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開催年月 日 平成 24年 10月 1日 (月 )

質 問 者 自民党 。道民会議 吉川 隆雅 委員

担 当 部 課 総合政策部科学 IT振興局科学技術振興課

問質 弁答

二 地域イノベーシヨンの創出に向けた

取り組みについて

(一)地域イノベーション戦略推進事業について

引き続きまして地域イノベーシヨンの創出について

伺つてまいります。昨年 8月 1日 、道、北大、道経連

などで構成をする北大 リサーチ&ビジネ不パーク推進

協議会が提案をしておりましたヘルスイノベーシヨン

の展開に関する構想が、文部科学省、経済産業省、農

林水産省の共同事業である “地域イノベーション戦略

推進事業 。国際競争力強化地域"の指定を受け、また

本年6月 には文部科学省の地域イノベーシヨン戦略支

援プログラムの採択を受けたところであります。その

後、本構想の実現に向けて、どの様な具体的な取組が

進められているのか、お伺いをいたします。

(二)北海道フー ドコンプレックス国際戦略総合特区

における位置づけについて

昨年の 12月 には、北海道フー ドコンプレックス特

区構想が、国際戦略総合特区の地域指定を受けており

ます。

この構想では、“研究開発 "が取組の柱の=つ とさ

れてお り、健康科学 。医療融合拠点の形成を目指す地

域イノベーシヨン戦略推進事業・国際競争力強化地域

の取組は、まさにこのフー ド特区構想 と一体となって

進めていくべきものと考えますが、認識を伺います。

(浜名科学技術振興課長)|
地域イノベァシヨン戦略推進事業についてでござい

ますが、本事業は、北大リサーチ&ビジネスパークの

取組などを通じまして、今 日まで培らてきました知見

やネシトワークを最大限に活かしながら、健康の維持

・増進や疾病 リスクの低減などに貢献することを目指

します 「健康科学 。医療融合拠点」の形成を進めよう

とするものでございます。

具体的には、本道の豊かな食素材の高付加価値化と

北海道ブラン ドの確立、また、「食」の機能性に関す

る分析・評価機能の高度化、さらには、予防医療や感

染症など世界共通の課題克服のための取組などを柱と

しました 「食」。「健康」。「医療」分野の 14の研究開

発プロジェク トを展開いたしますとともに、高度 。先

端的拠点形成を進める上で必要とされます専門的な知

見を有する人材を育成するためのプログラムなどを推

進 しているところでございます。

(木場科学 IT振興局長)

フー ド・ コンプレックス国際戦略総合特区における

位置づけについてでございますが、フー ド特区は、急

速に経済成長が進む東アジアにおける「食」の研究開

発拠点及び輸出拠点を北海道に形成 しようとするもの

でございまして、地域イノベ‐ション戦略推進事業に

おける食素材の高付加価値化 と「食」の機能性に関す

る分析・評価機能の高度化などを目指す取組は、特区

における食の研究開発拠点の形成に向けた中核と位置

づけられるものでございます。

道といたしましては、北海道食産業総合振興機構を

はじめ関係機関等との連携の強化をし、地域イノベー

ション戦略推進事業とフニ ド特区の取組との有機的な

連携を図りながら、一層効果的に事業を展開していく

ことができるよう、取 り組んで参る考えでございます。
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問質 弁答

(三)北大 リサーチ&ビジネスパークと道内各地域と

の連携について

フード特区は、札幌 。江別エリア、函館エリア、帯

広・十勝エリアの3つのエリアのみならず、その効果

を全道に波及させることによつて、北海道全体として

の強みを発揮 していこうとい う試みであります。

地域イノベーシヨン戦略推進事業がフード特区と一

体となった取組を進めているということでございまし

たけれども、札幌を中心に展開している北大リサーチ

&ビジネスパークの取組と、これら他地域の取組と、

どのように連携が図られているのか、お伺いいたしま

す。

(四)国際化の取組について

地域イノベーシヨン推進事業では、海外からヒト・

モノ・カネをひきつける強力なポテンシャルを持つた

「国際競争力強化地域」に指定をされ、またフー ド特

区では、東アジアにおける食産業の研究開発・輸出拠

点を目指しているところであります。

このため、北大 リサーチ&ビジネスパークの取組に

ついても、地域内連携だけではなく、積極的に国際展

開を図つていかなければな らない と考えるところです

けども、どのような取組を進めていくのか、お伺いを

いたします。

(浜名科学技術振興課長)

北大 リサーチ&ビジネスパークと道内各地域との連

携についてでございますが、海洋水産資源の高度利用

を目指 した函館マ リンバイオクラスターや農畜産資源

の付加価値向上に向けた十勝アグリバイオクラスター

のほか、旭川や留萌における地域の農水産物を活用し

ました健康管理の仕組みづくりなど、道内各地域にお

きまして、国の事業などを導入 した研究開発プロジエ

ク トが展開されているところでございます。

こうした中で、「健康科学・医療融合拠点」の形成

を進めます地域イノベ‐シヨン戦略推進事業では、函

館や十勝地域などとの連携により、研究成果の相互利

用を図るなどとして、相乗効果が発揮されるよう期待

をしているところでございます。

連携推進のための具体的な取組 とぃたしましては、

フォーラムの共同開催や展示会への共同出展に取り組

みます とともに、食の機能性に関する分析・評価機能

や食の安全性試験システムの相互利用などを進めるこ

ととしているところでございます。
｀

(木場科学 IT振興局長)

国際化の取組についてでございますが、北大リサァ

チ&ビジネスパークでは、国の支援による研究開発プ

ロジェク トであります 「さつぽろバイオクラスタニ
パイオ  エス
Bio― S」 などを通じて取 り組んできましたフランス

やニュージーラシ ド、カナダなどをはじめとする海外

のクラスターや研究機関との共同研究などを引き続き

進めます とともに、フー ド特区がモデル としておりま

すオランダ・フー ドバ レーとの研究者交流などに取り

組んで参る考えでございます。

また、この9月 には、地域イノベーション戦略推進

事業の一環 といたしまして、面積や人口などが北海道

に類似をしており、近年、食 と健康に関する研究開発

に国をあげて取 り組んでお りますアイルランドの大学

や企業を訪問し、研究者の相互交流や共同研究の可能

性などについて意見交換を行つてきたところでござい

ます。

道 といたしましては、リサーチ&ビジネスパークが、

世界からも注目され、海外の大学や研究機関、企業と

の連携を強めながら、高度・先端的研究開発拠点とし

て発展 していくことができますよう、北大やノーステ

ック財団をはじめ、関係機関と一体となって取 り組ん

で参 りたいと考えているところでございます。
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問質 弁答

(五)今後の取組について

それでは最後になりますけれ ども、これまで我が国

は、技術で勝うて市場で負けていると言われてきまし

たが、アジアの新興国が急速な発展を遂げる中で、技

術でも負けつつあるところであります。今後ますます

国際間競争が激 しくなっていく中で、我が国が技術で

も市場でも勝っていくためには、地域の強みを生かし

たイノベーションを、まさに地域から生み出していく

ことが必要であり、このためには、地域における科学

技術の振興を国が強力に推進 していくべきであると考

えてお ります。

しかしながら、地域からイノベーションを創出して

行くためには、現状の地域イノベーション戦略推進事

業による支援の枠組だけでは必ず しも十分なものとは

言えないのではないかとい う風に考えてお ります。

今後、この取組をどのように進めていくお考えなの

か、お伺いをいたします。

ありがとうございました。北海道は先ほどの水もそ

うですけれども、資源 とい う言い方をしておりました

が、色んな農林水産物 。本当に豊かな資源があるとこ

ろであります。 しかしながら、ここにどんな付加価値

を付けていくのか、そして、どんなブラン ドを生み出

していくのかとい うところは、中々この数十年間言わ

れてきたところですけれ ども、まだまだ十分ではない

んじゃないかなとい う気がいたしてお ります。正にこ

うした今お伺い しました地域イノベーションの取組

が、これからの北海道に対して大きな財産を作つてく

れるものという風に思ってお りますので、是非今後も

積極的な取組をお願いをいたします。

めて重要でありまして、その推進に向けては、国によ

る重点的な支援が不可欠でございます。

このような中、本年度からスター トいたしました国

の地域イノベニション戦略推進事業につきましては、

優れた研究者の集積でありますとか専門的な知見を有

する人材の育成等に要する経費は、支援の対象とされ

ておりますものの、国における様々な施策の見直しの

中で、特定の研究者以外の研究開発費は支援の対象外

となってお ります。研究開発は正に継続が不可欠であ

るとい う風に考えてお りまして、委員ご指摘のように

現状の支援の枠組みにっいては、更なる制度拡充が必

要であるという風に考えてお ります。

このため、道といたしましては、国に対し、フー ド

特区の指定を踏まえた研究開発拠点の形成に資する財

政支援措置を要望いたしますとともに、国際競争力の

高い拠点形成を支援するための研究開発費など、新た

な制度の創設に向けまして、種々の提案を行つている

ところでございます。今後とも、関係機関と緊密な連

携を図りながら、我が国を牽引し、また世界をリー ド

する「健康科学 。医療融合拠′点」を目指すという、こ

の北大 リサーチ&ビジネスパークが目指 しているこの

日標に対 しまして、積極的に取 り組んでいかなければ

ならないという風に考えてお ります。


