
日要問質 日要弁答

一 海外 との経済交流推進方策素案について

(吉川委員 )

(一 )目 標の趣 旨について

それでは私から、ただ今ご報告をいただきました「海

外 との経済交流推進方策」の素案について何点か伺つ

てまい りたいと思います。

報告にあ りましたとお り、この素案では目標や経済

交流分野などについての見直 しを行つているところで

あります。
この目標についてですけれ ども、現行の方策では、

「海外における道産品の販路開拓や観光客誘致 。道産

技術の展開による本道経済の活性化」 とい うものを目

標 としていた訳ですけれ ども、素案では、「アジアの

中の北海道の視点を持つて道内企業の挑戦機会を創出

し、人・モノ・情報の往来を活発化する」としてお り

ます。この目標の趣旨について伺います。

(二 )経済交流分野について

(吉川委員 )

経済交流分野に関 してですけれ ども、現行の方策で

は、「本道の強みを生かせ る分野に集 中的に取 り組む J

こととして、 2つ の重点戦略分野 と 3つの戦略分野を

設定 しています。今回の素案では、こうした分野の設

定が されていない訳ですけれ ども、これについて、 ど

のよ うな意図があるのか、お伺い します。

(国 際経済室長 )

海外 との経済交流推進方策の 目標についてでござい

ますが、道では、これまで、著 しい経済発展を遂げた

中国諸地域や、サハ リンをは じめ経済協カプログラム

にもとづ く交流を行つてきたロシア lHFA東 地域 を中心に

道産品の販路拡大や観光客の誘致を図るため、物産展
の開催や観光プ ロモーシ ョン等の各般の事業に取 り組

んでまい りま した。
この間、近隣諸国との外交問題が発生す る一方、ロ

シア政府の極東重視への転換による大陸部における開

発プロジェク トの推進、また、ASEAN地 域 におけ

る高い経済成長 と民間活動の活発化な ど、本道 を取 り

まく国際情勢 も大きく変化 してお ります。
こうした状況を踏まえま して、新たな推進方策では、

これまでの議会論議でも種々ご指摘をいただいてきた

国際情勢の変化 とカン トリー リスクヘの的確な対応 を

基本 とし、ASEAN地 域や ロシア大陸部への積極的

な展開を視野に、アジアの成長力を道内経済に取 り込

むため、物産展の開催やプ ロモーシ ョン事業の実施に

止まることなく、民間 との連携の 1)と 海外各地域 との

ネ ッ トワークの構築を図 り、発展による豊かさの追求

や、環境問題や生活基盤の不足、さらには富裕層の投

資意欲な ど、各地域のニーズや動向を的確 に捉え、本

道企業の海外進出や、海外か らの投資な ど人 。モ ノ・

情報の多様かつ活発な往来を実現することを目標 とし

てお ります。

(国 際経済室参事 )

経済交流の分野の設定な どについてであ りますが、

道では、現行の推進方策に基づきまして、これまで、

上海万博に併せて物産観光展を開催す るとともに、サ
ハ リンにおいて食品lの テ ス ト販売を行 うな ど、食 と観

光のプロモーシ ョン、これ を重点的に展開 してまい り

ま した。
しか しなが ら、先ほど答弁申 し上げま したよ うに、

アジア地域における経済発展 も一様ではな く、国によ

り、地域によ り、発展度合いや開発の方向性な どによ

り、あるいは人々の豊か さの追求、また、環境、イン

フラ等の社会的な課題、さらには、富裕層における投

資意欲の活発化など、各地域のニーズも多様化 してい

るもの と認識 してお ります。
こうしたことか ら、新たな推進方策におきましては、

本道の強みである食や観光を切 り口としつつ、ASE
AN諸 地域における市場の拡大やニー ズの多様化、あ

るいは il I国 における環境問題解決への協力などを新た

な ビジネスチャンスと捉 えまして、物産展の開催やプ
ロモーシ ョン事業の実施 に止まることな く、寒冷地技

術や環境技術な ど、本道のあ らゆる産業の強みや経験

を活用 して、現地ニー ズを踏 まえた道内企業の参人を

進 めてよいる考えでござい ます。
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(三 )展開地域について

(吉川委員 )

素案では重点エ リアを 「東アジア、ロシアJと して

いるところであります。現行方策では 「東アジア、ロ

シア極東」を対象地域 としてお り、ともに「東アジア、
ロシア」 とい うものに視点を置いているとは思います

けれ ど、展開にあたつて、現行方策は 「重点的展開」
とし、今回の素案では 「柔軟かつ機動的に展開 してい

く」としてお ります。 これについてはどのような違い

があるのか、お伺いをします。

(四 )新たな方策の展開方法について

(吉川委員 )

素案の展開方向として、「本道経済 と企業のグロー
バル化Jのために、投資促進、技術交流、国際観光の

ほか 6つの政策分野を総合的に推進するとしてお りま

す。政策調整、意志の決定の仕組みとして 「北海道経

済・雇用対策推進本部」を活か していくとい うことで

あります。
こうした点について、現行の方策以上に全庁横断的

な取組を進めていく趣 旨であるとい うふ うに受け止め

ているところでありますが、今後の施策の展開を含め

て、新たな方策に基づいて、どのように海外 との経済

交流を進めていこうとされるのか、見解を伺います。

(吉川委員 )

あ りが とうございます。

今、ご答弁いただいてまい りま したけれ ども、私が

お話 を伺っていて、今までのよ うに自分たちが売 りた

い ものを一方的に売 り込んでい くとい うだけではな

く、各国で本当に求められているもの、あるいは必要

とされているものを的確 に把握 を して、北海道の強み

を活か しなが ら海外に展開を していこうとす ることで

あろ うと理解 を してお ります。

今、部長か らご答弁をいただきま したよ うに、現行

の方策に比べて、更に官民の連携が重要になつて くる

と思います し、経済部 としても求められ る役害」も大き

くなるのではないか と思います。また、ぜひ、新たな

方策が実効力のあるもの となるように、その実力、能

力が問われて くると思い ますので、ご尽力いただきま

す ようにお願いをいた します。

(国 際経済室参事 )

推進方策の対象地域についてであ りますが、道では、
これまで、現行の推進方策に基づきま して、本道 と地

理的に近 く、著 しい経済発展を遂げた中国や、地方政

府間の交流を深めてきたサハ リンな どを中心に経済交

流を進 めてまい りま した。
しか しなが ら、先ほど申し上げま したように、昨年、

近隣諸国 との外交問題が発生す る一方、高い経済成長
が続 くASEAN地 域 との間では新千歳・バ ンコク間
の航空路線が就航するとともに、ロシアでは極東重視
の政策が とられ、 ウラジオス トクでAPEC首 脳会議
が開催 されるな ど、本道 を取 り巻 く国際経済環境は大

きく変化 してお ります。
このため、新たな推進方策におきま しては、現地ニ

ーズに基づ くとともに、国際情勢の変化やカン トリー

リスクを踏まえて、今後、ASEAN諸 地域や ロシア

大陸部に施策を展開 してまいる考 えでございます。

(経済部長 )

新たな推進方策の展開についてであ りますが、本道

経済のグローバル化を推進す るためには、官民がそれ

ぞれの役害Jを 果た しなが ら、海外の市場ニーズやカン

トリー リスクなどを踏まえて、柔軟かつ機動的な取組

を進 めるとともに、ASEAN地 域や ロシア極東大陸

部などの新たな市場 も含めて道内企業の活動を効果的

に支援す る 「オール北海道Jのネ ッ トワークを構築す

ることが重要 と考えてお ります。
このため、道や ジェ トロ北海道、商工団体、金融機

関、商社、市町村等で構成 され る 「北海道国際 ビジネ
スセンターJの枠組みを効果的に活用 して、カン トリ

ー リスクを含めた様々な現地情報の収集・分析や商談
の支援、人材育成等の取組 を進 めるとともに、道内企

業や関係機関の海外拠点間の連携 を強化 してまいる考

えであ ります。

また、こうした官民協働 の取組 を しつか りと支える

ため、これ までの庁内における推進体制を見直 し、知

事を本部長 とす る 「北海道経済・雇用対策推進本部 J

を活用 して重要政策の調整や意思決定を行 うな ど、道

内企業の海外挑戦を積極的に支援す る仕組みづ くりを

推進する考えであ ります。
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