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平成２８年度第１回北海道科学技術審議会議事録

日 時：平成２８年８月３日（水）１４：００～１５：１０
  場 所：かでる２．７ １０階 １０３０研修室
  出席者：
（委 員）山口会長、井上委員、尾谷委員、齊藤委員、佐野委員、鈴木委員、

      髙井委員、那須委員、西岡委員、西村委員、長谷山委員、美馬委員
  （事務局）阿部部長、青木室長、木下参事、増田参事

青木室長

阿部部長

定刻となりましたので、ただ今から、平成２８年度第１回北海道科
学技術審議会を開催いたします。私は本日の審議会の司会・進行を担
当いたします、科学技術振興室長の青木でございます。委員の皆様に
は、お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。
それでは、審議会の開会に当たりまして、経済部長の阿部よりご挨

拶を申し上げます。

経済部長の阿部でございます。この４月より経済部長として仕事を
させていただいております。よろしくお願いします。まず、委員の皆
様には、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうご
ざいます。また、日頃から本道の科学技術の振興に向けたご支援、ご
協力をいただきまして、この場を借りまして御礼申し上げます。
さて、ご承知のとおり本道を取り巻く情勢としましては、少子化・

高齢化が進んでおりまして、非常に大きな課題となっているという状
況にございます。また、グローバル化の更なる進展あるいは国際競争
の激化、ＩＣＴの急激な進化あるいはネットワーク化の急速な広がり
といった状況の中にあります。
こうした中におきまして、本道が有する、例えば「食」あるいは「観

光」、こういった特性を活かしたブランド化をさらに進めていくとい
うことが、本当に重要になっておりますが、さらに、例えば健康・医
療ですとか、環境・エネルギー、こういった新しい分野、今後成長が
期待される分野への挑戦といったものが、ますます重要になっている
のではないかと感じているところです。そうした中で、例えば産学官
金の密接な連携を図りながら、道内の大学あるいは公設の試験研究機
関に蓄積された様々な研究成果、これを企業等へ移転していくといっ
た取組を通じて、新たな事業化あるいは実用化に結びつけていくこと
が、これまで以上に重要になってきていると考えているところです。
こうした中、６月でございますが、道内企業の技術力の向上や、異

分野の企業連携による提案力の強化といったことを狙いといたしまし
て、企業からのワンストップ相談窓口の機能を担うものとして、資料
をお配りしておりますが、「北のものづくりネットワーク」を立ち上
げたところです。
道といたしましては、これまでも、ものづくり産業の振興、特に自

動車産業あるいは食関連機械分野の振興に向けた取組を進めておりま
すが、特に最近この分野においては、人手不足といった状況にありま
して、生産現場での機械化や省力化、あるいは付加価値向上といった
ニーズが出てきており、それへの対応が一層求められているという状
況にあるのではないかと考えております。
そういったことから、このネットワークでは、一つは地域の研究機

関と支援機関などが連携して、ものづくり企業の技術的な課題を解決
するネットワーク、もう一つは付加価値の高い製品開発を促進するた
めの、業界間のネットワークという、二つのネットワークを整備する
ことによりまして、ものづくり産業が道内各地域に広がるように支援
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して、地域産業を元気にしていきたいということでネットワークを立
ち上げたところでございます。また委員の皆様にはネットワークとの
連携ということで、いろいろな形でご支援をいただければと思ってお
ります。
本日は、議題といたしまして、新北海道科学技術振興戦略の推進状

況などについて、ご審議をお願いしたいと考えておりますので、委員
の皆様におかれましては、忌憚のないご意見をいただくことをお願い
申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、新たな委員にご就任いただいておりますので、ご報告いたし
ます。委員名簿をお配りしておりますが、所属組織の人事異動などに
伴いまして、それぞれの組織からご推薦をいただき、新たに２名の委
員の就任手続きを進め、ご承諾をいただいたところでございます。僭
越ではありますが、私から、新たな委員のご紹介をさせていただきま
す。
まず、お一人目は帯広畜産大学の井上委員でございます。続いて、

お二人目は北見工業大学の鈴木委員でございます。
次に、本日の委員の皆様の出席状況について、ご報告いたします。

本日は、所用により大倉委員、森委員、吉田委員の３名の方々が欠席
されております。科学技術振興条例で定める、１／２以上の委員の出
席という当審議会の開催要件を満たしていることをご報告いたしま
す。
また、本日の議事につきましては、秘匿案件はございませんので、

全て公開とさせていただきます。会議時間は、概ね１時間半程度を予
定しております。円滑な進行についてよろしくお願いします。では、
ここから先の進行につきましては、当審議会の山口会長にお願いした
いと思います。よろしくお願いします。

引き続き当審議会の会長を務めさせていただきますので、改めまし
て委員の皆様には、審議会の運営につきまして、ご協力よろしくお願
い申し上げます。それでは、議事を進めて参ります。
本日の議題は、①新北海道科学技術振興戦略の推進状況について、

②地域懇談会の実施方法について、③平成２８年度北海道科学技術賞
・科学技術奨励賞候補者の選考について、④その他となっております。

議事１ 新北海道科学技術振興戦略の推進状況について

では早速、議題の１番目「新北海道科学技術振興戦略の推進状況」
について、事務局から説明してください。

科学技術振興室の木下と申します。よろしくお願いします。新北海
道科学技術振興戦略の平成27年度の推進状況についてご説明させてい
ただきます。
資料１－１をご覧ください。戦略の推進状況につきましては、科学

技術振興条例に基づきまして、毎年公表することとされております。
資料１－１は、資料１－２の概要版となっておりまして、本日は資料
１－１により、ポイントを絞ってご説明させていただきます。
１ページをご覧ください。資料の真ん中の振興戦略のイメージにあ

りますように、この戦略は三つの基本目標を実現するために、五つの
「基本的施策」と、本道の独自性と優位性を発揮する分野として、二
つの「戦略的展開分野」を設定し、これに沿って施策を推進すること
としており、この資料はそうした取組の状況をまとめたものでござい
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ます。
２ページをご覧ください。基本的施策１の「研究開発の充実及び研

究成果の移転等の促進」についてですが、最初の「(1) 道内大学等を
核とした研究開発拠点の形成」では、新たな取組として、センター・
オブ・イノベーション(ＣＯＩ)プログラムの「食と健康の達人」拠点
が、北大北キャンパスのＦＭＩを中心に展開をされているほか、北大
が「北極域研究センター」を開設し、国立極地研究所や海洋研究開発
機構とともに、北極域の気候変動や地球環境への影響調査などの共同
研究を開始しております。
次に、「(2) 北海道の特性を活かした研究開発の推進」では、さっ

ぽろヘルスイノベーション'Ｓｍａｒｔ－Ｈ'などで、機能性食品や創
薬、環境・エネルギー等の研究開発が推進されているほか、「(3) 研
究成果の企業への移転及び事業化・実用化の推進」では、科学技術振
興機構が本道においても企業のニーズと大学のシーズを仲介する「マ
ッチングプランナープログラム」を新たに開始しています。
基本的施策を展開するに当たりまして、戦略の中で、資料の下にあ

るように「関連する指標」をいくつか設定しております。右側の目標
値は、平成 29 年度を基本として定めており、「産学官の共同研究の件
数」と「バイオ産業の従業員数」は、27 年度現在、目標値を上回る状
況となっておりますが、「バイオ産業の売上高」については、年々増
加しているものの目標達成には至っていない状況です。
３ページをご覧ください。基本的施策２の「道における研究開発等

の推進」ですが、これは主として道総研の活動になります。「(1) 研
究開発機能の強化」では、研究職員の技術力向上や研究機能の活性化
を図るために、国内外の大学や研究機関等に派遣する取組を行ってい
るほか、「(2) 分野横断型研究開発の推進」では、道の重要な施策等
に関わる分野横断型の研究を「戦略研究」と定め、「地域・産業特性
に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築」などの研究開発を進
めています。「(3) コーディネート機能、支援機能の強化」では、企
業のニーズに応じ、受託研究のほか、ものづくり系試験研究機関であ
る工業試験場や食品加工研究センターなどによる技術支援などを行っ
ています。       
平成 27 年度の研究成果の具体的な例として、写真を掲載しておりま

す。果実品質が良く、規格内収量が多く、収穫作業の省力化が期待さ
れる「春取りいちご「空知 35 号」」の開発ですとか、血中コレステロ
ールの低下作用のあるβ-グルカンの含有量が多いマイタケ「大雪華の
舞１号」の健康機能性の実証、維持管理が容易で低コストな「地中熱
利用システム」の開発等が道内の道総研の研究施設において行われま
した。指標については、「外部資金による研究課題数」と「知的財産
権の実施許諾件数」とともに、前年度より増加しています。
４ページをご覧ください。基本的施策３の「産学官金等の協働の推

進」の「(1) 産学官及び金融機関との協働の促進」において、昨年の
審議会で那須委員から情報提供があったところですが、国の「地(知)
の拠点大学による地方創生事業(ＣＯＣ＋)」に選定され、室工大をは
じめ、ものづくり系の大学・高専、自治体、企業がコンソーシアムを
構成して、卒業生の地元就職率の向上を図るため、教育カリキュラム
改革や若者定住などに取り組んでおります。また、「(2) 支援機関等
の機能の充実」では、Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライトの運営などが
行われているところです。
続いて、基本的施策４の「知的財産の創造、保護及び活用」では、

道内８カ所のサテライトで知的財産に関する企業からの様々な相談
や、特許流通サポーターによる特許活用といった橋渡し支援を行って
います。知的財産に関する指標については、地域団体商標の出願件数
をはじめ、特許活用に関する相談件数、大学等が持つ特許の実施も増
加しています。



- 4 -

５ページをご覧ください。基本的施策５の「科学技術を支える人材
の育成・確保とコミュ二ケーション活動の促進」の「(1) 科学技術を
支える人材の育成・確保」では、サイエンスカーによる移動理科教室
の開催等や、「(2) 科学技術コミュニケーション活動の促進」では、
親と子の理科教室が夏と冬に開催されているほか、青少年の発明作品
や研究への知事賞の授与、後ほど報告します北海道科学技術賞や科学
技術奨励賞の贈呈なども行っております。
指標ですが、「サイエンスパーク参加児童生徒数」は、順調に増え

ていますが、「道内大学理工系学部卒業者の道内就職率」は、平成 23
年度以降横ばいを続けています。
次に、６ページをご覧ください。「地域イノベーションの創出に向

けた取組の戦略的展開の推進状況」です。一つ目の「食・健康・医療
分野」の「(1) 研究開発」では、本道の強みである分野で、光学セン
サーなど先端技術を活用した食の安全・安心の確保に関する研究や国
の大型共同研究プロジェクトが進められており、今後もこうした国の
競争的資金を活用した産学官金による研究開発や機能性食品、健康増
進や予防医療対策の分野に係る研究を推進していく必要があります。
「(2) 研究基盤の整備」では、「食と健康の達人」拠点など、大学

と民間企業などの連携による研究基盤の充実の取組が行われており、
引き続き、こうした研究機関などの相互の連携を図りながら、取組を
進めていく必要があります。
「(3) 知のネットワークづくり」では、北海道独自の制度である「北

海道食品機能性表示制度（ヘルシーＤｏ）」において、昨年度末まで
に前年度比 11 社 24 品増の 34 社 67 品目が認定されたところであり、
その普及や道産機能性食品の開発を促進するほか、「(4) 知的財産の
創造・保護・活用」では、地域団体商標制度の普及や中小企業の知的
財産の活用を支援していくほか、「(5) 人材の育成・確保」では、地
域イノベーション戦略支援プログラムの展開により、高度・専門的な
知見を備えた人材を育成していくことが必要です。
７ページをご覧ください。「環境・エネルギー分野」の、「(1) 研

究開発」では、バイオマス利活用技術に関して、道総研などにより、
各種実証試験が行われているところであり、継続して実施するほか、
新エネ・省エネ技術の研究開発では、メタンハイドレード資源量調査
なども継続して実施されているところでございます。「(3) 知のネッ
トワークづくり」では、新エネルギー・省エネルギーに関する各種計
画に沿った取組や、「(4) 知的財産の創造・保護・活用」では、特許
出願によるエネルギー転換関連技術などの権利化などを支援していき
ます。
８ページをご覧ください。道内６地域における取組の概況です。各

地で多くの取組が行われている中、全ては記載しきれないところもあ
りますが、主なものとして、函館地域では、平成 26 年６月にオープン
しました「函館市国際水産・海洋総合研究センター」などにおいて水
産・海洋分野での研究開発が進められているところであり、また、サ
イエンスサポート函館による科学祭の開催など科学技術に対する理解
の増進の取組が行われています。
また、室蘭・苫小牧地域では、苫小牧沖では経済産業省のプロジェ

クトであるＣＣＳ実証試験、これは二酸化炭素削減技術実証試験です
が、これが進められているほか、室蘭地域におきましては、産学交流
プラザ「創造」において、会員企業相互の情報交換や室工大の教員と
の交流が行われています。
旭川地域では、旭川食品産業支援センターによる地域農産物の高付

加価値化、機能性食品の調査・開発支援等が推進されているほか、旭
川医大をはじめ関係団体で構成される「旭川ウェルビーイング・コン
ソーシアム」の人材育成や共同研究などが行われています。
９ページをご覧ください。北見地域では、オホーツク「食」の地域
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ブランドの形成に向けて、資料の写真のような取組が行われたほか、
作物の作付けから商品開発・事業化までの知識とスキルを持つ「工学
的農業クリエーター」の創出を目指す、「工学連携推進型地域６次産
業人材育成事業」が開催されているところでございます。
また、十勝地域では、管内 19 市町村が平成 25 年に「バイオマス産

業都市」に選定された、「十勝バイオマス構想」が推進されているほ
か、産学官金労言連携の推進体制による経営塾「とかち・イノベーシ
ョン・プログラム」が新たに実践されています。
釧路地域では、釧路総合振興局と民間企業との包括連携協定に基づ

くトドマツ利用研究会が開催され、地域資源であるトドマツの利用促
進を目指しているほか、産学官金連携でクラウドファンディング活用
による地域の新事業展開などが行われています。
最後に、今後の戦略の進め方についてですが、本審議会でのご意見

などについて、道の施策に反映させていただくとともに、関係機関に
もご理解とご協力が得られるよう、様々な機会を通じて働きかけをさ
せていただきたいと考えております。また、この推進状況については、
審議会での審議後、道議会に報告の上、ホームページで公表させてい
ただきます。推進状況については以上です。

ただ今の説明に関し、ご意見、ご質問などございますか。

（意見等なし）

議事２ 地域懇談会の実施方法について

次に「地域懇談会の実施方法について」を議題とします。事務局か
ら、説明してください。

それでは、今年度の地域懇談会の実施方法についてご説明します。
資料２をご覧ください。
「１ 目的」にございますとおり、地域懇談会は、産学官金連携が

進められている道内６地域において、産学官金の関係者が意見交換を
行い、地域における具体の取組状況や課題などを共有し、関係機関の
施策への反映や産学官金の連携を促進することにより、地域の科学技
術の振興はもとより、地域の活性化につなげていくことを目的として、
平成 25 年度から開催しておりまして、平成 27 年度は、昨年の本審議
会でご報告したとおり、事務局が各地域を訪問し、関係機関等へのヒ
アリングにより、実施したところです。
今年度の地域懇談会については、「２ 実施方法」に記載しており

ますが、昨年 12 月の本審議会で、「各地域の座長と相談し、実施方法
について調整すること」とされたところであり、ご相談した結果、「産
学官金の連携」を基本的なテーマとして、「３ 開催日程・場所等」
のとおり、北見、十勝、函館については「会議形式」で、また、釧路、
室蘭・苫小牧、旭川については「ヒアリング形式」で、実施すること
としました。
「会議形式」で行うものについては、各地域の委員の皆様に座長を

お願いして、今月 24日の北見を皮切りに順次実施する予定であり、「ヒ
アリング形式」で行うものについては、事務局の聞き取りにより、先
月から順次実施しているところでございます。
今年度の懇談会の結果については、後日審議会で報告させていただ

きたいと考えているところでございます。
なお、資料の一番下に記載のとおり、来年度につきましては、平成

30 年度からスタートする新たな科学技術振興戦略の策定などに 反映
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するため、会議形式により、各地域の関係の皆様から意見をお聞きし
たいと考えているところでございます。地域懇談会の説明については
以上です。

ただ今の説明に関し、ご意見、ご質問などございますか。

（意見等なし）

議事３ 平成 28 年度北海道科学技術賞・北海道科学技術奨励賞候補
者の選考について

次に、議題の３番目「平成 28 年度北海道科学技術賞・北海道科学技
術奨励賞候補者の選考」ですが、はじめに、道から当審議会に対して
諮問がありますので、事務局よりお願いします。

それでは、私から、諮問文を読み上げさせていただきます。平成 28
年度北海道科学技術賞及び北海道科学技術奨励賞受賞者の選考に当た
り、貴審議会の意見を求めます。よろしくお願いします。

ただ今、道から「平成 28 年度北海道科学技術賞及び北海道科学技術
奨励賞候補者の選考について」諮問を受けましたので、これを議題と
します。最初に事務局から議題について説明をお願いします。

北海道科学技術賞・科学技術奨励賞についてご説明します。はじめ
に、資料３－１をご覧ください。「候補者決定の流れ」についてご説
明させていただきます。まず、「１ 表彰の対象者及び表彰者数」に
ついてですが、北海道科学技術賞につきましては、本道の発展に功績
のあった個人又は団体であって、科学技術上の優れた発明、研究等を
行い、特にその功績が顕著な方を対象とし、表彰者数は３名以内とし
ております。また、その下の北海道科学技術奨励賞につきましては、
本道を拠点として、本道の発展に寄与する科学技術上の優れた発明、
研究等を行い、今後の活躍が期待される 45 歳未満の若手研究者を対象
とし、表彰者数は５名以内としております。
さらに、「２ 受賞候補者の募集・周知」のとおり、両賞とも、大

学など関係機関に受賞候補者の推薦を依頼している最中であり、それ
に加えて、我々の方で大学や支援機関を訪問し、推薦の掘り起こしを
お願いしているところであります。
今後の予定については、「３ スケジュール」のとおり８月 19 日が

募集締切となっており、９月上旬には、皆様方のもとに、候補者の功
績内容などが書かれている「候補者調書」と「調書等に関する質問票」
の様式をお送りする予定でございます。その後、候補者調書等に関し
て、皆様から確認したい事項がございましたら、その旨を今申し上げ
た質問票にご記入し、ご提出いただいて、我々の方で、推薦者に確認
し、回答をいただき、それをもとに、10 月 17 日に予定しております、
次回の審議会で候補者の功績など選考について審議していただきたい
と考えているところでございます。
その後、この審議会での議論などをご参考としていただいた上で、

具体的な順位などを付した「審査票」をご提出いただき、11 月下旬に
予定しております、第３回の審議会で候補者を決定し、答申をいただ
きたいと考えております。審議会の答申を踏まえ、道として受賞者を
決定し、２月には受賞者の公表と、贈呈式を実施する予定としており
ます。
次に資料３－２をご覧ください。両賞の推薦要綱です。推薦要綱に

つきましては、昨年度、委員の皆様からいただいたご意見を踏まえ、
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内容を一部変更しております。変更の内容について、資料３－３をご
覧ください。
１点目は、「候補者推薦書の記載者について」ですが、推薦者と、

推薦書を書いている方が異なっている場合があることについて、この
審議会でご質問がありましたが、記載する方が推薦者と同一でなくて
も、あるいは推薦機関と直接の関わりのない方であっても構わないこ
とを、記載要領に追記しました。
２点目は、候補者調査書に添付する「附属資料の「効果・影響度」

欄について」ですが、昨年度の奨励賞候補者７件中４件で、この欄の
記載がなかったため、全然書かないというのは問題がある、どのよう
なことを書くべきか付記すべき、あるいは、奨励賞においては、将来
的に期待される効果を記載してはどうか、などといったご意見があっ
たことから、こうしたご意見を踏まえ、記載要領等から「奨励賞につ
いては、「効果・影響度」は記載の必要はありません」という文言を
削除し、「若手を対象としている奨励賞については、将来的に期待さ
れる効果を具体的に記載してください」といった文言を追加するなど
修正しました。
また、候補者の功績調書の中で、研究の効果・実績が見づらい記載

となっているので、事務局から申請者側に指導する必要があるとのご
指摘がありました。ご意見を踏まえ、記載要領に、従来から、研究成
果の具体的な記載を促しているところですが、新たに「この「効果・
影響度」の記載は、審査において重要な判断材料になる」といった文
言を追加するとともに、道の方に「候補者調書」の提出があった段階
で、調書をチェックし、できるだけわかりやすい記載を促していきた
いと考えています。
資料３－４は、過去 10 年間の受賞者の名簿、資料３－５は、募集用

のリーフレットですので、参考までご覧ください。北海道科学技術賞
・科学技術奨励賞の説明については以上です。

ただ今の説明に関し、ご意見、ご質問などございますか。

（意見等なし）

それでは、皆さんお忙しいとは存じますが、先ほど事務局からの説
明がありましたように、後日事務局から候補者調書などの「選考資料」
の送付がありますので、それぞれ審査をしていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

議事４ その他

４の「その他」でございます。事務局から、説明してください。

私の方から説明をする前に、委員の皆様から資料を配付していただ
いておりますので、その件について一言ずつご説明いただきたいと思
います。まず、齊藤委員からお願いします。

ＪＳＴの齊藤でございます。毎年ＮＥＤＯさんと一緒にＪＳＴフェ
アを行っております。実は私ども、旧日本科学技術情報センターと新
技術事業団とが統合して 20 周年でございます。非常に力を入れて開催
させていただきますので、是非とも皆さんご案内いただければありが
たいと思っております。
道内における各大学様、研究機関様にもご参加いただいております

ので、是非ご来場いただければと思っております。以上でございます。
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ありがとうございます。続いて美馬委員お願いします。

お手元に今年のテーマのイカのパンフレット、シール、プログラム
をお配りしました。今年で８年目になりますが、はこだて国際科学祭、
プレイベントはもう開催しております。
ここでお伝えしたいのは、今日先ほど振興戦略の中で、子どもたち

の人材育成ということで、札幌ではサイエンスパークがあるというこ
とでしたが、毎回ここで言わせていただいていますが、北海道は広う
ございまして、札幌では道からの支援があってサイエンスパークが開
催されていますけれども、地方に行くとこういうものがありません。
地域によっては科学館がありますけれども、函館にはありません。そ
こで、私たちがボランティアで集まって、こういったものを開催して、
今年で８年目になります。
今回はＪＳＴの齊藤委員からもご協力いただいて、科学屋台で「お

いしい玄米あまざけでメタボ解消」というプログラムもあります。道
南農業試験場からもいろいろご協力をいただいて、テーマが食ですの
で、今回のオープニングでは、加藤場長にもお越しいただいて、フー
ドライターの方にもご参加いただきました。
地方創生というと、人材をいかに確保するかということも大切です

が、中長期的には育成していくことが重要だと。子どもから大人まで、
特に今日も「ものづくり」という言葉が何回か出てきましたけれども、
デジタル時代にあってのものづくり、教育というのがだいぶん変わっ
てきています。情報系の重要性もいろいろなところで言われています。
そこで、こういうものを開催して、皆さんと一緒に地域で育てていこ
うとしています。
ポイントはですね、いろいろ他の地域と違うのは、この１枚ものの

パンフレットにまとめてありますが、大人のためのプログラムとして、
子どもだけではなくて大人も科学技術に興味を持っていただく、例え
ば大人の実験教室でＤＮＡを抽出するとか、大人の畑ツアー。子ども
のいらっしゃらない方とか、もう子どもが離れていった、そういう人
たちにも、新しい科学技術に触れていただこうと考えております。是
非皆さんも一度足を運んでいただければと思います。

ありがとうございました。それでは、私の方から３点ほどご報告し
ます。
まず、１点目は「北のものづくりネットワーク」についてです。参

考資料をご覧ください。審議会の冒頭の部長挨拶にもありましたが、
道では、道内各地域の産業支援機関や、ものづくりに関連する業界団
体の連携を強化して、ものづくり企業の皆様からの技術面での相談ご
とに対応するワンストップ窓口として、今年６月に「北のものづくり
ネットワーク」を設置しました。趣旨等は部長からの挨拶であったと
おりでございますが、具体の仕組みについて若干補足で説明させてい
ただきます。
「支援（ネットワーク）の仕組み」としては、資料の中程に書いて

あるとおり、二つのネットワークでものづくり企業の課題解決を支援
することとしています。
一つは、「①の地域のネットワーク」で、この部分はこれまでにも

でき上がっている部分だと考えておりますが、地域内の支援機関や大
学などが持つ資源を持ち寄ることで技術的課題の解決を促進し、地域
内で解決できない課題は、道総研やＨＳＣ、ノーステック財団といっ
た全道的中核機関の支援を通じて解決を図っていくこととしていま
す。
二つ目は、「②の業界のネットワーク」で、食品や機械、ＩＴなど、

ものづくりに関連する６団体のネットワークを構築し、業界団体の企
業の相互交流や産業間の連携を強化することにより、付加価値の高い
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製品開発を促進することを狙いとしております。
資料の次のページ以降には、道内各地域の産業支援機関やものづく

り関連業界団体の窓口、全道７地域の支援体制を示しておりますが、
道としては、こうした取組により、ものづくり産業が地域に着実に広
がるよう支援し、地域産業の活性化を図ってまいる考えであります。
続いて２点目ですが、戦略の推進状況の中でもお話しさせていただ

きましたが、道では子どもたちに科学に親しむ機会を提供することを
目的に、毎年サイエンスパークを開催しておりますが、ことしもその
イベントを７月 28 日に、赤れんが庁舎と札幌地下歩行空間において開
催しました。出展者数 60 機関、参加者概ね 2,500 名と多くの方にご参
加いただくことができました。詳細につきましては、10 月の第２回審
議会において改めてご報告申し上げます。
また、先ほど美馬委員からのご意見がありましたが、札幌ばかりで

はなく、地域でもこうした科学に触れる取組は重要ではないかという
ことで、我々も認識をしてございまして、今回サイエンスパークに出
展をされました企業の皆様には、今後地域におけるイベント等への協
力ということも依頼をしてございます。地域の方とも連絡を取りなが
ら、機会を捉えて企業の協力を得ながら同様の催しができればと思っ
ております。
最後に３点目ですが、本年度の２回目となる次回の審議会について

は、10 月 17 日（月）14 時からの開催を予定しておりますので、よろ
しくお願いいたします。
報告に関しては以上３点でございますが、付け加えて科学技術賞、

科学技術奨励賞の候補者につきまして、８月 19 日までの募集期間とな
っておりますので、各委員の皆様におかれましても、お気づきの点等
ございましたら、我々にもご連絡いただければと思っておりますので、
ご協力をよろしくお願いします。以上です。

ただ今の説明に関し、ご意見、ご質問などございますか。

「北のものづくりネットワーク」についてお聞きしたいのですが、
資料の２枚目に「各地域の支援体制」とあります。何か技術的課題が
発生した場合、図の中心の産業支援機関に持ち込むとワンストップで
課題解決してくれるという、そういう認識でよろしいですか。

そういう対応ができるように、これは補助事業なども絡んでいるの
ですが、それぞれの産業支援機関において相談体制を整えています。
企業さんから相談があった物事に、相談内容とどう対応したかという
ことを記録していきながら、地域内で解決できないものにつきまして
は、全道的な中核機関でありますとか、業界団体の中で解決の道筋を
探すということをやっていこうという考え方です。
ご相談をいただきますと、まずは地域内での解決の方法を探り、そ

れだけではできない場合には、全道で他の地域からのアイディアをい
ただくということもありますでしょうし、業界団体に働きかけをして
解決方法を探るということをやっていきたいということです。

質問した方としては、ワンストップですから、たぶん従来は例えば
ある機関で解決できなかったらここへと、ある意味たらい回しをされ
るということが多々あったのかと思いますが、そういうことが今後な
くなると考えてよろしいですか。

そういう受け止め方がされないように、責任体制をしっかり整えて、
窓口を決めてやろうということで進めております。

私も「北のものづくりネットワーク」についてですが、この資料に
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ある支援体制の絵、これはよくわからなかったのですが、ワンストッ
プというのは、大学や漁協などが図に入っていますよね、そこが支援
機関に相談するということではなくて、一個人あるいは一企業の方が
支援機関に来るという意味でしょうか。

考えていますのは、企業が自分のところのものづくりや、場合によ
ってはマーケティング戦略といったものも含めてだと思いますが、そ
れぞれの産業支援機関の方にご相談をいただいた時に、その地域内で
適当な解決策を見出せるところに、まず産業支援機関の方から情報を
つないで解決に当たるということが、まず一つあります。そうでない
場合は先ほど言いましたように、他の地域に求めていくとかですね。

わかりました。単につなぐということで何の支援もないというか、
例えば大学は本来業務として研究・教育がありますが、そこに何か情
報系でこんなことができないかと言われて、大学に回ってきた場合に、
大学は何かをしなければならなくなるということですか。支援機関は
単に紹介だけをするということでしょうか。

もちろん、大学にこういう研究をやってくださいということになれ
ば、また別な手段を講じなければならないということになると思いま
す。研究開発に係る予算立てや資金はどうしようかということは、ま
た相談をしながらということになろうかと思います。

そうすると、その窓口の方は、どれくらいものだったらつないで、
どういった形でということまで、内容に踏み込んである程度判断、ス
クリーニングしてつないでくださるということですか。

そういうやり方にしたいと思います。

わかりました。それから、図の中で真ん中に四角の囲みがあって、
赤と青に色分けされてるんですけど、これは例えばこっち側が大学、
アカデミアでこっち側がどうだとか、赤と青の意味はどういうもので
しょうか。

意味はありません。それに関しては見た目だけの問題で。

わかりました。ありがとうございました。

最後に、道の方から何かございますか。

今日の議題の一つであります北海道科学技術賞及び北海道科学技術
奨励賞につきましては、今後皆様のご審議をいただいて決定したい、
また、募集につきましてもいろいろとご協力をいただきたいと思いま
す。
ご質問のありました「北のものづくりネットワーク」、これは各地

域の産業支援機関におきましては、従来もいろんな形で地域の企業等
からの相談対応を行ってきたわけですが、ワンストップというのがキ
ーワードであると考えておりまして、そこに行って、そこが判断をし
ていろんなところとつながって、相談された方への対応を一元的に行
うと。それが、先ほど室長からも申し上げましたように、地域内で上
手く解決できるのであればそれでいいし、できなければ全道的な支援
機関との連携も図りながら、しっかりとワンストップで対応していく
ということです。６月にこういう形で皆様のご協力を得ながらスター
トしまして、我々もしっかり、地域の方々のいろんな形の課題を受け
止めて対応できるようにしたいと考えておりますので、ぜひ皆様のご
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協力をお願いしたいと思います。以上でございます。

今日はこれでおしまいですか。ここは道の科学技術審議会ですよね。
これだけの人が集まって、このために私たちはいろんな地域から集ま
ってきて、１時間もしないで議論もなく、これでおしまいなのでしょ
うか。審議会ってどういうものですか。

我々としては本日、推進状況などについてご理解をいただければと
思っていました。

例えばこういう審議会であるならば、私は国の審議会に出ています
が、いろんな分科会があって、議論をするのにいろんなデータが上が
ってくるんですね。２年くらい前かな、こちらにもお願いしましたけ
ど、例えば科学技術白書というものが文部科学省から出た場合には、
それのわかる範囲での北海道版を出して、今後の北海道における科学
技術の問題が何であるのか、そういったものについて例えば人材育成
であるとか、どこに注力していくのか、科学技術の予算を振り分けて
いくのか、それから、それに対する政策の途中経過であるとか、そう
いったデータがここに並んでいて、どういった産業があるかとかです
ね、審議会がそれぞれの視点から、地域の課題も含めて議論していく
という場であると思うんですけれども、本当にこれだけ時間をかけて
やって来て、それで 50 分で、これでおしまいなんですか。これは私だ
けの意見でしょうか。他にもどなたかご意見いただけるとうれしいと
思います。

実は私も科学技術審議会のあり方が何だろうというのは、ちょっと
思っています。条例で決まっていることですので、各地域でいろんな
取組をまとめられるというのは、確かにそのとおりなのだろうなと思
います。
しかし、例えば資料１－１で「地域イノベーションの創出に向けた

取組の戦略的展開」というドメインが決められていますが、美馬先生
のお話のとおりで、このドメインの中でもっとこれをやるべきじゃな
いか、これをやった方が本当に伸びるのではないか、そういう組み立
てが本当は必要ではないかと思っています。
審議会に何度か出させていただいて、きちんと道内のいろんな取組

をまとめてらっしゃるのはそのとおりですが、例えば地域懇談会があ
った時に、私のところの地域はこれに特化させたい、こんなことをも
っとやっていきたい、そういう議論がもっとあったのではないか。で
もこの地域懇談会の資料を見ると、ヒアリングの視点としてこんなこ
とをやりますよ、産学官金の連携をやりますよ、結局大枠の話だけで
あって、大枠の話だとその先が進まない。科学技術の振興をやって、
その先に何があるかといったら、イノベーションですよ。それで新し
い市場をつくって、道内を活性化していくために何をやるのか、その
筋道を付けるのが、この審議会の場じゃないのかなと思っています。
だから、美馬先生の思いのとおりで、私も審議会のあり方としてど

うなのかなと疑問には思っていますが、もうちょっとそこは事務方の
皆さんと事前に議論をしておかないと、いきなりこの会議の中で出し
ても発散してしまうと思って、今日はお話ししていませんが。少しそ
ういう問題意識を皆さんで持って、議論していくような場をつくって
いただけるといいのかなと思っています。

私もいくつかこういう自治体の会議に出ていますが、今日美馬先生
が言われることも確かだと思います。ただ、北海道は事前に資料を送
っていただいていて、私も６回目か７回目になりますが、年度の第１
回だとこんなものかなという感じがありました。西岡専務が言われた
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ように、これから議論を進めていけばいいと思いますし、最後の新し
いものづくりネットワークについては、非常に興味を持ったところで
す。道に対する弁護になったかもしれませんし、美馬先生も言いたい
ことはあると思いますが、私は事前にちゃんと資料を送っていただい
ていて、よくやっているなと思っています。

事前に資料をお送りいただいて、議題を事前に拝見しておりました
ので、私も本日の議題に問題を指摘することはありません。一方で、
美馬委員のおっしゃるように、北海道における科学技術の振興のため
に活発な議論が行われるのが、この審議会の姿と思います。北海道の
科学技術振興には、たくさんの課題や興味深い取り組みがあると思い
ますので、その中から審議会の議題に合わせて議論の時間を設定いた
だけると良いのではないかと思います。

美馬先生はじめ皆様からご意見をいただき、ありがとうございます。
本日、我々の議題の設定としましては、例年進めている推進状況の取
りまとめをしまして、ご意見をいただくという議題の設定をしたとこ
ろでございます。おっしゃるとおり、こういった機会は年に何回もご
ざいませんので、ご討論いただくような議題設定ということも、これ
から考えて、それに合わせた資料の設定をして、よりよい審議会の開
催をしていきたいと考えております。
特に地域懇談会の話の時に若干触れましたが、来年は新たな科学技

術振興戦略をつくらなければならないと考えておりまして、来年の話
ですが、その玉込めを徐々にやっていかなければならないと考えてお
ります。その意味で、もう少し皆様からご意見をいただけるような審
議会の開催の仕方を、これから工夫してまいろうと考えております。
ご意見をいただきましてありがとうございました。

科学技術審議会はもう長いのですが、数年前から地域懇談会も開催
しておりますが、北海道における各地域の産業経済を見ますと、依然
として低迷している。なんでこれだけ一生懸命やっているのに低迷し
ているのだろうというところを、もう一度振り返る必要があると思い
ます。各地域における地域懇談会で、いろんな組織があって、そこで
会合等もやっているのでしょうが、そこに新たな産業がおきて、雇用
を生むというようなことというのは、一体実態はどうなっているのか
と。人口減という大きな課題もあると思いますが。
そういうところをもうちょっと、今回はおおざっぱな話ですから議

論にならないですが、各６地域における具体的な状況をもうちょっと
示していれば、ものすごい議論になって時間が足らないということに
なるかもしれませんが、何かそういった議論の場があってもいいかな
と感じました。先ほどおっしゃったとおり、テーマの出し方というか、
それに対する資料、そういったものをご検討いただいて、もうちょっ
と活発な議論ができるようにしてほしいということですね。よろしく
お願いします。

せっかくこれだけの方が集まって、時間を割いて来ているので、何
かまた新たな皆さんのお話も聞きたいと思って提案させていただきま
した。一つ参考までに、先月に地域活性化フォーラムというのがあっ
て、こちらの部局の方にもお知らせして、何人か出ていただいたと思
いますが、そのときの資料がとても良かったです。
内閣府の方がいらしてですね、内閣官房のまち・ひと・しごと創生

本部の参事官の五十嵐さんという方、元々北海道のシンクタンクの方
だということでしたが、そのときのデータがすごいんですね。日本の
総人口と人口移動とか、東京への転出転入、それから、それを北海道
に限ってどういう年代がどこに出て行っているのか。あるいは私が一
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番驚いたのは、札幌ひとり勝ちだと思っていたら、札幌にはまんべん
なく北海道の全地域から若い人が、18 歳から 24 歳の人が集まってきて
いるのですが、さらにそれ以降になると男性も女性も関東へ出て行っ
てしまうんですね。だからその方がおっしゃっていたのは、札幌がダ
ム機能、人材のダム機能になっている、全道から人を集めて、今度は
東京へそれを輩出しているということになっているので、人材的には
札幌もいいわけではないという、北海道から優秀な人がどんどん出て
行ってしまうとかですね。
それからどういう産業に就いていて、その主な産業の収入が全国と

比べてかなり低い方にシフトしているとか、例えば北海道は建設業に
すごく男性が多いけれども、この建設業っていうのは公共投資のとこ
ろから来ているので、それがなくなると、公共事業がなくなると、そ
この部分はなくなるとか、医療・介護やサービス業の人は多いけれど
も、その賃金は全国と比べてかなり低い位置にあるとかですね、すご
いデータがいっぱいあるのですね。ですから、こういうものが例えば
今日のように時間にゆとりがあるときに出てくれば、そこで皆さんが
それを見ながら、何か自分に関わることとして議論できるのではない
かと思って発言させていただきました。

わかりました。皆様の方には後ほどその資料を郵送させていただく
形にしたいと思いますので、よろしくお願いします。

他の方はよろしいですか。今日は最後にいろいろと貴重なご意見を
いただきました。また機会をつくってくれるようですので、また議論
していきたいと思っております。それでは、これをもちまして本日の
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。


