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○加藤宏信副課長 皆さん、こんばんは。 

 定刻になりましたので、第２回、新城市産

業自治振興協議会を開会したいと思います。 

 開会に際し、協議会長鈴木誠先生から御挨

拶をお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 皆さん、どうもこんばん

は。 

 私は今日が実質的な第１回目の会議だとい

うふうに理解をしています。前回は新城市で

産業施策に関ってどのような取り組みをして、

どのような成果が生まれて、どのような課題

があるのかということを聞かせていただく場

だったかなというふうに思っていまして、そ

ういうことを踏まえながら今日から条例をも

とにしたいろいろな作業を一緒にやっていき

ましょうという、そういう協議の場になるか

というふうに思います。 

 これから具体的にまた話題提供をお互いに

し合っていきたいというふうに思いますので、

限られた時間の中ではありますけれども、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○加藤宏信副課長 ありがとうございました。 

 これから会を始めるに当たりまして、資料

の確認をさせていただきたいのですけれども、

まず、先日送付させていただいた資料は本日

お持ちでしょうか。 

 お持ちでない方はいらっしゃらないですか。 

 ありがとうございます。 

 さらに今回、お手元の方に産業・立地部各

課の取り組みというＡ３のもので折ってホッ

チキスで止めてあるものと、第３回新城市産

業自治振興協議の次第（案）というもの、そ

れと新城市地域産業総合振興条例第９条第１

項の規定に基づく基本計画等の策定について

（諮問）というものが机の上に置かせていた

だいております。 

 また、事前に送らせていただいております

資料ＮＯ．６の第１回の会議録については、

市のホームページで公開することとなります

ので、１週間後の３月１０日までに一度確認

していただいて、修正等が必要な場合はメー

ルで御指摘ください。よろしくお願いいたし

ます。 

 よろしいですか。よろしくお願いします。 

 それでは、ここからはちょっと報告事項と

なります。今回は第２回になるのですけれど

も、第１回で会議を欠席された方もお見えに

なります。事前に送らせていただいた資料の

中に第２回の協議会の次第があるかと思いま

すが、その裏面に委員の名簿がついておりま

す。 

 私の方から簡単に御紹介させていただきな

がら、本日、委員の方が２名欠席、１名は少

し遅れて来るというお話なので、御紹介をさ

せていただきたいと思います。 

 名簿のまず１番目、協議会の会長でもあり

ます愛知大学の地域政策学部鈴木教授になり

ます。 

○鈴木誠協議会長 鈴木です。よろしくお願

いします。 

○加藤宏信副課長 ２番目にあります株式会

社ＰＥＥＲ佐藤代表取締役ですが、本日は仕

事の関係で欠席されると連絡がありました。 

 続きまして３番目、新城市商工会河合工業

部会長です。 

○河合惠元委員 河合です。よろしくお願い

します。 

○加藤宏信副課長 その次、４番目になりま

す。愛知東農業協同組合竹下総合企画部長に

なります。 

○竹下武重委員 竹下です。よろしくお願い

いたします。 

○加藤宏信副課長 続きまして、新城市金融

協会松本会長。三菱東京ＵＦＪ新城支店の支

店長であります。 

○松本吉生委員 松本です。よろしくお願い

します。 

○加藤宏信副課長 続きまして、新城労務対

策協議会西紋事務局長です。横浜ゴム株式会

社にお勤めです。 
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○西紋賢嗣委員 西紋と申します。よろしく

お願いいたします。 

○加藤宏信副課長 続きまして、愛知県労働

者福祉協議会東三河支部梅津副支部長。梅津

さんも横浜ゴムの。 

○梅津浩史委員 横浜ゴムの労働組合の支部

長をやっています梅津です。よろしくお願い

します。 

○加藤宏信副課長 続きまして、新城市医師

会村松理事。村松理事は診察の都合で少し遅

れてしまうという連絡をいただいております。 

 続きまして、一誠福祉会特別養護老人ホー

ム麗楽荘青山荘長です。青山荘長の方からは

本日欠席の連絡をいただいております。 

 続きまして、市民を代表する一般公募です

が、天野委員です。 

○天野勇治委員 こんばんは。作手で農業を

やっています。よろしくお願いします。 

○加藤宏信副課長 続きまして、同じく一般

公募、石田委員になります。 

○石田靖典委員 石田です。よろしくお願い

します。 

○加藤宏信副課長 続いて、若者を代表しま

す大石委員です。 

○大石奈保委員 大石と申します。よろしく

お願いいたします。 

○加藤宏信副課長 女性代表委員、加藤委員

になります。 

○加藤弘依委員 加藤弘依と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○加藤宏信副課長 続きまして、女性代表委

員、澤上委員になります。 

○澤上花子委員 澤上です。よろしくお願い

いたします。 

○加藤宏信副課長 現在の出席者数は、委員

１４名のうち１１名、過半数の出席者となり

ました。会議がこれで成立していることを御

報告させていただきます。 

 それでは、ここからは協議会の運営規則第

３条の規定により、会議の議長は会長が務め

ることになっておりますので、ここからは鈴

木会長、よろしくお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 それでは、早速、今から

この協議会を始めてまいりたいと思います。 

 たくさんの資料がありますので、どれから

というようにいろいろと混乱するかもしれま

せんけれども、そこのところは丁寧に進めて

まいりたいと思います。 

 協議事項のところを見ていただきますと、

今日は大きく３点用意しています。 

 １つは「条例制定と産業自治振興協議会に

寄せる期待 協議会の目指すもの」と題して、

この後、私のほうから少し話題提供をさせて

いただこうということになっております。 

 ２つ目には意見交換ということで、むしろ

ここが今日のメインということで、ここに御

参集いただいた委員の皆様方にいろいろな期

待を込めてお集まりいただいています。既に

今日は準備して来ていただいたと思いますけ

れども、御発言いただこうかというふうに思

います。 

 そして３つ目としては、第３回目に向けて

行うこということになります。 

 今ざっと紹介させていただきましたけれど

も、その前に皆さんのお手元のほうにいろい

ろな分厚い資料が届けられました。一体これ

は何なのだろうというふうに開かれた方はま

だいいとして、開くことも見ることもなかっ

たという方もお見えになるかと思います。私

もその一人なのですけれども、それではまず

いので、せっかく事務局が皆さんに読んでい

ただきたいということで寄せた資料を手短に

皆さんに紹介をさせていただく。実はそのこ

とがこの協議会の仕事とものすごく関係して

くることになってまいりますので、そのよう

な意味も込めて、まず今日の協議事項の前に

報告事項として皆様方に話題提供を事務局か

らしてもらおうと思います。 

 では、川合さんからよろしくお願いします。 

○川合副部長 産業政策課の川合です。よろ
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しくお願いいたします。 

 では、座って説明させていただきます。 

 まず、この「第１次新城市総合計画 基本

計画後期」と書いてある冊子がございます。

そちらをお手元に御用意いただきたいと思い

ます。 

 こちらにつきましては、新城市の市として

目指すビジョンとして第１次総合計画という

ものがつくられています。『第１次新城市総

合計画～山の湊しんしろ経営戦略プラン～』

という形になっているものでございます。 

 これが前期・中期・後期というふうに３つ

に分かれておりまして、そのうちの後期分、

平成２７年度から平成３０年度の４年分とい

うものが、この概要版というふうにしてまと

めてあります。 

 この第１次の総合計画では、将来像を『市

民（ひと）がつなぐ 山の湊 創造都市』と

いうふうに、ここの真ん中に書いてあります。

これを将来像として持っているものでござい

ます。 

 中を開いていただきますと、ちょうど２の

ところに基本構想を推進しますというような

内容だとか、市長のマニフェストという部分

もございますし、それから人口減少だとか少

子高齢化への対応、それから財政的な部分の

内容を含めて基本的な考え方というものが書

いてあります。 

 中身を見ていただきますと、今回の産業自

治振興協議会の内容という部分は、３ページ

のまちづくりビジョンというところの（２）

自立創造というところに当たる内容になって

います。 

 実際のものが次の５ページのずらずらっと

書いてあるところの２の自立創造の２の『活

気や賑わいを生み出す「山の湊」をつくる』

というところの３番目に、まちに賑わいと働

く場が確保されているという、こういう最終

成果目標というものが達成される姿という形

になっておりまして、その４番目のところ、

一番下になるのですが、「地域産業振興政策

を進めます」ということで、今回の地域産業

の総合振興条例というものを作って、そこか

らまず第一歩を始めようということで、この

総合計画の中ではそういう位置づけにされて

いるものであります。 

 ですので、この総合計画の平成２７年度か

らの４年間の中にしっかり組み込まれて、こ

の条例を作るということも予定されていまし

たし、振興政策もこれから基本計画を作って

いこうという部分は、もう既に総合計画の中

に入っている内容となります。 

 第１次総合計画はそういう形で作られてい

るということで御確認をいただきたいと思い

ます。 

 それから、次に資料ＮＯ．４とＮＯ．５、

こちらのほうは、ＮＯ．４が新城市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略、それからＮＯ．５

が人口ビジョンというような形になっており

ます。この戦略を立てるには、まち・ひと・

しごと創生法という法律ができたということ

から、全国の市町村がこれを作るという形で、

法律の中で規定されたものであります。 

 新城市では、この法律に基づいて、まち・

ひと・しごと創生総合戦略というものと、そ

れを形づくるための人口ビジョンが２月に策

定されました。 

 総合戦略の中身を見させていただきますと、

第１章のところに、基本的な考え方という形

で、新城創生という言葉が使われています。

まち・ひと・しごとの総合戦略の中では、や

はり人口問題というものが一番大きくウエー

トをとっているところから作られている内容

であります。 

 将来人口推計を確認しながら、やはり新城

の創生というものにつきましては、この下の

方に書いてありますとおり、「そして、」と

いうところがありますから、ここを読ませて

いただきますと、「年齢・性別・障害・国籍

等を超えて全ての人がそれぞれの多様な価値
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観や生き方を尊重し許容しながらも、自ら主

体的に考え、学ぶことで、地域を磨く“人材

（財）”となり、新たな価値を創造し、豊か

な地域社会を形成する。」と書いてあります。 

 この内容は、次のページを見ていただきま

すと、“しんしろ創生”の考え方というとこ

ろの、人口ビジョンで定める将来の方向とい

うものが書いてありまして、最終的には一番

下のところに書いてありますとおり、「バラ

ンスのとれた年齢構成への転換が叶う」とい

うふうに書いてあります。それをするがため

には、次のページ、８ページをご覧いただき

たいと思います。８ページのところには、基

本目標の１から４というところで書いてござ

いまして、基本目標３のところに、「市内に

しごとを創る」というところと、それから基

本目標４の「市内へのひとの流れを創る」と

いう形で、こういう目標を掲げています。 

 この目標の中身が、次の１０ページに書い

てあります内容になりますが、１０ページの

基本目標の３のところで、「市内にしごとを

創る」という部分と、それから、基本目標４

の「市内へのひとの流れを創る」ということ

で、仕事の内容をつくっていくという施策の

部分で、右の列の上から３番目のところに、

「地域産業振興政策を進めます」と書いてあ

ります。 

 ですので、こちらのまち・ひと・しごと創

生総合戦略の中でも、既に組み込まれている

ということが判っていただけるかと思います。 

 実際にその内容は、前回にお話しさせてい

ただいた１９ページのところにあります「女

性が輝くまちをつくります」というところの

具体的事業という形で、輝く女性創業支援事

業（産業政策課）というふうに書いてありま

す。ですので、産業政策課が主要事業として

やっていきますよというふうに御紹介させて

いただいた内容は、ここのところに書いてあ

ります。前回、第１回のときにお示しした内

容は、ここのところに既に入っている内容と

いうことで。行政が、市が考えている内容は

そういう形で。 

 あと具体的には、４５ページのところを見

ていただきますと、仕事の安定向上という戦

略の中で、施策方針というところに「地域産

業振興政策を進めます」ということで、下の

ところに３つ、地域産業の総合振興施策推進

事業ということで、この協議会もここで運営

していきますよということが書いてあります

し、その下の「しんしろビジネスマッチング

事業」、「輝く女性創業支援事業」、これは

再掲になってきますけれども、そういう形で

既に総合計画の中身、それからまち・ひと・

しごとの中身の中に、既にこの地域産業の振

興を図るという部分の政策は組み込まれた中

でさせていただいているということになりま

す。 

では、本来の中身の部分は、全部の部分が

そうなのですが、概要版というものをお示し

させていただいているかと思います。 

 人口ビジョンという案がありまして、２０

６０年までに、こういう地域産業の政策を実

施することにより、急激な減少を徐々に減ら

していこうというような形で。このページの

右上あたりに総人口の推計という形になって

おりまして、実際にはそういう形で少しずつ

減らしていこうというような形になっていく

ものです。この下のところの人口の将来展望

というところには、２５年後の２．０７にし

ようだとか、４５年後の人口は３万１，００

０人で均衡させようというような計画もされ

ているという状況になります。 

 ちょっと繰り返しになって大変恐縮ですけ

れども、左のページの基本目標３のところの

上から３段目の仕事の安定向上のところにも

地域産業の振興施策を進めますという形で、

こういう位置づけをしているということで御

理解をいただきたいというふうに思います。 

 人口ビジョンという形で創生総合戦略を作

ってきたということで、左側の方に書いてあ
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りますとおり、小さくなるけれども今よりよ

くなるというような、これは目指すべき前向

きな姿勢という形で「しんしろ創生」という

ものを書かせていただいているという内容に

なります。 

 ですので、最初にご紹介させていただいた

新城市総合計画の後期計画、それから人口ビ

ジョンとまち・ひと・しごと創生総合戦略と

いうものは、全てリンクして、行政としては

対応しようということです。地域産業の振興、

産業自治振興協議会もその中の位置づけをさ

れた上で、市の附属機関という形で、皆さん

から意見を募って、市がやることではありま

すけれども、市と事業者とか市民の方が連携

する部分のご意見を承りながら新しいものを

つくっていこうという形で今考えているとい

うことであります。 

 説明としてはちょっと長くなりましたけれ

ども、そういう連携をとった上で行っている

ということでご理解いただけるかと思います。 

 以上になります。 

○鈴木誠協議会長 ご苦労さまでした。 

 本来であれば、ここの部分は第１回目の時

に皆さんにお示しをして、そもそもこの協議

会で何をしていくのかというところを確認し

ていただくことが必要だったかと思うのです

けれども、市長もお見えになりましたので市

長のお話を受けて、それで行政サイドがこの

協議会に期待することということで、いきな

り本題に入っていたわけです。前回、第１回

のときの会議であったように、とはいっても、

ここの協議会はそんな難しいことができるの

かというような話もいろいろと出たりして、

ですから、今日は改めてこの地域産業振興協

議会がこれから期待されていることの行政サ

イドの中での位置づけというものを一度皆さ

んに確認していただこうということで、今日

はこの資料を紹介させてもらいました。 

 簡単に振り返ると、市では総合計画を作る

ということをしていまして、計画的に市のい

ろいろな仕事をやっていきましょうと、国の

方がいろいろと要求しているからやるのでは

なくて、きちんと市の方で総合計画を、長期

計画を作って、長期計画とは今の段階では短

期計画に当たるくらいなのです。４年ほどの

計画を着実にやっていきましょうという中に

この地域産業の総合振興政策というものが位

置づけられているという訳です。 

 そして新しいところでは、この後で委員に

なった方に少しだけ補足していただこうと思

うのですけれども、この新城市の人口ビジョ

ンというものが作られて、そして、そこで目

指すべき、２５年後、４５年後に人口がどう

なるのかという一般的な推計と合わせて、頑

張ればどうなるかということ、なぜ頑張らな

ければいけないのかということ、では、どう

いうことをしていくのかということ、これを

まとめたものがあるということ、今日はそれ

を皆さんにざっとご覧いただきました。 

 ですから、この地域産業政策を進めていく

この協議会も、当然この人口ビジョンとか、

それから総合計画とか、それから総合戦略と

無関係ではないということになります。とい

うより、むしろ非常に関りを持って進めてい

く、もっとはっきり言うと、人口ビジョンな

り総合戦略で掲げられたことを達成するため

の重要な意見交換の場であるというくらい実

は踏み込んでもいいかもしれません。そのあ

たりは後で委員の皆さんが普段はどのような

お仕事をされて、先ほどお話にあったような

人口の将来像や、あるいはそれに向けて取り

組むことと関らせて、ここではどういうこと

をするべきかということをまたお話の中で触

れていただければというふうに思います。 

 大体そういう位置づけです。 

 それで、松本さんがこの委員をされている

のですけれども、ほかにも委員をされた方は

お見えになりますか。まち・ひと・しごと創

生総合戦略、こちらの方はどうですか。 

 では、冒頭で申し訳ないのですけれども、
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この創生総合戦略会議に出られてどのような

感想をお持ちになったかということを。 

 我々はどういうことをすべきだということ

を少し提案的なこともいただければいいなと

いうふうに思いますので、出られた感想でも

いいですし、ざっくばらんにどうですか。 

 では、そういうことを最初に口火を切って

いただいて、それから入っていきたいと思い

ます。 

○松本吉生委員 松本です。私は、今、会長

からお話があったとおり条例を作るところか

ら一緒に参加させていただきまして、私はサ

ラリーマンで、縁があって新城支店長をさせ

ていただいているのですけれども、そういっ

た意味では、まちを活性化していくというと

ころについては、何かものが言えるような立

場なのかなというようなところで、最初は恐

る恐る参加させていただいたのですけれども、

実際は逆に外から見ている、もしくは一時的

にと言ったらちょっと失礼な言い方になって

しまうのですけれども、縁があって新城の方

に来させていただいている者として、何かお

手伝いができないかなというふうな思いでず

っとやっていました。 

 よく若者と、若者というかいろいろ新しい

ことを考える人と、あとはよそ者と言います

けれども、ばか者であってよそ者であるよう

な私の意見も少し何かお役に立てるのではな

いかなと思って参加させていただきました。 

 条例についてなのですけれども、審議させ

ていただく中で産業自治という自治というと

ころに条例の全てがあるのだと私的には考え

ていまして、自治とは改めて辞書でちょっと

引いてみたら、自治は自分や自分たちに関す

ることを自らの責任において処理すること、

というふうに書いてあったのです。 

 今は世の中が人口も減っていきますし、景

気もなかなか昔のバブル時代みたいに右肩上

がりで誰もが幸せになるというような時代で

はないという中で、やはり我々は国民であり、

市民であり、企業人が求められているのはや

はり自治というか自覚だと思うのです。その

自覚というものがあるかないかということで

その動き方というものも変わってくるので、

この条例の全てというものが自治という言葉

の中に全て詰まっているのだなという思いが

いろいろ審議をさせていただく中で持った感

想です。 

 そういった意味では、条例制定をしたとい

うことは、当然行政の方もそうなのですけれ

ども、産業を担っていく我々事業者のところ

の自覚を促すという意味では、極めて条例制

定ということは重要だったのではないかなと

いうふうに考えます。 

 我々も一市民というか人間としてというこ

ともそうですし、事業者としては産業活動を

担う企業市民という言い方なんかもあります

けれども、企業市民としての自覚を持ってこ

の産業自治振興の方のお手伝いができればい

いなというふうに思っています。 

 やはり、何度も言いますけれども、何か国

がやってくれる、まちがやってくれる、行政

が何かしてくれるという時代からやはり変わ

ってきていますし、新城市というのは決して

恵まれた環境にない、消滅可能性都市なんて

いうことも言われていますので、それはやは

り我々の自覚というものをしっかり持ちなが

らやっていかなければいけないというふうに。 

済みません、ちょっとまとまりがない話で申

し訳なかったのですけれども、そのように考

えながら条例審議に携わらせていただきまし

たし、これからのところは自分の自覚を持っ

てやっていきたいなというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 松本さんのお話の中では、この条例策定に

関った経験を中心として紹介いただきました。 

 それでは、お一人ずつ創生総合戦略の方に

関った御経験を少し。 
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○西紋賢嗣委員 僕は、まち・ひと・しごと、

こちらの方の会議に出ていますけれども、率

直にいろいろと、私も横浜ゴムの業務課の方

で工場の業務系の仕事をしているのですけれ

ども、その中でやはりいつも苦しんでいるの

は実は人の採用というか人の手配のところが

かなり厳しいのですけれども、率直にそのと

きの意見をちょっと言わせていただいたので

すが、経営者御自身が人口がこれだけ減って

いくという数字を見たときにどう判断するの

かなということが実は結構難しいなと思って

いて。タイヤの製造工程を見られた方がいら

っしゃるかわからないのですけれども、よく

御存じだと思いますけれども、結構人手がか

かるのです。いつもちょっと人手不足だとい

うことで、なかなか生産が厳しいというふう

に常に私はそういうことを受けて採用してい

かなければいけない立場なので、そういうこ

とでやっているのですけれども、これだけ人

が新城市として減ってくるということをぱっ

と見せられたときに、では経営者がここに本

当に投資をしようかなと思うかどうかという

ことはすごく微妙かなということは率直に思

いました。 

 我々も既にここに来て５０年の歴史がある

のですけれども、ずっと多分、大分前からそ

ういう人の確保ということはずっと厳しいと

いう状況で言われてきた中で、これからこう

いう人口の減り方をしていくというものを見

たときに、どうしていこうかなということは

結構経営者も考えるかなということは率直に

思うのです。 

 どちらがどちらなのかわからないのですけ

れども、仕事があるから人が来るのか、人が

いるから産業が入ってくるのかということが

なかなか、鶏か卵ではないのですけれども、

どちらが先なのかなということを、こういう

資料を見るとすごく悩ましいなということが

率直な感想で、正直。例えば産業をこの地に

どんどん増やしていこうということをしたと

きに、それを回せる人を確保できるのかとい

うことが結構実は一番ネックなのかなと正直

思ったところもあったので、ちょっとそうい

ったところでどういうことができるのかなと

いうことを率直に思ったということが私の感

想です。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 松本さんは、まち・ひと・しごとの方の委

員もされましたよね。 

○松本吉生委員 はい。 

○鈴木誠協議会長 そちらの方に出た何か感

想はありますか。 

 先ほどお話を少しいただいたところでもあ

りますけれども。 

○松本吉生委員 感想としては、いろいろ数

値目標を立てて、いい計画とか立てていただ

いているので、ＫＰＩなんて途中の進捗状況

とかをしっかり確認していきながらやらない

と、仏作って魂入れずみたいな感じにならな

いようにお願いしますというお話をちょっと

させていただいたという形で、すごくたくさ

んいいこと、いい案があって、たくさんのこ

とがあるので、余りに総花的過ぎなければい

いなというような、ちょっと思った正直な感

想です。選択と集中ということもしていかな

ければいけないから。 

 ただ、こういったことをやることによって

人が集まってくるでしょうし、まちも活性化

するでしょうし、というようなところが非常

に期待が持てるというか、皆でいろいろやっ

ていけば明るい未来が近づいて来るのではな

いかなということは思いながらやっていまし

た。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 今、村松委員がお越しになりましたので、

ちょっと紹介を事務局からしていただいて、

一言。 

○加藤宏信副課長 先ほどの委員名簿にあり

ますが、医療・福祉部門で新城市医師会の村

松理事になります。よろしくお願いします。 
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○鈴木誠協議会長 次に何か一言言っていた

だければ。 

○村松東委員 前回の条例のところから関ら

せていただいているのですけれども、現実的

にはちょっと２回くらいしか参加することが

できなくて、本当に初めて参加するつもりで

今回は取り組ませていただこうと思います。 

 新城市として、医師会として、ちょっと産

業自治という言葉と、どちらかというと私ど

もの医療、そちらの方の直接的な関りという

ところが自分でもちょっとまだ見えていない

ところではあるのですけれども、こういう人

口のまち・ひと・しごとも含めて、若い方た

ちが根づいていただけるようにというところ

ではもちろん医療も関るところだと思います

し、働いておられる方たちが最後に終活とい

いますか、新城で最期を迎えようと思うとき

にも医療としてはやっぱり大きく関るところ

だと思いますので、何か私も勉強させていた

だきながら多少役立つことができればなと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 よろしくお願いします。 

 それでは、今、お二人の方から総合戦略な

り条例に関っての感想も言っていただきまし

たし、それでは早速、本来の議題の方に戻り

ながら、また後で意見交換をしていきたいと

思います。 

 今日はこういうふうに車座になった形でや

っていますけれども、できれば次々回からは

もう少し膝をつき合わせて皆さんが会議する

というか、声を出す時間を多く設けられるよ

うに、そのような運営の仕方に切り替えをし

たいと思っていますので、今日のところはこ

のような形でちょっとご容赦いただきながら

皆さんの前で発言をいただきたいと思います。 

 それでは早速、協議事項の（１）のところ

で、私の方から少しだけ話題提供をさせてい

ただこうと思います。 

 私の方は、まず今日は、この条例制定、そ

もそもなぜこの条例制定を目指したのかとい

うことと、その条例を作っておしまいではな

くて、今度はその条例に基づいて、ある取り

組みをしていこうということがなぜ始まった

のかというあたりのところ。そして、この協

議会で期待されることはどのようなことなの

かなということを、皆さんにざっくばらんに、

まずは今日、話題提供をさせてもらおうとい

うふうに思っています。 

 まず、今日の資料の中で、条例制定に関っ

て、条例とはどういうものかということは、

今日の資料ではなくて前回で皆さんにお配り

した資料、今日はお持ちでしょうか。 

 そこの中に、実は新城市の地域産業総合振

興条例というものと、それから逐条解説とい

うものが入っています。 

 お持ちでない方はいますか。 

 では、ちょっと配ってください。 

 よろしいでしょうか。 

 これが前回で配られた資料だったのです。

条例がそこのところに詳しく書いてあります

ので、この後で皆さんと少しだけ振り返る時

間を設けたいと思います。 

 その前に、先ほど川合さんの方から新城市

の人口ビジョン案と、それからまち・ひと・

しごと創生総合戦略の話がありました。あの

中で、ちょうど今から２５年後、２０４０年

に１人の女性が生涯にわたって出産をする子

供の数を２．０７という、女性の方からする

と非常に身近なことかもしれませんし、独身

の男性からすると何のことだかちっともわか

らないということがあるかもしれませんけれ

ども、２．０７という数字が出されました。

２５年後は、皆さんがそのことを実感するお

歳でしょうか、どうなのでしょうか。私はそ

の時８０歳なので、どうでもいいやというこ

とにもなります。４５年後、つまりこの人口

ビジョンの最終年度、新城の人口が３万１，

０００人くらいになるときは４５年後ですか

らリニアも開通して結構にぎやかな愛知県に

なるのだろうなと、そのころ私は１００歳な
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ので、もういないと。村松先生の前でいない

というふうに言ってはいけないのですけれど

も。きちんとした先生方に診ていただければ、

もしかしたら、うだうだ生きているかもしれ

ませんけれども、そんな歳になるのです。皆

さんはお幾つくらいになるのか一々聞きませ

んので、自分で目を開けて振り返っていただ

ければと思いますが。 

 ２．０７が可能かどうかということは、こ

れからいろいろと議論をしていけばいいと思

いますけれども、少なくとも今は１．５をち

ょっと超えたところです。そこから２．０７

という数値なのです。この合計特殊出生率を

増やしていくということのためには、当然出

産のし易い環境を作るということが大事にな

ってくるだろうと思います。 

 それで、実は私は、今、全国市長会という

ところの人口減少下の多世代交流・共生のま

ちづくり委員会という何か変な委員会がある

のですけれども、全国の市長たち、八百十幾

つあるのでしょうか、その中のある専門部会

の委員をやっていまして、この２．０７とい

う数値に実は近いまちの情報をもらってきま

した。 

 どこかというと、実はちょっと先ほどもざ

っと見ていたのですけれども、皆さんは沖縄

県の豊見城高校という高校野球が強いところ

があるのですがご存じですか。皆さんは知っ

ていますよね、事務局の人は。豊見城市（と

みぐすくし）ですか。豊見城の城は「ぐす

く」と読みますよね。ですから豊見城市（と

みぐすくし）ですかね。あそこなのです。と

言ってもあまりぴんとこないかもしれません

けれども、そこのまちがそうなのです。でも、

そこが２．０３なのです。 

 それよりも上のところを見るとどこかと言

うと、やはり沖縄、長崎が多いのです。九州、

沖縄地方が非常に出生率が高いわけです。 

 では、この東海地方というか本州ではどこ

かなと思って調べたら、そうしたら滋賀県の

栗東市が１．９９という数値なのです。栗東

市というふうになると、競馬の厩舎があるか

なと、いろいろなことを皆さんも思い浮かべ

られる。我々の分野からすると非常に交流人

口というか人の移動の激しいところというふ

うに捉えるのです。転入者が非常に多いとこ

ろでもある。京都のベッドタウンという性格

もあるのかもしれませんが、いずれにしても

ここの近くでいうと滋賀県の栗東市がそうで

す。 

 それから、その次は京都の福知山市という

ところなのです。そのようなところから実は

何かヒントがあるかなと思ったのですけれど

も、何もヒントがない。ただそういうまちな

のです。そのまちに実は新城市は特殊出生率

でいうと近くを目指していくのだという訳な

のです。 

 そのまちのそれぞれの出生率が高いという

か全国平均よりも０．５ほど高いのはどうし

てなのかなと、新城市としてこれをちょっと

調べてみる価値はあるのではないかというふ

うには思うのです。そのことは今後の課題だ

ということとして、いずれにしても新城市で

は、今、こういうふうに１．５くらいのとこ

ろを０．５ちょっと増やしていくということ

なのです。 

 ですから、そうすると、少なくともお子さ

んを産む人たちが増えなければいけないとい

うことなのでしょうけれども、そこで合計特

殊出生率の高い全国の３０都市をちょっと調

べてきたのです。どのような理由で合計特殊

出生率が高くなるのかという要因を調べてみ

ましたら、３つほどありました。 

 １つは地域のコミュニティの充実度が高い。

これは町内会、自治会活動かと思いきや、そ

うではなくて、むしろそこにはあまり期待を

していなくて、何かというと、子育て世帯あ

るいは子育て世代がお互い必要な情報を得易

い、交流し易い、つまり若者世帯とか若者子

育て世代が孤立しないで、同じ世代同士でい
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ろいろと悩みを打ち明けたりとか、それから、

例えば医療に関する、福祉に関する、あるい

は幼児保育園に関する情報をお互いに持ちや

すい環境がまちにある。そういうコミュニテ

ィづくりという、そういう子育てコミュニテ

ィも非常に熱心に作っているということが大

事らしいです。そういうことで子どもを出産、

そして多産する世代が近くでよく見られると

いうこと、これもとても大事だと。出産や多

産が幸せにつながっていくということが母親

やあるいは若い父親が実感できる、そういう

環境というものが意図的につくられていると

いうことがとても大事だというものが第１点。 

 それから２つ目は、育児の支援が受けられ

るような親族や友人や、それから知人が近く

にいたり、日常的に連絡をとり合えるという

環境らしいです。３世帯同居とか２世帯同居

というものが新城市ではまだありますかね。

大分少なくなってきたのではないかなという

ふうに思いますけれども、ここにいるベテラ

ンの世代の方たちからすると、２世代、３世

代の同居というものは当たり前で、むしろそ

れを前提に結婚しなければいけなかったとか、

あるいは家を継がなければいけないというこ

とがあったかもしれませんけれども、そうい

う３世代、２世代はもう非常に希少種になっ

てきたというところかもしれません。だから

それをむしろ補うような形で日常的に、緊急

的に子どもの面倒を見てくれたり、あるいは

相談に乗ってくれる父親、母親、それからお

じいちゃん、おばあちゃんが比較的近所にい

るということや、仮に近所にいなくて、つま

り嫁いで来られて近所にいなくても、先ほど

言ったような同世代の、例えば相談に乗って

くれるような人とか友人がいる、友人をつく

っていくということがとても大事だと。これ

が２点目なのです。 

 そして３つ目が、地域全体が子どもへの関

心が非常に高い。これは、実は新城市が今や

っていることにつながっていくのかなという

ふうに調べてみて思いました。つまり新城市

では、今、中学生議会とか、それから若者政

策というもの、これをやっているわけです。

まさにこれなのです。まだまだ全国では少な

くて、例えば新城市では２５歳の成人式をや

っていますよね。成人式、それから出産祝い

とか学校の入学とか引っ越しとかいろいろな

ことで節目節目を人生の中で迎えていきます

よね。出産、そして入園・入学、それから引

っ越し、そして進学、就職、それから退職は

ちょっとまだまだ先なのでしょうけれども、

そういうふうに子どもをつくり、そして子ど

もの成長のプロセスで、自分の家の中だけで

お祝いということにとどまらない、地域を挙

げて少々やかましいくらい周りで声をかけて、

そして祝ってくれる、そのような文化、風土

というものがとてもうれしいし励みになると

いうことが全国調査の中で分かってまいりま

した。 

 以上の３つが特に出産、多産というものを

する上で若いお父さん、お母さんたちのアン

ケート調査でわかってきたことだったのです。 

 それを補う形で、特に少子化、子育て支援、

例えば医療費とか不妊治療費の助成であると

か保育料の減免とか、そういうことが加わっ

てくると、僕はこれが一番最初かなというふ

うに思ったのですけれども、むしろそうでは

なくて、今言った３点のことが特にやはり特

殊出生率上位３０都市の共通する実際の当事

者たちへの調査でわかったという訳なのです。 

 そうすると、そのあたりのことが、今回、

この新城市の地域産業総合政策を考えていく

ときにも大事なのかなというふうに思います。

それは何かということは、これから皆さんと

議論をしていけばいいことだと思いますので、

そのようなことをまずは冒頭にお話をさせて

いただきました。 

 それで、実は我々がこの条例検討をしてい

るときには、こういう人口減少というものを

特段踏まえた議論をしていなかったし、それ
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から２．０７という特殊出生率の目標値も実

は議論の中ではなかったのです。 

 ところが、我々の条例検討の作業と並行し

て新城市ではこのような将来的な人口の動向

と、それからその人口動向の実現をしていく

ための政策づくりに入っていた。今回、我々

の条例策定後の地域産業の振興政策の検討も

この人口の動向ということと無関係ではいら

れなくなって、むしろ先ほど言ったように合

計特殊出生率に２．０７ということを非常に

後押しするような政策ということを直接間接

考えていくことも大事になってきているとい

うことをまずは皆さんにご紹介したかったと

いうことが、今日の最初の資料として紹介さ

せていただくことでもあったのです。 

 それで、内容に少し踏み込んでいきたいと

思っています。今回、この新城市の産業自治

振興協議会なのですけれども、どのような役

割をするのかということについて簡単に振り

返っておきたいと思うのです。 

 前回、皆さんの耳に残ったものとして、市

の各部課の農業課であるとか鳥獣害対策室で

あるとか観光課とか、皆さんからいろいろな

具体的な事業を紹介されて、それと何か並行

するような形で産業振興計画を作るのではな

いかというふうな話を受けとめられた方もい

たと思うのですけれども、決してそうではな

くて、前回、実は市長からの諮問のところの

資料を皆さんのお手元のところに、新城市の

地域産業総合振興条例第９条第１項の規定に

基づく基本計画等の策定についてというふう

に書いてあります。これが諮問されたこと、

つまりこの協議会に求められたこと。 

 何をやるかというと、協議会の意見を求め

るということなのです。ですから、市長のほ

うがこれから条例に基づいて新城市の地域産

業振興に関る大事な計画を作っていきます。

ですから、その作る計画に有意義な意見を提

言としてまとめて出してくださいということ

がこの協議会に求められているということな

のです。ですから、ここで何か非常に緻密な

計画を作るとか、そういうことでは決してな

い。ある面、言いっ放しでも結構というくら

いの気楽な気持ちで言っていただければと思

うのです。 

 その気楽な気持ちの中にひとつ落とし込ん

でおいてほしいことが、人口を増やしていく

ということなのです。それは出生率を高める

ということが当面の数値としてありますけれ

ども、当然その周りの環境としては若い人た

ちがここで定住し、あるいは移住し、という

こともあるでしょうし、ほかにもいろいろな

ことがあるでしょう。これを産業面から考え

ていくということが大事なのかもしれません。 

 それで、条例なのですけれども、この条例

は初めてご覧になった方もお見えになると思

うのです。少しだけ紹介をさせていただこう

と思っております。 

 前回に配られた資料の中で、まず、この別

冊の参考資料、実は別冊というふうに書いて

ありますけれども、これが一番大事なところ

でして、ここの見開きのところに平成２７年

１２月２５日、新城市、穂積市長の名前で条

例の紹介が書いてあります。ここのところ、

ずらずらっと表面、裏面にずっと書いてあり

ます。そして、それを開いていくと新城市の

地域産業総合振興条例の逐条解説というとこ

ろがあるのはおわかりですか。これが条例を

解説したものなのです。ここを見ていくと、

どういう意味なのかということがわかってく

るようになるのです。 

 まず四角く囲った中にこの条例の前文とよ

く言われる決意がここに書かれているのです。 

ここのところをまずは皆さんにお読みいただ

いておく必要があるかなと。 

 特にこの中で２つ目の段落のところを見て

ください。 

 新城市の過去の栄光というか歴史的な経緯

も紹介をしながら、しかしながらと書いてあ

ります。急速に少子高齢化する今日、本市が
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魅力と可能性にあふれる都市として存在感を

高め、自立した都市としてあり続けるために

は交通網、これは新東名が開通しました、そ

して情報通信、今やスカイプを初めとして、

あるいはＳＮＳ等でどことも情報ネットワー

クが使えますよね、それぞれ皆さんがやって

います。そういう社会生活の基盤の充実を初

めとして地域産業を取り巻く経済社会環境の

著しい変化に対応していくことが必要である。

人口減少というものもしっかりと捉えながら

今あるいろいろな基盤をさらに充実、活用し

ていくことが大事だというふうに言っている

のです。 

 一番下のところで本市のところでは、この

産業振興条例なのですけれども、市民と事業

者と市が一体となって地域産業の創造や発展

に向けての取り組みをしていきたいなという

ことをここで言っています。 

 その結果がここで、健康で文化的な幸せを

築いていける次の世代の生活環境をつくって

いくことにもつながるということなのです。 

 ですから、先ほどの人口のところでいうと、

放置したら人口減少が加速度的に進むけれど

も、しかし、いろいろな手だてを加えること

によって人口減少は緩和されていくと同時に、

そういういろいろな手だてに共感、共鳴をす

る若い世代が生まれたり、あるいはここに住

む場を選択することだって可能性としてある、

そういうことがここに書かれています。です

から、将来のいろいろな可能性を展望して産

業政策というものを創っていかなければいけ

ない。 

 では、どういうことをやるのかということ

なのですけれども、それが５ページのところ

をご覧ください。 

 ここに政策の基本的な方向というものが書

かれています。ここに第７条で（１）、

（２）、（３）、（４）、（５）、（６）と

書いてありまして、ではこの地域産業総合振

興条例に基づく政策ではどういうことをこれ

からやっていくのかということで、ここで６

つほど項目が書かれているのです。お読みい

ただければと思うのですけれども、これをぱ

っと見ただけではよく分らないので裏側をご

覧ください。裏側にその説明文が書いてあり

ます。 

 ちょうど上の解説というところから見てい

くと、３つ目の段落で１号は、２号は、と書

いてあります。この１号、２号というものが

ここでいう先ほどの５ページの（１）、

（２）という、これの呼び方なのです。

（１）は１号というふうに読みます。 

 そうすると、（１）は事業者の自主的な努

力を総合的に支援しますと。従来は商工会な

どがこの部分を熱心にやってきたことではあ

るのですけれども、これに行政も関っていき

ましょうということで、ではどういうことで。

雇用の確保や消費者を意識した商品、サービ

ス開発に積極的に取り組む事業者への全面的

な、というふうに書いてあります。ですから

従来は事業をやっている方たちの悩み、相談

を聞きながらサポートするという国のいろい

ろな助成事業を活用して総合的にサポートす

るということを商工会とか商工会議所が一番

やってきたところでもありました。 

 だけれども、市のほうでは市民の皆さんに

日ごろからいろいろなサービスをして、つま

り日ごろから市民の皆さんが求めているいろ

いろなニーズ、生活のニーズ、教育や医療や

福祉やさまざまな要望・要求というものを日

常的に聞かされています。 

 ですから、そういう面ではニーズを持って

いる人たちがどのようなニーズを持っている

のかということを、これを事業者の皆さんに

分り易く届けたり、そういうニーズに基づい

てのいろいろな懇談の場を作りましょうとい

うこともやりたいということを言っています。 

 そういったことと関連すると、先ほど川合

さんが説明をしてくれたマッチングという新

城ビジネスマッチング事業というものにどう
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も関ってくる可能性があります。新城市でこ

れから約４年間かけて１２件のビジネスマッ

チング事業をやって事業者の皆さんの雇用場

面での貢献もしたいということもあるし、雇

用ということにつながらなくてもどのような

ニーズがあるのか、生活者のさまざまな生活

ニーズを事業者の皆さんに届けるような場を

作りましょうというようなことを、ここに関

らせてみると言えるということになります。 

 そして、あと２号のところでは、条例制定

の過程における若者や女性起業者との意見交

換を通じて、今回はここのところを物凄く力

を入れたのです。事業を起こした女性の方た

ちのところに出向いて行って、随分厳しいお

叱りも受けました。そういうことも経験しな

がら、これからは女性の皆さんが、今、主婦

をしていて、そして一度自分で稼業をもっと

活発にしたいという方とか、それから子育て

を終えたら自分でも仕事を興したいとか、そ

ういうニーズがありますので、じゃあどんな

サポートができるのかというところで実際に

出産を終えて、子育てを終えて、そして仕事

を興された方たちのところに出向いて、それ

でお話を聞かせていただくことをしました。 

 ここのところは、きょう、澤上さんがお見

えになるので、澤上さんのところにも伺いま

したよね。その意見も条例に反映させるとい

うことを努力してきた。後でちょっと補足し

てくださいね、そういう内容になっています。 

 こういうふうにして条例を作り、そして条

例の中で目指すべき地域産業政策で大きく６

つほどの領域というものを作って、これから

進めていきたいということで１号から６号ま

でがそこのところにずっと書かれています。

ご覧になっていただければと。 

 新城市の政策の、実は県内でも突出すると

いうか特筆すべき特徴は幾つかあるのですけ

れども、その中で私が知る限りのものが２つ

あります。 

 １つは若者政策と称するものです。特に中

学生議会は各地で最近はよくやっていますけ

れども、１６歳から２９歳という、つまり高

校生、それから専門学校生、それから大学生、

短期大学生、そして学校を終えてまだ２０代

の会社に勤めている人たち、そういう人たち

が市政について自分の生活感覚でいろいろ気

づいたことをどんどん提案できると、しかも

提案するだけではなくて、提案には予算を加

えて市議会に来年度からこのようなことをす

べきだという、実は予算つきの提案ができる

ということを新城市では始めたのです。これ

は去年から始めて、愛知県内では新城市だけ

というふうに聞いています。全国的にも非常

に珍しいわけです。特に若者政策というもの

は最近各地でありますけれども、若者議会と

いうものを設けて、そして若者議会に基づい

て若者総合政策というものを作って取り組ん

でいく、これがまず１点。つまり多世代交流

ということを進めていく、多世代交流を若い

世代の力を伸ばして、そして交流を促してい

こうという取り組みなのです。これがまず第

１点。 

 もう一つは、新城市の面積的な特徴を踏ま

えて行っている地域自治区という制度なので

す。 

 全国１，７００ほどの市町村がある中で、

地域自治区制度というものを導入しているの

は、今、全国で１５の市町しかありません。

１５の中で、実は愛知県は２つあるのです。

それはどこかというと、愛知県内で一番でか

くなった豊田市、ここに１つ。そして二番目

にでかくなった新城市なのです。この２つが

地域自治区制度というものを設けているので

す。 

 皆さんの中でもしかして地域自治区の委員

をやったりとか、地域自治区で審査していろ

いろな活動交付金をもらって事業をやってい

るという方はお見えになりますか。 

（挙手する者あり） 

○鈴木誠協議会長 作手のほうで活動をされ
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ている訳ですね。後で是非また教えてくださ

い。 

 そういうふうに地域自治区というものを新

城市では全部で１０カ所設けて、従来の行政

区、つまり町内会、自治会と同様な行政区の

いろいろな地縁的な活動だけに地域のことを

任せるのではなくて、地域のＮＰＯをやって

いる方とか女性団体とか若者議会とかいろい

ろな多世代が地域の現状をしっかりと調べて、

いろいろな問題点を把握して、例えば作手の

方だったら山間部ですから、そこで道の駅の

充実を図ろうとか、あるいは非常においしい

お米を作ってブランド米にして、そしてこれ

から売っていこうとかいろいろなことをそれ

ぞれの地域の特徴に合わせて実は地域活動を

やっていけるようにやってきています。それ

を地域活動交付金というお金を準備して応援

すると同時にその地域の１０カ所の各地域の

市の予算の使い方もそれぞれの地域から提案

ができると、こういうことがあるのです。 

 こんなふうにして若者政策、それから地域

自治区政策、このようなことを導入している

のは新城市だけなのです。こういったところ

から非常に特徴のある政策をしている訳なの

です。 

 ですから、今回の６ページのところにも４

号というところで、地域自治区を初めとした

さまざまな場面で将来ビジョンや計画の目標

を定めた上で地域資源を有効に活用すること

に着目して新たな産業、コミュニティビジネ

スの創出を応援していきますというふうに書

いています。今までは地域自治区が持ってい

た。そこでそれぞれの地域の特色のある活動

をやってください、だけだったのです。そこ

のところに産業的な要素を入れて、これから

その土地の人たちがちゃんと産業として、つ

まり人を雇用したり収入を高めたり、そして

税金を納めたり、産業として成り立っていけ

るように応援しましょう、これがここに書か

れています。こんなふうにして、やることと

しては１号から６号までのことが記されてい

ます。 

 そして、次の７ページのところを見ていた

だくと、基本計画の策定ということで、冒頭

で言ったように市長が基本計画を作ります。

その基本計画に必要な、これは是非入れるべ

きだぞという項目を、あるいは内容を、この

協議会から提案をしてほしいというふうな段

取りになっています。 

 次の８ページのところをご覧ください。 

 ここに、市長が策定して進めていく基本計

画に提案をする項目をいろいろとああだこう

だと審議をしていく、そのための協議会がこ

こに記されているというわけです。 

 産業自治市振興協議会、産業を興して、そ

してまちをより良くしていこうという観点の

会議なのです。 

 こういったことで、特に８ページの解説の

ところで、従来は産業振興というと、国や県

の補助金をどう使ったらいいかということが

多かった。前回、市長もここでお話をされた

のですけれども、１９９９年までは中小企業

を初めとした地方の産業振興については、国

の方針に従って、という考え方だったのです。

だけれども、そこで法律が改正されて、実は

２０００年以降はそうではなくて、それぞれ

の地域、自治体の方針を受けて、地域の特色

に合わせて産業振興をしていくということを

国が応援しますというふうに変わってきたの

です。 

 そういうことがあって、ここに書いてあり

ますね、市民や事業者や市がそれぞれの役割

を果たしながら連携をしていくことで地域の

産業を興したり、あるいは興した産業が地域

をより良くしていることを応援しましょうと

いうことがここに書かれています。こういう

条例を策定しました。 

 ですから、実は前回、ちょうど後ろにお見

えになる観光課や商工・立地課の皆さんと一

緒に条例策定に関っていただきました。これ
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はそれぞれの課の仕事を踏まえてどのような

内容が必要なのか、あるいは困っていること

はどのようなことがあるのかということの話

をしてまいりました。 

 特にそれぞれの課では、行政単独ではなか

なか限界があるということが随分出てきたの

です。ですから、そういったところで市民や

実際に事業をやってる人たちの意見をもっと

取り入れた、そういう横断的な政策が必要だ

と、それぞれの縦割りが前回分かった。だけ

れども、その縦割りを超えて横断的なことと

同時にこれからの産業政策は実際にサービス

を受ける人あるいは地域に暮らす人、いろん

な人たちが関わっていかなければいけないと

いうことが言われたのです。それでこういう

条例を作ってきたという訳なのです。 

 前回は、後ろにいる皆さんたちの業務を紹

介してまいりました。それでおしまいではな

くて、ここでは特に市民、あるいは事業者の

立場でもっと縦割りというかそれぞれの各課

の仕事を超えて、こういうことをするべきだ、

ああいうことをするべきだということをここ

で意見を出し合っていくということが求めら

れています。 

 では、何か拠り所はないか、根拠はないか

ということで、実は今日、冒頭で人口ビジョ

ンであるとか、それから、まち・ひと・しご

と創生総合戦略の中身を皆さんに紹介させて

いただきました。 

 放っておいたら人口はどんどん減っていく。

だけれども、ある手立てをすれば人口の減少

は緩和されて交流人口が増えてくる。実際に

新城ラリーなんかで物凄くたくさんの人が新

城には来るようになってきましたよね。そう

いうことをもっともっと活発にしていくこと

が大事だろうと、こういう拠り所が一つでき

ましたので、この協議会ではそれぞれの各課

がやっていることの延長線上で物事を考えた

り別枠のことを考えて、皆さんの日ごろの市

民生活とか、それから仕事を通じて感じ取っ

ていることで、これから新城市の産業振興は

こういう観点でするべきだという着眼点とか

アイデアとか、それから何か中身を持ち合っ

た、そういったことを出していただけたらな

ということでこの会ができたということで紹

介させていただきました。 

 私の方から最後に一つ紹介をさせてもらお

うと思います。 

 実は、第３回目に新城市よりも先にこうい

う地域産業総合振興条例にあたる中小企業振

興条例というものを作った帯広市から策定の

当事者に来てもらいます。 

 後で説明がありますけれども、ホクコーと

いう会社の代表取締役をしている岩橋さんと

いう方に来てもらうのですが、皆さんのお手

元に第３回の新城市の産業自治振興協議会次

第（案）はありますか。もしあったら、その

裏側を見てください。裏側に①から④まで書

いてあります。そこをご覧ください。帯広市

の中小企業振興基本条例制定から産業振興ビ

ジョンの状況と書いてあるところがあります。 

 実は、これを見ていただくと、これからや

ることがイメージできると思って紹介させて

いただくことになっています。 

 その中で、①の条例制定の契機というとこ

ろ、ここに当たるのは、帯広市の場合は中小

企業家同友会という中小企業の皆さんの集ま

りがきっかけだったという訳ですけれども、

新城市の場合は、先ほど松本さんが触れてい

たのですけれども、消滅可能性都市なのです。 

新城市は愛知県内の都市の中で唯一消滅可能

性が非常に確定的だというふうに国から言わ

れてしまった。 

 本当かなということの検証の中で、人が減

っていくのであればやはり人を増やさなけれ

ばいけないということと同時に、人が減って

いく過程を放置したら、先ほどの西紋さんが

おっしゃったように立地している企業だって

出ていってしまうということになるのです。 

 ですから、そのようなことがあって、きち
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んと各課の取り組みをもっと横断して、それ

ぞれの国の省庁があるもとでのいろいろな振

興計画、振興事業をやっている現下を超えて、

やはり新城市固有の人口を増やしていく、あ

るいは交流人口を増やしていく、そういうこ

とのための政策をもっと作らなければいけな

いということがありました。市長もそれで動

かれたということです。 

 そして②が条例の特徴ということで、実際

に新城市の場合には地域産業総合振興条例と

いうものを皆さんとここで協議をしながら前

文を作ったり中身を作ってきたという訳なの

です。 

 そこで③を見てください。今度はその条例

の内容を実現化する組織というふうに書いて

あるのですけれども、ここでは帯広市の場合

はこういうことを書いてあるのですが、まだ

新城市はここまで踏み込んでいません。 

 実は前回の会議で部会を設けるというふう

に事務局から皆さんに話があったのです。い

きなり部会と言われて、何のことだというふ

うに心配をされた人も多かったのではないか

と思うのですけれども、あれはこれに該当し

ている。帯広市の場合も条例を作った。そし

て条例を実現化していくためにどのような項

目が必要なのか、それを検討するためには部

会を作ったのです。そこで新城市もこういう

協議会の中に部会を設けて、それでテーマご

とに取り組むべきことというものを深掘りし

て議論していった方がいいのではないかとい

うことで、前回は部会という話が出たのです。 

 第４回目から部会を作る、分野をもっと分

けて、どういう基本計画の中身を作った方が

いいかと、その辺の検討を皆さんとやりたい

なというふうに思っています。ちょっとその

ことだけ頭に置いておいてください。 

 そして、帯広市の場合は、中小企業の振興

に関する提言書というものを出しました。で

すから、我々はこの提言書に当たるものをこ

れから作っていく。決してきれいに計画を作

るわけではなくて、計画を市長が作るので、

それに役立つような内容についていろいろな

提案をするということが大事になってくる。 

 でも、その提案は、先ほどの条例の第７条

に書いてあった１号から６号まで、あのとこ

ろを意識して提案をすることが大事かなとい

うふうに思います。皆さんの分科会もあれを

一つのヒントにして女性部会というものを作

ってもいいかもしれません。シニア部会の方

がいいかもしれませんし、いろいろとまた皆

さんで検討していただきたい。提案していた

だいて、それで作りたいというふうに思いま

す。 

 帯広市の場合は、産業振興ビジョンですけ

れども、我々のところは地域産業総合振興基

本計画というようなものになっていくかなと

いうふうに思います。 

 話がちょっと長くなりましたけれども、こ

の協議会のできた経緯と、そしてここで何を

するべきかということをまず皆さんにお伝え

したかったものですから、時間をとらせてい

ただきました。大体お分りいただけたかと思

いますので、私の方からの話題提供はこれで

終わらせていただきます。 

 残念なことに司会と報告の両方をやらなけ

ればいけないという、本当は休みたいところ

なのですけれども、ここから今度は（２）に

ちょっと話を持っていきたいというふうに思

います。 

 私についての質問は、また話の中でいろい

ろと交換できたらというふうに思いますけれ

ども、まず意見交換というふうにありますけ

れども、この条例の審議にかかわった経験の

ある委員の皆さんからこの条例の審議や今こ

こで大体やるべきことが何となくイメージで

きたと思いますので、ここでご自身がどのよ

うなことしたいというふうにお考えなのか、

すべきというふうにお考えなのか、そのあた

りを最初に条例策定の委員としてご経験され

た方から、確か三、四分というふうに時間が
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言われたと思いますけれども、紹介をしてい

ただけたらというように思います。 

 では、梅津さんから。 

○梅津浩史委員 それでは、前回も条例を作

る委員になりまして、初めて条例という言葉

と何をやろうかということが、先ほど鈴木先

生からもありましたように、特に前回は、新

城市をどうアピールしていこうかと、要は先

ほどの話にもありましたように、どんどん人

口が減っている中でいかに住んでもらおうか

ということが、条例を作るときに、先ほど、

うちの業務課長が言っていましたけれども、

企業が来るから人が増えるということではな

いというふうに思える。特にうちも1,000人

弱の従業員がいますけれども、新城市に住ん

でいるのはどれくらいかというと約３分の１

いるかどうかなのです。 

 そういった中で、この条例を作るときもそ

うでしたけれども、何が問題かなというとこ

ろで、一つは我々もよく言われるのですけれ

ども、土地が高いということが少しこの中で

いろいろと意見が出る。要は市ができるとき

に、農業の発展という中で市になったという

経過もあって、そういうこともあってなかな

か。 

 もう一つは、ご存じのように市民病院で子

どもが産めなくなったというか産婦人科がな

くなったりして、そういうこともやはりいろ

いろと条件があって、その中でどういうふう

にやっていこうかということで、まず一つは、

先ほど少しお話ししたように、豊かな土地が

あるので、それをまずいかに作っていくかと

いうことと、それに対して農業を含めてやっ

ていくということを入れてきましたし、もう

一つは、これからたまたま新東名もできると

いうこともあって、人をいかに取り込んでい

くかということと、一番大きいのは観光です

ね、湯谷温泉なりいろいろなところに温泉が

あるので、そういうところも入れながら、あ

とは条例の最初の解説の中にもあったように

三遠南信という広い、新城市がちょうど真ん

中になってくるだろうということもあって、

そういった意味で集中をして経済なりそうい

うものが発展しながら、ある意味、我々とし

て農業の部門で企業、あとはそれ以外にいろ

いろと、その中には老人ホームみたいな、要

は介護施設も含めて、これから介護の方もあ

るということで、そういうものも入れながら

今回は条例を作ってきました。 

 いろいろな意見があったり、最終的にまと

めるのは市の職員の皆さんや、あとは鈴木先

生のアドバイスをいただきながらまとめてき

ましたけれども、ただ、これだけではやはり

出来ないだろうと。その中で入れきたものが

やはり市民という形の観点で、行政があって

市民があって、そして企業があると、この３

つのトライアングルがうまくいけば、これが

少しでも、一歩でも踏み出せるかなと、こう

いうことで作らせていただきましたので、あ

る意味、プロではないものですから、みんな

がお互いの立場で思ったことを言いながら、

いかにどう良くしていこうかということを入

れたというふうに思っています。 

 中には起業家をどうやって増やそうかとい

うと、やはりそういった意味では資金の話な

んかも出て、そのときに銀行の方、そうです

ね、いらしたので、そういう意見交換をして

おりましたので、そういった意味では。ただ、

先ほど言ったように、我々は作ったのですけ

れども、今から市民の皆さんにというところ

はこれから広報をしていかなければいけない

だろうし、市が動き出す訳ですから、皆さん

で相当ぐっと押していかなければ、これは何

でもそうなのでしょうけれども、一歩が一番

苦しいところだろうというふうに思っていま

すので。我々が、私だけではなくみんなで作

ったものですから、あのときも最後に一言と

言われときに、やっとできたので、これから

魂を入れながらこの条例が一歩でも動くよう

にということで終わっていますので、ちょっ
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と意見だか何かというよりも、どちらかとい

うと苦労話になったと思いますけれども、そ

ういった中で作るメンバーの一員としては出

来たので、ぜひとも。あとは市長やいろいろ

な議会の中で揉んでいただいたものを、計画

されたものを、いかにどう肉づけをしていく

かがこの場だというふうに思っていますので、

私のできる範囲は少ないかもしれませんけれ

ども、そういった意味では是非とも頑張って

いきたいなというふうに思っています。 

 趣旨とはちょっと違うかもしれませんけれ

ども、そういうことでお話させていただきま

した。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 それでは、村松委員、数は少なかったとは

いえ貴重な意見をいただきましたので、いか

がでしょうか。 

○村松東委員 私はまだ４０代の前半に何と

かいるのですけれども、経験が少ないもので

すから、例えばこの条例という言葉自体も、

条例ができると何が変わるのだろうかと、一

市民として率直な意見がありまして、「広報

しんしろ」にこういうものが入ってきている

のです。先月見つけて取っておいたのですけ

れども、市民の皆さんに条例の必要性を伝え

ようということで分り易く書いていただいて

いる紙が入っていました。 

 普通にこういう会議に、ほんの２回くらい

出させていただいたので、多少は見て分かる

のですけれども、一般の市民の方は、多分こ

れを見て「はあ」ということで終わっている

と思うのです。 

 何か条例が出来ることでどういうふうに形

として現われるのかなということが自分の中

でまだ見えていない部分が多々ありまして、

でもやろうとしていることはすごくいいこと

だと思いますし、何か形になるというか、そ

ういうことができるといいなと思いますので、

意義はもちろんありますし、現実的にこうい

うことが、人・物・金とよく言いますけれど

も、条例が出来て何か支援をという言葉を何

個か政策の基本的方向のところに全て書いて

あるのですけれども、ぱっと思うことは補助

金とかそういうことは思いつくのですけれど

も。先ほどの鈴木先生のお話にあった出生率

のこともそうですけれども、育児の減免とか

そういうことよりもコミュニティの子育て世

代の交流とか、周囲に相談ができるとか、人

のお手伝いというか、お金だけ出して後はや

ってくださいではなくて、関わってあげるこ

とがすごく大事なのかなと思うので、何かそ

ういう相談ができる場所を確立して、相談し

やすい環境をつくってあげることというのは、

この条例の中で何か形として表れることの一

つで相談センターではないですけれども、何

か普通に一般の人がぱっと言いやすいような、

そのような場所が一個できるといいのかなと

思います。 

 簡単ですが以上です。 

○鈴木誠協議会長 どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、先ほどご意見をいただきました

けれども、西紋さんは条例作りに関っていま

せんか。 

○西紋賢嗣委員 直接はそうです。 

○鈴木誠協議会長 そうですか。 

 松本さん、先ほど少し言っていただきまし

たよね。 

○松本吉生委員 そうですね。先ほど梅津さ

んもおっしゃいましたけれども、行政と市民

と我々産業界、企業というものが、やはりそ

れぞれしっかりと自覚を持ってやっていくこ

とが必要だと思うのですけれども、とにかく、

先ほど村松先生がおっしゃったとおり、市民

の皆さんで自覚を持っている人ということも

なかなか難しいところもあるので、やはり行

政と産業のところできちんといい仕組みを作

ってあげて、その仕組みに市民の方が乗って

いただいて、その仕組みに乗ることでやはり

このまちはいいよね、新城市はやはりいいと
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ころだよね、ということを実感していただく

ことが一番だと思っています。 

 先ほどコミュニティってお話があったよう

に、コミュニティがいいなと、活性化という

か周りの人とコミュニケーションがよくとれ

ていると出生率が上がるという話がありまし

たけれども、僕はその話を聞いていて、結局、

周りの人を見ていて幸せだよねと、たくさん

家族がいて幸せそうにしていて本当にいいよ

ね、だからうちも少したくさん産んでみよう

かみたいなところがあると思うのです。 

 ですので、その仕組みづくりに市民の皆さ

んに入っていただいて、幸せを実感していた

だくことがやはり重要だなというふうに個人

的には思いました。 

 あと、金融機関としては、ありがたいこと

に情報というものはたくさん企業の方、産業

界を通じて持っていますので、そういったと

ころを是非活かせる施策というものを、少し

でもアドバイスというか助言させていただけ

たらなというふうに思っています。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 委員として関わっていただいた方たちが、

その経験からこの条例をどう活かすかという

ことで、条例に基づいていろいろなことをす

るかということを言っていただきました。 

 市内にある人・物・金・情報というところ

を無駄にせず、もう一回そこのところに目を

つけて、そして活かし切るということも大事

だという話もありました。 

 それでは、今回、新しくこの協議会のメン

バーになっていただいた方たちにお話をして

いただこうというふうに思っています。 

 それでは、我々がヒアリングをさせていた

だいた澤上さんからいいですか。 

 では、お願いします。 

○澤上花子委員 私は５年前にお店を始めた

ときは、自分の中で資本があるわけでもなく、

主人が仕事をしているので、私がケーキ作り

をやりたいということで自分の貯金の中から

資本を出して、使わなくなったキッチンをい

ただいたり、本当にお金をかけずに、資本を

かけずにケーキの販売をしたいということで

いろいろ改装したりしてお店を始めました。 

 それから、私は自宅でケーキを作って、注

文販売だったので、注文をとりながら友達に

作らせてもらったり、一軒、二軒とだんだん

とお客さんを増やしていってやっていく中で、

やはり一対一で仕事を、その人のためにケー

キを作る、その人に作ったことで家族が喜ぶ

という基本的な人を幸せにするという思いを

ずっと持ちながら５年間やってきたのですけ

れども。 

私の仕事はケーキのデコレーションでした。

５年過ぎた中で、いろいろな人と関る中で、

商工会の女性部に入らないかと、もっと輪が

広がるよと言われたり、やはりそういう中で、

これは私にとって、他のお菓子も作ることも

好きだったので、何かもっと自分の仕事の幅

が広がるのではないかなと思って、そういう

中でいろんな人と接しながら、行政の方とも

接しながら仕事をする中で、今度は新城スイ

ーツを売り出しましょうと。こういう食材が

あるから、それを使って作ってみないかと、

商工会の方も女性部の中でこういう食材を使

って何か作ってみないかと言われて。でも、

やはり作るのは私一人で、考えるのも私一人

で、そこで一つの商品を作るということは１

回ではできないので、幾らその食材を入れら

れても。あと、私はお金のない中でやりくり

をしながらケーキ作りをやっていて、そうい

う材料費というものがやはり無いのです。で

も、それは誰も触れてくれなくて、実は。そ

の中でできた商品を、これができたけれども

誰か食べてくれる、商品になる訳ではないの

で、まだ自分でも納得していないし、それを

食べてもらうためには何かいい方法がないか

なと思いながらも仕事はやってきた。 

そのケーキ屋をやって、１年ごとに冷蔵庫
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を１個増やして、何か違うものを１個増やし

て、機材を増やしてということでやってきた。

今年の４月に自宅の前に一坪のスペースがあ

ったので、そこにカフェを作ろうと思って、

そこで冷蔵庫を、本当はケーキを並べるショ

ーケースが欲しくて、そこに並べて客さんが

そこに入って、そこで小さなケーキも販売で

きたらいいなと。そうすれば新城市の食材も

そこで販売ができたり、もっといろいろな小

さなものを作ってみんなに食べてもらえる、

そうすると、だんだんお客さんも増えてきて、

やはりそういうポイントがあればお客さんも

来てくるのではないかなというふうに自分の

中でも思って。その一坪のスペースを、そこ

もやはりお金がないので私の父に頼んで手づ

くりで築ってもらいました。一坪のスペース

にも結構広さがあって、１．５坪くらいにな

ったところに小さなキッチンを入れたら、そ

こでカフェができるという話になって。テー

ブルが今は２つあって椅子が４つくらいある

のですけれども、小さなケーキをそこで食べ

てもらえるスペースもできて、今はやってい

ます。 

道の駅で販売をしてみましょうという話で、

やはり新城市の食材を地産地消で作って販売

をすれば農家さんが喜ぶし、新城市にはこう

いう食材がいっぱいあるからこれをいいお菓

子に、お土産になるお菓子になればいいなと

いうことを、行政の人たちとの真剣な話の中

で、私もそこに便乗させてもらっている。も

っくる新城でお菓子が１つ出来上がって、あ

と、私と同じような業者が何人かいて、みん

なそれを作っているのですけれども、やはり

個人がそういうところに出すにはとても苦し

くて、キャラメル1個を商品化するには、そ

れを商品検査しなければいけなくて、その１

つのキャラメルが何万円もかかるのです。行

政側と一緒にやった仕事なのですけれども、

そこは個人で乗った話なのでそれは言っては

いけないのかなと思うのですけれども、でも

やはりそういうところで何か補助が下りたり

とか、そうすると、もっとそういうところに

踏み込んでいける私たちみたいな人が増える

と思うのです。 

 これだけ補助がもらえるのだったら、この

１個の商品を頑張って作ってみようかなと、

商品になるまでやってみようかなと思うので、

やはりそういう人たちを増やすためにも、何

かこちらが言えない部分だったので、だから

そういうふうに補助が下りると仕事を増やし

てやりたいと思う人がいるのではないかなと

思いました。 

○鈴木誠協議会長 わかりました。 

 新城市は、澤上さんがおっしゃったような

女性の中で会社を興してみたいとか、それか

らローカルブランドを作ってみたいという声

が物凄く多かったのです。その声を今まであ

まり積極的に拾い上げるということが出来て

いなかったという反省があって、ではそれを

積極的に応援していける、そのような仕組み

とか、人を発見してみようということがこの

条例の中に込められていまして、竹下さん、

今の新城市の地域の特産というところにもっ

と着眼していきたいというお話もありました

けれども、竹下さん自身はどうですか。 

○竹下武重委員 愛知東農協の竹下と申しま

す。お願いします。 

 今、農協を通してこの管内で農産物の販売

をしていただいている販売高というのが約４

０億円ぐらいです。隣の渥美半島へ行くと、

農協の取扱高が４００億円ぐらい、１０分の

１ということで産地としては非常に小さな産

地、東三河の中で農業地帯と言われる中で非

常に小さな産地です。 

 じゃあ、その中でどういう農業振興だとか

農業を考えていくかということで、今、次の

３カ年の計画を、次年度から始まる計画を立

てながら、次年度の計画をいろいろ考えてい

るのですけれども、やはりブランド化をして

いくことが必要ではないかなと。 
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 小さいながらも梅の生産だとか巨峰の生産

だとか、愛知県の中でも一番だよという、農

産地を抱えている状況です。 

 オンリーワンということで、少しでも他の

産品よりもいろいろこだわって、土づくりだ

とか有機だとかいろいろなところにこだわっ

た農産物を少しでも出していきたいと、そう

いう営農指導、作付けの指導をしていこうと

いうことで今、計画を一生懸命立てさせてい

ただいて、本当にこだわった産品を作らせて

いただこうということで頑張っています。 

 ここではないですけれど、関谷酒造さんの

お米、酒米を地元で作って、新城市ではない

のですけれども、北設の中で酒米、そういっ

たものを作らせていただきながら、やはりも

う少し販路を増やしていけるということで、

この新城市の中でも作付けの拡大をしていき

たいというような考え方であります。 

 あと、今、商工会の方もお見えになってい

るのですけれども、次年度から新城市の商工

会との連携をしっかり図っていこうというこ

とで、地元の農産物だとか、そういう産品を

利用しながら、この管内の商工業者の皆さん

とどういった取り組みができるのか、そうい

う研究会みたいなものも立ち上げていこうと

いうふうに話をさせていただいて、４月から

そういう活動をさせていただこうと。月に１

回くらいずつ話をしながら少しずつ進めてい

きたいなということは思っています。 

 一つ、うちの組織の中でつくしんぼうの会

という、ボランティアで高齢者の皆さんのお

世話をさせていただこうということで、２５

年か３０年くらい活動していただいている組

織があるのですけれども。組織していただい

ている方の平均年齢が７０歳をちょっと超え

たぐらい。荻野孝子さんとかご存じだと思う

のですけれども、ミニデイサービスをやって

いこうということで、高齢者支援をしていこ

うということで組織を立ち上げていただいて。

自分たちの活動するお金、要は手間賃、日当

も出ないということで、じゃあ自分たちで起

業していこうということでお菓子を少し作ら

れたりだとか、ミニデイサービスに持って行

くお弁当を作ろうということで、地元の野菜

を使ったりお米を使ったりされてお弁当作り

をされて、それが順に積み上がっていく。今

年間で２，０００万円ぐらい。１，８００万

とか２，０００万円ぐらい。お菓子の売り上

げはそんなにないですけれども、お弁当の売

り上げだけで２，０００万円ぐらい、本当に

７０歳くらいの方々が毎日出られてお弁当を

作るのです。それは地元にこだわった野菜だ

とかを使ってやっていただいています。 

 あとプラス、いろいろな販売をして、例え

ば柿だと青果市場にかけるのですけれども、

そこで漏れた柿だとか、ルバーブとかハック

ルベリーとかちょっと変わったものを作って、

作っただけではなかなか売れないので、そう

いうものを少し加工していこうということで、

いろいろな加工品を作って、道の駅だとか、

今度長篠設楽原PAに物を出していただいたり

しています。 

 で、農協組織ともずっと関っていただいて

いるのですけれども、基本的にはあまり口も

出さないですね。自立していただこうという

ことで、いろいろな活動をしていただいてい

ます。集まっていただいて自分たちで考えて

いただいて自立していただかないと、幾らこ

ちら側が手を差し伸べてもそこで終わってし

まうということで、自立をしながら自分たち

で考えていただいてというのが基本的な考え

方の中でさせていただいているという。ひと

ついろいろな組織はあるのですけれども、ち

ょっと大きく記憶に止めていただきたいとこ

ろです。 

 ちょっと話が長くて申しわけないですが、

逆の面で申し上げると、今、新規就農という

こともそうなのですけれども、入っていただ

いて、いろいろな、この４年とか５年の中で

新規就農で入っていただいた方が２４名か２
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５名くらい、この管内に入っていただいてい

ます。その方々がやはり一番困るのは圃場の

問題であったり、住宅の問題ですね、住んで

いただくところ。あとは人を雇う、雇用など、

いろいろなところがあります。 

 ちょっと思い切ってやられている市町村な

んかは、その地域に若い方に入ってきていた

だいて、住宅のお世話をしようということで

住宅を建てますと、その半分は行政が見ます

と、残りの半分はご自分で、２０年とか３０

年かけて出していってくださいねという思い

切った対策をとっておられる市町村が新聞に

載っていました。 

 さっき、補助金ありきみたいな、補助金っ

て何なのという話があったと思うのですけれ

ども。やはりある程度、新城市のところでは、

政策を含んで、今さっき話があったのですけ

れども、こういう方向で行こうと、こういう

目標で行こうというところがポイントである

のであれば、やっぱり惜しみなくいろいろな

援助だとか資金だてをしていただかないとい

けないのかな。幾ら知恵と力を集めたとして

もなかなかうまく進んでいかないということ

を僕は個人的に思います。いろいろな場面の

中で、農業者の皆さんだとか、いろいろなと

ころでそういうお話もありますので、やっぱ

りそういって出てきたことは行政としてはや

はりしっかりしていただく必要があるのでは

ないかなと感じています。 

○鈴木誠協議会長 そうしましたら、実際の

ところはないです。具体的な、そういう横断

的なサポート体制がないので、ぜひ具体的に

計画を作るに当たって、今のようなご指摘を

中に入れ込んでいけたらいいかなというふう

に思います。 

 では、時間も迫ってまいりましたので、少

し手短で申し訳ないですけれども、全員の方

にもお話しいただきたいので、では新規就農

でお話が出たので、石田さん、ご自身がそう

ですよね。 

○石田靖典委員 新規就農者の悩みは、先ほ

ど農協の竹下さんがおっしゃってくれたので、

前回おられなかった方もいらっしゃるので、

自己紹介と今やっていることと、この先やっ

ていこうと思っていることについて、ちょっ

とお話させていただきます。 

 私は実家が神奈川県の藤沢市になります。

大学が和歌山のほうで、その後、浜松の方で

１３年間サラリーマンをして、ちょっと３カ

月間くらい実家に戻って、そのときに名古屋

の方で行われていた新規就農者のフェアで新

城市の広報で就農者を募集しているというこ

とを知って、こちらの方に来ました。 

 今は作手の方で夏秋トマトを作っていまし

て、１反あたり9,000kgの収穫量で行ってお

ります。 

 作手の方は、それまでは土耕栽培が主流だ

ったのですけれども、今、私の世代は３人い

るのですけれども、ココバッグ栽培というヤ

シの木の皮を袋に入れて、それを土がわりの

倍土として栽培する方法なのですけれども、 

その方法を使って今やっております。 

 今年は土耕でやっている方たちを上回る収

入を得られて、結構うまくいった方かなとい

う感じでした。 

 これからなのですけれども、一応、規模の

拡大を目指していまして、あと、ココバッグ

栽培以外にも先端技術というものが今は農業

の方でいろいろと行われていますので、それ

らもいろいろ取り入れながら、最終的には農

業法人を目指しているところです。 

 そんな私が貢献できることと言いましたら、

多分これからも新規就農者がいろいろと入っ

てこられると思うのですけれども、その人た

ちの相談に乗ったりとか、あとは研修先とし

て受け入れる、そういうことかなという感じ

です。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 どうもありがとうござい

ました。 
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 非常に具体的で、いい話題提供だったと思

います。 

 そうしましたら、今度は大石さん、同じと

いうか若者のグループから出てこられました

がいかがですか。 

○大石奈保委員 大石と申します。 

 私は山びこの丘という施設で働いておりま

す。山びこの丘をご存じない方もいらっしゃ

るかと思いますので簡単に説明しますと、宿

泊施設、あとは体験教室、それから農場、あ

とスポーツ施設が複合されている多目的施設

になっておりまして、もともとは鳳来町のと

きの施設だったのですけれども、指定管理者

制度ということで今は民間が運営しておりま

す。 

 施設の内容が多岐にわたりますので、例え

ば農場だったりとか、それから観光の部分で

も多少なりとも関りが出てくるのかなという

ふうに思っています。 

 山びこの丘で取り組んでいることについて

は、地元の方が持ち込むものについては積極

的に採用しようということで取り組んでいま

す。自分のところでも農場を運営しているの

ですけれども、地域の方が持ち込んでいただ

いて、野菜を販売させていただいていまして、

そちらの方はレストランだったりとか、それ

からおそば屋さんもやっておりますので、そ

ういったところで地産地消ということで持ち

込まれたものを販売とは別に活用させていた

だいたりとか、あとはそばも自家栽培してい

るのですけれども、新城市で作っていらっし

ゃる方もいらっしゃいますので、そういった

ところのそば粉を使用しておそば屋さんを運

営するということもやっております。 

 それから、体験教室だったりとか、あとは

野外活動ができるような施設になっています

ので、そういったところでも地元の方が持ち

込んでいただく材料などを使用しているとい

うところもあります。 

 私個人としましては、観光という部分で鳳

来寺山のもみじまつりというイベントが１１

月から１カ月間開催されているのですけれど

も、こちらの方で実行委員もさせていただい

ているのですけれども、有志の若者が集まっ

て、実行委員とは別に地域内外のやる気のあ

る人が集まって、イベントを盛り上げるため

に何かできないかということでアクションを

起こしているという、そういった会に参加さ

せていただいています。 

 今年も１１月２３日に大きなイベントがあ

ったのですけれども、その中で何かひとつお

もしろいことができないか、特にお子さんを

中心に若い世代の人たちを新城市の方に遊び

に来てもらえるようにというような取り組み

でして、子どもさんを中心に楽しんでいただ

けるようなイベントを企画、実行するという

ようなことも取り組んできました。 

 ここで集まったやる気、意欲のある若者が

もみじまつりという一つのイベントだけに止

まらず、新城市の今後のことも考えて、何か

自分たちに出来ることはないかとか、あとは

それぞれの仕事や他のイベントなどでコラボ

レーションをするというような広がりをその

会の中でも広がりが出てきていますので、こ

ういった若い世代の集まり、コミュニケーシ

ョンの場には積極的に私自身も参加させてい

ただいて、ひとつ貢献できていくといいかな

というふうに思っています。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 観光という話が今、加藤さん、いかがです

か。 

○加藤弘依委員 私も観光に関してなんです

けれども、先ほど、横浜ゴムさんのように人

手不足、人材不足ということも、やはり私た

ち観光業というか旅館で働く人というのも本

当に人手不足でして、単身で若い方が来てく

れても、単身の寮はあるのですが、そこに住

んでいただきますが、やはり周りに何もない、

楽しみがない、出会いもないで、なかなか長

く居ついていただけないということがありま
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す。 

 また、ファミリー層で来ていただけると一

番いいのですけれども、やはり住まいの問題

がありまして、今、そういった地域でも空き

家というものが多いかと思うのです。だから、

そういった情報、安く貸してくれるとか、そ

ういった情報がもっとたくさんあって、そう

したらファミリー層が定住にしてもらうとい

うことも積極的にやっていただけるといいな

ということがあります。 

 観光については、私どもも湯谷温泉で、軽

トラ市の日ではあるのですけれども、軽トラ

市と湯谷温泉が駅前で、今、十種の朝座（と

くさのあさざ）という朝市のようなものなの

ですけれども、まだまだ出展者が少ないので

すが、軽トラ市と湯谷温泉の朝座は同じ日な

のですが、そういった日に足を運んでもらえ

るようないろいろなイベントも去年から始め

ていますので、そういった形でまずは人が来

てくだるという取り組みをどんどん積極的に

して行きたいなと思っております。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 では、天野さん、１分トークで。申しわけ

ありません。 

○天野勇治委員 この前もちょっと自己紹介

をさせていただいて、Ｕターンをしてきまし

て１５年ぐらい経つのですけれども、繁殖和

牛で子牛を生ませて、僕たちは肥育農家では

なくて生ませて１年以内で売る商売なのです

けれども、それを肥育屋さんが買われて鳳来

牛になったりとか、そういう非常に表に出な

い商売なのです。 

 一方、僕は米も作っているのですけれども、

４ヘクタールくらい。お米を自分で売って、

全部個人売り。農協を通していなくて申し訳

ないです。すごく売りがいがあるという、や

はりブランドというか、子牛を売ることも肥

育屋さんが良くないと絶対だめだと、愛知県

はなかなか弱いところで、今日も市場があっ

たのですけれども、今は県外の購買者の比率

が６５％ということで、頑張ってこの５年く

らいで県外の人も呼ぼうと、愛知県はちょっ

と肉が安いので、そのような動きをして、ち

ょっとこのごろは実績が上がってきたのです

けれども。今竹下部長も言われて、ちょうど

昨日も生産部会長の会というものがありまし

て、地元の農業をどうしていくのかと。先ほ

ど鈴木先生がおっしゃった地域協議会という

役員を２年させていただきまして、ちょっと

そちらの話の方が、多分、身分の方がいいか

なと思ってお話をさせてもらうのですけれど

も、まちづくり計画というものは各エリアで

やって、僕も２年間出て、やっとそれができ

るということで。その内容は話を聞いている

と、すごくこの動きと似ていると思うのです。

たまたまそれが作手のエリアだけの集中した

話になっているということがずごくかぶって

いるのです。出ていない方はちょっと分りに

くいかと思うのですけれども、すごくそれを

参考にしていただくといいかなと。 

 どこの部署がまちづくり計画をやって、産

業・立地部の方がやっているか、僕はよく分

らないですけれども、たまたまここへ出てき

たら全く同じことを一部のエリアとこういう

大きい舞台でやっているということを今日は

すごく思うのです。 

 地域協議会の悪口ではないのですけれども、

最初の年に１年目のものができて遂行された

ところで、２年目になって今週末に最後の地

域協議会で来年度の検討会があるのですけれ

ども、本当に地域協議会の地域自治区制度と

いうお金の使い方、本当は今こういう、作手

もやはり同じ話で人口が少なくなると、歯止

めには何をするかというと、作手の場合は産

業は農業しかないという話が出て、その辺の

ところをうまく、一度こちらもどちらの舞台

か知らないですけれど、その辺も見ていただ

きたいなと。 

 それともう一つ、今日は竹下部長が見えて

いますけれども、昨日の生産部会の中で、今
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もお話があった加工品の話が出ていて、ちょ

っと悪口になるかもしれないですけれど、僕

がＵターンしてきて、手作り村へ来て、市役

所がやっているのか農協がやっているのかす

ごく中途半端なのです。だから農協と市役所

の地元を盛り上げていこうということがすご

くちぐはぐな気がしてしまって、その辺はい

い機会だから、例えばもっと地元の名前を挙

げて知名度を上げていく、そして産業はこの

ようなものがあるのかと、その辺は大きな地

元のＰＲ、加工品であるとか、そういう主な

ものができる機会、新しいものができるとい

いかなと思いました。 

○鈴木誠協議会長 わかりました。ありがと

うございました。 

 まさに作手地域自治区の取り組みをもっと

市内に紹介をして、地域自治区で事業をどん

どん、特色をもっと活かしていこうというこ

とでこの条例を作りましたので、きちんとリ

ンクしていますからご安心ください。 

 では、最後に河合さん、よろしくお願いし

ます。 

○河合惠元委員 僕は仕事をやっているので、

人がいないということがやはり大きな問題で

す。外へ出ることも考えています。やはり人

がいないことはつらいのです。何をやるにし

てもいないということが問題で、新城市は本

気で人を増やそうと、新しい人を迎え入れよ

うとか子どもをたくさん産んでもらおうとい

うことが感じないのです。他人みたいでいけ

ないのですけれども、商工会でもやっている

のでもっと商工会が、我々が市といろいろか

け合ったりとか相談したりとかということを

もっとしなければいけなかったなと、今、反

省しています。 

 過去はしようがないものですから、今後、

本気でやるかやらないかというところだと思

うのです。そこがこれに出せればいいかなと

は思っています。 

 土地が高いとか税金が高いとか水道代が高

いとかいろいろ言われていると思うのですけ

れども、マイナス面をちょっとプラスにすれ

ばいいだけのことではないかなと思っていま

す。簡単にはできないかもしれないけれども、

マイナスは聞こえると大きいじゃないですか。

反対とかだめだという声がすごく広がってい

るので、新城市は変わってきたよとか、見え

ることを本当に訴えるというか、新城は真剣

だぞというところを。 

新東名もできたしインターもできたので、

ここ２、３年のうちにやらないと死んでしま

うのではないかなということで、僕はすごく

期待をしているし、結果を出したいなと思っ

ています。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 今日、この委員の皆さんの顔ぶれも、そし

て普段の仕事も聞いていただいたとおり様々

です。まさにこういうことがこれから大事に

なって、これまでの業種ごとのいろいろな組

織、あるいはそこでの振興策ということはい

ろいろとやり尽した部分でもあるし、限界も

判ってきた。だからこそこういうふうに異業

種がここに集まって、そしてこれから本気で

市の政策はこうあるべきだという提案をして

いかなければいけない。それも事業をやって

いる方だけではなくて、市民の、生活者の観

点から、まだ今は特に仕事を持っていなくて

もこれから何かやってみたいという人の意見

も含めて、これから何をするべきなのか、ど

ういうことに力を入れるのかということを具

体的に市長に提言するためにこれから検討会

をやっていきたいというふうに思います。 

 それから、どうも今日はありがとうござい

ました。皆さんの意見を一応整理して、第４

回の４月に入ってからの会議のときに、こう

いう分科会を作りましょうということで、実

際に分科会に分かれてもっと議論を深めてい

くようにしたいです。 

 それで、また皆さんの方に、どういう分科

会なり検討委員会を作ったらいいのか、具体
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的な地域産業の総合振興を進めていくために

どのような議論の場が必要かとまた提案をい

ただきますので、そのときにお願いしたいと

思います。 

 それでは、第３回目に向けて、最後に川合

さんのほうから。 

○川合副部長 それでは、第３回の産業自治

振興協議会という形で３月２５日の金曜日に、

場所を、ここでは拡大協議会というものはち

ょっとできないものですから、新城市消防防

災センターの２階の災害対策本部室というと

ころで行いたいと思います。 

 講師は先ほど鈴木先生からもご紹介いただ

いた、帯広市の中小企業基本条例というもの

を策定し、それから先ほど言った意見を提言

書という形で出されたということに奔走され

た方という内容で、ホクコーというところの

会社の社長さんに来ていただいて、どのよう

に作っていったのか、それから今はどのよう

にそれが活かされているのか、それが実際に

成果としてどのような成果になっているのか、

というようなお話を伺う機会にしたいと思っ

ています。 

 委員さんにご参加いただくのは当然なので

すが、委員さん以外にもご友人でもよろしい

ですし、そういう関係の方でも結構ですので、

是非お誘いいただいて聴いていただくという

機会にしたいと思います。それが市民の方で

も結構ですし事業者の方でも結構です。市の

方もできればそういう形で情報共有ができる

場を設定したいというふうに思いますので、

是非ご協力いただきたいと思います。 

 内容的には、今、講師の方と調整をしてお

りますので、調整ができ次第、講演会の内容

も含めてご紹介をさせていただき、参加者の

部分もご協力いただきたいというふうに思い

ます。 

 また、事前にこのようなことを聞きたいな

ということがあれば、ぜひお出しいただきた

いと思いますので、またその内容のご照会も

させていただきたいというふうに思います。 

 もう一つは、そのときに参加者からもアン

ケートを取らせていただいて、第４回の協議

会に反映できるようにしていきたいというふ

うに思っておりますので、ぜひご協力いただ

きたいと思います。 

 それからもう一つだけ、やはり講師の先生

が北海道ということなので、講演会だけでお

話しする時間というものもなかなかとれない

と思います。懇親の場をつくりたいと思いま

すので、またさらに意見を交換したいという

ことで、委員さんもそういう場に、これは会

費制という形にならざるを得ないと思います

けれども、御紹介をさせていただきますので、

ぜひ御参加いただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 何かややこしいことを言

っていますけれども、要するに懇親会をやる

よ、ということですよね。 

○川合副部長 そうです。 

○鈴木誠協議会長 皆さん是非出てください。

ぜひお願いします。 

 それで、ここで見ていただいたとおり、帯

広市は農・商・工、そして女性の方たちがも

のすごく起業しているところなのです。そし

て村松先生の医療の分野が健康をつくるとい

うことで非常に医師会がいろいろな情報提供

やサポートなどもされていると言っていまし

た。 

 今日、ここにお集まりの方たち全てに関る

お話がいただけると思うし、後で懇親会も用

意しますので、ぜひともお仲間を誘って拡大

協議会にご参加いただけるようにお願いしま

す。 

 この話を踏まえて、少し気持ちを高めて、

そして４月からのいよいよ本格的な協議をや

っていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 それでは、時間を１５分オーバーしてしま
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いましたけれども、本日、第２回目の協議会

をこれで終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 


