の要

品加工メーカー等の取り組みを促し、道産大豆の
加工販売と消費拡大に繋げていく諸方策を検討、

となる「北海道食産業総合振興機構（フード特区

実施した。

機構）
」が設立され、同機構の理事長に当会近藤

⑵小麦WG

会長が就任した。

製麺、菓子、製パン業界から道産小麦に対する

特区機構の具体的な活動は、食クラスター活動

要望が数多くあげられていることから、用途に適

をさらに加速させるために、食材・食品の生産か

した小麦の生産・需要拡大や小麦の国内流通制度

ら加工、流通、販売など「バリューチェーン」を

の迅速な改善方策について検討を行った。

強化し、最終成果として一次生産者や食関連企

⑶物流WG

業が、北海道から国内外向けの売上実績を伸ば

道内外向けの効率的な物流網の構築を目指して、

して行くための支援である。具体的には、食の

①多頻度・少量輸送への対応（共同物流体制等の

チェーンを形成する生産者、製造者、研究者、流

構築） ②過疎地域を含む安定的な物流システムの

通事業者などが求めているテーマ、例えば産地に

構築（帰荷確保に向けた集荷や拠点での保管体制

近接して加工工場を設置したいという要望や消費

の構築等） ③道外への多様な輸送モードの確保

者に判りやすい機能性食品の効能表示を可能にし

（配送方法、配送ルートの検討等）について具体的

て欲しいと言う要望を受けて、国の特区事業に取

な課題を抽出し、解決方策について検討した。

り込んで税財政支援や規制緩和を獲得する取り組

⑷北海道アイスクリーム輸出促進WG

みなどである。

北海道産アイスクリームの東南アジア諸国への
輸出を見据えて、具体的な販路拡大に向けた取り

■食クラスターグループの主な活動

組みについて検討、テスト販売等を実施した。

1.食クラスター連携協議体の活動
「食クラスター連携協議体」へ参画いただいた
団体・企業等（平成26年9月末現在2,165）から提

3.重点プロジェクトの取り組み
⑴北海道産サケ節ブランド化・産業化

案された道内素材を利用した食加工品の開発・販

知名度が高まりつつある「北海道サケ節」を

売、地域産品のブランド化、道内主要農水産物の

「地域の特産品」から「北海道の新定番商品」へ

消費拡大などのプロジェクトについて取り組んで

ランクアップさせるため、一層の認知度向上や安

いる。

定供給の確保を図った。

そのほか企業および業界が抱える課題を把握す

具体的には、
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①サケ節製造地域の増加や生産体制の拡大・整備
に向けた取り組み
②サケ節のブランド化・普及を図るネットワーク
の構築
（サケ節ブランド化ネットワークの発足）
③レシピ集の活用などによる普及・PR
に取り組んだ。

②ホ テル等と連携した道産小麦の普及PRと利用
拡大
③中 華 麺 適 性 品 種 等 を
活用した道産小麦の
利用拡大
④大手コンビニチェーン、

⑵道産魚醤「雪ひしお」のブランド化・販路拡大

道内製パン会社、道内

道産魚醤油の統一ブランドとして立ち上げた

テ レ ビ 局 と 連 携 し、

「雪ひしお」を活用した各種普及・PR事業により、
道産魚醤油のブランド化や販路拡大を図った。
具体的には、
①飲 食 関 係 者 や 消 費 者 向 け 説 明 会、 ア ン テ ナ
ショップなどでの普及・PR活動

道産麦を使った新商
品の開発・販売とメ
ディアを利用した情
報発信の実施
⑤製粉業者・食品メーカー、飲食店と連携したご

②「雪ひしお」名称使用の拡大に向けた取り組み

当地グルメ「北海道ジンギスカン焼きそば」の

③地域毎に特色ある料理や商品を開発するなど販

商品開発と普及拡大

路拡大に向けた取り組み
④新たに魚醤油の製造に取り組む地域の発掘など
に基盤の拡大に取り組んだ。
⑶「VINFROMAGE HOKKAIDO」の取り組み
「VINFROMAGE HOKKAIDO（ 北 海 道 の ワ
インとチーズを楽しもう）
」をプロジェクトの愛

4.食クラ・フェスタの取り組み
食クラスター連携協議体が発足した平成22年度
以降、毎年1～2月にその年度の食クラスター活動の
集大成として『食クラ・フェスタ』を開催している。
平成26年1月に札幌パークホテルで開催した食

称として、北海道のワインとチーズとのコラボ、

クラ・フェスタは、第1部では25の事業者・団体

観光との組み合わせ、販路拡大プロモーションや

が試食展示ブースを出展したほか、個別相談・商

地域間連携による戦略を展開し、地域での認知度

談会を実施した。また第2部参画者交流会では、

向上や来道者の増加を図り、北海道のワインと

農水省の6次産業化事業、経産省の農商工連携事

チーズのブランド化につなげ、新しい食文化の形

業、北海道のフード塾事業等食クラスター活動の

成を目指した。

成果として試食ブースを出展したほか、道内外の

具体的には、

一流シェフにより、食クラスター活動で取り組ん

①ワインとチーズ（フーズ）をテーマにした個人

だ道産食材を使用した料理を提供した。

向けモデルツアーの造成
②首都圏をはじめとする道内外でのプロモーション
③アジア圏の富裕層をターゲットにして、インバ
ウンドの拡大に向けた広報・情報発信
に取り組んだ。
⑷道産麦・国産麦消費拡大プロジェクト
道産麦をはじめとする国産麦の消費拡大を図
るため、
「北海道産小麦消費拡大モデル実行協議
会」を設立し、製粉業者や食品メーカーと連携
し、PR活動や販路拡大活動を行っている。
具体的には、
①首 都圏、中京圏での道産小麦の普及PRと販売
促進
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食クラ・フェスタ2014（平成26年1月）

5.農業施設等への視察会の実施
⑴十勝農業視察会
平成25年10月、本道を代表する十勝型農業の生

談が成立した。また、中京圏での北海道物産展の
開催も決定するなどこれまで係わりが薄かった中
京圏との新たな商流構築に繋げることができた。

産現場を訪問し、本道農業の特徴や6次産業化へ
の取り組み状況について参加者の理解促進、食ク

6.参 画企業と大手食品メーカー等との連携による

ラスター参画者間のビジネス創出を狙いとして、

新たな商流構築

帯広市、芽室町等地元自治体、JA北海道中央会

⑴北見・網走、美瑛・富良野、江別等を重点エリ

等の協力を得て、「十勝農業視察会」を開催した。
大手食品メーカー、流通業者など食クラスター

アとして、農協等生産者と食品メーカー等との
ビジネスマッチング支援を行っている。

参画者を中心に21名が参加し、JAめむろ農産物

⑵機能性の高い農産物の普及拡大や、規格外野菜

直売所「愛菜屋」
、JA帯広かわにし長いも選果

の有効活用を進めるため、農協と大手食品メー

施設、農耕地展望台、JA幕別町野菜集出荷施設、
JA中札内村枝豆工場を視察した。その後、食品

カー等による新たな商品開発の支援を行っている。
⑶自 治体と食品メーカーへの情報提供、首都圏
の高級スーパー、道産品販売所、百貨店等に
食と観光に関する諸情報を提供し、ビジネス
のつなぎ役を務めている。
7.今後の方向性
食クラスター活動を加速するため、ビジネス的
観点に立った三つの取り組みを進める。これによ
り地域の雇用創出と自立的な地域社会の実現を目

十勝農業視察会（平成25年10月）

メーカーと農協との取引に結び付くなど有意義な
視察会となった。

指す。
⑴生産者から売り手への情報発信の強化とシステ
ム化の検討
・マーケットの中で生産者の商品が正当な評価を

⑵北の産地コネクトツアー2014
平成26年8月、中京圏の飲食店の経営者やシェ
フを対象とした『北の産地コネクトツアー2014』
を十勝・網走地区で開催。中京圏から食品メー
カー、飲食店、スーパー等19社25名（年商総額

獲得するため、生産者自らがマーケティング志
向を身につけ、正しい産地情報を迅速かつタイ
ムリーに発信する。
・また、販売側のニーズに即応できるようなオーダー
メード型の営業ができるようなシステム作りを行う。

2,100億円）が参加した。生産者と販売側の交流を

⑵新たな商流の構築

通じて正しい産地情報等の発信を行い、多くの商

・従来の商流のほかに、生産者と飲食店や販売者
等を直接結ぶ商流作りを行い、生産者と売り手
の直接交流を促すとともに、生産者の販路の複
線化を目指す。
⑶生 産・製造加工・販売の北海道型のバリュー
チェーンの構築と組織化
・本道経済の底上げを目指し、北海道の生産者や
食品加工会社、並びに販売者による一気通貫型
のビジネスの流れを道内に構築する。
・このバリューチェーンのビジネス化を進める組

北の産地コネクトツアー2014（平成26年8月）

織の在り様について検討する。
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労

働政策局

労働政策局は、平成24年10月に北海道経営者協会

専門委員会に位置づけられた以降の幹事長に、北

（以下、道経協）と当会の統合により設置され、道

海道中央バス㈱常務取締役 今雅基氏、現在は幹

経協が行っていた事業を引き継いでいる。

事長に伊藤組土建㈱常務執行役員総務部長 西尾
吉博氏が務めている。

■委員会活動の推移
統合前は、労働問題全般にわたって研鑽を図る
「労働委員会」
、幅広い問題を取り上げ、経営上層部
としての研鑽を行う「経済対策委員会」
、労働法制
の改正を中心に研鑽を行う「労働関係法部会」、お
よび「経営労務研究会」などの委員会が運営されて
いた。統合後の平成25年4月に、これら委員会を効
果的に運営するため、4つの委員会を廃止・統合し、
「労働政策委員会」を設置した。同時にそれまで
あった「労働政策幹事会」を労働政策委員会の専門
委員会として位置づけた。
「社内報研究会」は「社

労働政策幹事会（平成25年4月）

内報フォーラム」として形式を変更した。
⑴労働政策委員会

⑶人事・労務研究会

雇用・労働政策、労働法制に関する総合的な

会員各社の人事労務担当者により、人事・賃

検討並びに人事労務等の専門人材育成等を目的と

金・労務等の諸問題について事例研究等を行って

し、主として労働問題を中心に幅広い分野にわ

いる。座長には、北海道ガス㈱執行役員総務人事

たって研鑽を行っている。年に6回開催しており、

部長 末長守人氏が務めている。

初代委員長には日本通運㈱常務執行役員札幌支店
長 渡部正人氏、副委員長には社団法人北海道バス
協会専務理事 日野健一氏、現在は委員長に日本通
運㈱執行役員札幌支店長 青山陽一氏、副委員長に
雪印メグミルク㈱北海道本部副本部長 小山内薫氏
が務めている。

人事・労務研究会（平成26年7月）
講師：冨岡俊介弁護士

■労働政策局の主な活動
1.使用者団体機能・組織の維持、強化
⑴各種会議体の運営
地区経営者協会連絡会議、労働審判員連絡会
労働政策委員会（平成26年2月）
講師：航空評論家（元日本航空機長）小林宏之氏

議、経営・労働コンサルタント連絡会議を開催
し、意見・情報交換等を行っている。
⑵最低賃金に関する対応

⑵労働政策幹事会
労働政策局が行う活動について、指導、助言等
を行うもので、年3回の定期開催を行っている。
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関係する経済諸団体等との連携を強化し、本道
の経済力に見合った適正水準となるよう取組んで
いる。

⑶良好な労使関係の維持・向上
企業経営にとって労働組合と良好な労使関係を
作り上げ、維持することは重要な経営課題の一つ
である。最近は、集団的労働紛争が大幅に減少す
る一方、雇用形態の多様化等の理由より個別的労
働紛争が増加している。このような労使を取り巻
く環境の変化に的確に対応し、労働組合からの要
望・要請内容について会員周知を図るなど、良好
な労使関係の維持・向上を図っている。

藤原講師による「新入社員研修」
（平成25年4月）

⑷会員訪問の実施
当会活動に対する要望、当会活動への協力のお願
い、助成金等の紹介、時勢に即応したヒアリングを
行い、当会活動の向上を目的とした会員訪問活動を
行っている。平成25年度には102社を訪問した。

スキルアップにつながる取り組みを実施している。
⑵各種調査の実施
賃上げ要求・妥結状況、新卒採用実績・次年度
採用予定、初任給、賞与要求・妥結状況、燃料手
当支給実態、経営雇用状況など、毎年の定例調査

2.雇用・労働政策への要望・提言・発信
⑴「経営労働政策委員会報告」
（経団連）への対応
経団連が春季労使交渉に向けた経営側の基本姿

に加え、高齢者継続雇用、モデル退職金等の臨時
調査を行い、調査結果を会員に提供している。
⑶労務相談の充実

勢として毎年取りまとめる「経営労働政策委員会

増加している人事・労務に関する会員からの相

報告」に当会としての意見を提出し、同報告に活

談に随時対応している。更に質の高い対応を図る

かされている。

ため、専門の弁護士・特定社会保険労務士による

⑵使用者団体として各種会議等へ参画

無料の「人事・労務相談日」を月に2回開設し、

国、北海道等の各種審議会等に使用者側委員を

指導・助言を行っている。

推薦・参加させ、本道の「雇用・労働政策」に
使用者側の意見・要望・提言等を行っている。
⑶諸団体と連携した雇用の創出推進
「北海道雇用創出推進会議」、「北海道新卒者就職・

4.北海道経営者協議会の活動
統合後、経団連の諮問機関である「地方団体長会」
の所属団体として、その活動の協力と連絡、調整を

採用応援本部員会議」、「北海道人材誘致推進協議

行うとともに、北海道地区経営者協会の意見の取り

会」等へ参画し、雇用創出に関与している。

まとめと調整を行うことを目的に、
「北海道経営者
協議会」を新たに設置した。主要会員16社及び地区

3.会員サービスの充実
国、北海道等の「雇用・労働政策」への意見・要

経営者協会（函館・旭川・釧路）により活動してい
る。初代会長には北海道ガス㈱相談役 前泉洋三氏、

望を反映させる当会の使用者団体機能は、会員から

現在は会長に平成26年6月から北海道空港㈱副会長

の会費によって支えられている。この機能を維持・

山本邦彦氏が務めている。

向上させるには、会員の理解と会員拡大が不可欠で
ある。会員サービスの充実を図り、更なる会員の
拡大につなげている。
⑴各種講座講習会の実施

5.今後の方向性
「使用者団体機能・組織の強化」「雇用・労働政
策への要望・提言」「会員サービスの充実」の取り

統合翌年の平成25年度には、37回の各種講座・講

組みを活動の柱とし、労働政策に関する提言や、優

習会を開催し、延べ882名が受講した。受講者アン

れた人材の育成等を通し、本道の経済発展に寄与し

ケートでも好評を得たものが多く、アンケート結

ていく。

果を踏まえながら、会員皆様の業務知識の向上、
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北海道経営者協会とは
え、経営者には誤りなき対応と、労働組合には良

1．設立
道経協は、昭和21年7月27日、全国で二番目に
創立された。終戦後の混乱期に、労使関係の正常

識のある行動をということであった。とりわけ生
産性基準権利の周知と啓発に尽力した。

化を目指し、経営者の相互連携と労務管理体制の

昭和60年に入り、「男女雇用機会均等法」の成

合理化の必要性を痛感した先見の明のある経営者

立、労働時間短縮を目指す「労働基準法改正」な

の積極的努力によって設立された。

ど、労働行政面で様々な動きが活発化した。道経
協としても、法の周知に努めるとともに、実務上
の対応策の指導が中心的事業になった。一方、賃

北海道経営者協会の設立時資料
役員名簿によると、設立世話人に
は、岩田彦二郎氏（北海道開発会社
社長）
、山田良秀氏（北海道配電社
長）
、栗原寛氏（北海道炭鉱汽船取
締役）
、大塚良敦氏（王子製紙苫小
牧工場長）
、隅田武彦氏（帝国製麻
札幌支店長）
、中山五平氏（中山機
械会社社長）の名前が載っている。

金制度も職能給への流れが加速し、中小企業への
導入支援、さらには運用のため人事考課制度の導
入支援を精力的に実施した。
平成10年代に入り、賃金・処遇制度も成果主義
の流れが芽生え、試行錯誤を繰り返しながらも、
現在もその潮流になっている。雇用の現場では、
雇用形態の多様化の進展が著しく、結果として個
別労使紛争が増大しており、労使関係の安定化に

2．昭和から平成にかけての変遷
設立当初は、労働法、就業規則、賃金等の研究

寄与するため、雇用実務に対しての支援策の高度
化に努めた。

対策をはじめ、労働委員会における紛争処理に尽
力した。
また当時は多くの企業の労務スタッフが手薄の
事情もあり、事務局は直接団体交渉、争議対策に
参画することも少なくなかった。
昭和30年代に入って民主的労働運動が定着して
労使関係も正常化の兆しが見えたが、好不況を繰
り返しながらも高度成長をたどり、その中で労働
組合は

昭和31年に始まる「春闘」を恒例化し

た。一方でこの当時の職務給導入・検討の契機に
もなった。このような情勢の中、春闘対策として
の模擬交渉や交渉マニュアルの提示、賃金制度の
確立支援のための職務分析員養成講座などが重点
事業となった。

記者発表（平成24年4月）
近藤会長（写真右）と道経協 前泉会長（写真左）

3．基本合意から統合まで
道内における経済団体活動をより高度にかつ効

昭和40年に入り、労働運動は経済闘争を中心と

率的に推し進めるため、当会と平成24年10月1日

した新しい路線が取り入れられ、民間労組が主導

の統合を目指すことに基本合意し、平成24年4月

力をもつようにはなったが、一部に過激な労働運

19日に記者発表を行った。以降、統合まで次のよ

動もあり、個人加盟による合同労組が各種紛争を

うな日程で進められた。

起こした。この当時の道経協活動の中心は賃金対
策、人間能力の再開発、労使関係の安定であっ

４月26日

会員に統合協議について発信

た。そのために、賃金関連の実態調査や統計分析

５月17日

統合に関する基本合意書締結

の充実に意を注ぎ、労使交渉のための参考資料の

５月31日

道経協定時総会（解散決議）

提供に努めた。

６月14日

当会定時総会（統合決議）

昭和50年代に入ると、インフレの鎮圧が焦眉の

６月18日

会員に統合決定と移行について発信

急であった。当時の道経協活動の中心は、労使交

10月１日

統合実施

渉の結果が、社会経済に与える影響の甚大さを訴

11月13日

道経協清算委員会開催
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