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平成２６年度経済建設常任委員会管外行政視察報告書 

 

 

１ 視察日時  平成２６年１０月２１日(火)～１０月２３日（木）の３日間 

【１日目】北海道函館市 

１０月２１日（火）午後 2時 00分～午後 4時 00分の約 2時間 

【２日目】青森県五所川原市 

１０月２２日（水）午後 2時 30分～午後 4時 00分の約 1時間 30分 

【３日目】青森県青森市 

１０月２３日（木）午前９時 30分～午前 11時 00分の約１時間 30分 

 

２ 視 察 先  函館市・五所川原市・青森市 

 

３ 視察事項   （１）函館マリンバイオクラスター形成事業について【北海道函館市】 

（２）大町二丁目地区土地区画整理事業について【青森県五所川原市】 

               （３）がんばる企業応援事業について【青森県青森市】 

 

４ 視察目的  北海道函館市 

豊かな水産資源を有し、水産・海洋に関連する産業や大学等が集積する函

館地域において、地域資源の高付加価値化を図るため、大学等の技術シー

ズを活用した産学官の連携により、新商品やサービスを創出し、地域経済

の活性化を図るための各種事業の先進的な事例を調査することを目的とす

る。 

青森県五所川原市 

大町二丁目地区土地区画整理事業は、中心市街地再活性化施設である

「立佞武多の館」を生かし、中心市街地として魅力ある商業・観光拠点づ

くりを行うとともに、安心安全な街づくりを推進するための都市基盤施設

整備の取り組みを視察することにより、観光振興・観光客誘致に向けた先

進的な事例を調査することを目的とする。 

青森県青森市 

地域産業の活性化のため、前向きに新商品開発や販路拡大などに取り組

む市内の創業者や中小企業者等を支援するがんばる企業応援事業を視察す

ることにより、地域経済の拡大・活性化に繋がる産業振興に向けた先進的

な事例を調査することを目的とする。 

 

５ 参 加 者  《経済建設常任委員会》（６名） 

          委員長 畑 山 剛 一 

           副委員長  北 川 憲 一 

                 委 員 楠   明 廣 
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          委 員 柏 原   要 

          委 員 永 富   靖 

          委 員 赤 木 和 雄 

       《随行》 

議会事務局主事 大 川 幸 徳 

 

６ 視察先出席者 

 【函館市】  函館市議会事務局議事調査課 瀬戸課長 

        函館市議会事務局議事調査課 白米主任主事 

        函館市経済部経済企画課 兵庫主査 

        函館市経済部経済企画課 長濱起業・IT・産学連携担当 

 【五所川原市】五所川原市議会事務局 長尾局長 

五所川原市議会事務局 片山次長 

五所川原市建設部都市計画課 小田桐課長補佐 

 

 【青森市】  青森市議会事務局 金澤局長 

        青森市議会事務局 総務課 折目主事 

        青森市経済部商工業政策課 多田課長 

        青森市経済部商工業政策課 経営支援チーム 千葉主幹 

青森市経済部商工業政策課 連携推進チーム 佐藤主幹 

        青森市経済部商工業政策課 連携推進チーム 石戸主事 

 

７行政視察内容 

 北海道函館 

（１）函館市議会事務局 歓迎あいさつ《議事調査課 瀬戸課長》 

（２）畑山経済建設常任委員会委員長あいさつ 

（３）青森市経済部商工業政策課からの調査事項の説明概要 

「函館マリンバイオクラスター形成事業について」 

「函館市国際水産・海洋総合研究センターについて」 

《函館市経済部経済企画課 長濱起業・IT・産学連携担当》 

  ①函館市の特徴 

函館は水産業、造船業、海との関わりのある経済活動を軸に人口が増加し、昭和５５

年に約３２万人に到達したが、オイルショック、造船不況、北洋漁業撤退、連絡船廃止

などの影響により２７４，１５１人（平成２６年１月末現在）まで減少している。 

また、漁業就業者数は全国市町村で最も多い３，３８８人（平成２２年国政調査）と

なっている。地理的・自然的条件が優良な漁場を形成しており、サケ、イカ、昆布等の

海産物に恵まれており、函館市には北海道大学大学院水産科学研究院をはじめ、数多く
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の学術研究機関が立地し、約４００人の研究者と約５，５００人の学生を抱えている。 

  ②函館国際水産・海洋都市構想の策定 

平成１５年３月に、水産・海洋に関する特性・優位性を活かした新たなまちづくりと

して、函館国際水産・海洋都市構想を策定。 

  ③産学官連携 

函館国際水産・海洋都市構想の実現には産学官の連携が必要であり、北海道技術セン

ターが中心となって、市内大学の研究者と地元産業を結び付け、地域のネットワークづ

くりの核としての役割を担っている。 

  ④研究開発費  

文部科学省、経済産業省等より。 

   平成１５年度 都市エリア産学官連携促進事業（一般型）３年間で３億円 

   平成１８年度 都市エリア産学官連携促進事業（発展型）３年間で６億円 

   平成２１年度 地域イノベーションクラスタープログラム（グローバル型） 

５年間で１３億円 

  ⑤産学官連携による商品開発 

高付加価値化に関する研究結果をもとに、２００品目以上の商品を開発し累計売上１

００億円以上、経済効果２２０億円以上と推計。 

また、平成２０年６月１４日に産学官連携功労者表彰「文部科学大臣賞」を受賞。 

  ⑥地域・観光客・国内外への販路拡大 

平成２３年６月に函館駅前にがごめ昆布ねばねば本舗をオープン。 

全国の百貨店で開催される北海道物産展への参加、ローソン京橋駅前店内に函館市ア

ンテナショップを設置。 

海外のバイヤーを招いた商談会の開催。海外見本市等への出展支援、各種セミナーの

開催。 

  ⑦国際水産・海洋総合研究センター 

 入居型の貸研究施設として、学術試験研究機関や民間企業が一堂に入居できる研究室

を備えているほか、隣接する岸壁には調査研究船が直接接岸でき、函館港から直接採取

した海水を水槽実験に使用することができる。 

水産、海洋分野の研究開発支援や産学官連携を促進する施設である。 

  ⑧将来の目指す姿 

函館国際水産・海洋都市構想を基盤とし、地域の魅力ある資源を産学官連携で生み出

した科学技術により磨きをかけ、１次産業から３次産業まで幅広い産業に波及すること

により、持続的に発展可能な地域社会をつくることを目的としており、今後もこの取り

組みに力を入れていく。 

 青森県五所川原市 
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（１）五所川原市議会事務局 歓迎あいさつ《長尾局長》 

（２）畑山経済建設常任委員会委員長あいさつ 

（３）青森県五所川原市からの調査事項の説明概要 

  「大町二丁目地区土地区画整理事業について」 

《五所川原市建設部都市計画課 小田桐課長補佐》 

  ①事業の概要 

当地区は市の中心市街地に位置し、地区内は路線型商店が集積し大半が商業系の土地

利用となっている。五所川原市を象徴する観光資源の「立佞武多の館」を活かしつつ、

中心市街地として魅力ある商業・観光拠点づくりを行うとともに、商工会議所や商店街

の関係者により、商店の再配置、誘導による申し出換地の申請を受け調整を図りながら

平成１９年２月に仮換地指定をした。 

②土地利用計画 

区  分 面 積 

 

公
共
用

地  

道路 １５，９２９．１２㎡ 

公園 １，５０８．７１㎡ 

小計 １７，４３７．８３㎡ 

 

宅
地 

民有地 ２６，８９１．８７㎡ 

小計 ２６，８９１．８７㎡ 

総  計 ４４，３２９．７０㎡ 

  ③事業認可  平成１７年９月３０日（当初） 

  ④試行期間  平成１６年度～平成３２年度 

  ⑤国庫補助事業の経緯 

   平成１６年度から平成１７年度 都市再生区画整理事業 

   平成１８年度から平成２２年度 まちづくり交付金事業 

   平成２３年度以降      社会資本整備総合交付金事業 

 

 青森県青森市 

（１）青森市議会事務局 歓迎あいさつ《金澤局長》 

（２）畑山経済建設常任委員会委員長あいさつ 

（３）青森県青森市からの調査事項の説明概要 

  「がんばる企業応援事業について」 

《青森市経済部商工業政策課 多田課長》 

《青森市経済部商工業政策課連携推進チーム 佐藤主幹》 

 

 

  ①事業実施の背景・目的 

青森市は県庁所在地として、行政・商業・文化等高次な機能が集約し、北海道と本州
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を行き交う旅客や物資の交通拠点として発展してきたが、交通機関の発達により、物流

拠点としての機能が弱まってきた。 

また、農林水産業から生み出される良質な産物を背景として、卸売業、小売業、医療、

福祉などのサービス業の就業者が多く、製造業は少ないことにより、景気が低迷した状

況が続いた。 

こうした中、経済波及効果が高く高付加価値を生み出しやすい「ものづくり産業」の

育成、強化を図ることを目的とし、がんばる企業応援事業を実施した。 

  ②事業の概要 

   ・企業訪問調査  

 市内中小企業者の取組みや抱えている課題、行政への要望等を的確に把握すると

ともに、地域に埋もれている優れた技術、製品を掘り起し、商品の競争力強化、販

路拡大等、効果的な支援施策構築に生かす。 

   ・がんばる企業応援助成金（予算額平成２６年度 ６，０００千円） 

新商品・新製品、新役務の開発を行う際の研究開発費、人件費等に対して１００

万円（助成割合２分の 1 以内）を上限として交付する。また、青森県が定める地域

産業資源を活用した事業に対しては助成割合を３分の２以内とする。 

 

年 度 申請件数 採 択 件 数 交 付 額 

平成２２年度 １１件 １１件 ７，６０７千円 

平成２３年度 ４件 ４件 ２，１５１千円 

平成２４年度 ９件 ９件 ６，２６６千円 

平成２５年度 ６件 6件 ２，９９９千円 

 

   ・展示会等出展助成金（予算額平成２６年度 １，０００千円） 

受注確保を目的とした展示会への出展料、運搬費の経費に対して２０万円を上限

とし交付する。 

   ・がんばる企業交流会（予算額平成２６年度 ５００千円） 

各企業の新事業展開などへの支援策として、他業種の事業者や支援機関の専門家

等を集め、定期的に交流会を開催するもの。 

産学官の連携による「がんばる企業交流推進委員会」を設置し各団体が保有する

人材、ノウハウや支援ツールを有効に活用しながら、ともに「連携」・「協力」して

起業支援を行う。 

   ・起業・創業等相談ルーム（予算額平成２６年度 １３，２５０千円） 

一般社団法人ＪＢＩＡの認定インキュベーション・マネジャーがアイデア整理や

経営計画の作成資金計画など、起業を志す市民の相談段階に応じた情報提供やアド

バイス等の実施。 

起業者等のスキルアップや人的ネットワーク形成のため、各種セミナー又は勉強
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会を開催 

【平成 25年度相談実績】相談者数 １２２人（相談応対回数 ３８３回） 

   ・Ｍ．Ｉ．Ａ.フロンティア資金保証融資 

事業拡大、新分野への進出等に係る事業資金を対象とした融資 

[資金使途]設備資金、運転資金 

[融資限度額]３，０００万円(運転資金は２，０００万円) 

[融資期間]１０年以内（措置期間１年以内） 

[融資利率]（１）新事業展開分 無利子  

（２）事業拡大分 年２．０％（当初３年間は市が全額補給） 

[信用保証料]市が全額負担 

  ③平成 26年度の新たな取組 

・産業財産権取得促進助成（予算額 １，０００千円） 

自社で活用する計画を持ち、外部専門家による産業財産権取得先行調査を行った商

品等に係る産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権等）出願のための費

用の一部を助成。 

【平成２６年度９月３０日現在での実績】 

申請件数 ４件  採択件数 ４件 

  

８ 視察結果について 

  今回の行政視察の結果、函館市と五所川原市及び青森市が取り組み、実行している事項を

まとめると下記のとおりであり、今後、当委員会での調査事項を検討する中で、今回の取り

組み項目を分析し参考にしながら、本市経済建設常任委員会の調査研究をより一層推進して

いくものとする。 

（１）北海道函館市 

《函館マリンバイオクラスター形成事業について》 

・産学官連携の取り掛かりは、産業の商工会議所と北海道大学大学院水産科学研究院か

ら始まり、両者が中心となり、市を含めて三者で函館国際水産・海洋都市構想を策定

した。 

・国への効果として、科学技術創造立国の実現への貢献。地域へは研究成果や技術革新

による地域経済、産業の活性化や、研究者、市民、観光客が行き交う新たなまちの賑

わい新たな観光資源の創出や社会教育環境の充実が期待される。 

・産学官連携における自治体の役割として大学の研究者と地元民間企業との橋渡し、国

の研究開発費の獲得に向けた情報収集、自治体独自の補助メニューを用意することで

ある。 

・ローソン京橋駅前店のアンテナショップに係る費用は市が負担している。 

・今後の予定として、食品だけでなく、医療関係の商品についても検討している。 

・海外への販路拡大については、道、市が出展料を負担し、海外のバイヤーを招き商談
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会を行う経費を負担する。 

《国際水産・海洋総合研究センターについて》 

・平成２４年度建設着工し、総事業費約４５億円をかけて、平成２６年度併用開始に至

る。様々な学術研究機関や企業が集積連携して取り組む研究に対応した柔軟性・拡張

性と研究者同士の交流促進や「海」・「科学」にふれる見学・学習機能を有している。 

【所感】 

函館市では豊かな水産資源を有し、地域資源の高付加価値化を図るため、産学官の連

携により、経済の活性化を図る各種事業に取り組んでいる。 

特に、これまで雑海藻扱いで、未利用だった「がごめ昆布」に着目、短期間（６年）

で多種にわたる商品を開発し大きな経済効果を上げている。 

本市においても地場産業が多方面において発展してきたが、産学官の連携や総合的

な研究拠点となる施設はなく今後の課題であると感じた。また、関係機関との連携を図

り地場産業の益々の発展や地域振興に取り組む良い参考事例になった。 

 

（２）青森県五所川原市 

《大町二丁目地区土地区画整理事業について》 

・総事業費は約７６億円。 

・農業用水路が多く、公共用地を道路用地に充て換え、水路としての機能を道路の側溝と

して置き換え、減歩率を低く抑えることができた。 

・佞武多の館に隣接する広場には、災害時の対策として、耐震性貯水槽を埋設してお

り、飲料水を１００ｔ貯蔵し、併せて防災備品も備えている。 

・立佞武多祭りの運行コースには電線共同溝を設置して、祭りの支障にならないよう電線

を地中化している。 

《立佞武多の館について》 

・津軽地方の観光と市民交流の拠点として、中心市街地活性化基本計画に基づき、デパー

ト跡地に平成１６年に建設。 

・高さ約２３ｍ、総重量１６ｔの立佞武多が３台常設されている。 

・立佞武多の歴史、製作所、お囃子の練習室、美術展ギャラリー、展望ラウンジなどがあ

り来場者も累計約１４０万人（平成１６年度～平成２５年度）を数え商店街への波及効

果の新しい風も生まれている。 

 

【所感】 

 五所川原市では、中心市街地の空洞化が進行し街の活性化が問題となっている。活性

化策として中心市街地を魅力ある商業、観光拠点づくりと、安心、安全なまちづくりを

推進するため都市基盤施設を整備している。 

土地区画整理事業を５か年計画で実施し、道路、立佞武多広場、電線共同溝などハー

ド、ソフト両面において着実に事業が進んでいる。とくに空き店舗の土地を利用し「立
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佞武多の館」を建設し多くの観光客を誘致している。高さ２３ｍの立佞武多は壮大で目

を見張るものがあった。本市においても多くの観光客を誘致するには、祭事の活性化や

特色ある事業の推進、取り組みをしていく必要性を感じ今後の取り組みに良い参考事例

になった。 

 

（３）青森県青森市 

《がんばる企業応援事業について》 

・青森市では平成１２年に、ものづくり産業の活性化を推進してきたが、平成２１年度

に市内企業が直面する課題やニーズを調査し、これまで行った事業の課題を整理し

た。 

・主な課題として、①事業規模の大きな取り組みを対象にしていたため、小さな取り組

みの発掘・育成が疎かになっていた。②ものづくり支援には産学官の連携が必要不可

欠であるが、公的機関による連携できる組織が存在しなかった。 

・この課題を踏まえ、①支援を受けたい事業者を待つ受動的支援でなく、関係機関との

連携により情報収集を行い、成長指向型の企業を発掘し支援する能動的支援へ移行②

地域内の企業連携を促進し、地域外に頼っていた財、サービスを地域内で補う体制づ

くりを企業支援の方向性とした。 

・企業訪問調査は、国、県、市の支援制度利用者、誘致企業を中心に訪問した。 

・がんばる企業応援助成金については、事業計画を提出し、プレゼンテーションの場を

設け、審査を経て採択・不採択を決定する。その後、事業終了した段階、若しくは３

月３１日の段階で実績報告を求め、ある程度の実績の確認が取れれば助成金を交付す

る。 

・がんばる企業交流会では、企業からは大学、公設の試験研究機関の専門家とも交流が

でき、好評であった。しかし、毎年開催していると参加企業が、同じ顔ぶれになるた

め、新しい企業の掘り起しが課題となる。 

【所感】 

青森市においては、地域産業の活性化のため新商品の開発や、販路拡大などに取り組

む市内の創業者や中小企業を支援する「がんばる企業応援事業」を推進している。 

青森市では、農林水産業から生み出される食品製造業が大きな割合を占め、一方で加

工組み立て型の業種は低い割合にとどまっているため企業連携を促進し交流会の開催や、

相談ルームの開設で多方面において支援策を講じている。本市においても低迷している

小規模事業者や新たに起業しようとする者に支援策を策定する良い参考事例になった。 

 

 


