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北海道商工業振興審議会 第３回商業活性化部会 議事録

日時：平成30年１月12日（金）13:30～14:10

場所：道庁本庁舎９階 経済部１号会議室

１ 開会

■経済部地域経済局中小企業課 斉藤地域商業担当課長

ただいまから北海道商工業振興審議会 第３回 商業活性化部会を開会いたします。委員の皆様に

は、時節柄お忙しいところ、御出席いただき誠にありがとうございます。

本日は、委員９名中６名の御出席をいただいており、委員の過半数が出席しておりますので、北

海道商工業振興審議会条例施行規則第２条第２項の規定により、本部会は成立しておりますことを

御報告いたします。

なお、本日の部会におきましては、道が定める「附属機関等の設置又は開催及び運営に関する基

準」に従い公開とし、議事録も北海道のホームページ等で閲覧に供しますことを御承知おき願いま

す。

２ 挨拶

■経済部地域経済局中小企業課 斉藤地域商業担当課長

開会に当たり、経済部地域経済局長の尾形から御挨拶申し上げます。

■経済部 尾形地域経済局長

経済部地域経済局長の尾形でございます。私から開会に当たり一言御挨拶申し上げます。

この部会につきましては、８月に第１回、９月に第２回、今日が３回目の部会になりますが、年

明け早々の大変お忙しい時期に、江頭部会長をはじめ、委員の皆様には、御出席をいただき誠にあ

りがとうございます。

本日は、前回まで御議論いただき、取りまとめました地域貢献活動指針（素案）と地域商業活性

化方策（第２期）（素案）につきまして、11月８日から１ヶ月にわたりパブリックコメントを実施し

ましたので、その結果を報告いたしますとともに、当部会で審議した地域商業活性化条例などの検

討結果につきまして、来月開催の商工業振興審議会に報告いたしますことから、事務局で作成しま

した報告案について、委員の皆様に御審議いただくことになりますので、それぞれの御専門の立場

から忌憚のない御発言をお願いいたします。

当部会につきましては、今回が最後となり、検討内容の報告をもって、その役目が終了いたしま

す。今後、道におきましては、御検討いただいた条例、条例施行規則、地域貢献活動指針、地域商

業活性化方策の周知を図るとともに、条例の目指す姿に沿った施策を推進してまいりたいと考えて

おります。

委員の皆様には、本道における地域商業の活性化に向け、格段の御協力をお願い申し上げ、開会

に当たっての挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

■経済部地域経済局中小企業課 斉藤地域商業担当課長

それでは、ここからの進行は、江頭部会長にお願いしたいと思います。

３ 議事

（１）パブリックコメントの実施結果について

■江頭部会長

それでは、本日の議事に入ります。本日は、次第にありますとおり、二つの議題を予定しており

ます。まず、議題の一つ目ですが、「パブリックコメントの実施結果について」です。当部会で検討

し、取りまとめました北海道地域貢献活動指針（素案）と北海道地域商業活性化方策（第２期）（素
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案）について、前回部会で説明したとおりパブリックコメントを実施いたしました。その結果につ

きまして、事務局から説明をお願いします。

また、パブリックコメントを受けて、指針及び方策の素案を一部修正しているとのことですので、

併せてその説明もお願いします。

（資料１、２、参考資料に基づき事務局から説明）

■江頭部会長

ただいま、説明がありました。まとめると11月８日から１ヶ月間、パブリックコメントを実施し

て、３団体から８件の意見が寄せられたということです。主な意見につきましては、御説明のあり

ました資料１のとおりです。意見を受けて素案を修正したものが、指針に１件、方策に１件ですね、

ただいま説明がありました。修正内容については、資料２で説明しています。

それでは、資料１のパブリックコメントの実施結果と資料２の指針及び方策のパブリックコメン

ト時からの修正点について、御意見、御質問等がありましたら、御発言お願いします。

何かございますでしょうか。

（意見等なし）

一つ、私の方からの質問ですが、ほかのところは、この修正で良いと思います。「稼げる商店街づ

くり」ということが地元から誤解を受ける可能性があるという御意見があったということですけれ

ども、私は商店街は稼げないとやっぱり駄目だなぁと思うので、これは、どういうような誤解があ

るのでしょうか？何か、そういうお金儲けばかりすることに執着してしまうというようなニュアン

スでしょうか。

■経済部地域経済局中小企業課 今井主幹

文言は、こういう形です。要は、お店だけで儲けるということだけを直に言ってしまうと、お客

さんあってのお店なので、お客さんから反感を買うのではという御意見です。ただ、商店街が稼い

でくれないと、なかなかいろいろな活動ができないので、そういうことは必要と考えています。

■経済部地域経済局中小企業課 斉藤地域商業担当課長

付け加えると、稼げる商店街づくりというのは、商店街の方が頑張ることなのですけれど、この

方策を見ていただいたらわかると思うのですけれども、消費者目線の部分も実は書いてあるので、

そこだけ見たら少し誤解される点もあるのですが、消費者側のこともきちんと書いてあるので、そ

こはそこで整理されて構わないのではないのかなという判断です。

■江頭部会長

わかりました。そのほか何かございますでしょうか。なければ、事務局案のとおり指針（素案）

及び方策（素案）とさせていただきます。

（２）部会における検討結果の報告について

■江頭部会長

続きまして二つ目の議題です。「部会における検討結果の報告について」でございます。

本部会では、昨年７月14日に審議会から付託された「『北海道地域商業の活性化に関する条例』の

見直しについて」、これまで本日を含め３回にわたり審議を行ってまいりましたが、その検討結果に

ついて当部会から審議会へ報告することとしております。審議会への報告内容につきましては、今

までの部会での審議経過を踏まえ、事務局案を取りまとめておりますので、説明の方をお願いしま

す。
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（資料３に基づき事務局から説明）

■江頭部会長

説明にありましたとおり、条例、施行規則につきましては、現行どおり維持することが適当とい

うことです。

基準面積につきましては、大規模小売店舗立地法の該当店舗の出店傾向を適宜把握して、大きな

変化が生じた場合には、見直しを検討するように意見を付しています。

指針につきましては、地域貢献活動の実施状況などに即した内容となるように見直しを行い、大

型店による地域貢献活動の実施や、商店街等との連携・協働の実効性を確保するため、指針の内容

の周知やその実施を促す取組を、今後強力に展開するように意見を付しています。

新たな方策につきましては、条例の目指す姿に沿って、重点的に取り組むべきテーマを設定し、

具体的な取組例を示すなど整理をしております。

この検討結果の報告案について、御意見、御質問を伺いたいと思います。

■島口委員

２番目のところの真ん中ぐらいですね、「6,000㎡以下の店舗にあっても」という文章ですが、お

かげさまでいろんな御意見をいただきまして、別添の中には、商店街を含めていろんな形を含めて

いただきましたので、説明の内容としてはきちんと出ておりますし、6,000㎡ということに対しまし

ても、この部会として一応、規定として納得をいただいているところではありますけれども、実際

に、別添を見る前にこの状況を見たときには、6,000㎡以下は、前にも申し上げたのですけれども、

何もしなくていいように見えかねないというところもありまして、この辺の中で、ちょっと文章に

工夫をいただけないかなという願いがございます。

まず、「6,000㎡以下の店舗にあっても」の後、「その立地に」とありますから、立地に対しての表

現ですので、「問題が生じていない」、ゼロではないのですよね。

だから、「大きな問題が生じていない」というような形で、少し何かあったということを匂わすよ

うな形で、その３文字ぐらいを入れておいて、実際には問題が出たところもありましたので、「大き

な」の３文字を入れていただけるとありがたいということと、下から３行目になりますが、「以上か

ら規則について」ということで、「適当である」でいいのですが、その後にですね、努力義務ではな

いのですけれども、「ただし、6,000㎡以下の店舗であっても、地域貢献活動に積極的に参加するこ

とを望む」というような形のですね、一文を一つ入れていただけないだろうか。

そうすることによって、6,000㎡以下の方にも、地域貢献に対して少し努力していただこうという

メッセージにはなるのかなと。

大抵、そういうことを見るときにですね、必ず表紙を見て判断をされてしまうので、良ければ、

そういう未来につながる一文を、望みといいますか、そういうものを是非この中に加えていただけ

たらありがたいなというふうに思います。以上です。

■江頭部会長

ありがとうございます。ただいまの御意見について、何かございますか。我々はいろいろと問題

や意識を共有していますけれども、この話を聞いていない方は分かりにくいと、その部分を付け加

えたらということです。事務局の方から何かありますか。

■経済部地域経済局中小企業課 今井主幹

今までの議論も入れた上での御発言だと思います。検討して、整理したいと思います。

■島口委員

問題なしとお墨付きを付けてしまうような雰囲気になっているので、表現してほしいなというと

ころはありますね。

■経済部地域経済局中小企業課 斉藤地域商業担当課長

地域貢献活動の努力だけではなく、出店に関する説明などもありますので、この辺も付加しても。
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■島口委員

6,000㎡以下の方も条例に準ずるような形で努力をお願いしたいみたいなメッセージでも構わない

ですけども。具体的でなくても構わないので、そのような一文を入れてくれたらなと。

■江頭部会長

そのほか、何かございますか。ただいま、島口委員の方から頂きました御意見につきましては、

私と事務局の方で取りまとめて、その結果を委員の皆様に御報告する形にしたいと思いますがよろ

しいでしょうか。

（一同了承）

ありがとうございました。

４ その他

議題は以上です。最後に「その他」となっていますが、何か御発言のある方はおられますか。御

自由に何か御発言いただけたらと思います。

ありませんか。事務局から何か。

■経済部地域経済局中小企業課 斉藤地域商業担当課長

事務局の方からは特にありませんが、机の上に置いてありました経済産業局からの補正予算の関

係の情報提供があります。

■北海道経済産業局・佐藤課長

部会の検討結果取りまとめ、お疲れ様でした。今後、地域商業の活性化に向けて、取組が一層進

められることを期待しております。

本日お配りした資料につきましては、昨年12月に、国で新しい経済政策パッケージ、補正予算案

が決定され、商業関係についても、この資料の表側にあります地域文化資源を活用した商店街の取

組支援ということで、地域文化資源を活用した外国人観光客の消費を促す取組の支援のための予算

が15億円計上されております。これにつきましては、今期の定例国会、１月22日が召集予定だと思

いますが、そこで審議される予定になっております。

資料の裏側になりますけれども、30年度の商店街の取組に対する支援につきまして、事業の概要

の資料を配付させていただきましたので御参考にしていただけたらと思います。

補助金の公募等につきましては、29年度補正は１月下旬以降、30年度予算は３月辺りが予定され

ておりまして、その時期になりましたら、経済産業局のホームページ等で周知させていただきます

ので、商店街等でこういった事業を考えられているところがありましたら、御周知いただけるとあ

りがたいと思います。

■江頭部会長

申請主体は、各商店街組合ですか。

■北海道経済産業局・佐藤課長

基本的には、商店街振興組合です。

■江頭部会長

各商店街ですか、市が取りまとめている連合会ではなくて。

■北海道経済産業局・佐藤課長

連合会でも大丈夫ですけれども、事業が「どこで」というものが限定されてくると思うので、市
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全域というのは通常考えにくいかなと。

■江頭部会長

小樽では、市内中心14商店街一緒に申請したことがあるんですけれども。

■北海道経済産業局・佐藤課長

そういう形もあると思います。また、小さいまちにおかれては、組合がないということで、実質

的に商工会がそういう役割を担っているというのであれば、申請も可能となります。

あと、民間の事業者の方と商店街がコラボして、事業を行っていただくということも可能となり

ます。

■江頭部会長

ちなみに、うちの大学では、今、地域を回って、商店街とこういうことを一杯やっているんです

けれども、そういった組み合わせも可能なんでしょうか。申請主体は、もちろん商店街だと思いま

すけれども、事業として、商店街を通じて、大学とのコラボで何かやるという。

■北海道経済産業局・佐藤課長

実質的に、事業の中で大学とコラボするというのは可能で、あくまでも誰がやるというところは、

商店街が主体というのが基本です。

■矢島委員

外国人が対象ということですけれども、もちろん、対象が日本人でも申請しても構わないですか。

■北海道経済産業局・佐藤課長

29年度の補正予算案は、インバウンド消費が主体で、地域にある文化資源の活用が前提になって

いるので、歴史的な街並みとかは、北海道は少ないかもしれませんが、そういったものとか、地域

資源などを活用した事業が対象です。外国人がゼロというのはなかなか事業としては考えにくいの

で、外国人も日本人もというつくりにしていただくのかなと思います。

■酒本委員

29年度の補正は、年度またいで実施されるということだと思うんですけれども、事業の終期はい

つぐらいでしょうか。例えば12月までなのか、10月までなのか。

■北海道経済産業局・佐藤課長

今の時点で、明確に申し上げることはできませんが、少なくとも今年度内ということにはならな

いと思います。

■江頭部会長

ほかに御質問はありますか。なければ本日の審議は以上となりますが、当部会も今回で最後とな

ります。少しお時間がありますので、各委員から一言、お話をいただければと思います。それでは、

佐藤委員からお願いします。

■佐藤委員

是非、こういった良いものがまとまりましたので、地域の商店街も含めて、十分周知をされてい

ただいて、今回の指針・方策が実効性のあるものにしていただきたいなと思ってございます。

■島口委員

何度か、商店街のお話をさせていただきました。大変、街中の商店街それから地方の商店街、い

ろいろ温度差がたくさんございますし、置かれている環境の違いというのもたくさん出ているかと

思います。
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今回の中で、一応6,000㎡ということでしたが、その下も大変苦労しているという現状も多々ござ

いますので、是非、そういう意味では、地域をまとめる、これからの人口減少下の中で、商業者が

中心でやっていかなければならない地域のコミュニティを大事にするためには、是非、そういう施

策の中で、一生懸命、皆さんと一緒に頑張っていければいいなと思っておりますので、引き続き御

協力をよろしくお願いしたいと思います。

また、今も出ておりますインバウンドということもありますけれども、確かにインバウンドで来

ている地域はいいのですが、来ていない地域もあります。こういう方々が、一生懸命、望んでいる

姿というのもありまして、実は、今回、道南と道央で、私、セミナーを行うんですけれども、そう

いう中では、彼らもインバウンドというものをどう取り込もうかということもございます。

商業振興の中で、実際に、彼らを商業の糧とする、そういう施策も道の中に一緒にあってもいい

のかなということでは、これから考えていく必要があるのかもしれません。

そういう意味では、私がおります狸小路というのは、本当に恵まれている状況ですけれども、こ

れもいつまで続くかわかりませんし、なおかつ、ハードを含めた周辺環境の整備というのも大事な

ことになっていまして、そういう意味では、宝ではないんですけれども、インバウンド事業を含め

て、商店街、いろんな形の方面でやっていくことはたくさんあるかと思います。是非、皆さんのご

協力をいただきたいと思いますので、今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。

■矢島委員

いろいろ勉強させていただきまして、ありがとうございます。地域振興は、商店街に限らず、そ

の事業者の皆さんと消費者とあるいは生産者、いろんな人たちが一緒に取り組まなくてはいけない

問題ではないかと、かねがね思っております。

お互い協力しながら、新しい仕組みといいますかシステム、そういうものを作っていくという、

そういうアイデアが必要なのかなと考えております。

これからも、様々な機会を捉えてですね、そういったことを啓発できるようなことは、私どもと

してもやっていきたいと思いますし、皆さん方においても、御協力をお願いしたいと思います。

ありがとうございます。

■小野寺委員

大型店との地域貢献の在り方ということで、私自身は、大型店と小売業者が連携しながらやって

いくということは、逆にやれないと思っていたのですが、素案から新しく出た内容を聞きましたら、

私たちも歩み寄ることが大事だなと、すごく反省した気持ちでおります。今、島口委員がおっしゃ

ったとおりが現実ではないかなと思っています。ですから、私たちも小売業者も経営者も高齢にな

ってきていますので、そういう点では、街全体でやっていくことに辛い部分がたくさん出てきます

けれども、もう少し私も大型店に対して、自分から歩み寄る傾向を持ちたいと反省した次第です。

■酒本委員

これまでいろいろ意見を言わせていただいて、ありがとうございました。最終的には、別添２に

書いてあります、取組を促進するための必要な支援とか調査研究、情報提供が、これから大事にな

ってくると思っております。ここ数ヶ月の間にいろんな自治体さんと関わらせていただいて、商店

街が担う役割が、まちによって全然違う。厚生労働省との医療の関係で商店街が頑張らなければい

けない、見守りをしなければいけない、というようなまちも出てきていますので、その時代に合わ

せて、場所に合わせて、地域に合わせて商店街の役割がどんどん変わっているような気もしており

ますので、この方策をベースに随時見直したり、施策をどんどん柔軟にやっていただければと思い

ます。よろしくお願いします。

■江頭部会長

それでは、最後に私の方から話させていただきます。皆さんどうも長らくありがとうございまし

た。いつも思うのですけれども、大型店と地域の商店街の関係というものは、もちろん何も変わら

なければ、大型店と地域の商店街が競合してしまって、どちらかが生き残るという話になると思う
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のですが、現状、例えば地域の核となる商店街が衰退すると、そこから結果的に、北海道では典型

的にそうですが、人が流出してしまうわけで、その結果、進出した大型店の方も結局採算が合わな

くなり、人口減少の影響をもろに被ってしまうということが将来的にあり得ますので、本来、今後

の人口減少社会を前提とした場合は、お互いが相互的に活動しなければ、お互いが生き残れない、

ということになりかねないというのは事実だと思います。

ですから、今後のこの施策というのは、別に商店街を守るだけということではなくて、北海道全

体、経済全体、あるいは大型店を含めた北海道全体の経済を守るために必要な施策であるとの位置

付けという形で考えていければと思います。

あともう一つ、少し宣伝になりますが、先ほどお話しましたとおり、本学に地域経済研究部とい

うのがありまして、設置自体は10年前くらいからやっているのですが、ここ５年ほどは、地域の商

店街などに調査に入っています。今は小樽と後志を中心にやっていますが、元々のターゲットは北

海道全域の経済を対象として研究や協力を行っておりました。もし、皆様の商店街の方で、こうい

うことを大学と一緒に考えてほしい、ということがありましたら、大学の方でも御協力できること

は、御協力したいと思います。マーケティング調査であるとか、ニーズ調査、さらには学生と一緒

に何かやるとか、そういったようなことも可能になると思いますので、是非お声がけください。

先ほど、経産局の地域文化の関係でお話がありましたが、実は、北海道には地域文化、明治以降

にもありますし、明治以前のものもありますけれども、豊かな歴史地域文化があるのです。ちゃん

と調べれば一杯出てきて、実は今までちゃんと調べていなかったし、地元に住んでいる人はつまら

ないものだと思っているところがある。戦後の建物であろうが戦前の建物であろうが、ちゃんと歴

史的発展の中のストーリーを確認すれば、非常に豊かな歴史的地域文化資源が一杯あるということ

が、ここ５年ほどの我々の調査で明らかになってきました。是非、お声がけいただければ、皆様の

地域にある本当に見過ごされてきた、これは、半分は道内の大学にも責任があると思っています。

そういうことをちゃんと調べてこなかった大学にも責任があると思いますので、今まで見過ごされ

てきた、住んでいる人達の目から見れば非常に魅力的に映る資源みたいなものが一杯あると思いま

すので、そういう調査にも御協力させていただければと思いますので、是非お声がけいただければ

と思います。

５ 閉 会

■江頭部会長

最後はＰＲになってしまいましたが、以上です。

これまで３回にわたり、非常に円滑に、しかも熱心に御議論いただきまして、感謝申し上げます。

また、委員の皆様におかれましては、繰り返しになりますが、真摯に御議論をいただき、重ねて

御礼申し上げます。

先ほど説明させていただきましたが、今回、御検討いただいた内容につきましては、今後、審議

会への報告、審議会から道への答申、そして、指針の見直しと新たな方策につきましては、道議会

への報告を経まして、年度内に策定する予定であります。

地域商業の活性化に当たっては、引き続き皆様の御協力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。

全体を通じて、何か御質問や御意見はありませんか。

それでは、これをもちまして、北海道商工業振興審議会第３回商業活性化部会を終了いたします。

本日はありがとうございました。

以上


