平成２７年度 第２回

北見市中小企業振興審議会

議

事

録

日時：平成２７年８月５日（水）１４時から
場所：北見市工業技術センター

第３研修室

１．開会
○事務局（結城商工観光部次長） 定刻となりましたので、ただ今から「平成 27 年度
第 2 回北見市中小企業振興審議会」を開会いたします。皆様にはお忙しいところご参集
いただきまして、誠にありがとうございます。私、北見市商工観光部次長の結城でござ
います。宜しくお願い致します。

２．委嘱状交付
○事務局（結城商工観光部次長） それでは、議事に入らせていただく前に、委員の皆
様に委嘱状を交付させていただきます。本来であれば、櫻田市長からお渡しするところ
でございますけれども、他の公務が入っておりますので商工観光部長から交付させてい
ただきます。よろしくお願いいたします。
それでは私がお名前を読み上げますので、ご起立願います。
（委任状交付）

○事務局（結城商工観光部次長） 皆様ありがとうございました。なお、北見信用金庫
専務理事の金田充郎委員につきましては、本日、所用のためご欠席との連絡を頂いてご
ざいます。

３．事務局自己紹介
○事務局（結城商工観光部次長） 続きまして、事務局を担当する職員からそれぞれ自
己紹介をさせていただきます。
（事務局自己紹介）

○事務局（結城商工観光部次長） 続きまして、事務局から諸般の報告をお願いします。
○事務局（土井商業労政課長） 本日の出席委員は、11 名中 10 名でございます。北見
市中小企業振興基本条例第 17 条第 2 項の規定に基づき、過半数の出席がございますの
で、本日の会議が成立致しますことをご報告申し上げます。
また、本日の資料の確認をお願いいたします。事前にお送りしております議事次第の
下段、配布資料に記載のとおり資料 1 北見市中小企業振興審議会委員名簿から、資料 8
北見市観光推進プロジェクト策定に向けてとなっております。なお、資料 2 につきまし
ては、会議と議事の公開について平成 25 年 8 月 9 日の当審議会において承認されてお
りますので、その内容について資料として添付したところでございます。資料をお持ち
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でない方がおられましたら、事務局までお申し出いただきたいと存じます。
事務局からは、以上でございます。

４．会長及び副会長の選出
○事務局（結城商工観光部次長） みなさま資料の方はよろしいでしょうか。
それでは、本審議会の会長及び副会長が選出されるまでの間、進行につきましては商
工観光部長が務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○事務局（浦商工観光部長） 浦でございます。それでは、会長・副会長が選出される
までの間、進行を務めさせていただきたいと思います。着座にて進めさせていただきま
す。
それでは議事次第 4 会長及び副会長の選任についてでございますが、北見市中小行振
興基本条例第 16 条第 1 項により、会長及び副会長を各 1 名、委員の互選により定める
こととなっております。会長及び副会長をどのように選任したらよいのか。皆様にお諮
りしたいと思います。ご意見等ございましたらお願いいたします。
○戸田委員

事務局で案がありましたら、事務局一任でお願いしたいと思います。

○事務局（浦商工観光部長） 今、事務局一任ということでございますが、事務局案が
ありましたらお願い致します。
○事務局（土井商業労政課長） 事務局案といたしましては、会長には北見工業大学社
会連携推進センター長の川村委員に、副会長には北見商工会議所専務理事の小原委員に
お引き受けいただきたいと存じます。以上でございます。
○事務局（浦商工観光部長） ただいま、事務局から会長には川村委員、副会長には小
原委員という提案がございました。皆様いかがでしょうか。
（「異議なし」と発言する者あり）

５．会長及び副会長の挨拶
○事務局（浦商工観光部長） ありがとうございます。それでは、皆様方から異議なし
の声をいただきましたので、ご承認をいただいたことと受けさせていただきます。それ
では川村会長及び小原副会長にはそれぞれ席にお移りいただき、ご挨拶をいただきたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○川村会長

ご指名をいただきまして、会長に就任いたしました川村でございます。こ

の北見市中小企業振興審議会は平成 25 年に発足したと記憶しております。色々な委員
の皆様方がお集まり頂きまして、中小企業のあり方について調査審議を行なうという機

-2-

関でございます。本日は中小企業の実態等に関する議事、それから中小企業に関係する
事業計画等、それからプロジェクトの策定等について重要な議事が控えているというこ
とでございますが、皆様方のお力を借りまして、活発に議論ができればと考えておりま
すのでよろしくお願い致します。簡単ではございますが挨拶にかえさせていただきます。
どうもありがとうございます。
○小原副会長 皆さんこんにちは。ただ今ご指名をうけました北見商工会議所専務理事
の小原光一と申します。会長の話にもありましたようにスムーズな審議会の運営に向け
まして会長共々務めさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上
げます。
○事務局（浦商工観光部長） ありがとうございました。それでは今後の進行につきま
しては川村会長にお任せしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

６．議事
（１）中小企業者の実態等に係るアンケート調査について
○川村会長

それでは早速議事に移りたいと思います。皆さまのお手元にあります議事

次第に則って進めていきたいと思います。議事次第 6(1)中小企業者の実態等に係るア
ンケート調査についてですが、事務局よりご説明をお願いいたします。
○事務局（土井商業労政課長）

それでは、(1)中小企業者の実態等に係るアンケート

調査について説明させていただきます。お手元の資料 3 をご覧下さい。
昨年 11 月、当審議会より、中小企業振興に関する提言をいただきましたが、市では、
その提言を踏まえ、雇用の担い手であり、地域経済の中心的役割を担っている中小企業
者の皆様の意見を聞き、実態を把握することが重要でありますことから、市内の中小企
業を対象に、アンケート調査を実施したいと考えてございます。
資料 3 は、平成 23 年度に行ったアンケート調査の様式でありますが、北見市中小企
業振興基本条例の制定に向け、北見市内の中小企業者の実態等を把握し、今後の北見市
の中小企業振興施策のあり方などを検討するにあたり、それらの資料とすることを目的
として、調査期間を、平成 24 年 3 月 15 日から 3 月 23 日までとして実施したものでご
ざいます。
今年度から、この内容をベースとして、経営上の課題、業況、人材育成等について、
定期的にアンケートを実施し、中小企業の方々が、現在、どのような状況にあり、どの
ようなご要望があるのかなど、市内中小企業の実態を把握した上で中小企業振興施策の
あり方などを検討してまいりたいと考えてございます。
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また、アンケートの項目については、前回調査結果との比較や推移などについて、把
握してまいりたいと考えていることから、前回調査の内容からの大幅な変更は、予定し
てございません。
アンケートの実施にあたっては、当審議会において、極力、経費を抑えた中で実施す
べきであるとのご意見をいただいていることから、商工会議所や商工会が、会員企業に
対し、文書等を発送する際に合わせまして、アンケートを同封いただくなど、ご協力を
いただきながら実施して参りたいと考えてございますので、今後のご協力について、何
卒よろしくお願い申し上げるところでございます。
中小企業者の実態等に係るアンケート調査についての説明は、以上でございます。
○川村会長

はい、ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありましたが、

何かご質問ご意見等ございますか。
○小原副会長 商工会議所なのですけれども、四半期ごとに景気の動向調査ということ
で、業況の調査を行っております。直近では 4～6 月の業況調査について、6 月に商工
業者の方にお送りして 7 月に回答いただいておりまして、この後 9 月に 3 ヶ月の業況調
査という形になりますが、その調査と重複してしまうのではと思いますので、いつ位の
実施時期を想定しているのか教えていただけますか。
○事務局（土井商業労政課長） アンケート調査の実施時期につきましては、各商工会
議所、商工会のご協力を頂き送付したいと考えてございますので、そのタイミングを計
り、各団体と協議をさせていただき実施したいと考えてございます。現在のところは秋
から冬を目途として実施してまいりたいと考えてございます。以上です。
○小原副会長 関連しまして、商工会議所は、前年同期との比較での業況調査をしてい
るのですが、市のアンケートではどのような形を考えていますか。
○事務局（土井商業労政課長） 北見商工会議所におかれては、前年同期の比較という
ことでございました。市では、前回の平成 23 年度以降は調査を実施しておりませんの
で、平成 23 年度と平成 27 年度の状況を比較した際に、市内の中小企業者の状況がどの
ように変わっているかを把握したいと考えてございます。それと予算等の状況が許せば、
こうした調査を毎年実施し、市内の中小企業者の状況等について把握していきたいと考
えてございます。以上でございます。
○佐藤委員

調査項目を見ると、東日本大震災による影響とあるのですが、どの程度ま

で質問をリニューアルされるのか教えていただければと思います。
○事務局（土井商業労政課長） 今ご指摘いただいた通り、東日本大震災による影響の
項目につきましては、必要ないと認識してございますが、代わりの項目がないか事務局
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で精査を致したいと考えてございます。
○戸田委員

4 年前と大きく環境が変わっているので、人材や後継者含めて項目は増や

した方がいいのかなという気がします。
○川村会長

商工会議所さんのアンケートと、今回北見市で行うアンケートは使用目的

が違いますので、調査項目が重複するのもありかなという気はしていますが、調査時期、
人材という項目等々の意見もありましたので、是非その辺の視野をはっきりさせたうえ
でのアンケートの作成を期待したいと思います。
○岡村委員

今お話しのあった内容の精査についてですね、戸田委員がおっしゃった人

材育成の以外にも、例えば競争力の強化だとかいった部分での連携であるとか新技術だ
とか新サービスであるとか、そういった競争力に関する質問もどうかなと思っておりま
す。
○事務局（土井商業労政課長） 競争力に関連した内容を含めてはどうかというご意見、
人材に関わる項目について増やしてはどうかというご意見を頂きました。いずれにしま
しても当審議会のご意見を踏まえまして、事務局で精査していきたいと考えております。
以上です。
○川村会長

最終的に配布するまでの過程で一度審議会の方に見せていただく事は順

番的にあるのでしょうか。
○事務局（浦商工観光部長） 今いただきました意見を踏まえまして、次回の審議会の
段階で時期的に可能であればお示しをさせていただきたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。

（２）産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について
○川村会長

それでは次の議題に移らせていただきます。議事次第 6（2）産業競争力

強化法に基づく創業支援事業計画につきまして、事務局よりご説明願います。
○事務局（土井商業労政課長）

次に、(2)産業競争力強化法に基づく創業支援事業計

画について説明させていただきます。お手元の資料４産業競争力強化法に基づく創業支
援事業計画について、をご覧ください。
国は、地域経済の活力を高め、雇用創出を図るため、平成 25 年 6 月に日本再興戦略
を閣議決定したところですが、この戦略に盛り込まれた施策を確実に実行し、日本経済
を再生し、産業競争力を強化することを目的として、平成 26 年 1 月に産業競争力強化
法が施行されました。
産業競争力強化法では、企業単位での規制改革をはじめ、収益力の飛躍的な向上に向
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けた事業再編や起業の促進などの産業の新陳代謝を進めることで、我が国の産業競争力
を強化するとしており、地域の創業を促進する施策としては、市区町村が民間の創業支
援事業者と連携して民間ノウハウを活用したワンストップ創業支援体制を創業者の身
近に構築するなど、地域の創業者を支援し開業率の向上や、地域の活性化、雇用の確保
等を目指しているところでございます。
資料 4 の 5 ページをご覧下さい。上段に産業競争力強化法における地域における創業
支援スキームとあり、中段の大きな囲みの上段部分には、創業支援事業計画の策定とあ
ります。創業支援事業計画とは、市区町村が金融機関、NPO 法人、商工会議所や商工会
等の民間の創業支援事業者と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開
催、コワーキング事業等の創業支援に係る最長 5 年間の計画で、認定を受けようとする
市区町村が国に申請し、認定を受けるものでございます。申請した創業支援事業計画が
国に認定されますと創業支援事業者への支援として、国からの補助金のほか、関係省庁
の各種施策などの活用が可能となるものであり、資料 4 の 10 ページの次のページから
は、札幌市など道内都市において、既に認定された創業支援事業計画の概要を掲載して
ございます。
昨年 11 月、当審議会において提言をいただきました「起業・創業を促すための環境
整備を図ること」に基づきまして、今後、市におきましても創業支援事業計画策定に向
け、商工会議所や金融機関などの関係機関と連携・協議を行い、創業支援体制のネット
ワーク整備について検討して参りたいと考えてございます。
以上で、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画についての説明を終了します。
○川村会長

ありがとうございます。ただいまの事務局からのご説明につきまして、何

かご質問、ご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。
○戸田委員

北見はこれから作っていくということですか。立ち上げ等の時期的なもの

はあるのですか。
○事務局（土井商業労政課長）

この計画につきましては、北見市独自で計画を策定、

実施していくものではございません。金融機関、商工会議所、商工会等の創業支援事業
者となる団体がどこなのか、その創業支援事業者がどういった目標で創業支援を実施し
ていくのかを取りまとめる必要がございますので、まずは関係団体等との協議の場を作
っていきたいと考えてございまして、概ね年度中には協議を経て計画を策定して参りた
いと考えてございます。以上です。
○佐藤委員

創業ネットワークについては、私ども日本政策金融公庫も是非積極的に参

画したい。できれば認定の連携の支援事業者にも加えていただきたいと思っているとこ
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ろでございます。
北見市内の創業の状況などを見てみますと、私どもが扱っている案件に限っての話な
のですが、全国的に言うと、昨年度実績 110%とか 115%ぐらいの形で取り扱いは増えて
はいるのですが、この管内の取扱量としては前年を下回っている状況にあります。やは
り個別の支援には限界があるのかなと感じており、こういったネットワークを使って、
創業マインドをより向上していく仕組みになるのかなと思いますので是非、公庫として
も積極的に関与していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。質問という
より意思表明です。
○川村会長

北見市単独でなく、関係機関と協力して立ち上げていく事業計画というこ

とで、金融公庫の方から意思表明をいただきました。
この本審議会の中で起業支援ということに関して色々なご意見があって提言として
まとめたところでございますが、是非実現する方向で進めていただきたいと思います。
また、スケジュール的にもう少し詳しく説明いただけますでしょうか。
○事務局（土井商業労政課長） 国への認定申請受付期間につきましては、秋頃までの
スケジュール以降は示されておりませんが、国の認定申請受付時期に合わせ、極力早く
申請できるよう準備してまいりたいと考えております。以上です。
○川村会長

これは応募に対してどの位の採択率なのでしょうか。

○事務局（土井商業労政課長） 採択率といたしましては、申請したところは、概ね採
択いただいていると認識しております。ハードルが高い計画ではないと経済局にもお伺
いしてございます。
○木谷委員

資料の方にですね、紋別市が年間目標数で創業支援者数が 100 件、創業者

数が 22 件。苫小牧市が年間目標 250 件の創業者数が 20 件。これは実績ですか。目標数
値でしょうか。
○事務局（土井商業労政課長） 各市では会議所等の創業支援事業者と連携してクリア
しましょうという目標数値と認識しております。
○木谷委員

紋別市、苫小牧市、その他頑張ってらっしゃるので、是非北見も出来るだ

け早いうちに整備されてこのようなネットワークできればいいなと希望してございま
す。宜しくお願いします。

（３）プレミアム商品券発行事業について
○川村会長

この事業計画につきまして、また動きがありましたらこの審議会の方でも

ご報告いただきたいと思いますが、次の議題に移らせていただきます。議事次第 6(3)
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プレミアム商品券発行事業について、事務局より説明お願いします。
○事務局（土井商業労政課長）

次に、(3)プレミアム商品券発行事業について説明さ

せていただきます。資料 5 北見市プレミアム商品券発行事業についてをご覧ください。
プレミアム商品券発行事業については、本年、5 月に開催致しました当審議会において、
事業の概要についてご説明させていただきましたが、販売日が近づいてまいりましたの
で、改めて、お知らせいたします。
カラーで印刷しております A4 版の資料をご覧下さい。これは、広報きたみ 8 月号に
折り込んだチラシでございまして、表面には、販売期間や販売場所、販売時間などを記
載してございまして、裏面は、注意事項と商品券の購入申込書となっております。購入
希望者には、購入申込書に氏名・住所・希望セット数を記載していただき販売会場に持
参いただくことになります。
次のページをご覧ください。プレミアム商品券に係る取扱加盟店の登録状況ですが、
前回、販売した平成 21 年度では、合計で 725 店舗の加盟店登録がありました。7 月 19
日時点の登録状況では、521 店舗となっており、前回との比較では、約 200 店舗の減少
となってございます。登録店舗が減っている主な理由につきまして登録受付を行ってお
ります北見商工会議所に伺いましたところ、前回登録した店舗のうち、「商品券の利用
がなかった」または、「利用がわずかであった」店舗については、現時点では、登録が
なされていないと伺ってございます。
次のページをご覧ください。北見市プレミアム商品券協賛事業ですが、協賛事業とは、
商店街などが、北見市プレミアム商品券発行事業に協賛して行うイベントに対し、補助
金を交付し、商店街などでの消費喚起を促す事業であります。北見自治区では、中心商
店街で買い物をされる方を対象に、抽選でお買いもの券などがあたる事業を商店街振興
組合連合会などが実施いたします。端野・常呂自治区では、きたみ市商工会とところホ
タテちゃんシールカンパニーが、留辺蘂自治区では、留辺蘂商業振興会と留辺蘂商工会
議所が、それぞれ協賛事業を実施し、各商店街等での消費喚起に努める予定になってお
ります。
プレミアム商品券発行事業については、販売日である 8 月 22 日までの間に、加盟店
一覧などを含め、さらに周知を行う予定であり、より多くの方々に購入していただきた
いと考えています。プレミアム商品券発行事業についての説明は以上でございます。
○川村会長

単純な質問ですが、プレミアム商品券の発売期間は前回もこのくらいの期

間でしたか。
○事務局（土井商業労政課長） この期間につきましては、商工会議所や商店街等のご
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意見を伺いまして、お盆を過ぎから年末商戦までの一番消費の冷え込む時期に商品券を
販売して消費喚起を促すこととし、8 月 22 から販売いたしまして、使用期限について
は、11 月 23 日までを予定してございます。12 月に入りますと年末商戦がくるというこ
とで、このプレミアム商品券により、切れ目ない消費喚起を促すことができると考え、
この時期に設定したところでございます。以上です。

（４）ふるさとテレワーク推進事業について
○川村会長

あまり長いとプレミアムでなくなってしまいますので、時期の設定という

のも重要になってくると思います。ご質問等特になければ、次に進めさせていただきま
す。次に、議事次第 6(4)ふるさとテレワーク推進事業について、事務局よりご説明お
願いします。
○事務局（渡辺工業係長）

それでは私から(4)ふるさとテレワーク推進事業につきま

してご説明させていただきます。
本事業は、総務省の委託事業でありまして、提案事業名を「北海道オホーツクふるさ
とテレワーク推進事業」とし、北見市を代表といたしまして、斜里町・北見工業大学・
ワイズスタッフが受け入れ側となりまして、グーグル以下都市部の企業 9 社に参加をい
ただいております。
事業内容といたしましては、地方創生の先行的実施事業といたしまして、都市部の企
業の大きな課題であります、人材確保のソリューションとして、ふるさとテレワークの
メリットを明確にするものであります。サテライトオフィスを設置することで、社員の
派遣による交流人口の増加や移住促進を目的としておりまして、北見市と斜里町が連携
し、4 パターンのサテライトオフィスを設置し、都市部企業 9 社は社員を派遣し、テレ
ワークを活用して都市部本社で行う通常業務が地方でも可能であることを実証するも
のであります。
実証期間につきましては、資料には 7 月から来年 2 月までと記載してありますが、現
在総務省との調整が長引いておりまして、8 月下旬からを予定しております。事業費に
つきましては、7113 万円を予定しております。設置するサテライトオフィスには、テ
レビ会議システムや Wi-Fi 環境を整備しまして、大学隣接型・商店街利用型・自然隣接
型・職住一体方という 4 パターンを用意する予定となっております。実証を求められる
4 つの類型としましては、本社機能の一部をテレワークで実施すること、地方移住希望
者社員がテレワークで勤務を継続すること、都市部の仕事をテレワークにより地方で受
注すること、テレワークで働く人材を地方で採用することの 4 つであります。
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事業スケジュールといたしましては、5 月 15 日に提案書を提出しておりまして、7 月
7 日に総務省において委託先候補を選定しております。40 弱の提案の中から今回北見市
も含めまして 15 提案が採択となっております。
成果報告としましては 2 月末から 3 月中を予定しておりまして、現在、総務省と契約
にむけまして書類の精査を行っているところであります。
次ページ、下の図のとおり、拠点を北見市と斜里町におきますことから、両拠点を移
動することによりまして、圏域にも観光面ですとかそういった波及効果も狙っておりま
す。以上であります。
○川村会長

ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明について何かご質問、

ご意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
この事業は先ほどの、産業競争力強化法に基づく創業支援事業と違って、すでに採択
されたというテレワーク推進事業でございます。
○戸田委員

今日は非常に暑いのですけれど、この間も蒸し暑くて、京都から来たお客

さんとゴルフをしていて、暑いですねと言ったら、これくらい可愛くて良いですよ、こ
んな快適なところはありませんと言う位、夏のこちらの生活環境としては非常に良いの
だろうと思うのです。避暑疎開的にでも、ビジネス疎開でも、こちらで仕事をして結果
としてここに住んでくれたら良いのですけれども、一時的にでもいいですから、この地
域に交流的に人が動くというのは大変好ましいと思いますので、できればこの事業も定
着して、参加される企業がもっと広がりを持って、こちらでサテライトオフィス的なも
のを開設して人が色々行きかえば非常に良い事業ではないかと思うので、ぜひ期待をし
たいなと思います。
○田尾委員

このテレワーク事業は、地方創生戦略会議でもかなり力を入れてらっしゃ

ると思います。ワイズスタッフさんは、システムを構築して利用促進を図っていると思
うのですが、具体的にそれを利用して働く人というのは、どういう勤め先の方ですとか、
例えば行政の方なども推進しているのですから、北見に来て仕事をしていただければ良
いと思うのですけれど、具体的にこれを利用する企業ですとか事業先など、どのような
ところが予定されているのか決まっていましたら少し教えていただきたいのですが。
○事務局（渡辺工業係長）

資料の上から 2 番目の共同提案団体というところで（株）

ワイズスタッフまでが北見の受け入れ側で、その後ろのグーグル（株）、
（株）ミサワホ
ーム総合研究所、
（株）イグアス、
（株）Ｗaris、
（株）アイエンター、
（株）アンブルー
ム、（株）ウィルリンクシステム、（株）エグゼクション、（株）要というのが都市部の
企業でありまして、ここの社員が今回の事業の中で参加していただく予定となっており
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ます。それぞれ何名、どの位の期間居てくれるのかというのは計画の中で示されている
ところであります。
○川村会長

皆さまご承知の大きな企業、特にＩＴ関係が入っていますので、この推進

事業をスタートにして持続的な形になればなというような気がしています。
○木谷委員

平成 28 年の 2 月まで、実験的にやるような、そこで答えをある程度検証

するというような事業なのでしょうか。
○事務局（渡辺工業係長）

この事業は、総務省からの委託事業でありまして、平成

26 年度予算の繰越し事業になっております。繰越し事業でありますので、事業費は単
年度分しか見られておりません。2 月末をもって成果報告などを作りまして、今回採択
となっております 15 提案で報告会などを開く予定となっております。その中で良かっ
た点、悪かった点等出てくると思いますので、それを踏まえどういう継続の仕方がある
のかというのも実証してくことになっております。以上です。
○木谷委員

それで検証してこれはいけるとか、もっと続けた方がいいという場合、予

算がつく可能性はあるのですか。
○事務局（渡辺工業係長） 今回の予算の提示しかありませんので、来年度以降の予算
というのは出るとも出ないとも言えないです。
○木谷委員

何も分からないということですね。いい結果が出ればいいなと思っていま

す。
○事務局（浦商工観光部長） 先ほどもお話しがありましたけれども、国としては地方
創生の一つの目玉の事業だとなっていますので、国の予算は単年度ですから、はっきり
と何年続くといった申し上げ方はできませんけれども、おそらく、総務省としては、次
年度以降、数年にわたって、予算要求がされていくものだろうと私どもは考えさせても
らっております。ですから何とか北見にきていただいて、先行できるような仕組みをつ
くっていきたいと思っております。
○戸田委員

まあその事業はね、今言うような事だろうと思うのですけど、やっぱりこ

れから役所としてね、企業誘致ということを考えれば、新しい形の企業誘致だと思うの
ですよね。その辺で北見市がこれから新しい形で企業を呼び込むという枠作りを、これ
を機に色々なことを考えていくべきではないかと思うのです。我々は逆に、さっき言っ
たように避暑疎開みたいな一時的でもいいから環境を整えて、ＩＴ関係の企業に限られ
るかもしれないけれど、夏の時にちょっとこっちへ来て仕事をしてもらう。家族も揃っ
て来てもらえれば、夏休みも兼ねて来てもらえれば、色々な広がりが出てくると思うの
で、これを契機に組み立てができればと期待をしております。是非頑張って下さい。
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○清野委員

こういったケース留辺蘂でもですね、農家に新規就農して都市部から移住

してきた奥さんが既にテレワークをしている実例がありますけれど、市内でそういった
実例はかなりあるのでしょうか。
○事務局（結城商工観光部次長） 個別に実例をおさえてはいないのですけれども、市
内のワイズスタッフさんがメインになってございまして、市内はもとより本州からその
他にむけて、人数を増やしているのですけれども、市内の数をおさえきれていないとこ
ろがございますので、情報がございましたらお教えいただければと思いますのでよろし
くお願いいたします。
○川村会長

逆にちょっと質問みたいになってしまいましたけど、そういう情報があり

ましたらまたお聞きしたいと思います。このふるさとテレワーク推進事業というのは今
年度という形でみてきてはいるのですけれど、実は昨年ですか、一昨年になるのかな、
ＩＣＴを用いた街づくり事業というのも総務省のほうでありまして、これも北見市さん
と他の関係団体が実施しているという過去の事例もございます。キーワードが街づくり、
地方創生になろうかと思いますけれど、ＩＴを使って色々な事ができないかということ
で、単年度ではありますけれど、色々な下ごしらえをしている段階だと思います。是非
これが長いこと続くことを願っているわけですが、過去にもそういったことがあるとい
うことをご紹介させていただきました。

（５）第４次観光推進プロジェクトの策定について
○川村会長

それでは次に議事次第 6（5）第 4 次観光推進プロジェクトの策定につき

まして、事務局よりご説明願います。
○事務局（三上観光振興課長） それでは、議事 6（5）第 4 次観光推進プロジェクト
の策定についてご説明させていただきます。資料は 7 参考資料としまして第 3 次新北見
観光推進プロジェックトの概要、そして資料 8 北見市観光推進プロジェクト策定に向け
てでございます。観光振興課では、合併以降平成 19 年度より、3 年周期で新北見型観
光推進プロジェクトを策定し、戦略的に観光推進のための各種施策を展開しております。
現在、平成 25 年度から平成 27 年度においては、地域観光情報発信事業、観光客受け入
れ態勢充実強化事業など 4 本の柱で構成された第 3 次新北見型観光推進プロジェクトを
進めているところであります。来年度、平成 28 年度から 3 年間は、これまで行ってき
たプロジェクトの検証を行いつつ、新たな第 4 次観光推進プロジェクトを策定し、北見
市全体の観光を進めていくことになります。新プロジェクトにおいては、オホーツク及
び東北海道における広域観光を一層強化し、北見市の観光の指針となる計画を策定して
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まいりたいと考えております。
また、インバウンド関係では高橋北海道知事が、2020 年度までに外国人観光客を 300
万人目指すといった公約にもあるように、北海道全体でも年々、外国人観光客が増加傾
向にあります。インバウンドは、現在多方面から注目されていることでございます。北
見市においても、平成 26 年度の外国人観光客は前年度の 1.4 倍に伸びており、このた
び北見市を含む東北海道において、これは観光庁の事業ですが、広域観光周遊ルートの
認定を受け、積極的に事業展開を行っていくこととなります。観光推進プロジェクトで
は、そういった外国人誘客にも向けた、海外プロモーションですとか、交通アクセス、
受け入れ態勢の強化などを盛り込むことを考えております。
プロジェクトの策定に向けては、観光協会はもとより、市内旅館組合、商店街組合、
飲食業組合、北見工業大学、金融協会、新聞社、エージェントなど、観光に関連する団
体で策定委員会を構成し、広く意見を集約した中で、第 4 次計画を策定してまいりたい
と考えております。以上でございます。
○齋藤委員

市内には、免税店とかあると思うのですが、何店舗位あるのでしょうか。

○事務局（三上観光振興課長） 市内に今ですね、免税店につきましては、イオン、そ
して大江本家ですとか、温根湯ホテルの売店が免税店になっております。そしてこれか
ら、もう間もなくですね、パラボでも免税店の許可を得るというような情報が入ってお
ります。以上です。
○齋藤委員

外国語を話せる方もきっと用意されていらっしゃるのでしょうけれども、

英語とか、韓国語とか、色々あると思うのですが、どのような方がいらっしゃるのです
か。
○事務局（三上観光振興課長） 現在、多言語を話せるような観光ボランティアの方は、
おもだってはいないような状況です。先ほども申し上げたように、今回、観光周遊ルー
トといって観光庁の事業が採択されまして、そういった中で、外国語の標記ですとか、
外国語を話せるボランティアの育成ですとか、そういった部分の予算もついております
ので、そういったものを利用しながら来年以降やっていきたいなと考えております。
○戸田委員

オホーツクの道を考える会で高速道路の誘致の時に、色々高速ができたら

という部分でですね、中央要望しているのですけれど、その中の 1 つに説明があった、
観光庁のこの辺の周遊のルートに選定されたと、それでインバウンドの呼び込みをとい
うことで、そういうことの中で、我々も道路の必要性とか訴えているのですけど、具体
的にその予算をどう執行していくかという部分でいくと、もっとより大きな予算はつい
ているのですか。
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○事務局（三上観光振興課長）

今年度については、予算は提示されてはおりません。

来年度以降のスキームの部分もまだ細かく示されてございませんので、市の持ち出しが
半分になるのか、国が全部持ってくれるのか、そういった部分はまだ一切決まってはお
りません。
○戸田委員

我々は指定されてよかった。じゃあ実際指定されたら観光庁がＰＲをして

くれるのか、具体的に地域にどんなメリットがあるのですか。
○事務局（三上観光振興課長） 認定されたのが、6 月位だったと思いますので、それ
から一度その全体の会議が開催されておりまして、その中である程度示されてはいるの
ですが、先ほど申し上げたように額の部分については、まだ示されていない状況です。
以上です。
○戸田委員

これから北見という広域観光うんぬん含めて考えた時に、色々な団体があ

りますのでね、機会があればそうゆうところの話しを聞くだとかされて、北見が推進す
る観光プロジェクトを充実させたらいいのではないかなと思うのですけど、是非よろし
くお願いします。
○木谷委員

来年で新北見 10 年ということで、資料にもありますけれど、だいたい北

見のイメージは定着しつつあると。一番変わったのは観光系かなと。北見はこれで山あ
り海あり温泉ありでですね、ある程度の観光の下地の要素を手に入れたわけですよね、
もう 10 年になりますけれど。それをうまく組み合わせて、特に免税店だとか、外国人
は、温泉地によく来るわけで、滞在型でできるだけ北見に滞在してもらって、お金を落
としてもらうような感じっていう。それに先ほどのインフラですかね、外国語を話せる
人をある程度確保しておくとか、そういう下準備の段階というのですかね、そういうの
をしっかり北見市としてやっておいていただいて、あと何かの機会で出た話かもしれま
せんが、北見市としてはこういう観光の周遊ルートはありますよ。何日かこの辺で遊べ
ますよ。というようなルートを何コースか提示できるような自前の観光コースを用意し
ておくとか、これらは北見市の個人戦なのですけど、あと北海道の団体戦というかチー
ムとしては周遊の中の一部分を担えるような。北見はこういう位置づけ、全体としては
こういう位置づけで、ここでしっかり観光してもらうという、スタンスを確立していた
だくようなものが早くですねちゃんと出来上がればなというふうに思っています。まだ
なんとなくバラバラという感じがしますので、せっかく色々な要素が北見もあるわけで
すから、何とかいい方向にですね、お金が北見に落ちるような方法を考えていただきた
いなというふうに思ってございますのでよろしくお願いします。
○川村会長

先ほどちょっと観光で色々な国の方がこの地を訪れているということが
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ありましたけれど、基本的には英語が共通語ということで、およそ、観光で来られる方
もある程度英語に関しての理解、もしくは個人で来られるのと団体で来られるのとまた
違うかもしれませんけれど、初めは英語の方から話されることが多いとは思うのですが、
最近、都市に行くと、中国語と韓国語がすごく多いですよね。英語と中国語と韓国語は
どこに行ってもあるような、特に日本の都市の中ではあるという事なのですが、話しは
別のところにありますけれど、本学にだいたい 100 人位留学生がいましてですね、アジ
ア方面がやはり多いのですが、その学生がマレーシアとかベトナムだとか、そういう学
生が観光の方のお手伝いをしているということがデ－タとして分かっていましてね。一
時しのぎかもしれませんがかなり役立っていると思います。学生たちも喜んで地域に何
か貢献できることをやっているケースはあるのですが、やはり新聞等々で報道されてい
るようにアジア系が増えているのですかね。その辺の観光層、それから観光の動き方
等々含めて先ほどのプロジェクトと一緒に最適解みたいな観光のルート、情景みたいな
ものを整備するというようなことが、今後新たに必要になってくるかなと、そういう時
代になってくると思います。観光資源はたっぷりあると。そういうことをどちらかとい
うと日本人より外国人の方が気づきやすい、それはまあ私も大学にいてすごく認識して
いるところですので何とかその辺をこの機会を利用してつなげていくというかですね、
地域振興につなげていくということが重要になってくるかと思います。

（６）その他
○川村会長

それでは議事次第 6（6）その他ですが、委員の皆さんの中から何かござ

いますでしょうか。
○田尾委員

この審議会、年に 3 回から 4 回ほど開催されるということで伺っているの

ですけれども、この後の開催スケジュール、何月頃というのが分かれば教えていただき
たいのと、できましたら次回の議題というのはどのようなことを予定されているのか、
教えて頂きたいと思うのですけれどお願いします。
○事務局（土井商業労政課長） 次回の審議会の日程については、今、何月頃というの
は持ち合わせてはございません。ただ議題といたしましては、先ほど皆さまからご意見
を頂きました創業支援事業計画にあたっての進捗状況なりを議題にしていく必要があ
るだろうと考えてございます。また審議会の日程につきましては、皆さん大変お忙しい
と思いますので、極力早めにご案内を差し上げるようにしたいと考えてございますので
ご理解をいただきたいと思います。以上です。
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○田尾委員

ありがとうございます。私、この委員、公募で参加させていただいている

のですけれど、去年皆さまが出されました中小企業振興に関する提言書というのを、事
前に市役所さんからいただいておりまして、そこに書かれていたことの大きく 3 つは起
業創業の環境整備を図る、1 つは中小企業者の資金需要の支援と円滑化を図る、3 番目
に企業の人員、人材確保に向けた対策を図る。まさに中小企業の今直面しているのは、
この審議会、中小企業を元気にするためにはどうしたらいいかということを考えるとこ
ろだと思いますので、今まさに私が一番感じるのは、特に 3 番目の人材、人員確保・育
成、この辺は非常に今課題になってきているのではないかなあと思っておりますので、
是非、議題にはその辺をお願いしたいとは思っているのですけれど、ここに提言にある
通りだと、この提言書はその通りだと私は思いますので、是非それに沿った形の話しが
なされるとよろしいのかなと私は感じております。意見です。
○川村会長

提言という形で 3 点になっておりますけど、色々なことがあった中で集約

された意見ということです。そこに至るまでは起業の環境の話しもありましたし、地域
のおかれている事情の話しもありましたし、本当にこの中小企業の整備が地方の創生に
つながるということを真剣になって考えて出したものでありまして、人材育成が一番プ
ロジェクト関係でも非常に増えているということは間違いないだろうと思いますが、今
後の審議会でも、今委員の方からお話しありましたように、もう一度さらに提言を深め
ていくというそういう議論は私としても必要かなと認識しております。
○戸田委員

ちょっと関連するのですけど、さっきの地方創生の、それこそひとまち仕

事でいえば、北見の総合戦略で、雇用の問題だとか人材の確保というのをうたっている
ようなのですけれど、それらと絡んでこの中小企業振興審議会に関連したものというの
は出てくるのですか。
○事務局（浦商工観光部長） 市では、今お話しがありましたように総合戦略の策定を
鋭意進めているところで、目標を 10 月という形で進めておりまして、今、たたき台を
作りまして、それを委員の皆様にお示しをして、また色々な調整をさせていただいてい
るところであります。その中身の一つに、雇用という項目がございますので、雇用を生
み出すためにはどういったような施策を打っていくのかと、そういった部分に関しまし
て、出来上がったものを、次回ある程度お示しできるのであれば、雇用増に結び付くど
ういった施策を盛り込んでいくかというものをお示しするような形にさせていただけ
るかと思います。
○岡村委員

端的に言いますと、例えば今日の議事についても、この審議会独自の議事

というのは一番のアンケートの調査についてということだけで、他については、何とな
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く降って沸いたような、どこかから持ってきたようなものばっかりで、独自に何か計画
して議題を作ったというものではないような気がしております。
田尾さんがおっしゃったように、大事な会議ですので、情報の収集については、一昨年
の会議の中で、この審議会とそれからこのアンケートによって情報収集をするのだとい
うようなお話しをされておりましたけれど、やはりその先進地の事例というのを、例え
ば去年の 8 月でしたか、関満博先生という方をお呼びして、講演会を開いていただいた
のですけれども、例えば関先生がお関わりになった、墨田区の情報ですとか、どんなこ
とをやってきたのかというのを、私たちのこの会議の中で少し掘り下げてみる必要があ
るのではないかと思っています。先進地の事例に学んだ方がいいのではないかという意
見です。
○川村会長

本日の議事は、おもに現況報告と申しますか、このようなプロジェクトが

あるので、この中小企業振興審議会に関係することが、プロジェクトにどうのように活
かされるかというところで、今までやってきたものをどのように次に繋げるのかという、
いわゆる情報提供の方が多かったと理解しております。今後色々なニーズがそれから要
望が出てまいりましたけれども、それを受けて事務局の方でも対応して次回以降の議事
にも反映させるということで準備したいということですので、私も是非、次回以降の議
事に関しましては、重点的にその辺を議論できるような場を作っていきたいと思ってお
ります。色々な委員からの提言がありましたし、新しく入られました委員からも、新鮮
な目でご提案をいただきましたので、次回以降に反映できるような議事にしたいと考え
ております。

７．閉会
○事務局（浦商工観光部長） 以上を持ちまして、本日の北見市中小企業振興審議会を
終了させていただきます。どうもありがとうございました。

（終了）１５：２５
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