
平成 25年第 2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

開催年 月 日 平成 25年 7月 2日

質 問 者 自民党 。道民会議 音 川隆雅 委員

答 、弁 者 経済部長、産業振興局長、労働局長、

国際経済室長、産業振興課長、
国際経済室参事

日要問質 要弁欠
ロ

一 クール北海道 について

(音川委員 )

国のクールジャパン戦略に呼応 した道の取組であり

ますクール北海道でございますけれ ども、質問の前に

まずクールジャパンとは何かとい うことについても簡

単に触れておきたいと思つてお ります。
まずこの発想の根幹 となつているのが、

ギリスの国家戦略 として掲げられたクール

アであ ります。これは、音楽やファッション、美術な

どのイギリス文化を世界的に発信するために使われた

用語であ ります。また近年では、韓国では、自国文化

を韓流 といって 日本でも映画や音楽、アイ ドルなどが

広 く浸透 してきたと言 うことが記憶にも新 しいのでは

ないかと思つてお ります。
そ うした中で、我が 日本も日本独 自の文化を世界的

にブラン ド化 していこうとい うものがこのクールジャ
パン戦略であ り、その内容は漫画やアニメ、ゲームな

どのポップカルチャーに止まらず、食やファッション、

伝統工芸や地域産品、家電、自動車ひいては教育や福

祉、IT関連 といった様々な 日本の文化を指す と言わ

れています。
国においては、ご案内のとお り、クールジャパン政

策を成長戦略の柱の一つ として掲げ、平成 24年度の

補正予算で関連政策に 170億 円、また財政投融資特

別会計から500億 円を拠出し、民間資本 と併せてフ

ァン ドを構築する予定となってお ります。
こうしたクールジャパンの視点を活か した取組であ

るクール北海道でありますが、北海道のモノの売 り方

として新たな手法であり、非常に重要な手段であると

私は考えてお り、以下数点に渡つて道の取組などにつ

いて伺つてまい りたいと思つてお ります。

(一 )道産品のブラン ド化について

(音り|1委員)

北海道のブラン ドカを向上させ るため、道ではこれ

までどのような海外プロモーションを展開されてきた

のか、伺います。
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(国 際経済室参事 )

道産品のブラン ド化 に向けたこれまでの海外プロモ

ーシ ョンについてであ りますが、道では、平成 23年
度に、上海や台湾において、食 と観光が一体 となつた

知事による トップセールスを行つて、道産食品のイメ
ージの向上や販路拡大に取 り組んだほか、大連や北京

な どでも食品商談会を開催 しま した。

また、平成 24年度 には、韓国におきま して、北海

道マラノンの PRと タイア ップ した健康食品や コスメ

な どのプロモーシ ョンを実施 したほか、サハ リンにお

きま しても、安全 。安心な道産食品の PRを 目的 とし

て物産展を開催 した ところであ り、さらに、直行便の

就航 を契機 とした経済 ミッシ ョンをタイに派遣 し、現

地での外食産業への参入の取組や食品の輸出拡大に向

けたセ ミナー等を実施 してきた ところでございます。
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(二 )国 の施策展開について

(音り|1委員 )

海外プロモーションについてお聞きしましたけれ ど

も、それでは、それまでの海外プロモーションとクー

ルジャパンの視点とい うものが、どこに違いがあるの

か とい うことについて少 しお伺い したい と思います
が、国では、平成 23年度からクールジャパン戦略推

進事業を展開してきてお りますが、これまでどのよう

な取組が採択されているか、伺います。

(音り|1委 員)

ご答弁いただいたように、アニメやファッションな

どのいわゆるポ ップカルチャーや 日本の伝統的な文

化、ライフスタイルなどと商品、サービスといつたも
のを組み合わせた新たなプロモーションの手法である

と思つてお ります。

(三)こ れまでの道内の動きについて

(告り|1委員)

道内においても、こうしたクールジャパンの視点に

呼応 した取組がいくつか生まれてきているとい う風に

思つてお りますけども、道 として、どのような動きを

把握 しているのか、伺います。

(古川委員)

スイーツメーカーあるいは映像振興団体の例を出し

ていただいて、道内にもそ うした取組がいくつか生ま

れてきていることがわか りました。 ご答弁では、こう

した動きを発展させて、本道の様 々な魅力と商品をコ

ラボ レーションして、ブラン ドイメージを高め、輸出
の拡大につなげていきたいとい うことでありましたけ

(国 際経済室参事 )

国のクール ジャパン戦略推進事業についでであ りま

すが、これ まで、 32件 の海外プロジェク トが国の事

業 として採択 され、アニメや ファッションな どのいわ

ゆるボ ップカルチャーや 日本の伝統的な文化・ ライフ

スタイルなどと、商品・サー ビスを組み合わせたプロ

モーシ ョン等が行われてお りますЭ

例 えば、中国では、「未来型住空間」 とい うコンセ

ブ トの下、 日本では当た り前の 「靴 を脱 ぐ」 とい うラ

イフスタイルにハイテク技術 を盛 り込んだ住宅設計 と

ともに、省エネ家電やシャワー トイ レな ど日本な らで

はの商品をセ ッ トに して売 り込むプロジェク トが実施

されてお りますの また、イ ン ドでは、 日本の高度成長

期に放映 された 「熱血スポーツアニメJを現地企業 と

共同でア レンジ し、その番組の中で食品や 自動車、文

具な どの商品を登場 させて、ブラン ド認知度を高める

プロジェク トが実施 されてお ります。 このほか、シン

ガポールでは、原宿や南青山などでオ リジナルブラン

ドを扱 うブティックを集 めた期間限定シ ョップの出店

や合同ファッシ ョンショーの開催などを通 じて、 日本
の若者 ファッシ ョンをASEAN地 域に発信す るプロ

ジェク トが実施 されているところでございます。

(国 際経済室長 )

道内の動きについででありますが、道では、クール
・ジャパンの視点を生か して海外展開に意欲的に取 り

組もうとする道内の企業や団体との意見交換を行つて

お ります。
例えば、道内のスイーツメーカーが、海外に店舗を

出店 し、粉雪をイメージさせる内装・インテ リアの中
で、道内への留学経験をもつ社員がきめ細かな接客を

行つて北海道の良好なイメージを発信 し、商品販売の

みならず本道の観光 PRに もつなげようとする取組が

あります。
この他、道内の映像振興団体が、海外のテ レビ局な

どと共同で地域の自然や生産現場 と商品を トータルに

紹介する番組を制作 し、生産者の姿や品質管理に関す
る具体的な技術などを含めて、道産食品の品質の高さ

と安全性を海外にアピールする事業などが現在、進め

られているものと承知 してお ります。
こうした動きを発展 させ、本道の様々な魅力 と商品

のコラボレーションによって北海道全体のブラン ドイ

メージを高めていき、輸出の拡大などにつなげてまい

りたいと考えてお ります。
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れ ども、大事になってくるのはそ うした動きをどのよ

うに加速 していくか、その中身を磨き上げていくかと

い うことであると思つてお ります。

(四 )人材の育成について

(告川委員 )

スイーツメーカーあるいは映像振興団体の例を出し

ていただいて、道内にもそ うした取 り組みがいくつか

生まれてきていることがわか りました。 ご答弁では、
こうした動きを発展をさせて、本道の様々な魅力 と商

品をコラボ レーションして、ブラン ドイメージを高め、

輸出の拡大に繋げていきたいとい うことでありました

けれ ども、大事になってくるのは、そ うした動きをど

の様に加速をしていくか、その中身をどの様に磨き上

げていくかとい うことであると思つてお ります。
その一つ として大切なのが人材の育成 とい うことに

なつてくると思いますけれ ども、ただいま、道内企業
の動きについてはご答弁をいただきましたが、本道の

魅力を活用 した取組を効果的に実施 していくために、

道内の優れたクリエイターの方達の力を生か していく

とい うことは非常に大切であります し、国内外への売

り込み戦略を立て、それを実行できる人材を育成 して

いくことも必要であると考えてお ります。

道 としてどのように取 り組まれるのか伺います。

(音川委員 )

こうした分野では、まさに人が資源になるとい うふ

うに私は考えてお ります。北海道においても様々な資

源、魅力はあると思いますけれ ども、こうした人の資

源の活用についても、是非、考えていただきたいとい

うふ うに思つてお ります。

(五)デザインや品質向上について

(音川委員 )

海外での北海道 ファンの獲得を進 めてい くために

は、まずは本当に質の高いモノ、良いモノを売 り込ん

でいくことが大切であ り、そのために、品質やデザイ
ンの向上といったことも重要になつてくると考えてお

りますが、認識を伺います。

(昔川委員 )

今、ご答弁いただいたデザインや品質の面に関 しま

しては、私 も議会の中で何度か非常に重要なことであ

ると申し上げてお ります。弓|き 続 きまた、こうした問

題について追いかけさせていただきたい と思つてお り

ます。

(労働局長 )

国内外の売 り込みに関す る人材の育成についてでご

ざいますが、クールジャパ ンの取組に呼応 しま して、

本道の魅力ある食や 自然な どを活か した企業の取組を

国内外で展開を してい くためには、国際感覚を持 ち世

界に通用する人材の育成が重要だ と認識を してお りま

す。

道内産業におきま しては、アニメーシ ョンと音楽を

融合 させたコンテンツが海外で高い評価を うけた り、

また、優れた技術 とデザインにより海外進出を果たす

家具メーカーなどが生まれてきてお ります。

道では、これまで、高等技専や工業試験場な どを通

じま して、ものづ くりの確かな技術 とデザインカの向

上な どに努めてまいった ところでございますが、こう

した本道の魅力ある製品や コンテンツな どを世界に売

り出 してい くためには、海外に通用す る技術を持つた

人材の育成はもとより、マーケティングや コミュニケ
ー シ ョン能力 を高めるための研修 の実施 に向けま し

て、国のクールジャパンの取組な ども活用 しなが ら経

済団体や産業支援機関などと連携 した取組みを進 めて

まい りたい と考えてお りますぅ

(産業振興課長)

魅力ある商品づ くりについてでございますが、商品
の魅力を高め、海外での市場を獲得 していく上で、品

質やデザインは、重要な要素であると認識 してお りま
して、道内におきましても、ハンドメイ ドにこだわるこ

とで高い品質を確保 し、外国人観光客か ら高い評価を

得ている革製品や、 日本の良さを和の要素 として取 り

入れたデザインで表現することによりまして、輸出を

拡大 した家具などの成功事例があるところでございま

す。
道 といたましては、意欲ある企業の新市場への挑戦

や新製品開発、人材育成などを支援することによりま

して、企業のデザインカや品質の向上に向けた取組を

促進 しているところでございまして、今後 とも、魅力

ある商品づくりの支援に努めてまいる考えでございま

す。
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(六 )タ ーゲットの把握について

(音川委員 )

クールジャパンの視点に立ちます と、海外での輸出

拡大、あるいはインバ ウン ドを高めていくことが目的

となってくるわけであ りますけれ ども、こちらの売 り

たいモノを売つていくとい うだけでなくて、外国人の

方から、北海道のイメージ、あるいは北海道の持つク
ール とい うものがどうい うものなのか、どうい うもの

が求められているのかとい うことについて、しつか り

知っていくべきだと思つてお ります。そ うしたことに
ついて、道 としても調査すべきであると考えてお りま

すが、 見角翠をイ司います。

(七 )魅力の向上について

(音川委員 )

本道の 自然や文化にのみな らず、ものづ くりといつ

た面を含めて北海道の良 さを国内外にア ピール してい

くことが非常に重要であると考えてお ります。 ものづ

くりの基本 となるものの魅力を磨 き上げていかなけれ

ばな らない と考 えてお りますが、見解を伺います。

(告川委員 )

只今のご答弁で、ものづくり産業について、地域
の資源や特性が持つ魅力を付加価値に換えていくこ

とができるといつた意識を示 していただきました。

私、まさにそのとお りだと思つてお ります し、この

クールジャパンの視点を活か した取組を北海道が推

進 していくことによつて、北海道の持つている素材

や魅力にさらに高い付加価値をつけて、モノを売つ

ていくことができるとい うふ うに考えているところ

であ ります。

(産業振興局長 )

北海道 のイ メー ジに対す る調査 についてであ りま

す けれ ども、海外市場への挑戦にあた りま しては、

販売のター ゲ ッ トとな ります外 国人か ら見た 日本 の

良 さ、北海道 の良 さを把握 した上で、 これ らを商品
の開発や改 良に的確 に反映 して、発信 してい くこと

が重要であるとお考えてお ります。
このため、道 といた しま しては、道や道内金融機関

の海外事務所、それか らジェ トロな どを通 じま して情

報収集 を行います とともに、今年度、海外か らの留学
生な ど道内在住の外国人を対象に、北海道が持つ魅力

です とか、各国の市場の嗜好、好みな どについて調査

を行 うこととしているところであ ります。

今後、この調査結果等について、海外市場に打つて

出よ うとする企業等に提供す るな どいた しま して、タ
ーゲ ッ トとす る市場のニーズに沿った商品開発が円滑

に進められ るよう努 めてまい りたい と考えています。

(産業振興局長 )

ものづ くり分野における魅力の向上についてであ り

ます けれ ども、ファ ッシ ョンや家具 な どの ものづ く

り産業 は、地域 の資源や特性 が持つ魅力 を付加価値
に変 えま して、国内外 において新 たな需要 を獲得す

ることが期待 され るところでございます。
また、 こ うした分野は、商品アイデ ィアやデザイ

ンな どの創意工夫 によつて挑戦 してい くことが可能

な分野である と考 えてお りま して、企業規模 の大小

に関わ らず 、将来の大 きな市場 を獲得す るこ とも可

能だ と考えてお ります。

道 といた しま しては、 これ まで も、海外市場の開

拓 な どへの支援 に取 り組 んで きた ところで ございま

す けれ ども、今年度 は新 たに、デザイ ン と品質の優

れた企業 を発掘 し、その企業 の成長 プ ロセスを広 く

発信す ることとしてお りま して、今後、国や 関係機

関な どとも連携 を して、 こ うした分野 に挑戦す る企

業活動 を積極的に後押 しを して、北海道 らしい魅力

あるものづ くり産業の振興に努めてまい ります。
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(八 )道 内企業等への周知等について

(占川委員 )

道 として、クールジャバンの視点を生か した取組を

進めるために、人材の育成やものづ くり等の魅力を磨

き上げていくなどの取組を行つていくとのことであり

ますが、先ほど伺つた道内の意欲的な取組を発展させ、

輸出の拡大等につなげていくためには、国のクールジ

ャパン施策をしっか り活用 していくことが必要であり

ます。道内企業が国の施策を活用できるよう、道 とし

てこれまでどのように取 り組んできたのか、伺います。

(九 )道 内企業への支援について

(吉川委員 )

それでは、この問題の最後にな りますけれ ども、先

の我が会派の代表質問に対 し、知事か ら、「道内企業

が国の施策を活用 してクールジャパ ンの視点を生か し

た取組 を積極的に展開できるよ う、 ビジネスモデルの

創 出を促進す るな どして、クール・HOKKAIDO
を推進 してい く」 とのご答弁をいただいてお ります。

道 として、具体的にどのように取組 を進めてい くのか、

伺います。

(音川委員 )

あ りが とうございま した。先 日、国のクール ジャパ

ンの担 当大臣でもあ ります稲 田朋美大臣が来道 され、

道庁の職員の皆様や関係者の方々 と意見交換をされた

とい うことであ ります。稲 田大臣か らは、政府 として

もバ ックア ップ していきたい といつたコメン ト、ご意

見 も頂いているよ うであ りますけれ ども、こ うした新

たな取 り組みによつて、私は北海道の持つ様々な魅力

に新たな付力日価値を付けていつて、そ してまた、ブラ

ン ドカを高めてい くことができると考 えてお ります。

是非、このクール北海道の推進について力強 く取 り組

んで頂きたい と思つてお ります。

(国 際経済室参事)

国のクールジャパン施策の活用に向けた取れ上につい

てでありますが、道では、本年 2月 に、経済部内にお
いて、貿易や食、観光、産業振興の担当者によるワー

キングクループを立ち上げ、続いて、本年 5月 には、

関係部横断の全庁的な打合せ会議や国、札幌市、産業
支援機関、道内民間企業 との情報交換会を開催 して、

国の施策情報の共有や連携に向けた取組の促進を図つ

てきたところでございます。
また、道内企業や市町村等に対 しましては、メール

マガジンを活用 し、迅速な情報提供に努めているとこ

ろでございます。

(経済部長 )

「クール・HOKKAIDOJの 推進 についてで ござい

ますが、クール ジャパ ン戦略の視点に沿つて、道内に

おいても、様々な動きが始まってお りますが、首者

`圏の大手企業のプランに比べると、海外での実績や事業

後のスポンサーの獲得をは じめとした ビジネス として

の広が りのア ピールが弱いことな どか ら、国の施策を

有効に活用す ることが難 しい との声を伺 っているとこ

ろでございます。
このため、道では、今年度、シンガポールにある道

産品のアンテナショップと連動 して、本道の食材 と生

産現場(人々の暮 らし等をセ ッ トで紹介するテ レビ番

組を配信するとともに、道内の企業や生産者にそのメ

リットや手応えを伝え、クリエニター とのネ ットワー

クづくりを促 していくこととしているところでござい

ます。
さらに、海外メディアとの番組共同制作や情報発信

店舗の開設などにつながるビジネスモデルを支援する

などして、国のクールジャパン戦略等を有効活用する

ための事業基盤を整えまして、自然や文化などのコン

テンツと商品・サービスを組み合わせて形成 した北海
道全体のブラン ドイメージを輸出や誘客、対内投資の

拡大に結びつけます 「クール・HOKKAIDO」 の

推進に しつか りと取 り組んでまいる考えでございま

す。
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二 商店街の活性化について

(一 )経営環境 に関する結果について

(告川委員)

道は、本年 1月 に今後の商店街活性化施策の参考と

するため、商店街実態調査を実施をしてお りますが、

それを踏まえながら、以下数点伺つてまい ります。

調査では経営環境 について聞いてお りますけれ ど

も、商店街を訪れる来客者数と商圏人口については、

前回調査の 22年 6月 時点と同様、減少傾向にありま

すが、商圏の範囲については変わらないと受け止めて

いる商店街が前回調査に比べて若千増えてお ります。

また、商店街を訪れるお客さんの高齢化が進み、商

店街の店舗の減少、売上げの減少傾向が続いてお りま

す。

経営環境に関する調査結果から商店街の現状につい

て、どのように受け止めているのか、伺います。

(二 )調 査 方法 につ いて

(告り1倭員)

それでは、調査の方法について伺いたいと思つてお

ります。商店街の抱える問題についての設間では、店

舗に関 して、魅力ある店舗が少ない、集客力がある店

舗がない、店舗の老朽化・陳腐化を問題 と考えている

商店街の割合は、経営者の後継者難、商圏人口の減少

といつた問題に次いで多くなつてお ります。魅力がな

く、老朽化・陳腐化 した店舗であるから、集客力がな

くなるのではないかと私は考えてお り、質問の仕方に

よつては、問題 と受け止める商店街が更に多くなった

のではないかと考えるところであ ります。
また、経営環境の中で商店街を訪れる人の高齢化が

進んでいると受け止め、課題解決の取組 として、高齢

化ニーズヘの対応 を挙げる商店街が多いにも関わ ら

ず、商店街が抱える問題 としてはこの課題が含まれて

いないことについても、疑間を感 じるわけであります。

商店街が抱える問題点を含めて調査全体についての

見直 しが必要 と考えますけれ ども、どのように対応 さ

れるのか、伺います。

(三)空 き店舗問題について

(吉川委員)

次に空き店舗問題についてでありますけれ ども、商

店街が抱える問題点では、空き店舗問題が前回調査に

比べて大きく増えてお り、課題解決に向けて空き地・

空き店舗の活用に取 り組む商店街が多くなってお りま

す。
空き店舗などが解消されない原因としては、商店街

に活気がない、所有者に貸す意志がない、家賃が高い

といった事情が挙げられ、その効果的な対策 として、

新規出店者に夫lす る家賃補〃J、 支援制度の整備、低利

融資 ととt)に 、情報の積極的な提供などがあげられて

お ります。

(地域商業担当課長 )

商店街の現状についてであ りますが、本年 1月 に実

施 した商店街実態調査によります と、最近の景況感に
ついて 「衰退 している」 との回答が 69 3パ ーセン

トで、前回調査に比べ 1 7ポ イン ト増加 してお り、

自らの商店街が、今後 どうなっていくかとい う将来の

予測では、「衰退するJと の回答が 40 0パ ーセン

ト、「停滞するJと の回答が 22 4パ ーセン トで、
6害1以 上の商店街が改善されないであろうと見ている

ところでございます。
道 としては、商店街のにぎわいづくりなどに取 り組

みましたが、その後も進行する人 口減少や高齢化など
の事象に加え、景気の低迷などの経済情勢の影響から、

売上げの減少や廃業による店舗の減少などが続いてお

りまして、依然 として厳 しい状況にありますことから、

今後 とも商業の活性化に向け、更なる取組が必要であ

ると考えているところでございます。

(経営支援局長 )

調査方法についてでございますが、本調査は、今後
の商店街活性化施策の参考 とするため、道内の商店街

振興組合や商店街事業協同組合を対象に平成 8年度か

ら隔年で実施をしてお り、調査項 目は、経年による変

化を把握する観点から直近の設間を基本 としつつ、環

境変化などを踏まえ、「買い物弱者」や 「節電」に関

する設間を追加するといつた見直 しを行ってまい りま

した。
アンケー ト調査では、質問文や選択肢の内容によつ

て回答に影響を与える場合があることから、適切な設

問設定が必要 と考えてお りまして、委員からのご指摘

も踏まえ、今後 とも、適切な調査結果が得 られるよう

商店街を取 り巻 く環境の変化などに応 じた調査内容の

見直 しに努めてまいる考えでございます。

(地域商業担当課長 )

空き店舗問題 についてであ りますが、商店街では、

にぎわいが薄れ空き店舗が顕在化 してきていたことか

ら、道では、これまで も空き店舗 を活用 した住民交流

施設やチャ レンジシ ョップの展開な どへの支援を行 つ

てきた ところでござい ますが、さらに、空き店舗対策

を充実 させ るため、これ らの事業を検証 し、地域関係

者の連携 した取組が重要 と考え、昨年度に地域商業活

性化総合対策事業を創設 した ところでございます。

現在、この制度を活用 し、空き店舗で、地域資源 に

よる新製品開発・販売を行 う意欲的な取組な どが行わ

れているところであ り、こ うした事例な どの紹介をは

平成 25年第 2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
開催年月日 平成 25年 7月 2日

質 問 者 白民党・道民会議 音川 隆雅 委員

答 弁 者 経済部長、経営支援局長、中小企業課長、
地域商業担当課長
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先ほど調査方法について申し上げましたけれ ども、

新規出店者に対する家賃補助、低利融資とい うのは、
いずれ も支援制度の内容であり、それ らを1呵 答に並列

している調査方法については、先ほど中し上げたとお

りでございます。
空き店舗問題については、道 として、これまでどの

ようにllkり 組んできたのか、また増えてきているとい

う状況を踏まえて今後 どのように対応 していくお考え

なのか、伺います。

(ν‖)後 継者難について

(音川委員 )

経営者に関 しては、経営環境で経営者の高齢化が進

んでいるとの結果が出てお り、商店街が抱える問題点

でも、経営者の高齢化による後継者難が、最も大きな

課題 と受け止められてお ります。

課題解決に向けて、後継者・担い手の育成、に取 り

組む商店街が前|||の 調査よりも多くなってお り、深刻

化 しているのではないかと受け止めてお ります。

後継者の育成のほか、事業承継を妨げる事情への対

応など様々な取組が必要な状況であると考えますけれ

ども、どのように対応 されるのか、伺います。

(五)商 店街組合への加入促進について

(音川委員)

商店街組合への加入が進まない理 由としては、業種

的にメ リッ トを感 じない、会費等の負担が大きい、経

営が苦 しく活動す る余裕がない、組合の活動内容にメ

リッ トを感 じられない、 といつた事情が挙げ られてお

り、前回の調査の結果 とは事情 ごとの害」合に違いがあ

るものの、この 4つ が大きな理由となっていることが

窺われ ます。

商店街組合への加人の促進が図 られ るよう、道 とし

て どのような取組 をされてきたのか、伺います。

(六 )買 い物弱者対策 について

(音川委員 )

24年度調査か ら調査項 目となった買い物弱者問題

に関 しては、郊外で既に深刻な問題 とな り始めている、

との状況については、高齢化等が進んでいることか ら

当然考えられ る状況であつたろ うとい う兆、うに思つて

お りますけれ ども、中心市街地で も既に深刻化 してい

る、 との回答が 22 9パ ーセン トある一方で、買い

物弱者対策について、実施の予定はない、 とす る商店

街が 8害1弱 にのばっていることには危機感をおぼえる

ところで もあ ります。私の地元で もあ ります札幌市の

じめ、今後においても、国や地元機関 との連携の t)と 、

各種制度の活用に取 り組み、空き店舗対策を積極的に

進めて まいる考えでございます。

(中 小企業課長 )

後継者難への対応などについてでございますが、商

店街では、経営者の高齢化が進んでお り、地域の商店

街を魅力あるものとして維持 していくためには、後継

者の育成や円滑な事業承継が行われることが必要であ

ります。
道が平成 23年度に行いました事業承継等実態調査

によります と、実際の承継に際 しましては、会社や事

業の将来性への不安や、資金繰 り、事業承継の制度に

対する理解不足などの課題が見られるところでござい

ます。
このため、道におきましては、今年度、新たに、経

営者及び後継者それぞれを対象 としました研修会を開

催まして、事業承継に関するノウハ ウや具体的な事例
の紹介、さらには、金融機関や経営コンサルタン トな

どの専門家による個別相談を行 うなど、全道各地域で

きめ細かく取 り組んでまいることとしてお ります。

(地域商業担当課長 )

商店街組合への加入促進についてでありますが、道
としては、商店街でのにぎわい再生や活力向上推進の

取組に対 して支援を行つてきましたが、商店街加入の

メリットを感 じないことや、会費等の負担が大きいな

どとい う未加入の原因が挙げられ、加入率は、約 7害」

にとどまってお り、一層の向上が望まれると考えてお

ります。
こうした中、地域の方々と連携 したまちづくりを進

めるため、「北海道地域貢献活動指針」を昨年度策定

し、その中で、地域の方々とのつなが りを深め、にぎ
わい創出につなげるための地域 との連携促進を位置づ

けるなどしてお りまして、商店街組織などへの加入を

促 しているところでございます。

今後 とも商店街に消費者が集ま り、販売が促進 され

るよう、さまざまな支援に積極的に努めるとともに指

針を大型店などに広 く周知を図るなど一層の組合加入

促進に努めてまいる考えでございます。

(経営支援局長 )

買い物弱者対策についてのお尋ねでございますの大

型商業施設の撤退などによる商店街の活力の低下、高

齢化の進展や交通インフラの変化などを背景 といた し

まして、郊外だけではなく市街地において t)買 い物弱

者の問題が顕在化 してきてお り、買い物弱者対策を実

施する予定がない商店街が 8割 にのばっていること

は、道としても、深刻に受け l11め てお り、その対策は

必要であるものと考えてお ります。

今後、高齢化の進展に伴い、買い物弱者対策は、更
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北区で も拓北地区とい うところでスーパーマーケ ッ ト

が相次いで開店を し、数千人規模の人 口がある同地区

で さえ、いわゆる買い物弱者が発生を してお ります。

高齢者の方々は車や タクシーで数キロ離れたスーパー

に通つている状況であ ります .

買い物弱者の問題は今後ますます顕在化 して くるも

の と思われますけれ ど t)、 調査結果については どのよ

うに受け止め、また今後 どのように対応す るお考えな

のか、伺います。

(六 )― 再 買い物弱者対策について

(告川委員 )

ただいま、国の制度 を活用す るといつた答弁でござ

いま した。本道 と他府県の状況の違いが どうなつてい

るのか とい うことでございます。

本道では、買い物弱者の問題 も他都府県 と違 う状況

が何 らかあるのではないか、国のメニューだけではな

く道 として新たな提案や新たな取組が必要になるので

はないか と思つてお ります。

北海道 にお け る買 い物 弱者 の状 況 を他 県 と比較

を して ど う受 け止 めて い るのか 、また、 どの よ う

に対応 を考 えてい るのか伺 いたい と思います。

(ヒ)調 査結果の施策への反映について

(告川委員 )

この調査は、「今後の商店街活性化施策の参考 とす
るため」実施 されているのであ り、 24年度調査結果

は本年 5月 の経済委員会に報告 されてお ります。この

結果に基づ く施策の見直 しは 26年度予算に向けて行

われることにな ります。
先ほどお聞きした調査方法 と併せて、施策への効果

的な反映を考えるならば調査時期を検討すべきと考え

ますが、どのように取 り組む考えなのか、伺います。

(プい 商店街の活性化について

(告り|1委 員 )

商店街は、地域の方々が集まり、買い物を楽 しみ、

情報を交換するな ど地域のつなが りを深める場であ

る、と考えてお ります。商店街は地域づ くりの核にな

るものと考えてお ります。
それだけに、商店街 と行政を含めた地域の様々な関

係者 との連携が必要になるところでありますが、半数
の商店街が行政 と連携 してお らず、連携が進んでいな
い理由として、人手や資金の不足、 リーダーの不在、

企画の策定等が難 しい、といった事情を挙げてお りま

う。

に重要 となることか ら、昨年策定 した 「北海道地域商

業活性化方策」において、買い物弱者への対策の Z、 要

性を示す とともに、出張販売や商店街への送迎バスの

運行な ど、地域における意欲的な取組への支援 に加 え、

国の制度を積極的に活用 し、買い物弱者対策を十分に

支援 してまい りたい と考えてお ります。

(経営支援局長 )

買い物弱者対策についてでございますが、買い物弱

者の問題を都道府県別に、客観的に調査分析を行つて
いる、国の農林水産政策研究所の 「食料品アクセスマ

ップJに よると、自宅から生鮮品販売店までの距離が

500メ ー トル以上離れ、車を持つていない人の害」合
は、北海道が 9 5パ ーセン トと推計 されてお りまし

て、長崎県の 10 3パ ーセン ト、鹿児島県の 9 8
パーセン トに次いで、全国で 3番 目に高く、他県に比
べて買い物弱者の問題が顕在化 していると認識 してお

ります。
道 としては、こうした状況を踏まえ、国に対 し、平

成 24年度補正予算で措置 された、買い物弱者対策ヘ

の支援制度の恒常化について要望を行 うとともに、今

後 とも、国や地元関係者 と連携 しながら、積極的に買
い物弱者対策への取組を行つてまい りたいと考えてお

ります。

(経営支援局長 )

調査結果の施策への反映についてでありますが、前

回、平成 22年度においては、 6月 に調査を実施 し、
10月 に結果をとりまとめ公表するとともに、「地域

商業活性化条例」の検討に活用するなど、その後の商

店街活性化施策の参考 といた した ところでございま

す。
しかし、今回の調査にあたつては、平成 24年 8月

に策定 した地域商業活性化方策を踏まえ、調査項 目の

見直 しを行ったことなどから、調査時期が前回より遅

くなつたところでございます。

商店街の活性化にあた りましては、地域の商店街の

実態を踏まえた取組を行 うことが重要であ りますこと

から、今後の調査については、委員からのご指摘のと

お り、施策に反映できるよう実施 してまい りたいと考
えてお ります。

(経済部長 )

商店街の活性化についてでありますが、道 としては、

商店街を巡る厳 しい環境のなかで、その活性化を図る
ことが、地域経済や地域社会の発展にとつて極めて重

要であ りますことか ら、「北海道地域商業の活性化に

関する条例」を制定 し、施策の総合的な推進を図って
いるところであります。

また、国においても知事が参加 している産業構造審

議会 。中心市街地活性化部会において、新たな政策の

方向性について議論が進められているとと{)に 、緊急

経済対策においても、商店街に対する施策の充実を図
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商店街の活性化は、経済部のみに止まらず、道全体

として取 り組むべき課題であると考えてお ります。商

店街を巡る状況を踏 まえ、今後、どのように取 り組ん

でいく考えなのか、伺います。

(音川委員 )

今、部長から、商店街はまちの顔であるとい う認識

を示 していただきました。
私の地元、札幌北区のいくつかの商店街方は、やは

リー応に 自分たちのまちをこれか らどうしてい くの

か、とい うことを真剣に考えられているし、そ ういつ

た方達がしつか り取 り組んでいるところは、まち全体

にも活気があるとい うふ うに思つてお ります。

地域づ くりにつながつていく商店街の活性化に取 り

組んでい くとい うお考えを示 していただきま したの

で、地域づ くりが商店街の活性化につなが り、また商

店街の活性化が明るい地域づ くりにつながっていくよ

うな方策をこれからも取 り進めていただきたいとい う
ふ うにお願いを申し上げて質問を終わ ります。

ってきた ところでございます。

商店街 は、「まちの顔」 として、また、地域経済の

活性化のために重要であ ります ことか ら、今後 とも、

国や地元の関係者 との連携 を強化す るとともに、地域

振興や交通対策を所管する総合政策部や、医療や高齢

者対策を所管す る保健福祉部、また、都市計画やまち
づ くりを所管す る建設部な ど、関係部局 との連携を密

に しなが ら、道庁全体で地域づ くりにつながってい く

商店街の活性化に取 り組み、 しつか りと地域の経済活

性化に努 めてまい りたい と考 えてお ります。

(了 )


