
日要問質 弁 要答

一 観光振興について

(一 )北海道観光のくにづ くり行動計画と北海道外客
来訪促進計画について

1現行計画の達成状況などについて

(吉川委員 )

現行の北海道観光のくにづくり行動計画、また、北

海道外客来訪促進計画については、その計画期間が今

年度で終了することから、現在新たな計画策定に向け

ての検討が進められていると承知をしてお ります。

平成20年度からスター トした現行計画の達成状況に
ついてどのように検証をされているのか、伺います。

また、国際的な経済状況や国際関係などの影響を受

け、変化が著 しい国際観光市場の情勢を踏まえて、来

道外国人観光客の現状及び今後の動向についてどの様
な認識を持たれているのか、併せて伺います。

2 次期計画策定のスケジュールについて

(吉川委員 )

次期計画については、今後、 どのよう
ルで策定作業を進 めてい くのか、お聞き

3 次期計画策定の要点について

(占川委員 )

次期計画の策定にあたつては、今 この時代を取 り巻

く潮流 とい うものを適確 に捉 えてい く必要があるので
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(観光局長 )

計画の達成状況などについてでございますが、現行
の行動計画にお きま しては、「環境 との共生 J、

「地域
の資源 を生かす J、 さらには 「観光による地域経済の

活性化Jの 3つの 目標のもと、観光入込客数や観光消

費額、 さらに満足度など、あわせて 9つの指標 を掲げ

ま して、個性 を生かす観光地づ くりや、国内外での宣

伝誘致活動 な どに取 り組 んできた ところで ございま

す。 この間、「食」をは じめといた します地域の資源

を生か した取組の推進な どによ りま して、食事を中心

として道外か らの観光客の方々の満足度が向上 してお

りま して、さらに観光消費額 も増加 してお ります一方
で、計画策定以降の世界的な景気後退、あるいは急激

な円高、 さらに、東 日本大震災の発生な ど本道観光を

巡 ります環境は、これまでになく厳 しい状況におかれ
てお りま して、観光入込客数は伸び悩みの状況にある

ところでございます。
また、外国人観光客につ きましては、今年度の第 1

四半期では、東アジア地域か らの観光客の増加 により

ま して、震災前の平成 22年度の同期比で 3 9パ ー

セ ン ト増加 となってお りまして、震災な どの影響に伴

う落ち込みか らの回復が見 られてお りますが、本格的

な成長軌道に向けま して、 さらなる努力が必要である

と認識 を してお ります c

加 えま して、海外か らの誘客につきましては、東ア

ジアの観光市場は、今後 とも拡大す る t)の と期待 され

てお りますが、一方で、国際的な社会・経済情勢の変

化が観光市場に大きな影響 を与える可能性 もございま

す ことか ら、カン トリー リスクな どにも十分配慮いた

しま して、誘致市場の多様化 も進 めなが ら、北海道ブ

ラン ドの確立 と、その着実なプロモーシ ョンの実施が

必要であると考えてお ります。

(観光局参事 )

計画策定のスケジュールについてでございますが、
本年 6月 、計画の策定に関して観光審議会に諮問をし、
策定を進めてお りますが、計画部会を中心に現行計画
の推進状況や本道観光を取 り巻 く様々な環境変化に関

する現状分析、さらに、今後の観光振興に向けた視点
などを踏まえて、ご議論をいただき検討を行つている
ところでございます。
今後、年明け早々にも計画素案を取 りまとめ審議会

でのご審議をいただくととt)に 地域意見交換会などを

通 じて広くご意見を伺いながら、道議会でのご議論や、
パブ リックコメン トを経て、成案を得てまいる考えで
ございます。

(観光局参事 )

計画策定にあた り踏まえるべき状況などについてで
ございますが、道 といたしましては、人 口減少が進む
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はないか と考えてお ります。それについての認識 を伺

いたい と思います。
また、国際観光の振興には、誘致対象国の事情に応

じた、きめ細やかなプ ロモーシ ョン戦略が必要である

と考えてお りますけれ ども、計画にどのよ うに反映を

し、施策を展開 していこ うとしているのか、併せて伺

います。

人 口減少社会 とい う中にあつて、また、様々なニー

ズの変化や北海道新幹線を始めとした交通体系の変化

などにも、是非対応をしていつていただきたいと考え

てお ります。

4 次期計画の目標について

(吉川委員 )

次期計画については、どのような観点から目標を設

定しようとしているのか、伺います。

5 質の高い観光地づ くりについて

(吉川委員 )

道民の方々が、まさにその北海道や 自分たちの住む

地域の良 さを 自分たちが理解す るとい うことは 、非

常に重要ではないかな と思つてお ります。
また、国内外の旅行市場のさらなる拡大を図るとい

うご答弁を頂 きま したけれ ども、国際観光を巡 る環境

は大 きく変化を してきてお り、また、今後 もその動き

は継続 してい くもの と考えてお ります。本道の観光産

業を振興 してい くために、国際的に認め られ るとい う

中、現行計画の目標や理念を継承、発展 させ、食や歴
史、文化など地域の特色ある資源を生か しながら、滞
在型観光による交流人口の拡大と観光消費の増加を目
指 して、効果的誘客活動による市場の拡大に加え、活
力ある地域づくりと経済の活性化を促す取組を進めて

まいる考えであ ります。
また、LCCの 就航拡充や北海道新幹線の開業など

を生かし、重点的な誘客活動の展開や東北 との連携を
より強めるなど、これ らの効果を最大限に活用 してい

くこととしてお ります。
外客来訪促進計画におきましては、近年、成長著 し

い東南アジアなど、新たな市場を開拓するため、それ
ぞれの市場動向を見据えた戦略的な宣伝誘致活動を推
進することが重要でありますことから、誘致対象 とす
る国や地域を市場の成熟度に応 じて区分 した上で、新
しい国々に対 しては、北海道観光の知名度の向上、ま
た、成熟市場に対 しては、 リピーター対策 といった、
それぞれの特性に応 じたプロモーションのあ り方を盛
り込む とともに、乗馬や花観光 といった地域資源を生
か し、観光客の多様なニーズに応えることのできる、
より効果的な誘客促進施策の展開を掲げてまいる考え
でございます。

(観光局長 )

計画の 目標設定の考え方な どについてでございます
が、次期計画におきま しては、昨年の東 日本大震災の

教副を踏 まえま して、非常時にお きます迅速・適確な

避難誘導、あるいは観光施設の防災対策促進な ど、一

段 と関心の高 まってお ります安全 。安心な受入環境の

整備 を最重点に取 り込むことが重要であると考 えてお

ります。
また、近年、旅行形態が団体型か ら家族や個人型ヘ

と変化を してきてお ります状況を踏まえま して、観光

客一人ひ とりのニーズに応 えられ る質の高いサー ビス

を提供す るな ど、観光客に感動を与え、新たな「発見」
を創 り出す観光への視点 t)必要でございます。

さらに、本道の観光振興を図 ります うえで、観光入

込客数の 8害1以上を占めてお ります道民の方々の道内

旅行を促進す るため、地域の観光資源を自ら磨 き上げ

るとい う道民の方々の意識 を高めていただ くとい うこ

とが大切であると考えてお ります ことか ら、こ うした

点を踏まえま して、安全で質の高い観光地づ くりや国
内外の旅行市場のさらなる拡大を図ることによりま し

て、観光振興による地域や経済の活性化が図 られ るよ

う検討 を進 めてお ります。

(観光局参事 )

指標の設定についてでございますが、すでに一定水

準に達 している食事の満足度な どにつきま しては、産

業間連携を進 めなが ら、地域の豊富な農水産物等を積

l・TK的 に活用するな どして、 さらに高めてい くこと、ま

た、その他の項 目につきましても、現行計画の 目標 を

基本 として、現行の計画で 日標に達 していない観光入

込客数等につ きま しても、国内外への効果的な誘客活

動を行いなが ら旅行市場の拡大を図るな ど、一層の取
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ことはもちろん重要であ ります し、すべての来道観光

客に認められる質の高い観光地づくりを目指 していく
とい うことが必要ではないかと考えてお ります。来道

者数はもとより、質の向上や経済効果を高めるための

指標設定が求められると考えるわけですけども、どの

ように取 り組んでいくお考えなのか、伺います。

リピーターの害1合や宿泊 日数などの項 目の追加を、

検討いただくとい うことでございました。また一方で、
一定水準に達 している食事の満足度などの指標につい

てでございますけれ ども、食事の満足度については現

行の九つの指標の中では、道外の方のみの指標 となっ

ていたのかなと思つてお ります。これをまた、道内、

道外、そ して外国人の観光客の方のそれぞれの満足度

を指標 として設定するようなことも、是非、この審議

会での検討の中に加えていただきたいと考えてお りま

す。

6 計画の方向性について

(吉川委員 )

道の産業振興 ビジョンにおいては、本道経済の成長

力強化に向けた柱の一つ として、この観光 とい うもの

を掲げてお り、向こう5年間の観光振興方策を示す次

期計画の策定にあたつては、本道経済を牽引するまさ

に真の リーディング産業 としての地位を築いていくこ

とが必要ではないか、そのような計画にしていかなけ

ればならないとい う風に考えてお ります。観光産業の

振興には、農業、水産業や商業をはじめ、道路交通網

など観光 と関連 しうるお互いに支えていくこととなる

分野の施策 との連携、調整が必要であると考えてお り

ます。計画の策定にあたつて、道 として、どのように

取 り組んでいこうとしているのか、伺います。

(二 )当 面の課題 について

1 本道観光に関す る現状認識 について

(古川委員 )

それでは、課題の認識について も伺いたい と思いま

すけれ ども、本道観光の状況については、東 日本大震

災以降、かな り入込客数が回復 しているとはいえ、未

だ厳 しい状況にあると受け 止めてお ります。本道観光
の現状について、 どのよ うに認識を しているのか伺い

ます。

組を進めることが大切であると考えてお ります。
また、年々変化いた します観光客ニーズにきめ細か

く対応するため、指標設定にあた りましては、これま
での観光入込客数に加え、新たにリピーターの害1合や

宿泊 日数などの項 目を検討するとともに、観光消費 と
いった経済効果を表す指標を詳細にするなど効果的な

指標 となるよう努めてまいる考えでございます。

(観光振興監)

今後の計画策定に向けま した、道の基本的な考え方
についてでございますけれ ども、観光を本道経済の リ
ーディング産業 といたしま して成長 させていくために
は、これまでご答弁申し上げましたとお り、安全で魅
力ある観光地づ くりを進めます とともに、新たな市場
開拓や的確な情報発信などによりまして、入込客数の

増加を図 りながら、豊かな地域資源を最大限活用いた
しまして、観光消費の拡大を図 り、その効果を地域産

業に循環 させていくことが重要であると考えてござい

ます。
このため、道 といた しま しては、関係機関などと連

携を強化いたしまして、観光資源の発掘や磨き上げな
ど地域の個性を生か した観光地づ くりや、ニーズにき
め細かく対応 した質の高いサービスの提供、あるいは

商品開発を進めます とともに、そ うした取組の効果的
なプロモーションでございます とか、旅行形態の変化
に応 じた滞在型観光の推進など、幅広 く取 り組んでい

くことが何よりも重要だと考えてございます。
次期計画の策定にあた りま しては、こうした観点を

踏まえまして、観光振興に幅広 く関連をいたします施

策を有 してお ります庁内関係各部はもとより、緊密な

連携を図 りまして、観光機構をはじめ、関係機関が一

体 となって観光地づ くりや誘客に取 り組む体制づくり
を進め、地域の経済活性化に寄与できるよう努めてま
いる考えでございます。

(観光局長 )

本道観光の現状についてでございますが、平成 23
年度の観光入込客数でございますけども、先程来 中し

上げてお ります とお り、東 日本大震災の影響 もござい

ま して、 4, 612万 人 と、前年度 に比べま して、 1
0パーセン トの減少 とな りま したが、長引 く景気の低

迷や少子高齢化、人 口減少な どか ら、国内の来道観光

客の人込み数は、近年、伸び悩んでいる傾 向にござい

ます。また、外国人観光客につきま しては、東アジア

諸国の経済成長を背景に、基本的には、増加傾向にあ

りまして、この秋以降、新たな路線や定期便の就航に

よ りま して、台湾や タイか らの入込みが好調な面はあ
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2 今後の対応策について

(吉川委員 )

本道への観光客入込客数 も伸び悩みの傾 向にあると

い うことでございま した。また、 日中情勢の影響な ど

か らも中国人観光客が減少があ り、本道観光を取 り巻

く状況は、非常に厳 しいものが引き続いているもの と

思つてお ります。
また、過 日の暴風雪による長時間の停電な どもあつ

て、道内屈指の観光地にも大きなダメージをもた らす

な ど、この冬の観光へのマイナスイメージの拡大 も懸

念 をされ るところであ ります。

道 として、冬の観光キャンペーンを展開を している

ところであると承知をしてお りますが、この取組 に加

え、寒 さや雪のマイナスイメージといつたものを払拭

す る更なる取組が必要であると考えてお ります。
これについて、どのよ うな取組 をお考えなのか、見

解 を伺います。

あ りが とうございま した。観光振興について伺 つて

きたわけですけれ ども、これについては是非、知事に

も直接お伺い したい と思つてお りますので、委員長の

お取 り計 らいをよろ しくお願いいた します。

る一方、 日中間情勢の影響などの変動要素もあるもの

と考えてお ります。 このように、本道観光を取 り巻 く

状況は、依然 として厳 しい中、先般、道内を直撃いた
しました暴風雪災害による停電 と、それに伴います宿
泊予約のキャンセルが発生するなどの事例もございま
して、そ うしたイメージの払拭を図る上からも、効果
的なプロモーションの実施などによりまして、現状に
ついての正 しい情報発信が必要であると認識 してお り
ます。

(観光振興監 )

冬の観光振興に向けました今後の取組についてであ
りますけども、道では、これまでも、冬期に減少する

観光需要を喚起するため、道外のお客様をターゲット
として、東京、大阪など大都市圏におきまして、冬の

本道観光 PRキ ャンペーンを展開してきてお り、本年
度は食やエステなど、テーマ性のある女性向けの宿泊
商品の提供を盛 り込むなどの取組も進めているところ
でございます。

今冬は、これに加 えまして、昨年実施いたしました

誘客効果の高かつた各地を巡るスタンプラリーを併せ
て冬期に実施いたします とともに、道内観光の大宗を

占めてございます道民の道内旅行の促進を図るために

も、来年 1月 から、冬の北海道のイベン トに誘客を図
る写真 コンテス トも併せて実施をいたすこととしてい

るところでございます。
今後 とも、観光振興機構をはじめ、道内各地域や観

光関係者 との連携を強化いたしまして、過 日発生いた
しました登別地域での停電の影響などを払拭するため
にも、様々な機会を活用 して誘客促進に努め、冬の本
道観光振興に向けて、一層積極的に取 り組んでまいる

考えでございます。
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平成 24年第 4回北海道議会定例会 予算特別委員会 経済部審査 開催状況 (経済部総務課 )

開催年 月日 平成 24年 12月 19日
質 問 者 自民党・道民会議 吉川 隆雅 委員

答 弁 者 経済部長、経済部次長、企画調整担 当課長

日要問質 要弁答

二 ほっかいどう産業振興 ビジョンについて

(一 )本道経済・産業の課題克服について

(吉川委員)

続いて、ほっかいどう産業振興 ビジョンについて伺
ってまい ります。このビジョンでは、本道経済・産業
の現状 と課題 として、公的需要に依存 した経済構造で

あること、二次産業 とりわけ製造業のウエイ トが低い

こと、加工組立型製造業の出荷額の害1合が低いこと、

労lit生 産性が低いこと、そ して域際収支で入超状態が

続いていることなどのことをあげてお ります。
こうした分析は、前の戦略ビジョンにおいてもなさ

れているところであ りまして、その上で、本道経済の

目指すべき目標を掲げて取 り組まれてきた訳でありま

すが、ビジョンの言 うとお り、力強い経済産業構造ヘ

の転換に向けては、まだ道半ばとい う状況でございま

す。
昨年 8月 の経済委員会で私も指摘をさせていただい

たと思いますが、こうした状況は、 30年以上前から

自立型経済構造への転換を図つていくとい うことは、

言われてお りまして、裏を返せば当時と変わらない状

況が今も続いているとい うことであ ります。
こうした本道経済の産業の課題が克服をされてこな

かったことについて、どのような原因、事情があった

と認識をされているのか、伺います。

(二)課題克服 に向けた施策について

(吉川委員 )

ビジ ョンでは、本道経済が将来にわたつて活力を高

めてい くためには、こ うした課題 の克服が急務である

と述べ られてお ります。

私 も同 じよ うに感 じている訳でございますが、ビジ

ョンで取 り組む こととしている課題 の克服に向けた施

策は、これまでの経緯 を踏まえて、 どのよ うに立案を

し、また、展開 しよ うとしているのか、伺います。

(永 田経済部次長)

本道経済・産業の課題についてであ りますが、本道
は、歴史的に、全国の他の地域 と異な りま して、国の

主導によ り開発が進 められてきた経緯がございま し

て、石炭や食料などの資源供給基地 として発展すると

ともに、開発が進む中で、社会資本整備に多 くの財政

資金が投入 されてきたことなどから、建設業などが公

的需要に依存 し、一方で消費者に商品を提供する製造

業のウエイ トが低いといつた経済構造に至ったもので
ございます。エネルギーを巡る社会経済環境の変化や

国際化の進展、更には、我が国全体の産業構造の転換
が急速に進む中で、ご指摘のあったような、様々な課

題 を克服す るよ うに努めてきたところでございます
が、例えば、加工組立型工業については、本拠地から

遠 く、輸送費等の負担の課題があり、なかなか本道ヘ

の移転が進まなかったところでございます。
また、本道の製造業の大宗を占める食品加工につき

ましては、さまざまな取組が地域あるいはそれぞれの

企業の中に留まり、付加価値生産性の向上が図られな
かったこと、更には、円高により国内生産拠点の海外
の移転、バブル崩壊後の景気の低迷、産業振興に中心

的な役害1を 果た してきた金融機関の破綻、最近では、
リーマンショックなどさまざまな要因が積み重な り、

自立型経済構造への転換の足取 りが遅れたものと認識
してお ります。

(経済部次長 )

課題の克服に向けた施策についてでございますが、
道では、本道経済産業の構造的な課題を克服するため、
これまでも、その時々の経済社会環境の変化を踏まえ

て業種や取組のターゲットを定め、中小企業の振興や
企業誘致に努めてきたところでございますが、先ほど

もお答えした様々な要因により、今なお、公的需要に

依存する経済構造からの脱却には至っていないと認識
してお ります。

このため、今回のビジョンでは、公的需要に依存 じ

た経済構造の改善を最重点課題 と位置付け、道外等か

ら取 り込んだ需要を道内に循環 させる産業間や企業間
の連携の促進などに取 り組むとともに、域際収支の改

善に向けては、移輸出の拡大が期待できる自動車関連
産業や食関連産業などの製造業や観光振興に向けた取

組などを重点的に進めようとしているところであ り、
加工組立型産業における距離の課題等については、自

動車関連産業において、 」R貨物を活用 した物流効率

化による東北 との新たなサプライチェーンの構築など

に、また、食品加工におけるl・l加価値生産性の向上の

課題については、研究開発から販路拡大まで効果的に

進める食クラスター活動の加速などに積極的に取 り組
んでいるところであります。

今後ともビジョンの推進に当た りましては、いわゆ

るPDCAに 基づく推進管理を行 うことはもとより、
企業ヒア リングや地域意見交換会により、事業者や経
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(三)道産品の販路拡大などについて

(吉川委員 )

平成 24年度の実施計画では、 23年度の主な取組

状況が述べ られてお ります。その中で、食産業立国の

形成に関しては、道産品の地域内外への販路拡大が図

られている、また、道産食品の販路拡大につながつて
いる、との評価が示 されているところであります。

こうした販路拡大の状況をどのように把握をし、評

価をされたのか、伺います。
また、道産品輸出用シンボルマークがあると思いま

すけれ ども、この周知が進んでいる、とのことであ り

ますが、この状況についてもどのように把握をし、評

価をされたのか、併せて伺います。

(四 )取組の評価について

(吉川委員 )

アンテナショップや取引商談会あるいは道産品の物
産展などでは着実に売 り上げ等が上がっているとい う
ことでございました。販路の拡大については取引先が

増えた、あるいは出荷量が増えたといった結果で判断
されるべきものと思つてお ります し、また、シンボル
マークの周知についても、取引先や消費者に分かつて

もらった、マークを見て購入をした、といった事実か

ら半J断 をすべきものであると考えてお ります。
24年度の取組の評価にあたつては、事業者や消費

者の方への間き取 り結果に基づいて行 うなどの対応が

必要であると考えてお りますけれ ども、認識を伺いま

す。

(八 )施策の調整、連携について

(吉川委員 )

それでは最後にな りますけれ ども、 ビジ ョンでは、
一次産業に関す る計画のほか関連す る分野の計画 と連

携 を しなが ら取組を推進す る、また、新生北海道戦略

推進プランの 5つの戦略を進めるためのタスクフォー

スや庁内会議 を活用 して庁内の調整や施策の連携 を図

るもの としてお ります。
ほっかい どう産業振興 ビジ ョンは、道の長期総合計

画の特定分野別計画 177本 の うちの一つではあ りま

すが、特定分野別計画の中には、産業振興 ビジ ョンが

進 めよ うとす る施策に関連すると思われ る計画が少な

くとも 24本 あるとい うよ うなことでございます。

計画期間は同 じではなく、他の計画の見直 しによつ

て ビジ ョンの見直 しが必要になる場合 も考えられ るわ

済団体の意見を踏まえた施策に反映するとともに、民

間との連携事業や国の支援制度を最大限に活用 しなが

ら、施策を展開 してまい りたいと考えてお ります。

(今井企画調整担当課長 )

道産品の販路拡大な どの状況についてであ ります
が、道が、道内におけるアンテナショップとして設置
している 「北海道 どさんこプラザ札幌店」では、 23
年度の売上が約 6億円で、5年前 と比較すると2倍 と

なっているほか、道が主催する東京、大阪などでの道
産品取引商談会では480社 が出展 し、約 68億円の

取引成約 とな り、 5年前より4害」の増力日、 さらに、全

国主要都市 37会場で開催 している 「北海道の物産 と

観光展」では、約 70億 円の売上げとな り、 5年前よ

り2割の増加 となるなど、それぞれの皆さんの道産品
のブラン ドカの強化などのご努力により、販路の拡大
が図られていると認識 してお り、今後 とも、魅力的な

商品づくりを進め、道内外へのプロモーションの強化
に努めることとしてございます。

また、道産品輸出用のシンボルマークにつきまして

は、海外で聞き取 りを行ったところ、韓国の物産展や

商談会では、消費者やバイヤーの 1害1か ら 2害」が、マ

ークを知つているとの回答があ り、今後、さらに道内
企業への普及を進めるとともに、海外の消費者の目に

触れる機会を増や しながら、マークの周知に粘 り強く
取 り組む考えでございます。

(企画調整担当課長 )

取組の評価についてであ りますが、ビジョンの推進
にあたっては、それぞれの項 目毎に、国の統計調査や

道の独 自調査により毎年の実績が把握可能な 22の指

標を設定 し、施策の効果を評価 しようとしてございま

す。
また、それぞれの事業については、実績だけではな

く、可能な限 り成果の把握に努めてお り、施策を利用
している 71の事業者への ヒア リングを行 うととも
に、食や観光に係る施策につきましては、物産展や観

光イベン トに来場 された方にアンケー トを行 うなど、
消費者動向の把握にも努 めているところでございま

す。
今後 とも、このような取組を通 じ、事業の評価を的

確に行 うとともに、施策の不断の見直 しに努め、効果
的な施策の展開を図つてまい りたいと考えてございま

す。

(山谷経済部長 )

施策の調整、連携についてでございますが、当部の

所管いたしますこの産業振興 ビジョンの推進にあた り

ましては委員ご指摘のように農林水産業は 1)ち ろんの

こと環境、また、基盤整備など各施策分野と1)広 く係
わ りをもつものであり、「食Jや 「環境 。エネルギー J

などの横断的推進組織であ りますタスクフォースにお

けるマネジメン トチームを活用いた します とともに、
当部 といた しましても食やエネルギー等のテーマに即
し、「食 クラスター推進会議Jや 「省エネルギー・新
エネルギー施策推進会議Jな どにおいて、重点施策の

部局間調整、連携を図 り、各振興局 と緊密な連携によ

る施策展開を進めているほか、ものづ くり産業施策 と

人材育成などの労働施策 との一体的な推進にも努めて
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けですが、ビジョンに関わる施策について、タスクフ

ォースで調整や連携が図られたとい うふ うには聞いて
いないところであります。本道経済産業が向か うべき

大方針 となるこの産業振興 ビジョンでありますので、
道全体 として、施策を調整、連携 していくことが求め

られるのではないかと考えているところであります。
ビジョンの目指す姿の実現に向けて、今後、どのよ

うに施策の調整、連携を図つていくのか、伺います。

あ りがとうございました。 自立型経済産業構造の実

現に向け全力で取 り組んでまいるとい うご答弁をいた

だきました。
道内の域際収支は移輸入の超過がおよそ 1兆 5千億

円程度であったかと認識をしてお ります。
これは逆に言えばそれだけの市場がまだ北海道にあ

るとい うことであると私は考えてお ります。
道内の優れた農林水産物をはじめとした資源を最終

製品にまでこの道内で加工 していく、そ うした製造業
やものづくり産業の振興をしつか りと図つていくこと

によつてこの自立型経済構造、力強い北海道の経済の

実現に向けて前に向かつていけるのではないかと私は

考えてお りますので是非こうした問題について引き続
き取 り組ませていただきたいと言 うことを申し上げて

質問を終わらせていただきます。
あ りがとうございました。

いるところでございます。

今後 とも、推進管理にあた りましては、民間や地域
の方々のご意見を十分にお聞きをし、施策が本道全体
や各地域の経済にどのように寄与 しているかを詳細に

把握 しながら、効果的な施策の展開が図られますよう、
関係各部局 との機動的な連携を深め、共通認識の形成
に努め、ビジョンの目指す姿である 「自立型経済産業
構造Jの実現に向け、全力で取 り組んでまいる考えで

す。

(了 )


