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新城市地域産業総合振興条例 

◎ 条例策定過程に参加・参画した人数 

 区    分 人数 回数 

条例審議委員会委員 １６人 ９回 

実態調査ワーキング （委員・職員） １３人 ４回 

ヒアリング調査  （企業・個人事業主） ７９事業所 

アンケート調査      （従業者） ８５６人 （従業者） 

ヒアリング調査    （女性起業者） ７人 

実態調査員   （委員・大学生・職員） 延べ５１名 ２１班 

先例地視察調査・その他 延べ２５人 
 

    合     計 １，２００人 



新城市の特性と危機 

〈セールスポイント 特性〉 

• 若者総合政策・女性議会 

• 交通インフラの飛躍的発達 

• 地域自治区制度 

• 地域資源の豊富さ   

         

〈ウイークポイント 最大の危機〉 

• 生産労働人口の減少       

• インフラの利便性向上による人口流失 

• 若者の多様な雇用の場の不足 

• 女性のスキル・能力の発揮できる機会の不足 

• 既存企業における労働力の減少 

 

危機感 
  による                        
新たな取組 



産業条例によるまちづくりへの挑戦 

まちをどう変えたのか 北の大地から学ぶ 



講師紹介 

 帯広市産業振興会議･顧問 岩橋 浩 氏 
 

 講師略歴 
   1952年（昭和27年） 帯広市生まれ。 

   1987年 東京からＵターンし、㈱ホクコーを創業。 

   現在、同社代表取締役。 

 

   北海道中小企業家同友会帯広（現とかち）支部幹事長 

   帯広市中小企業振興協議会副会長、 

   とかちネット会長（帯広畜産大学に事務局を置く産学官金連携組織） 

    

 



 何を変えようとしたのか？推進方策と成果について    
      帯広市中小企業振興基本条例制定から中小企業振興協議会、 

                        そして産業振興会議 

                            2016年3月25日 

                             新城市産業自治振興協議会  
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

                       帯広市産業振興会議・顧問 岩橋 浩                       



「中小企業振興」と「地域産業振興」 
慶應義塾大学経済学部 植田浩史教授作成資料より 

Ａ産業 フードバレー
とかち 

Ｃ産業 

                                                  
 
 
 
 
 

中小企業 

産業に関係なく、  
「中小企業の創業、
経営などに関係
する振興策」が    
「中小企業振興」 

「特定の地域内産
業をどのように発
展させるか」を課
題にするのが「地
域産業振興」政策 

フードバレーとかち:”食と農業“の成長を軸に地域振興を図る現市長の政策的
旗印「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」として、国の国際戦略総合特別区域に指定 

 



   
1 帯広・十勝について 

2 帯広市中小企業振興基本条例制定まで                              
3 中小企業振興協議会設置から『帯広市中小      

     企業振興に関する提言書』提出まで       
4 『帯広市産業振興ビジョン』と産業振興会議   
5 結びにかえてー今後の方向性 
  附録 

                                              
                

          弊社社屋 



         1  帯広・とかちについて               

  -豊かな農業を基盤とした十勝の中核“商業”都市     
 1) 十勝の人口・面積 34.5万人（16.8万） 10,830㎢ （愛知県5,154 km²)  
 2） 農業産出額 3,233億 (北海道 10,705:愛知県 3,081億)  
 3） 域際収支 -1,500億（北海道 -1.0兆:愛知 5.4兆) 

    
            元年  ２２年 
耕地面積ha（千)    261   254 
一戸当ｈａ       22    38 
農家戸数    10,000  6,110 
乳牛農家     3,500  1,621 
乳牛頭数(千)    190   235 
肉牛農家         850   794 
肉牛頭数(千)    100   200 
農業所得（千）  7,400 12,000 
 
 

*もともとは不毛の火山灰地 
⇒排水改良等土地基盤整備 
*農業所得は、市町村に 
よりばらつきが大きい 
 中札内村   18,448  
 陸別町      7,271 
*３５年農家戸数予測  
          3,000戸 

*年間日照時間が2,000時間         
*冷涼少雨の大陸性気候⇒農薬使用量は全国最小 
（全国平均の2/5以下） 
*水質調査で、「日本一」に選ばれた札内川などを 
水源とするおいしい水 
*明瞭な四季 
⇒世界で最も自然環境に恵ま 
れた地域のひとつ 

 

      依田勉三像 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Statue_of_Yoda_Benzo.jpg


『産業連関分析入門』入谷貴夫著 

      製品出荷額  ：  粗付加価値額  
北海道    18,809          5,721 
愛 知      15,674          5,942 
十勝       3,000              899 
  『食品加工業と地域経済』美土炉知之  

小売業年間販売額（百万）人口（千人） 
札幌市   2,024,715     1,936 
旭川市    462,278      347 
函館市    286,639      271 
釧路市    178,177      177 
苫小牧市   189,505      174 
帯広市    263,587      168   
新城市      33,818       49 
音更町     40,727        45  

   ばんえい競馬 



  《条例制定取り組みから貫く危機意識》 
＊帯広・十勝を取り巻く情勢について-厳しい予測      

1) 平成21年 17万人→2035年予測12万1千人                     

   ・日本の人口予測 平成21年 127百万人→2035年 110百万人         

   ⇒ノルウエー北極海底ガス開発(６０ヶ国から３０００人の従業員)                                                               

2） TPP”参加“⇒地域基幹産業・農業崩壊の危機                     

    農家戸数：平成元年－１万戸、２７年－６千戸、４６年予測－３千戸     

 但し、 20年農協取扱高2,463億円⇒27年3,233億円      

3） 公共事業の激減に象徴される政府の財政難                        

  北海道 :  平成11年2.2兆円→平成27年9,534億円                 

  十勝    : 平成9年2,100億円→平成27年718億円  

   ⇒自立・創出型自治体経営への転換 

                      

                           

     

   

   帯広市役所 



『帯広市中小企業振興に関する提言書』 ２０年８月２７日                                                                      
* 帯広・十勝の経済環境は、これまでの拡大成長型から大きく
転換し、今後は「企業活動の停滞→地域経済縮小→消費購買
力の低下→人口の流出・減少」という悪循環に入る可能性を否
定できません                                

* 日本全体の人口が減少局面に移行していく中でも、魅力と

活力で人口が増加する地域もあることを厳しく受け止め、・・・
地域の「雇用力」の創出が極めて重要                             

* 地域経済の活力がなければ、地域コミュ二ティや行政サービ
スの維持が困難になる 



2 帯広市中小企業振興基本条例制定まで  
00-6 月ヨーロッパ小企業憲章採択 “Think Small First”  
１） 03-7 第35 回中同協総会 「憲章」制定採択           
   ヨーロッパ小企業憲章(三井逸友横浜国立大教授)分科会        
    ⇒ 岩橋幹事長参加                           

２) 05,12 同友会プロジェクト立ち上げ(渡辺委員長）                          

３) 06,2 帯広市と商工会議所も現条例の見直しで基本的一致  

 ・ 帯広市役所―商工観光部 , ・ 会議所―河合専務理事          

４) 06,11 帯広市長とのふれあいトーク     
    《帯広市から条例骨子案提示》                          
・ 砂川帯広市長他                           
・ 商工会議所担当吉田副会頭・川合専務他       
・ 落合支部長他                                                                              

５） 07,3/27  議会傍聴-可決後、松山部長、              

中島次長、黒田主任と渡辺委員長                     
岩橋幹事長、牛乳で乾杯             
 
 

                     
      



5) 07-3/29  第四回中小企業振興基本条例制定”会議“慰労会   
  ・ 松山商工観光部部長、中島次長、黒田主任主 
   ・ 帯広商工会議所吉田副会頭、河合専務他  
       ・  落合支部長、渡辺委員長他                         
      ＊１４回の条例プロジェクト会議を重ね、制定にこぎつける         
             （詳細は同友会とかち支部・支部活動報告⇒支部活動 
                          ⇒中小企業振興基本条例プロジェクト参照） 
 
 

     豚丼 



＊骨子案論点整理（第１１回プロジェクト 06,11/21） 
・「前文」及びその内容について                    
   中小企業の条例如きに前文なんて・・・                
・ 基本条例とする点                       
   「基本」を入れるか否か⇒理念条例としてＡ４一枚にまとめる  
      ｃｆ．『八尾市中小企業地域経済振興条例』                          
・ 周辺町村との連携について                  
   帯広市の実態を反映した条例を作るには・・・              
・「市長の責務」について                      
   「市の責務」か「市長の責務」か                   
・「中小企業者の組織化の推進及び中小企業団体の育成」について  
・ 推進役“帯広市中小企業振興協議会”の設置について         
  条例設置か要綱設置か                    
 ・「等」の問題について                     
  会議所側の意向                            

・「帯広市中小企業(等)振興基本条例」 

・ 現行条例の廃止・新条例として制定                                       

     白鳥大橋 



 旧条例（「帯広市中小企業等振興条例」）と 

      新条例（「帯広市中小企業振興基本条例」） の違い    

（※昭和５４年３月２６日制定） 

第１条 この条例は、市内における
中小企業の高度化と近代化を促進す
るために必要な資金の貸付け及び融
資の斡旋を行い、もつて本市産業の
振興を図ることを目的とする。 

⇒二重構造論に基づく中小企業観 
＊市長は診断・指導する＝中小企業
は病人？ 

 

 

  『森の理論』 
   Think Small First 

  ＥＵ小企業憲章（的中小企業観）       
≪起業・創業を要とした条例≫        
⇒施策の(1）に起業・創業が置かれる             
  

起業・創業を活発化するためには中小企業観を変える必要があった  



3 中小企業振興協議会設置から『帯広市中小企業振
興に関する提言書』提出まで 

 ⇒0７年７月帯広市中小企業振興協議会設置 

 ・条例第四条(市長の責務)                                 

「市長は、前条の規定に基づき、地域の中小企業関係団体と   
密接に連携し、中小企業振興のための指針を定めるものとする」 

＊「指針を定める」に際し、「地域の中小企業関係団体と密接に  
連携」することを定めたのは画期的 = 新城市『条例』第９条 

 『千葉県中小企業の振興に関する条例』                   
(平成１９年３月１６日)                                  
第四条 (県の責務）                                           

「実施に当っては、その内容に応じて                     
産学官民の連携を図る」                              
第五条 (中小企業者等の努力）                                   

「県が行う中小企業の振興に関する                            
施策の実施について協力」 

     駅前から東を望む 



 「帯広市中小企業振興協議会」 会長：渡辺社長    

              平成１９年７月２０日発足(無報酬の委員－18名内民間12名)                   

  ・条例第三条(中小企業振興の基本方向) 「この条例の目的を達成するため、 

 市及び中小企業者等が協働して中小企業の振興を図る方向は、次のとおりとする」 

  (1）帯広・十勝の地域資源を活用する起業・創業及び新技術・新事業開発の支援                  

      (2)技術・技能の向上をはじめとする人材の育成及び担い手づくりの促進 

  (3)経営基盤の強化 

  (4)産業基盤の整備 

  (5)中小企業者の組織化の促進及び中小企業団体の育成 

 *基本的方向を論議するため４部会を設置  

  ・モノづくり・創業部会（14名内民間10名) 

  ・経営基盤・人材部会（11名内民間9名) 

  ・交流部会 （13名内民間11名) 

  ・産業基盤部会（9名内民間8名)                                          

 委員の”選考基準”（業界の中堅） 

 ⇒但し中堅教育の場ではない 

       十勝の冬景色 



  
  《中小企業振興協議会の論議経過》        
＊部会開催(平成１９年８月～平成２０年７月)            

      モノづくり・創業部会   （４テーマ）     １５回               

        経営基盤・人材部会  （10テーマ）    １２回     

        交流部会        （６テーマ）     １２回      

        産業基盤部会     （５テーマ）       ７回      

        合計            ４６回 

＊ 協議会、部会長会議等 ２０回  

＊ ７講演会、１研修会を含めると７４回開催  

 ・８/２７『帯広市中小企業振興に関する提言書』を  
市長へ提出→「産業振興ビジョン」へ 
 ☆ よくされる質問への回答   
1） 委員が無報酬 ⇒ 報酬=予算=回数  

2) 委員も勉強(委員側からもデータ・討論資料             

3)  職員が優秀で情熱にあふれていた 

    じゃがいも畑 



「条例」と「提言」の関係-「ものづくり・創業部会」を例に 
*条例第３条で定めた基本方向                
 《 (1）帯広・十勝の地域資源を活用する起業・創業及び新技術・新事
業開発の支援 》                                      
 【論議の基本的視点】 を定め論議                                   
     ① ⇒創業                                                       
     ② ⇒新技術・新事業開発の支援                       
          ②-1 ⇒産学官連携         
         ②-2 ⇒産業クラスター形成                           
          ②-3 ⇒地域ブランド形成   
                   
 【主な展開方法の考え方】 として集約  
                         
 【具体的な施策の提言】として時期を短期・中期・長期に区分し提言  
  ○ 創業・起業総合相談機能の強化(短期) ： ワンストップ的相談 
   機能の充実・強化、支援策の周知徹底  
  ○ 創業・起業支援機能の検討(中期)：インキュベーション施設の 
   設置、職業観教育・起業教育 

 

   帯広畜産大学 



重点プロジェクト：創業・起業支援Ｐ 
6 創業・起業応援 
 ・教育委員会等との調整 
 ・相談体制機能等の検討 
 ・創業・起業フェアの開催 
7 創業・起業実践 
 ・情報提供方法やサポート体制の検討 
 ・創業支援のための融資制度の拡充 

⇒とかちイノベーションエコシステム（創
業・起業支援システム）としてとりまとめ 
事業費  ７８５５万１千円 
創業・起業件数  27年から31年（270件）
創業・起業相談件数       （750件） 

産業振興ビジョンで政策として具体的落とし込み 

＊政策としての立案は行政が行う 
 ⇒実行には予算と組織が必要 



４) 『帯広市産業振興ビジョン』（２１-２)と              
           「産業振興会議」(２１-３/３０)                 

＊ 産業振興ビジョン（行程表と目標数値）の位置づけ                          

  ・ 第六期帯広市総合計画の分野計画 
  ・ ビジョンの期間は平成２１年度から概ね１０年。 ５年で見直し。            

  《目指す地域産業の姿》    
       『地域力をいかした活力ある地域産業の形成』       

  ・ 「5の施策の方向性」と「20の基本施策」         
  ・ 「7の重点プロジェクト」と「52の展開事業」               
                                      

 



＊産業振興会議について  
⇒ ビジョンの進捗管理と見直し 
 第１期産業振興会議の主な取り組み       
  ・「地域経済リサーチ小委員会」 
  ・「十勝帯広地域ブランド化推進委員会」 
 第２期産業振興会議 
  ・５の課題を２グループに分け討論 
 第３期産業振興会議 

  ・ 産業振興ビジョン見直しに向け産業経済実態調査開始 
  ・ ４部会に分かれ見直し案を論議  
*  27年3月    産業振興ビジョン（見直し後）の策定 
 見直しの代表的な部分 
  １．創業・起業の促進 
  ２．Ｕ・Ｉターン者の確保促進 
  ３．地元企業の情報・魅力の発信 
 第４期産業振興会議 
 

     当社ブース 



産業振興会議の委員構成 
 
第１期（平成２１年度・２２年度） 会長：曽我商工会議所副会頭 
全体２０人（民間企業：１４、金融：１、大学：１、行政：１、支援機関：３）      
 
第２期（平成２３年度・２４年度） 会長：仙北谷畜大教授 
全体１６人（民間企業：１４、金融：１、大学：１） 
  
第３期（平成２５年度・２６年度） 会長：佐藤社長 
全体１６人（民間企業：１４、金融：１、大学：１） 
  
第４期（平成２７年度・２８年度） 会長：兼子社長 
全体１５人（民間企業：１３、金融：１、大学：１） 
  
なお、第１期の行政は、十勝総合振興局 

支援機関は、同友会、産業振興センター、                    
中小企業総合支援センター 

日本有数の勝毎花火大会 



＊地域づくりは一人では不可能。同じ方向を向き(＝条例)共に考え・進む    
仲間をどれだけ増せるかが、鍵。 

⇒延べ１００名を超える経営者が中小企業振興会議・産業振興会議に参加
し、地域と自社の関係を正面から考える機会を持つ (経営者の意識改革)                                            
＊行政の垣根が低くなり、利用しやすい政策・制度設計が可能になる 
⇒プレイヤーは行政ではなく民間。 (経営者の背中を押す政策・制度設計) 

＊従来の中央依存・分配から脱却し、自立・創出型自治体経営へ職員の 
意識改革が始まっている(と信じてる) 
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図1 社会動態の推移 

社会増減 

       

＊ 帯広市人口の人口が増えた!! 169,389 (27年国勢調査速報値) ←168,057（22年)  
       ２０年時の２７年人口推計値 162,944 

＊ 企業数も北海道で唯一増加 
      振興局別企業等数「26年経済センサス」 

 12,049(26年度)←11,960(24年度) 
 



5 結びに代えてー目指すべき方向性 
 帯広・十勝を創業・起業に最も適した地域に変革し、  
  生きがいと賑わいにあふれた地域へ進化を 
  条例制定１０周年を機に見直し 前文 1 教育条項  2 大企業との関係  

イギリスの「起業環境は過去最高であり、中小企業は黄金時代を迎えてる」     
                     『欧州における地域活性化のための中小企業政策 』より 

1）起業家教育 
  初等教育から高等教育の各段階にいたる、起業家教育の制度化・国家戦略化 
 ⇒地方自治体でもできることがある 教育委員会、教科書副読本 
＊教育機関等と連携し、起業家精神を持った人材を育成する （八王子市いきいき   

   産業振興基本条例）                                   
2)まちづくり 
   
         

     
                                

道立食品加工技術センター 



十勝の代表的な産学官金連携組織 

 とかちネット 

事務局：帯広畜産大学地域連
携室 

会員数：115名 

 十勝総合振興局、帯広市、 
帯広信用金庫 

取り組み：北海道ＨＡＣＣＰ推進 

 6事業所⇒15事業所（27/12）  

食品衛生管理者講習の実施に
向けた取り組み（ハム・ソー
セージ製造工房の拡大） 

ヒューマンネットとかち 

事務局：（財）十勝圏振興機構      
目的：十勝に縁のある人々が  
 生きたネットワークを構築し、   
 新事業・新産業の芽が生ま 
 れ育ち易い環境を作ることで 
 地域の経済・産業を振興する 
会員数：会員制は取らず、申 
 込者に開催情報を提供 
テーマ： 毎回、旬な話題     
 12月例会 『中小事業者の  
  生産管理』 
 ⇒ 毎回約1000名に案内 
参加者：80名弱 
 



北海道中小企業家同友会とかち支部 
 《三つの目的》         
 ・良い会社を作ろう ・良い経営者になろう  ・良い経営環境を
作ろう                                                      
＊会員数:  900（農業経営者150） 
＊委員会・部会数：10+11（ex．農業経営部会、農商工連携部会） 
＊年間会合数：650 
＊研究会 
 ・とかち地サイダー研究会 
 ・十勝うどん研究会 
 ・小規模加工食品研究会 
 ・ワイン・ブドウ研究会 等 
＊委託事業：６件（2,000万）「農産物の安定供給のための貯蔵技術改善  
   普及プロジェクト 」（ＪＩＣＡ－モンゴルで試験貯蔵実施中）：1000万 

  共同事業：1件（8,000万） 「厚生労働省・実践型地域雇用創造事業」                       
＊産業振興会議委員数：8/13 
  



対象 現在はナチュラルチーズ、パン、お菓子、
そして乳製品(チーズ以外)の4品目です。 

これからも新しい品目に拡げていく予定
です。 

基準 主原料十勝産100％をはじめとする原材

料規定のほか、衛生・品質管理の徹底、
官能検査（食味試験）のクリア等、詳細
な基準が定められています。 

認証品 チーズ  5工房 38品 

パン  15工房 45品 

お菓子 10工房 24品 

乳製品 12工房 40品 

全   37工房 147品  【一覧表(PDF)】 

認証期間 認証から3年（1年毎に中間検査あり） 

事業主体 十勝ブランド認証機構 

マーク ダブルスターのマークが目印です。 

 フーデックスジャパンへ十勝で出展                            
 北海道十勝物産館－2016年は22社出展  帯広信金からの出展料補助 

 
    

http://www.tokachi-brand.jp/products-list.pdf
http://www.tokachi-brand.jp/products-list.pdf
http://www.tokachi-brand.jp/products-list.pdf
http://www.tokachi-brand.jp/products-list.pdf


 

 

 

   休 憩 



ま と め 

  

 ⦿ 講演内容に学ぶべきこと 

 

    新城市産業自治振興協議会長 

      愛知大学 地域政策学部 

          教 授   鈴 木  誠 

 

 



 

質疑応答・意見交換 



 

市長あいさつ 



第３回新城市産業自治振興協議会 

 

終了 
ご参加ありがとうございました。 

 

気を付けてお帰りください。 


