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平成２３年度 第４回 石狩市地場企業等活性化審議会 

 
日 時 平成２３年１１月２５日（金） １５：００～１６：２０ 
場 所 市役所本庁舎５階 第２委員会室 
出席者 北山寉会長、後藤正和副会長、松尾拓也委員、岡林位和委員、有田祐司委員、 

大江徹委員、荒関淳一委員 
 欠席者 和田郁夫委員、瀬尾英幸委員 

    【事務局】 企画経済部   部長 佐々木隆哉 
商工労働観光課 課長 武田渉 
商工労働観光課 主査 中村一郎、髙石康弘 
商工労働観光課 主任 田原朋学 

傍聴者 ０名 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
【北山会長】 
 それでは、何かとお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。では、第４回目

の審議会を行います。まずは、前回の続きと本日資料として事務局より提出されております答申書

（案）について審議してまいります。また、次回の審議会ですが、年内はみなさま何かとお忙しい

と思いますので、年明けに５回目の審議会を開催して、最終的な取りまとめをしてまいりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。さて、本日の議事でございますが、前回の続きで２次計画

の総括アンケート。Ⅳ．地場企業等活性化に向けての方針の１１ページ。４と５です。 
それでは、４．活力ある地域産業の展開です。（１）魅力ある商店街づくりということで、把握

している取組事例は、継続的に商店街補助を行っています。コミュニティビジネスなどへの支援で、

把握している取組事例は、期間限定でのプレミアム商品券等の実施。そして、今後の検討としては、

コミュニティビジネスの継続と地域商品券の発行です。評価については、おおむね良い評価されて

おります。今後の方向としては、積極的に掲載が３名。実施するべきが３名ということで、積極的

に進めて欲しいというご意見が大半でございます。自由意見で、地域商品券事業を検討願いたいと

記載があります。実施主体となる組織は、商工会議所さんでしょうか。 
【松尾委員】 
 そうです。既に、プレミアム商品券発行事業を実施しておりますが、今後、地域に商店があると

いうことを踏まえて、研究も必要ですが、地域活動や福祉と繋がりを持てる地域の商品券というも

のを今後も行政と一緒に模索させていただければと考えております。 
【北山会長】 
 こういった共通商品券というのは、消費者や住民の方が共通商品券を購入して、それを市内のお

店や色々なところで使っていただき、地域内でお金が循環していくという目的で実施されると思う

のですが、実際には、まだ石狩市内の商店街で実施されていないのでしょうか。 
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【松尾委員】 
 一般的なプレミアム付き商品券は、期間限定で販売させていただいております。プレミアム率も

結構高かったので、利用者の方から好評でした。また、石狩市ではないのですが、例えば、地域の

活動に参加していただいた時に、その活動の対価として商品券等を組み込んでいる地域もあるよう

です。石狩市内でもそういったことができないだろうか。もし、できるとしたなら、どういう方法

があるのかということを今後、商工会議所としても考えていきたいと思っております。 
【北山会長】 
 それは、石狩市内で一時的に使われていた商品券としてではなく、共通商品券として発行するに

は、財務局に対する登録や供託、報告等の規制が定められているので、そういったものの検討も必

要ですね。さらに、福祉の話も出ておりましたが、福祉のほうでも使えるような共通商品券をお考

えということでしょうか。 
【松尾委員】 
 そういうふうになると商品券なのか地域通貨となるのか分かりませんが、どういう形がいいかと

いう部分も含めて事業者、専門家、そして行政のみなさんと一緒に協議をさせていただければなと

考えております。 
【北山会長】 
 では、その辺は積極的に進めて欲しいという意見ですね。 
【後藤副会長】 
 自由意見にも書いてありますが、一過性ではないものということが、ひとつのポイントなのです。

一時的なものというのは、確かにポイント、ポイントで盛り上げるため必要なものもあります。し

かし、期間限定なので期間が過ぎてしまうと、また元の木阿弥になるということが、今までも多々

あると聞いております。そうではなくて、松尾さんがおっしゃったように商品券の意味合いから離

れると思うのですが、福祉やボランティアも絡めたものを考えているのです。例えば、ボランティ

アをしていただいたらポイントを差し上げて、それを使える場が商店街や図書館など色々と使い道

はあると思うのです。商工会議所としては、恒常的なものを考えたいというのがあるのですが、ま

だ具体的にどうするかまでは至っておりません。投げかけとして、そういうものも考えていきたい

ので行政にも知恵を貸していただきたいというのが会議所の意見となっております。 
【松尾委員】 
 今までの取組は、どちらかというとイベント的といいますか、カンフル剤のようなものだったの

ですが、もう少し恒常的なシステムとして地域社会と商業者を結び付けるひとつのツールという形

で、どういったものが考えられるかということを行政の方々や専門家の方々に入っていただきなが

ら考えていければというのが会議所としてのスタンスとなっております。 
【北山会長】 
 ということで、もっとこうしたら良いなど何かご意見ありますでしょうか。 
【大江委員】 
 今まで、地域振興券など期間が過ぎてしまうと終わってしまう事業はありましたね。そして、花

川中央商店街振興組合が実施しているハイスタンプ事業では、スタンプを集めてそれが商品に換え

られるというのもありますので、色々な形態があると思いますが、松尾さんがおっしゃったように
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地域に根差す工夫があれば、どんどん使わせていただくと思います。 
【北山会長】 
 そうですね。物だけではなく、福祉のサービスも価値あるものですから。ぜひ、そういったもの

も使えたら、モデル的なものになってくるでしょうね。これについては、今後も積極的に取組んで

欲しいということですね。 
次に、商店主による研究会設立支援。これは、そこそこの評価となっております。実施について

は、積極的に掲載が２名。掲載するべきが３名。自由意見には、単体の商店街活動ではなく、例え

ば花川南地域が共同事業としても取り組めるような事業支援が必要であるというご意見がありま

すが、地域住民の人達もその辺のところの不便さを活気あるものにしていきたいという考え方は強

いのでしょうか。私は、石狩市の中心的存在であるまちの顔がなかなか見えていないのです。どち

らかというと、地域のいろんな集客施設が分散しておりますが、商業施設が集積しているのは花川

南地域なのでしょうか。商店街等が、散在しているので、集客イベントで賑わいを出すのか、それ

ともハード面で新たな街づくりをするのか。ただ、そうなると相当な設備投資が必要となるので、

なかなか難しいですよね。ひとつの組織の活動として、今ある商店街振興組合をさらに活性化して

欲しいということなのでしょうか。それとももっと別の形にしていくということなのでしょうか。 
【松尾委員】 
 単体の商店街だけで何かをするということだけではなく、地域の方々と一緒になって事業展開を

していくような時期という声も上がっております。そういったことについて、今後取組んでいけた

らと考えております。また、計画の中で支援をしていただけたらということですね。 
【北山会長】 
 広域的に商店街全体として何か取組ができれば、さきほどの共通商品券の事業についても共通す

ると思いますが、そういった動きをもっともっと実施した方が住民のためにもなると思います。た

だ、商店街をまとめあげるというのはなかなか難しいことだと思います。私も数十年間、全道の商

店街を見てきましたが、商店街の核となるのは食料品店でありますが、特に地域のほうでは、大型

店やスーパーチェーン等が進出して、地元の食料品店が閉店してしまうという状況を見てきました。

石狩も例外に漏れず、色々な大型店が進出してきて、商店街の形成が難しくなっているのかも知れ

ませんね。その辺の難しさも分かりますので、別な意味でソフト面での繋がりをもっと強くしたり

とか、まだできることがたくさんあると思いますので、研究会というのは、何かこうした状況を打

開するための対策や当事者意識を持ってやっていくためにもいいことだと思います。 
【後藤副会長】 
 今後の取組として、商工会議所が実施していく必要があると考えているのは、例えばアンケート

にも記載されております空き店舗活用です。空き店舗になっている建物の大家さんが、貸す気があ

るのだろうか。もし、貸すとしたらおいくら位で貸すのか。現状では、そのようなことも把握でき

ておりませんので、空き店舗対策をするにしても机上の話だけでは、いざという時に全く進みませ

ん。早い段階で空き店舗のアンケート実施などにより、現状把握することが必要です。空き店舗を

活用する方法は、色々あると思います。まずは、相手がどう考えているのか把握しなくては、前に

進まないだろうなということで話をしております。 
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【北山会長】 
 研究会という形でしょうか。 
【後藤副会長】 
 いえ、研究会のからみではなくて、会議所としてどうしたらいいかという色々な話の中で、その

ような話が出ております。 
【北山会長】 
 商店の経営者の方に投げかけていって、活用できる空き店舗があればということでしょうか。 
【後藤副会長】 
 商店主というより建物の大家さんですね。大家さんが何を考えて店舗を空けたままにしているの

か。入れたくても入ってくれる相手がいないのか。その辺のことをきちっと把握したうえで、次に

どうしたらいいのかということです。 
【北山会長】 
 そういった調査は、やはりお金がかかりますよね。 
【後藤副会長】 
 そうですね。アンケートですから。 
【北山会長】 
 そういった取組もやっていければということです。それでは、次に商店街振興組合の創設促進に

ついて。評価は、厳しいのですが、今後積極的に掲載するが１名。掲載するべきが４名で、商店街

振興組合の創設促進については、今後検討していくということですね。 
次は、１３ページ。（２）建設業の革新です。把握している取組事例は、㈱ヤハタホームや㈱テ

クノブレイン等があります。評価は、それなりの評価となっております。これも、積極的に掲載す

るという意見が多く出ておりますので、積極的に支援していくべきであろうと思います。そして、

自由意見には、市内の中小企業からネットショッピング等による取引拡大に対する相談があるとの

ことで、ホームページの開設方法など何か支援制度が出来ると良いというご意見が出ております。

最近、地域においても震災後の土木事業は下火の状況ですが、建築関係は多少良くなってきている

という情報を聞いております。総体的に建設関係も売上が伸びていくと良いと思いますので、これ

も積極的に支援していくということでよろしいでしょうか。 
次に、（３）取引関係の強化拡大。これは、新しいネットワークの構築を検討するということで、

石狩イコロの会、異業種交流会、インターネットショップ活用セミナーの開催、商工会議所による

ＩＴセミナーの開催など色々と開催されております。大変良い評価になっておりますし、今後も積

極的に進めて欲しいという意見が多いので、今後とも積極的に推進していくということでよろしい

ですね。 
 次に、１４ページ。５．地場企業等の支援システムの形成。（１）組織体制の強化というところ

で、把握されている取組事例は、石狩市産業活性化連携会議。これは昨年の２月から設置され、色々

検討されております。評価は、まぁまぁですが、推進すべきだという意見が多くございます。これ

は、事例的なものはあるのでしょうか。会議は、年間に何回か開催されているのでしょうか。 
【事務局（武田課長）】 
 経済団体のメンバーそれぞれが、今後実施していこうというもの、実施してみたいというものを
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皆で支援しようというスタンスで開催しております。市内事業者の取組を後押しするという中で、

石狩鮭醤油らーめんも誕生しました。観光協会や商工会議所、北商工会などの関わりが強い方たち

が中心となって会議の場で意思統一いたしまして、企業者を支援したり後押しをしたりして石狩鮭

醤油らーめんを作ったり、市内の地産地消の店をマップ化する事業や、石狩産の小麦を使った事業

に取りかかろうということで、経済団体が事業の立ち上がり段階から情報を共有して、それぞれの

立場から後押しをしていこうというような取組みをしております。 
【北山会長】 
 この組織体制の強化というのは支援する側の組織体制の強化でしょうか。企業同士の組織体制で

はなくて、支援する側の組織体制の強化という解釈なのでしょうか。 
【事務局（佐々木部長）】 
 そうですね。これは、支援をするための組織の足腰を強くしていくということです。 
【北山会長】 
 そうですか。今日、お集まりのメンバーの組織も支援機関になると思うのですが、今後とも支援

機関の強化というのは必要でしょうね。 
【松尾委員】 
 はい。例えば、商工会議所なら単体で出来ることもあるのですが、他の団体や行政と一緒に実施

することによって効果が上がる取組もたくさんあると思います。そういった部分で、ぜひ一緒に活

動を進めて行きたいと思います。 
【北山会長】 
 切り口を変えて、観光関係で見ますと、すそ野が広くて一次産業から二次、三次産業まで全部含

めたアイテムがあるので、地域全体を活性化するには、観光という視点からの切り口でまちを活性

化させるというのも全国的に進んでおります。その点については、観光協会として地元の企業を支

援する側として何か重点的に考えておりますでしょうか。 
【有田委員】 
 重点的にということではないのかもしれませんが、例えば、さっき話しに出ておりました石狩鮭

醤油らーめんにしても、ミニトマトジュースにしても、石狩観光協会のホームページに色々と載せ

ておりまして、そちらをクリックしますと、どこで作っているのかとか、どこで提供しているのか

とか、どういう会員がいるのかなど、みなさんに分かりやすく知っていただくための支援をしてお

ります。 
【北山会長】 
 特に、石狩市は合併してエリアが広がっておりますので、それぞれの地域の特長を生かした観光

メニューというのはございますでしょうか。 
【有田委員】 
 例えば、浜益区の幌地区に果樹園が結構あるので、そちらのサクランボを中心に広めたりとか、

北生振にもイチゴがありますので、時期になったらホームページなどで紹介をしたり、今後は、イ

チゴ狩りやサクランボ狩りのツアーなども取り込んでいけたらいいなという考えがございます。 
【北山会長】 
 札幌に近いので、バスツアーを色々と組んでみるのもいいでしょうね。地元の方も、そのような
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考え方で、サクランボで地ビールを作り三千本位を春までに売りたいという企業もあるようです。

関連して後押できる事業などが出来れば、もっと効果的なのでしょうか。やはり、この辺は一次産

業から六次産業となる世の中でありますので、二、三次産業と連携しながら、具体的に農業者や漁

業者、それから二、三次産業の企業と結び付けられるような連携体が出来れば良いと思います。 
【大江委員】 
 先ほど、武田課長がおっしゃったように、色々な部分で進んでいるところもありますので、クラ

スター的に散らばっているのではなく、一定の方向を目指して進んでいるのなら具体的に見えてく

るのではないかと思います。 
【北山会長】 
 そうですよね。協働と連携というのは、これからの地域の活性化のキーワードになっていますの

で、これも積極的に進めるということでよろしいですね。 
次に、市役所の部局横断的な産業支援活動。積極的に掲載と掲載するべきというご意見が、ほと

んどですので、今後とも支援するということでよろしいですね。 
次に、（２）起業等相談連携体制の確立。把握している取組事例は、石狩市のホームページによ

り、色々な制度の周知をしております。特に、北海道や中小企業総合支援センターなどの支援制度

を活用するとなっております。こちらも、積極的に掲載が４名になっておりますので、今後も積極

的に推進すべきだと思います。自由意見では、新分野進出や経営革新事業、海外進出などの企業に

対しても色々と活用する制度を周知して欲しいということで、効果のある支援を求めております。

私も色々と支援を必要とする企業さんとお会いすることがありますが、税務や金融、労務相談とい

うのは、例えば税務であれば税法上の決まり事がありますので、その決まり事の中でこういう風に

してはどうかということで一、二回の指導で済むケースがあります。しかし、新製品開発や販路開

拓などの相談は、決まり事がないので、半年や一年くらいの時間をかけてアドバイスをしていかな

いと、なかなか効果が上がらないというケースが多いですね。ここらへんも、支援する側の課題と

して、時間をかけて継続的に支援を続けていくということが重要だと思います。では、Ⅳ．地場企

業等活性化に向けての方針については、こういうことで進めていただきたいと思います。 
 次に、Ⅴ．特定地場産財の指定と支援のあり方について。石狩市の特定地場産財というのは、市

内でとれる特産品や地域資源のことですね。そして、観光や産業技術のことですね。例えば、魚醤

の醤油なども地域資源だと思います。そういった地域資源を使って、新しい商品を作ったり、新し

いサービスを提供したりする企業が対象となっており、申請して認定されたものについては、補助

金や融資の一部を補填するなど色々な形で支援をしていくという内容となっております。こちらに

ついても、これからの街づくりに非常に大事なことだと思います。こちらについて、何かご意見あ

りますでしょうか。 
【松尾委員】 

現在、指定しているものは、どのようなものがあるのでしょうか。 
【北山会長】 

現在、指定しているものは、無いようですね。 
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【事務局（武田課長）】 
 特定地場産財としては、無いです。会長が、最初おっしゃったように石狩市内の事業者で商品そ

のものや商品を作るための人材だったりと様々なものが対象となるのですが、その中で新規性があ

って、地域産業の高度化だったり多様化だったりと地域活性化に貢献するようなものを認定して、

それに対して補助金などの援助だったり、軌道に乗るための情報提供などをするというものです。

まずは、特定地場産財を選ぶというところから始まるのですが、今のところ申請いただいたものが

基本的に無い状況でございます。 
【松尾委員】 

今後、申請が予想されるようなものはあるのでしょうか。 
【事務局（武田課長）】 

実際、こういう認定制度があって、計画にも書かれておりますが、みなさんへ十分にお伝えでき

ていない部分があったりして、実際に機能していないのかもしれません。それとも、本当に物がな

いのかもしれません。市として、今後、進め方や取り組み方について考える必要があるだろうと思

っております。 
【後藤副会長】 

いつから特定地場産財という言葉を使い始めたんでしょうか。 
【事務局（武田課長）】 

計画が出来ました平成１０年ですね。 
【後藤副会長】 

それから一件も申請が無いのですね。 
【事務局（武田課長）】 

今のところございません。新規性がある事業であることや事業者だけでは無くて、もっと広く経

済的な波及効果があるような事業で無ければだめといった括りがあり、なかなか出てこなかったの

かもしれませんね。 
【松尾委員】 

そもそも、この制度があることを知らないのではないでしょうか。 
【事務局（佐々木部長）】 

そうですね。市としても、そのようなところを積極的にお伝えする努力が足りなかったのではな

いかと思います。また、こういう枠組みのものについて、自ら手上げするというのが結構ハードル

が高いのかもしれません。現在、商工会議所で実施している石狩ブランドのようなものが、きっか

けとなり動きが出てくると、それに乗っかるようなイメージでこの仕組みを動かしていくことが出

来るようになるかもしれないと思います。 
【松尾委員】 

そうですね。当初、こういう特定地場産財という一つの枠組みを作った時は、これを活用してど

んどん経済的に効果を上げていこうという狙いがあって作ったのだろうと思います。この特定地場

産財の指定ということ自体が、今の需要に合わないから置いていこうというならば、それで構わな

いと思いますが、見た感じだと今これを使っても全然合わないような支援の仕方では無いと思いま

すので、せっかくあるのでしたら、もう少し積極的にＰＲするなり、玉を仕込むやり方がいいのか
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どうかわかりませんが、何かこの制度の活用の在り方を積極的に検討してもいいのではという気が

いたします。 
【後藤副会長】 

新規性を有するというのが、かなりハードルが高いのでしょうか。 
【事務局（武田課長）】 

当然ハードルを上げております。 
【後藤副会長】 

もちろんハードルを上げているから特定地場産財なのでしょうけども。 
【事務局（佐々木部長）】 

あと、もう一つ難しいのが単品で優秀であってもダメという書き方をしております。石狩市の産

業構造に、何らかの波及効果を与えるようなものということのほうが、ハードルが高いのかなと思

います。 
【後藤副会長】 

この文言が、戦略的な意義を持つというところですね。 
【北山会長】 

実際に、ひとつでもビジネスモデルになるような事例があれば、参考になりますよね。 
【松尾委員】 

そうですよね。やっぱり一件も指定が無いと、字面読んだだけで当てはまるのかどうかは、事業

者からしますと判断が付かないと思います。 
【北山会長】 

色々なものが市内で作られておりますので、モデル的になりそうな企業はあると思います。一次

産業と二次、三次産業が連携したようなものでもいいと思いますし、何か一つでもこの指定に沿っ

ったものが出てくれば、イメージが出来ると思います。利用する企業も支援する側も、まだ具体的

な事例が無いのでイメージがしづらいのでしょう。国では、４，５年位前からこのような制度を進

めておりますが、石狩市が平成１０年からこのようなことを考えていたということは、素晴らしい

ことだと思います。企業に対する直接の支援策として、補助金がありますが、これはその企業全体

に対しての支援というよりも、その企業が行う新しい事業そのものに対しての支援となりますから、

その事業計画書を企業が作って、こういうことをやりますのでこれに対して補助金を出して下さい

というやり方ですね。例えば、新製品を作るための原材料購入費や試験研究するのに費用が掛かる

ので、この部分の支援を補助金でお願いするとか、販路開拓するための経費を補助金でいただきた

いなど、企業のこうした事業計画を見てそれを審査して、その事業部分に対して支援をしていくと

企業にとっても助かることだし、それで成功したら、ビジネスモデルにもなります。そうすると、

うちの企業も地域資源を活用して事業化しようなどと、好循環になっていくとよりいいですよね。

これからの地域の目玉事業になると思います。まずは、具体的なやり方をこれからどうするか検討

されるといいのではないかと思います。 
【事務局（武田課長）】 

今会長がおっしゃった一次、二次、三次産業が繋がった事業はすそ野が広いですし、それが新し

いことをするうえで複数の方へ恩恵となるということがわかりやすいかもしれないですね。まずは、
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事例が必要です。 
【北山会長】 

何かそういった芽があれば、情報として集めまして、これをみんなでやっていこうというものを

一つ選択して作れば、それがまた一つの制度になっていくと思います。 
【後藤副会長】 

具体的な事例があれば、もっと考えてみようというような感じにもなると思います。新規性を有

し、本市の産業の高度化及び多様化に寄与するというところで、何をしたら本市の産業高度化に結

び付くのかが難しいですね。 
【松尾委員】 

やはり、事例が一つ二つ無いとなかなか分かりにくいですよね。 
【後藤副会長】 

例えば、こういったものであれば、特定地場産財として指定の可能性があるなど、事例が提示さ

れていたらもう少し理解しやすいのかもしれませんね。狙いは非常に素晴らしいと思うのですが、

これだけだと、余りにも漠然としている感じがします。 
【北山会長】 

一次産業である農業の方は、お米や麦の流通先は、ほとんど決まっておりますが、イモなどの野

菜などは、自分たちの力で流通させたりしておりますよね。その中で、一次産品のままではなくて、

ジュースやジャムなどに加工してから市場に出荷しているという例はあるのでしょうか。 
【大江委員】 

市場に出すというよりは、とれのさとがございますので、そちらで加工したものを出していると

いうケースがございます。イチゴジャム工場を作って産業として、大量に都市近郊などに出荷して

いるという例はございません。なので、どのくらいの産業へ発展させるのかということだと思いま

す。例えば、イチゴの作付面積を拡大的に伸ばしまして、それを集約して大量に生産するなど、そ

こまで引っ張ってまでの育成をするのか。それとも、地域の中で流通する程度で落ち着くのかなど

目標点の絞り方によって、産業育成の方法が変わってくるのかなと思います。 
【北山会長】 

この計画の中で、ちょっと相反しますが、色々な地域で行われているように、最初は地産地消と

いうことで、地場企業が地元で採れている特産物を使って製品化したものを地元の住民の方々に買

ってもらい、認知されていく、石狩市以外の市場向けの流通に乗せて販売し、域外からの外貨を稼

ぐということが一つの流れとしてあると思います。なので、特産品を生産する作付面積を一気に増

やして加工工場で製造するということは、大手企業だったらできるのかも知れませんが、限られた

地域資源を使って製造し売っていくということは、なかなか難しいと思います。地元の方々がやる

としたら、とれのさとなどで、手作りした食べ物を売って、これおいしいねなどから始まり、それ

をさらに改良して加工するなどして一種類のアイテムから数種類のバリエーションのある商品を

増やしていけば、ギフトなどのセット商品としても売っていくことができると思います。そのよう

な流れで何か出来ればいいと思います。 
【大江委員】 

例えば、夕張メロンのような大きなブランド化を目指して育成していくなど、ヒットさせるため
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にＰＲや流通など全て工夫してやっていかなければならないと思いますので、地場産品で将来有望

なものを発掘して育てていくという段階だと思います。現在、商工会議所で実施している石狩ブラ

ンドにも関わっているのですが、そちらでも色々な商品が出てきております。 
【北山会長】 

とれのさとの売り上げは、年々伸びていっておりますよね。 
【大江委員】 

特に今年は、とれのさとをリニューアルオープンいたしまして、販売面積を広げましたし、加入

している生産者の数も増えましたので、そういう効果がありまして、今年は１億２千万程度の売り

上げとなる見込みです。そして、例えば石狩イコロの会員さんなども売場に来て、それぞれ加工し

た商品を売っていただいたりして、色々な協力で盛り上げていって販売が伸びているので、今後こ

れを有機的に結び付けていきまして、益々活性化していければ、さっき言ったような商品の起爆剤

になるのではないかと思います。 
【北山会長】 

観光部分の要素をもっと入れたりなど、観光関係との結びつきが増えていけば、もっと面白く集

客力がでると思いますね。 
【大江委員】 

そうですね。観光についても、石狩商工会議所のホームページで石狩の産物を載せてもらったり、

とれのさとでヒットしたら観光協会でも取り扱っていただいておりますので、石狩のブランド化に

なっていくのではないかと思います。 
【北山会長】 

わかりました。Ⅴ．特定地場産財の指定と支援のあり方については、今後の取り組みとして、や

はり重要な課題となっておりますので、具体的な方法として、まずは、モデル的な事業を見つけ出

してひとつの事例として作れたら、みなさんがもっとイメージしやすくなるのではないかと思いま

す。 
それでは、本日４回目ということで色々と審議してまいりましたが、今までの中でこれを追加し

たいとか、この辺のところをこういう風にしてはどうかなど、ご意見があればお願いします。無い

ようでしたら、今までの審議会の内容を事務局で取りまとめをしておりますので、本日お手元にお

配りした答申書（案）に目を通していただきたいと思います。そして、本日で計画の中身について

の審議は、終了いたします。次回は、答申の内容について、審議していきたいと思います。答申書

（案）については、今この場で意見を出すのではなくて、一旦持ち帰っていただき、それぞれの組

織もありますので、そちらでも検討をいただいてから、次回開催の前に事務局へご意見を提出して

いただければと考えております。 
それでは、事務局から今後のスケジュールについてよろしくお願いします。 

【事務局（武田課長）】 
それでは、配布してありますスケジュールをご覧ください。１１月下旬が、本日の審議会になっ

ておりまして、１２月中は、本日の審議会で話された内容の総括ということと、本日お配りした答

申書（案）についてのご意見をいただきたいと思います。この答申書（案）は、これまでの審議会

でお話しいただいた意見を全体的視点と項目に沿って記載させていただいております。まだ、文章
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が口語調となっている部分がありますので、これからまた体裁を整えていきたいと思います。答申

書（案）を見ていただいて、この会議の場でお話しいただいたことがちょっとニュアンスが違って、

直したい部分などもあるかもしれません。そして、最初にアンケートでみなさんの各組織からご意

見をいただいております。答申書（案）へ記載すべきものや、後から考えると、ここはこうしたら

良かったなどございましたら、事務局へ１２月中にご意見を提出いただければと思います。そして、

年が明けましたら、今日お話しいただいた、３項目のご意見を答申案に盛り込みまして再度、送ら

せていただきますので、そちらについても同じようにご意見をいただきたいと思います。１月は、

意見を踏まえまして、答申案をつくりあげ、最後の審議をいただいて終了となります。答申書が出

来上がった段階で、市長のスケジュールを確認して答申書の提出となります。答申書の受け渡しで

すが、全員で渡すパターンか、会長と副会長で渡すパターンなど決めなくてはなりませんね。市と

しては、第３次計画の素案を同時並行で作っておりますが、出来上がった計画を答申を踏まえて手

直しいたしまして、パブリックコメントでみなさんに見ていただくという手続きを１月下旬から約

１カ月間実施いたします。いただいた意見に対しての検討結果の公表をいたしまして、平成２４年

３月下旬には、第３次計画が完成となるように取り進めたいと考えております。 
【北山会長】 

只今、事務局の方から今後のスケジュールがありましたが、１月に最後の審議会を開催して最終

の答申書の案を決定するということですね。そして、パブリックコメントを行って、それらをまと

めて３月下旬にその第３次計画を完成させるということですね。１２月中に、本日までの審議会の

内容をまとめてから、答申書（案）を作って再度、各委員に配布して各委員から回答いただくとい

うことですね。 
【事務局（武田課長）】 

１２月上旬に事務局からたたき台を送らせていただきます。 
【北山会長】 

そちらが届いたら、各組織の方で打ち合わせしてということですね。では、そういう流れでよろ

しいでしょうか。何かご意見ありますでしょうか。 
【松尾委員】 

今回、私たちが第３次計画に向けて議論をしてきたのですが、この計画は５年間の計画でしたで

しょうか。 
【事務局（武田課長）】 

総合計画の下位計画となりますので、時期を合わせまして５年の計画となります。 
【松尾委員】 

５年計画ですね。５年間のうちにいろいろ具体的な取り組みや、その事業が発生してくると思い

ますが、これは意見ですので特段回答は求めませんが、先ほど別の審議会のような場で、今後の計

画の中で具体的な事業については、ローリングプラン方式で進行管理を行いたいという話がありま

した。方式としては、翌年度からすぐ実施できるものであれば、第１プール。その次をにらみなが

ら準備をするというものを第２プール。具体的にすぐ玉はなくても、今後取り組みが必要なものに

ついては、第３プールという感じで分類をしておいて、具体的に練りあがってきたものについては、

第２から第３へ上がっていくような、そういう進行管理の方式を検討されるということでした。今
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まで我々が議論してきたことは、とても大切なのですが、それと同じくらいに、どういった事業に

なって落とし込まれていくのかということも、すごく大事なことだと思います。今回は、もうここ

まで審議が進んできておりますので、どうしてもこれを喫緊に実施してくださいということではな

いのですが、こういう経済関係の施策というのは、その時々によって実際取り組む事業がどんどん

変化していくと思いますので、そういった意味では、こういった経済関係の施策にとてもマッチし

ている方式なのかなと印象を持ちましたので、ぜひご検討して参考にしていただければありがたい

と思います。 
【事務局（佐々木部長）】 

 行政改革懇話会でしょうか。 
【松尾委員】 

そうですね。 
【事務局（佐々木部長）】 

行政改革の取り組みというのは、役所が主体的になって取り組むというものがほとんどであるの

に対して、経済関係の計画というのは、必ずしもそれだけではございません。そして、経済関係の

激変に直ちに対応しなければならないときもありますので、その第１、第２、第３プールのような

予定調和的な動き方が必ずしもうまくいくかどうかというのは、やってみないとわからないかなと

いう気はしております。ただ、今のご指摘も踏まえて計画的に進めなければいけないものも確かに

ございますので、そういったことを意識しながら進行管理を進めていきたいなと思います。 
【松尾委員】 

お願いします。 
【北山会長】 

何か他にございませんか。 
 では、次回は１月の開催予定ですが、１月の予定がまだ不明な方もいらっしゃると思いますので、

事務局から１２月中旬位に各委員へ日程調整の確認をよろしくお願いします。 
それでは審議会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

平成２３年１２月２１日 議事録確定 
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