
平成 24 年度第 1 回江別市経済審議会会議録（要旨） 

日  時 平成 24 年 7 月 26 日（木） 13：30 ～ 15：00  

場  所 江別市民会館 23 号室 

出席者（ 9 名） 

会  長 / 中原 准一 

委  員 / 中村 忠之 、 鴻野 徹 、 伊藤 真理子 、 西野 寛 、 

 村上 亮 、 今村 琢磨 、 大前 雅嗣 、 中田 和孝  

事務局（ 11 名） 

経済部長 、 総合特区推進監 、 経済部次長 、 商工労働課長・参事 、 

農業振興課長 、 企業立地課長 、 総合特区推進担当参事、 

商工労働課主査ほか 3 名 

欠席者（ 8 名） 
委  員 / 太田 清澄 、 平山 洋子 、 工藤 多希子 、 有倉 輝之 、 

 林 敏昭  、 金田 敏雄 、 森田 芳明 、 町村 均 

議  事 

報告事項 

（1） 経済部の組織機構及び事務分掌について 

（2） 平成 24 年度の経済部主要施策概要及び各課重点事業について 

 

会議録 （要旨） 

経済部次長 開会のことば、 

経済部長 事務局異動職員紹介、挨拶 

経済部次長 異動等による後任委員の紹介、会議成立報告。 

会長 （会長挨拶後） 

それでは議事に入ります。 

初に報告事項（1）経済部の組織機構及び事務分掌について、事務局より

説明願います。 

商工労働課長 経済部の組織機構及び事務分掌について説明 

会長 只今の説明に対して、質問・意見はありませんか。 

一同 なし 

会長 次に、報告事項（2）平成 24 年度の経済部主要施策概要及び各課重点事業

について、説明願います。 

商工労働課長 

農業振興課長 

総合特区推進担

当参事 

企業立地課長 

商工労働課参事 

平成 24 年度の経済部主要施策概要及び各課重点事業について、それぞれ

担当課分を説明。 

会長 只今の説明に対して、質問・意見はありませんか。 

中村委員 
平成２４年の予算総額は 18 億程度とのことだが昨年と比べて増えているの

か？ 

商工労働課長 
昨年度は約２０億程度あった。今年は 2 億ほど少なくなっているが、事業の入

れ替えにより事業予算が異なるため、今年度事業計画で予算組みをすると減少



している。 

部長 
貸付融資が北海道の比較的使いやすい制度を利用する件数が増えたことか

ら、市の融資が減少したことも総予算が減少した要因となっている。 

中村委員 今年度の新規事業は総合特区事業の他に何かあるのか？ 

商工労働課長 

継続事業の中にも項目として新しく取り組む事業があり、例えば昨年も緊急雇

用事業はあったが、事業の内容は新たなものとして実施するものもある。その

他、地域プロモーション推進事業は昨年に引き続き、観光ルートマップの作成の

他に、今年度から新たにバスツアーの企画が追加されている。 

会長 
資料６の緊急雇用創出事業で大学新卒未就職者というのはどういう方を対象

にしているのか？ 

商工労働課参事 平成２３年に大学を卒業した人でまだ就職していない人を対象にしている。 

中村委員 
「大卒未就職者自身による」というところが理解できない。彼らが就職セミナー

を企画したり営業を行うとは思えない。 

商工労働課参事 
人材育成や就職支援を行なっている企業が９ヶ月雇用して企業による指導に

より学生自らが営業活動して就職に結びつけていくということである。 

大前委員 対象の学生というのは江別市内の大学生か？それとも江別在住の学生か？ 

商工労働課参事 江別の大学を卒業したものには限定しておらず、札幌の大卒者もいる。 

大前委員 

現時点で江別市として取り組んでいる特区関連事業は食品臨床試験関連事

業ということだが、今後フードコンプレックスに関しては江別市としてどういうスタン

スで取り組まれていくのか？ 

総合特区推進担

当参事 

特区の取り組みは 終的には輸出につなげ、５ヵ年で 1300 億円という目標が

ある。生産・加工・流通といった個々の経済活動は事業者がプレーヤーとして自

らの経営判断でやっていただくことになるので、市としては側面的に支援していく

スタンスになる。これまでも市として産業振興の取り組みは国や道と連携しながら

行ってきたが、フード特区機構設立に伴い、ネットワークも出来てきたので、企業

に対するつなぎもしていきたい。 

大前委員 

個別の企業に対して、こういう制度が周知されていない。思っていても行動に

移せない企業も多いので、行動に移すきっかけづくりをしてあげなければならな

い。この先を見据えた動きを考えていく必要がある。 

会長 
これをきっかけにやる気のある企業が出てきてほしい。 

「食と健康」をメインに、食産業の集積を目指していくのか？ 

企業立地課長 

江別市では総合特区の指定を受ける前から江別を食品産業の集積を少しず

つ進めている。これだけの研究機関が揃っているので、食の臨床試験も個別の

企業のオーダーに合わせた機能性を調べるだけではなく、北海道の食品産業

の貴重なデータとして蓄積させることにより、「江別は食と健康の世界に負けない

いろいろな情報が集積するまち」という大きな夢に向かって今何ができるのかと

いうことを考えていきたい。 

会長 

食と言えば、十勝のイメージが強い。長芋だけではなく 近はスイーツに相当

力を入れているし、秋まきのユメチカラの作付けが伸びそうな動きがある。向こう

の方がダイナミックで悔しい。 



総合特区推進監 
十勝は量が多いが、江別は少量多品種なので役割分担をしながら進めていき

たい。 

会長 

近行った美瑛の JA が地場産品を色々使いながら彩り鮮やかに食材を目に

見える形で提供する。新千歳空港にもお店を出している。生産の現場も見える

形で努力している。フード特区も見える取組が大事である。 

企業立地課長 

各界から意見をお聞きする中で、必ず言われるのが企業誘致、若者が働ける

場所がないのかという声が多い。企業誘致も企業を単に分譲地に入れ込むだけ

のレベルではなく、誘致企業同士のアライアンスで設備投資しなくても相互のノ

ウハウを共有するなど、連携しながらフード特区が形になっていけばいいと思う。

西野委員 

江別は規模が小さいながらも食品工場などでかなりの優位性を持っており、１

社１社ではなかなか太刀打ちできなくとも、大学、研究機関、行政、金融機関な

どとも連携し、連合体にしてひとつにまとまるとそれなりの存在感を出せて、江別

の知名度が上がっていくのではないか。今は行政中心かもしれないが民間も協

力していかなければならない。 

企業立地課長 

話題提供になるが、江別で小麦麺の取り組みが評価され、じゃらんと菊水で

包括協定を結んだ。北海道の観光や食の振興のため包括的にやることで、北海

道の方向性、食と観光の部分が具体的になる。じゃらんは全国の雑誌の中でも

より多くの方に読まれているので少しずつ江別の知名度が上がっていくと思う。 

伊藤委員 
農業のことについて。就農される方と離農される方の比率はどの程度のものな

のか？ 

農業振興課長 
離農される方の数字は手元にないが、昨年までに新規に就農された方が２

件、後継者という形で農業に携わる形になった方が、１７件となっている。 

伊藤委員 

農業は毎日の生活には切り離せないものであり、安心安全なものを作ってい

ただきたいので農家の現状が気になるところだが後継者がいることを聞いて少し

安心した。 

鴻野委員 

商工業近代化資金融資事業の金額の内訳は預託金が大半だと思うが、預託

金制度は、借りる側にしてみると非常に安い金利で借りられる一方、貸す側も原

資となる預託金が手に入るので実質金利が稼げ、双方にメリットがあるものだっ

たが、 近は預金が少しダブつき、低金利な状況の中では預託金が入ってきた

としても貸す側のメリットが少なくなってきている。金融機関からは債務保証をし

てはどうかという声が出てきている。債務保証ということになると融資が焦げつい

たときには保証をすることになるので預託金と違い原資が目減りするというリスク

が生じるが、行政が債務保証をすることにより、貸す幅がかなり広がるため、今ま

で拾えなかったところも拾えてくるというお話があった。札幌市の元気基金がその

ような仕組みでやった制度と記憶している。 

経済部長 
そういった仕組みについては金融機関を含めて検討していかなければならな

い。 

中村委員 

RTN パークのホームページを見たが、交通のアクセスについて札幌市の中心

まで 15 分と書かれているが、どうやっても 15 分で行けない。強調するのはいい

が、表現は変えたほうがいいと思う。 



RTN というと、ノースカロライナの RTP を思い出す。先ほど緑地の話が出たが、

RTPは森の中に企業が点在しているほど緑が多い。RTNも同様のイメージをして

いたが、これだと他の工業団地と変わらない。せっかく野幌の緑があるのだから、

場所を確保して緑を多くするなどもう少し特徴を出す必要がある。 

会長 
RTNは面積的に満度一杯になってきているのか？もっと用地を確保するという

考えはあるか？ 

総合特区推進監 

今年の9月に契約する予定の土地を除くと、残りは2ha程度。用地確保はなか

なか一気にできないのが現状。経済情勢や需要と供給のバランスを見ながら用

地を広げていきたいという思いはある。 

会長 メガソーラなどの進出の話はないのか？ 

経済部長 

何社かは来ており、動きがあるところはある。候補地として八幡の焼却処理場

敷地内、工栄町の環境事務所敷地内、江別太の石狩川と夕張川の境にある市

有地の 3 箇所をあげているが、焼却処理場敷地内で具体的に動きが出ている。

今村委員 

フードコンプレックスについては食加研としても協力していきたいが、5 年間で

成果を出すのは難しい。企業が何かしたいというものに支援することが一番やり

やすいので、そういう時はつないでいただければ支援したい。フードコンプレック

スは道民に知れ渡っていないしおそらくこれからも広がりづらいと思う。これに乗

って事業を進めても江別の知名度は上がらないだろう。何か江別市としてのブラ

ンディングに力を注ぐほうがよいと思う。 

会長 その他の項目で委員の皆さんから何かございますか。 

一同 なし 

会長 その他の項目で事務局より何かございますか。 

商工労働課長 市民 PR 用配布物の紹介。 

会長 以上、予定された議事は、すべて終了いたします。ありがとうございました。 

経済部次長 これをもちまして平成 24 年度第１回江別市経済審議会を終了いたします。 

 

 


