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○事務局 こんばんは。 

 定刻となりましたので、第４回新城市産業

自治振興協議会を始めさせていただきます。 

 本日の出席者は委員１４名中１１名でござ

います。あと、村松先生が３０分ぐらい遅れ

て見えるということでございますので、出席

とさせていただきまして１１名でございまし

て、過半数に達しておりますので会議が成立

していることを御報告させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここから協議会運営規則第３条

の規定によりまして、議長の鈴木会長に進行

をお任せいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○鈴木誠協議会長 皆さん、どうもこんばん

は。 

 きょうは第４回目になりましたけれども、

まだ余り第４回という実感が全然湧かない状

況ではある訳ですが、今日もまたよろしくお

願いいたします。 

 第３回目に帯広から中小企業家同友会と同

時に商工会議所の理事をされている方をお迎

えしまして勉強会をしました。 

 皆さんの感想を見たら、非常にしっかりと、

非常に良かったとか、具体的な指摘がありま

したので、それを見て今日は大いに参考にさ

せてもらったというのが本音のところなので

すが、今日は第４回目ということで、その総

括もしながら、いよいよ新城市でこの条例を

作った、その条例に基づいて振興計画を策定

していく際の行政にはない、勘どころなり何

をすべきなのかというあたりを一定の根拠を

持って議論をしていくような、そのような場

に今日はしていきたいなというふうに思って

います。 

 いずれにしても、そんなに堅苦しいもので

はなくて、それぞれ日ごろの生活感覚を思い

切り出して、きょうは議論をしていけるよう

な、そのような場にしていきたいと思います。 

 これから２時間ぐらいの時間でありますけ

れども、どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、次の報告へ行く前に、１つお願

いがございまして、今回、４月１日の異動等

がございまして新しく体制が変わりましたの

で、事務局の方の紹介をさせていただきます

ので、ちょっとお時間をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○古田産業振興部長 ４月１日の新城市の組

織改編に、人事異動によりまして事務局の体

制が若干変わりましたので御紹介をさせてい

ただきます。 

 昨年まで産業立地部の産業政策課というと

ころで事務局を担わせていただきましたけれ

ども、４月１日からは産業振興部商工政策課

というように変わりました。 

 ３月２５日の第３回拡大協議会のときに、

居残りメンバーはちょっと皆さんに言ったの

ですけれども、新たにメンバー等、加わった

者を含めて事務局体制を総括させていただき

たいと思います。 

 私は産業振興部長の古田で、昨年からの引

き続きでよろしくお願いいたします。 

 それから、副部長の内藤です。 

○内藤産業振興部副部長 昨年度に引き続き

よろしくお願いします。 

○古田産業振興部長 商工政策課長の加藤で

す。 

○加藤商工政策課長 加藤です。よろしくお

願いします。 

○古田産業振興部長 それから、担当係長の

白井です。 

○白井副課長兼商工政策係長 白井です。よ

ろしくお願いします。 

○古田産業振興部長 担当の西田です。 

○西田商工政策課主任 西田です。よろしく

お願いいたします。 

○古田産業振興部長 この体制で事務局のほ

う、お手伝いさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 
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○鈴木誠協議会長 それでは、早速新しい体

制になったという報告をいただきましたので、

まずは報告事項について行いたいと思います。 

 今日は、主な議題は、報告事項と意見交換

ということになっていますが、主は意見交換

でございます。ただ、意見交換の前提として、

皆さんと共有しておきたいということであり

まして、きょうは３つほど皆さんに、最初に

受けとめていただきたい事柄を提案したいと

思います。 

 早速、第３回の拡大協議会のアンケート結

果とその協議会の目的及び狙いについて、こ

このところを事務局の方からお願いいたしま

す。 

○事務局 こちらの、まず「第３回拡大協議

会アンケート結果と協議会の目的と狙いにつ

いて」ということで、白井のほうから報告を

させていただきます。 

 きょう、配らせていただきました資料１と

いうＡ４のペラ１枚でございますけれども、

資料の方を見ていただきたいと思います。 

 こちらは３月２５日に開催されました第３

回の協議会、拡大協議会でございまして、講

演会が行われた訳でございますけれども、こ

ちらの講演が終わった後でアンケートを行い

まして、その結果をまとめたものでございま

す。 

 まず、アンケートの概要につきましては、

４５名参加された中の３８名の方からアンケ

ートを回収いたしました。 

 それで、今回は表のページの１ページ目の

設問４、５と自由意見について、ざっと説明

させていただきたいというふうに思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 まず、設問４でございます。「産業の危機

は何だと感じますか」というところでござい

ますが、「意識」、「危機感の不足」という

ふうになっています。それが断トツでござい

まして、ただ、会議に出席された方は、皆様

方並びによく意識の高い方が出られたかなと

いうふうに思っておりまして、その他一般の

方々の危機感の薄さや低さというものが懸念

されているのではないかというふうに思われ

ます。 

 裏の自由意見の方を見ていただきたいと思

います。 

 そちらの①というところがございますが、

そちらの方にも書いてあるのですけれども、

「福祉は自分の身に直接関係するので興味が

あるが、産業は他人事で危機感が薄い」とい

う、こういった自由意見に書いてあるとおり、

この辺が危機感の薄さというか低さの理由と

して挙げられるのかなというふうに思ってお

ります。 

 それでは、もう一度１ページに戻っていた

だきまして、産業の危機というものは、次に

人材の不足、人口減少、若者の流出というこ

とで、人材の不足につきましては、事業者の

意見かなというふうに推測できるのでござい

ますが、人口減少並びに若者の流出につきま

しては、今、全国の自治体が抱えている問題

なのかなというふうに思います。 

 また、設問５の方に移らせていただきます

けれども、「条例に基づく取り組みを進める

上で、重視する点を２つまで選択してくださ

い」、こちらは拮抗している数値になってお

りますけれども、第１番目に女性、若者の活

躍、就業、創業というものが第１番目に来て

おります。 

 また、既存産業の活性化と、連携による産

業の創造、地域課題に対する産業へのアプロ

ーチという順になりまして、新産業分野の開

拓というものが下の方になっていると。 

 新産業分野の開拓をするよりも、まず既存

産業の活性化が大事だというふうに言われて

いるのかなというふうに思います。 

 続きまして、裏の２ページ目を見ていただ

きたいというふうに思います。 

 今回、この自由意見の中で、私がちょっと

読ませていただきまして、キーワードになる
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のかなというふうに勝手に思ってしまって、

それをちょっとピックアップして、ちょっと

自分なりに考えてみましたのでお話しさせて

いただきます。 

 自由意見の中で、キーワードとして、まず

１番と３番のところに書いてあるのですけれ

ども、１番には地域連携という言葉が書いて

あり、３番目には各機関とリンクするという

ふうに書いてあります。これは、同業者もさ

ることながら異業種間の交流が大事ではない

かというふうに言われているのかなと思われ

ます。もし、その交流が活発になれば、いろ

いろな商談が増えて、金融のお話が進んでい

くのかなというふうに勝手に考えました。ま

た、新しい販路の開拓や事が良くなっていく

きっかけになるのかもわかりません。また、

そういった場で、交流の場に必要なものだと

かコツなどをちょっと御意見的にいただけれ

ば非常にありがたいなというふうに思ってお

ります。 

 また、６番と７番のところに書いてあるの

ですけれども、既存の産業を「暮らしのもと

となる産業の維持・活性化への取り組みは、

地味であっても続けるべきと考えます」とか

「起業支援の充実に取り組んでほしい」とい

うことで、既存の産業も考えていただきたい

ということでございますので、中小企業の現

状というものをこの平成２８年度、面談で調

査をしていくのでございますが、そのお話で

問題となるものを調べたり、商工会や労務対

策協議会、また、労働組合の方々の御意見等

をいただきまして、計画のほうに反映してい

きたいなというふうに思っています。 

 また、新規就農の関係でございますけれど

も、産業支援の策やその後のフォローという

ものを考えていかなくてはいけないのではな

いかと。また、失敗してもフォローできる体

制づくりが重要なのかなというふうに考えま

す。 

 続きまして、３番の方にちょっと上がって

いただきますけれども、教育委員会に参加し

てもらうというふうに書いてあります。こち

らは、教育の場に物づくりの観点をもっと入

れて欲しいということが裏の意見なのかなと

いうふうに勝手に考えてしまいましたが、物

づくりのおもしろさを伸ばしたり、職人さん

から直接お話を聞いたりして、地域の子供た

ちに物づくりのおもしろさをもっと伝えてい

って欲しいという意味なのかなというふうに

思います。 

 また、一緒になって企画して、参画して、

教育委員会も仲間になってほしいという意味

も含まれているのではないかなというふうに

思われました。 

 また、４番目と２番目の方に書いてあるの

ですけれども、４番目には農産物の統一、ブ

ルーベリー、里芋など、また、２番目にはブ

ランド化を図ることも大切に思うというふう

に意見として挙げていただいております。こ

ちらにつきましては、農産物につきましては、

農協の方だとか農業従事者の方々にとって、

これは何を特定するのかということが一番問

題になってくると思うのですけれども、そう

いって特定していくのか、今ある中からブラ

ンド化していくのか、やり方としては２通り

あるのかなというふうに思います。 

 また、ブランド化した場合につきましては、

継続して、ブランドとして世に製品として出

していくという可能性が１つのキーポイント

になるのではないかというふうに考えました。 

 ということで、アンケートにつきましては、

私が勝手にキーワードとしてちょっと捉えさ

せていただきまして自分なりに考えて、ちょ

っと深く考えてみたつもりでございます。 

 続きまして、協議会の目的についてちょっ

と考えてみました。 

 第１回の会議で、市長より諮問されました。 

２月１２日に穂積市長より振興条例の件で、

計画の策定について意見を求めますというふ

うにうたわれております。 
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 皆さん、それぞれ各団体の方、加盟されて

いる方がいらっしゃいまして、そちらからの

意見も貴重でございますけれども、個人とし

て発表していただいても構わないのかなとい

うふうに思います。ですので、計画策定のた

めの意見を、ちょっと語弊があろうかと思い

ますけれども、自由にお話ししていただける

と非常にありがたいというふうに思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 続きまして、今回の狙いでございますが、

今回、事務局としてこの協議会で検討してい

ただきたい事業としまして、この諮問書の裏

に、前の会議でお配りさせていただいた資料

をもう一度つけさせていただきました。いろ

いろやはり意識の低下というか低いというこ

とが懸念されておりますし、やはり啓発とい

うものが大事だなというふうに思っておりま

すし、企業間のマッチングということも１つ

のキーワードでございますので、そちらを検

討する連携部会、女性の起業・創業について

検討する輝く女性起業・創業部会、中小企業

及び産業の課題を整理してまとめる産業カル

テ作成部会、というこの３つの部会でいろい

ろ協議、御意見をいただきまして、基本計画

を作ってまいります。 

 基本計画につきましては、今の産業を見ま

すと、やはり危機の状況にありますので、で

きますれば即効性の内容のあるものを作って

いきたいなというふうに思っておりますので、

できる限り、わかる範囲で構いませんので具

体的な御意見をいただきたいというふうに思

っております。 

 今回、意見をいただく前に、この後で新城

市の社会的な課題ということを報告させてい

ただきまして意見をいただきたいというふう

に思っています。それが協議会の狙いであり

ます。よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。ありがとうご

ざいました。 

○鈴木誠協議会長 今、この協議会の狙いも

含めて、前回までの協議会のアンケート結果

の総括もしてもらいながら、狙いも含めてお

話を伺いました。 

 最後のところの産業自治振興協議会、これ

から振興計画を作っていく際に、非常に細部

にわたるいろいろな問題提起を行政の方にし

て欲しい、そのざっくばらんな話し合いをす

る、そういう協議の場というものは部会とい

うふうに言っていますけれども、ここのとこ

ろをこれから皆さんと打ち合わせをして、こ

の部会の担当、どこに入っていただくかとい

うことをこれから決めていかなければいけな

いと思いますが、そこに行く前の段階でしっ

かりとこの協議会の狙いと、そして話し合う

前提条件をまずしっかりと共有しておこうと

いうことで前回の拡大協議会をやったり、そ

れから、今日、この後に行いますけれども、

新城市が直面している課題は何だろうという

ところについて話題を確認していきたいとい

うふうに思っています。 

 今、事務局のほうから第３回拡大協議会の

アンケート結果を踏まえて、ちょっと重要だ

ろうということについて御指摘をいただきま

したけれども、皆さんの方ではどうでしょう。

他にも、いや、ここの部分も大事だというよ

うな御指摘があったらぜひお願いしたいと思

いますけれども、お気づきの点があったら。

いかがでしょうか。 

 どうでしょう。 

 この後、実は２つのグループを作ってこの

意見交換をしていくことを考えています。そ

このところでまた意見を出していただけたら

なというふうに思います。というのは、今の

自由意見のところをちょっとだけ見ていただ

きたいのですけれども、２ページのところを

ご覧ください。 

 ２ページのところ、たくさんあるのですけ

れども、１８ぐらい、ここで条例を生かして

行うべきことというふうに書かれています。

まさに、実は条例で何をやるかという、一番
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の、この協議会の目的、目標になることがこ

こに書かれているわけですので、まさにこの

内容をやっていけばいいのだろうと思います

けれども、この中でも特に新城市の強味を生

かすという１６番のところ、新城市の強味を

出すには再度検証が必要なのだと、将来の目

指す姿を詳細に描くことで、その実現に向け

たＰＤＣＡサイクルというものをきちんとや

りながら計画を実践していくということが大

事だというふうに言っているのです。 

 では、一体、新城市の強みとか、その強み

の出どころ、背景は一体何だろうということ

とか、それから、逆に新城市の弱みは一体何

だろうと、その理由は何だろう、そのあたり

のところはやはり根拠を持って確認していく

ことが必要だと思うのです。思いつきではな

くて、やはりこれから実際の事業にしていく

となると、新城市の強み、弱み、その理由な

どをここで確認していくことが大事になって

くる。この後、実は行ってみようではないか

ということになっています。 

 その他にもたくさん、今回、ヒントがこの

中に詰まっているような気がするので、この

あたりはそれぞれの委員の皆さんがこれから

発言、議論をしていく際の材料に使っていた

だいてもいいかなというふうに思っています

ので、そのように御理解ください。 

 それでは、ちょっと今日は時間の関係もあ

るので、先に進めさせていただこうと思いま

す、今のような内容で。 

 その次の「地域産業と産業自治について」

というところについて、ほんの少しだけ私の

ほうで補足をさせていただこうと思います。 

 新城市は、この間、帯広の方が報告された

中小企業振興基本条例という中小企業を対象

とした振興条例ではないです。中小企業とい

うものは、これは中小企業基本法できちんと

法律で定義があるのです。それも大企業を除

く中小企業。最近では小規模企業の法律もで

きたりするぐらいですので、非常に中小とい

うものは、これは大企業に対する中小、これ

は働く人の数であるとか、それから１年間に

生み出す生産の規模であるとか、そういった

ものできちんと整理がされていくのだろうと

思います。 

 でも、そういう整理は本当に合理的なのか

どうかというと、実のところ、ちょっと怪し

くなってくるのです。なぜかというと、最近、

大企業が減ってきたという話を皆さんも聞い

たことがあると思うのです。 

 大企業は国の方からいろいろな助成が得ら

れない。中小企業にしておくと助成が得られ

るということで、例えば、正規の従業員数を

２９９人にしておくとか、つまり、意図的に

中小企業の範囲にとどめるような際どいとこ

ろです。横浜ゴムさんのような、そういう大

きなところは別ですけれども、意図的に中小

企業にしておいて国のさまざまな補助を得よ

うというような、得たいというような狙いも

あったりする、そういう事情もあるらしいの

です。 

 そういう社長さんを私も３人ぐらい知って

いますけれども、それなりの事情があるにし

ろ、やはり余り合理的ではないなというふう

に思います。 

 むしろ新城は大企業だろうと中小企業だろ

うと、それから個人事業者であろうと、地域

産業という括りでなるべく考えたいという狙

いがあるのです。 

 それもおかしいのではないかと思われるか

もしれませんけれども、そうなると、地域産

業は一体どういうふうに考えたらいいのかと

いうところだろうと思うのです。 

 簡単に言うと、地域産業は、やはり産業を

地域が覆っているわけですので、地域と産業

との関係というものをもっと意識していかな

ければいけないと思うのです。 

 産業というと、そうすると、イコール企業

だろうと、そうすると、営利追求だろうとい

うふうに考えがちですけれども、産業の中に
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は営利企業もあれば非営利の企業もあったり

するのです。そうすると、非営利だとＮＰＯ

法人だとかいうことになる。 

 そうすると、地域と産業というものを、こ

れをもう少し丁寧に見ていく必要がある。丁

寧に見ていきながらも、簡単に一言で言うと、

地域と共生する産業ということではないかな

と思うのです。地域を支えていく産業、ある

いは地域の、先ほどの強みというもの、地域

が持っている強みを、これを生かして、いわ

ば営利を追求していく、あるいは非営利の事

業として続けていく、それで地域の強みを伸

ばしていくという考え方もあるし、それから、

課題ということになると、この後、たくさん

出てくると思いますけれども、地域の課題と

いうものを、これをビジネス化する、あるい

はビジネスといっても、非営利のままビジネ

ス化するという考え方もあるだろうと。 

 地域産業というものは、地域の強みを、こ

れを伸ばしながら、また、地域の課題という

ものを克服していく、そういう個人もしくは

法人というふうな、地域の強みを生かしなが

ら、かつ地域の課題を克服し、それをビジネ

スとして行っていく個人もしくは法人という

ような、そんな大まかな定義もできるのでは

ないかなというふうに思うのです。 

 ですので、そこには大企業だろうと中小企

業だろうと、それから個人事業者であろうと、

そこは何を対象とする、何を支援する条例で

はないという、新城を含めて東三河や三遠南

信や、特に新城市ですけれども、新城市の強

みというものを伸ばしながら、逆に地域の、

新城市の弱みというものを克服していく道筋

をビジネスとして追求していく、そういう個

人もしくは法人というものをここでは考えて

いくということが大事ではないか。 

 その地域と共生する産業の経済活動、それ

がまさに産業自治ということになります。産

業を通じて地域を治めていくという考え方が

できるのだろうと。 

 今まで市民自治だとか、それから地方自治

だとか住民自治という言葉をよく言ってきた

のですけれども、そこにはどうも個人という

ものが、どうも主役として強く行われてきた

部分があっただろうし、個人以外は行政とい

うところがあったのですけれども、もっと中

間の実際に産業活動をやっている主体という

ものはどうなのだろうか、それぞれ自由でい

いのかというと、どうも新城市の場合は、そ

の自由気まま、気ままと言ってはいけないで

すけれども、自由のままだと、結局、働く人

たちが減っていくし、それから空き家が増え

ていくし、それから観光資源を生かし切れな

いし、ということになっていきかねないとい

うことだと思う。 

 でも、最近のもっくる新城であるとか、そ

れから新城ラリーであるとか、それからトレ

イルであるとか、さまざまなことで新城市は

ものすごく多くの人たちを引きつける力が出

てきているわけです。それがそれで終わらな

い、新城市の強みに変換していく、あるいは

地域の、新城市の弱みを克服していく、そう

いう材料としてビジネス化が、もし、よりし

っかりとできるようになったら、これは強い

のではないかなという面もあるのです。その

ようなことを、この地域産業と産業自治とい

うことについて考えるきっかけを前回の拡大

協議会でも考えさせられたなということなの

です。 

 変な話なのですけれども、皆さん、松本さ

んはハワイに行ったことはありますか。 

○松本吉生委員 はい。 

○鈴木誠協議会長 しょっちゅう行っている。 

○松本吉生委員 いえ、いえ、しょっちゅう

ではないですけれども、昔、行ったことがあ

ります。 

○鈴木誠協議会長 皆さん、ワイキキビーチ、

ワイキキに石田さんは行ったことがないでし

ょう。行ったことがないでしょうというのも。 

○石田靖典委員 ないです。 



－7－ 

○鈴木誠協議会長 前提条件をつけてしまっ

たらいけないけれど。 

 ワイキキはよく聞きますよね。澤上さんは

行ったことありますか。 

○澤上花子委員 ないです。 

○鈴木誠協議会長 行ってください、今度。

何か理由をつけて。 

○澤上花子委員 分かりました。 

○鈴木誠協議会長 ワイキキビーチはすごく

有名なのだけれども、あれは年間で確か７０

０万人ぐらいお客さんが世界中から集まるの

です。世界でお客さんが一番集まる都市、と

いうよりも地区なのです。わずかなところな

のです。海からちょっと離れたところの通り

なのですけれども。 

 あれは、実は産業自治の典型なのです。な

ぜかというと、昼間に行くと、とにかくゴミ

１つ落ちていないのです。よく見ると、シニ

アのおじいちゃんたちが、日本でいうと防犯

ボランティア活動をやっているような、ああ

いう緑のジャンパーを着て、それでやたらと

ある活動をしているのです。 

 何かというと、観光客の人のカメラをとっ

て記念写真を撮ってあげるという、そのよう

なことばかりやっているのです。あと、夕方

になると結構危ないところもあるので、あっ

ちに行ってはいけなということで道案内をし

たりとか、それから、動物園がどこにあるか

ということを案内してあげたりとか、そうい

うことをやっています。 

 実は、夜は町がものすごく汚くなっている

のです。ゴミがいっぱい。朝になるとみんな

で掃除をして、それから水をまいて、今度は

ガイドが出てきて案内をしたりして、もう至

れり尽くせりのサービスをするのですけれど

も、それが、実はワイキキの周辺に建ってい

るディオールであるとか、それからいろいろ

な有名なブランドが入っているお店、それか

らブランドの会社、それからビルのオーナー、

そういったところがお金を出し合って、それ

でワイキキの非営利団体を作っているのです。

その人たちがシニアの人たちを雇用して、あ

るいは路上生活者を雇用して、それで実は町

をきれいにするという活動をしています。そ

れを毎日やっています。 

 海なんかでもビール瓶が落ちていないよう

にしょっちゅう潜って掃除をやったりするの

です。 

 ですから、それぞれのホテルがすごくグレ

ードが高くて、そして世界から来るお客さん

たちがすごく楽しんでもらえるように、それ

から、町の至るところで記念写真が撮れるよ

うに、そういったところを企業経営者の人た

ちがお金と人を出し合って、それできれいに

する。そして、その成果が会社の方にまた反

映される。そういう空間として利用している

のです。これがもう世界の典型的な産業自治

の姿なのです。 

 日本で言うと、中心市街地活性化事業、あ

れがそれに近い、それには全然近くないけれ

ども、中心市街地活性化事業も本来は商店街

の人たちが集客を図るためにさまざまイベン

トや、あるいは駐車場を整備したりとかやっ

てくれているということをこれまで言いまし

た。なかなかうまくいかないところも多いで

すけれども。 

 ですので、産業自治とは決して古いことで

はないのですけれども、これを新城市という

町の中でもっと広く考えていこうということ

がこの条例の大きな狙いでもあるわけです。

それも産業界だけではなくて、個人も含めて、

非営利も含めていろいろと力を合わせていこ

うではないかという、そういう狙いもあって、

その産業自治という言葉をあえて使っている

ということなのです。 

 産業活動、営利活動、非営利活動ともに、

これも地域をよりよくしていくということを

大きな目標として活動して、協力をし合って

いこうではないかというところなのです。 

 そういう、実は言葉の意味が個々には込め
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られているということを、きょう、前回、こ

の地域産業とか産業自治という言葉がちょっ

と分りにくいということも言われたので、そ

ういうことで、改めて少しだけ説明をさせて

いただきたい。 

 これは、ちょうどこの条例を作っていくプ

ロセスでもよく確認をしたことであったので

すけれども、改めてこの協議会でも皆さんに

紹介をさせていただこうということでお話を

しました。 

 また後で、議論の中で、このようなことも

あるではないかというところがあったら、ま

たいろいろと提案なりヒントを与えていただ

ければなと思います。 

 それでは、新城市の抱える、今言った課題、

弱点なのです。やはり強みで生きていける人

ばかりではなくて、弱みの中で苦しむ人たち

もいるし、それから、弱みが原因となって新

城市は嫌いだというふうに、やはり言う人た

ちもいる訳ですので、改めてみんなで新城市

の弱みは何だろう、強みに転化できるような

ヒントはあるかなというあたりを今日は、実

は確認したいなと思って、ちょっと事務局の

ほうに１週間ほど頑張って資料を作ってもら

ったので、早速紹介をしていただこうと思い

ます。 

 先ほど、部長が紹介した新しい新城市の事

務局の中で、一番の若手という、イケメンと

自分で言っているのではないですけれども、

彼に新城市の抱える課題について聞きたいと

思います。 

 パワーポイントのデータは、きょう、皆さ

んのところに用意されているようですので、

そのデータも含めて、西田さんからお話をし

ていただこうと思います。お願いします。 

○西田商工政策課主任 それでは、「新城市

の抱える社会的課題（弱点）について」、事

務局の方から提案させていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、座って御説明させていただきま

す。 

○鈴木誠協議会長 今日は皆さんの手元にこ

ういう資料があります。ちょっと暗くて見に

くいので、前の方の方は今からスライドの方

を見ていただいて、後ろの方が明るいと思い

ますので、もし画面が見にくかったら、こち

らの資料を補足して使ってください。 

○西田商工政策課主任 では、これから提案

させていただく課題は、これらの資料をもと

に事務局で整理させていただきました。これ

らの資料をお手元にお配りしております。 

 まず、課題に対する市の施策を簡単に説明

させていただきます。 

 課題はたくさんあると思いますが、一番の

課題は、新城市を存続させるのではなく魅力

的にしていくのにはどうしたらいいのか、こ

の協議会で皆さんから御意見をいただけたら

と存じます。 

 人口減少の要因となっている課題を新たな

ビジネスを生み出すことで解決し、生活環境

の改善、雇用機会の創出の両面から人口減少

を抑制することが狙いです。 

 それでは、まず社会的課題について、事務

局から５点、提案させていただきます。 

 その１、危機感の共有不足。アンケートよ

り人口減少は皆さんの共通認識ですが、生ま

れ得る課題の認識についてはそれぞれ違いが

あり、また、情報共有が出来ておらず、具体

的に生活にどう影響してくるのか、現実感が

ないため、課題解決に向けて一体となること

が難しくなっていると思われます。 

 そこで、市内事業者に向け、課題認識・共

有のためのシンポジウムを開催し、課題解決

へ一体となって取り組みたいという行政の意

思表明をさせていただきます。 

 その２、産業を担う人材の不足です。こち

らは、若者と女性の２点で提案させていただ

きます。 

 まず、若者の市外への流出についてです。

こちらは市内４校と設楽町の田口高校から聞
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き取りをいたしました。平成２７年度に卒業

された生徒は４８８名、うち進学者は３３０

名、就職者は１３９名です。進学による７割

弱の若者の流出を、就職を機会にいかに新城

市に戻ってもらうのか、都市部の学生に向け

た市内事業者のＰＲが必要ですが、田舎の人

づき合いの煩わしさも戻らない要因の１つと

なっていると思われます。 

 次に、就職による労働力の流出です。調査

５校の卒業後の就職者数は１３９名、うち市

内で就職する人は３４名、その他の７割弱は

市外という結果でした。一方、市内事業所の

求人数についてはご覧のとおりです。６割程

度の就職者数にとどまっております。そのた

め、市では毎年３月に高校生のための就職説

明会を開催し、市内事業者をＰＲしています。

その際の説明会参加者の意見として、家から

通いたい、製造業がいいという声が圧倒的に

多いです。 

 こちらは平成２２年国勢調査のデータです

が、新城市の産業別従業員数として二次産業

が４割を占め、平成２５年の工業統計だと、

うち７割が製造業、つまり新城市で働く人は

約３割が製造業についているということにな

ります。家から通える人気の製造業が多い市

内でなぜ就職しないのか、そのあたりをもう

少し深く検証していけたらと思います。 

 続いて、女性の働き場所についてです。こ

ちらのアンケートの設問について、男性回答

の多数を占めたものが、快適な生活環境の整

備ということに対し、女性回答はほぼ同数で

雇用の場の確保が選択されました。これによ

り働きたい女性が働けていない現状が分かり

ます。なぜ働けないのか、それは産休・産後

の仕事復帰や仕事と育児を両立させることの

難しさがあるのではないでしょうか。 

 対策として、市ではこのような事業を実施

し、企業への就職支援、起業・創業支援など

の協議の場を設け、働き方の課題等を検討し、

実際に起業される際は支援等を行っておりま

す。詳細は資料６、７をご覧ください。 

 ３つ目、医療・子育ての不安です。こちら

はアンケートのほか、実際に子育てをしてい

る職員にも聞き取りをいたしました。そこで

出た意見は、新城市では急に体調を壊した子

供をすぐに診てもらえない、子供を遊ばせる

場所が少ないということです。その際は隣の

豊川市の方が充実しているため、そちらへ行

ってしまうということがあります。また、産

婦人科がなく、市内で子供を産みたくても産

めないということも課題となっています。 

 ４つ目、車がないと生活が困難だというこ

とです。高齢化が進み、免許を返すお年寄り

が増え、また、車を運転できない身体障害者

の方など、公共交通機関も少なく、車がなけ

れば生活が困難になるという環境です。 

 対策として、このような３つの事業があり

ます。資料８から１０をごらんください。 

 また、市営バスのＳバスは、観光客の足と

しても重要ですが、現在は空席が目立ち、改

善の必要があります。ただ、こちらのバスに

ついては、行政課の方でバスマップというも

のを作りまして配布しておりますので、多少

は認知度が上がってくるのではないかと思わ

れます。 

 また、電車です。豊橋で乗りかえや飯田線

の本数の少なさもあり、新東名を生かした新

たな公共交通機関の必要性も感じております。

こちらは新城市と名古屋を結ぶ高速バスの運

行の実証実験を行う予定でいます。資料１１

をごらんください。 

 最後、５つ目です。増加する空き家問題で

す。平成２６年の調査では、市内に１，０７

５件もの空き家が存在することが判明いたし

ました。また、少子化により学校の統廃合を

進め、現在、市の管理する廃校が６カ所あり

ます。これらを放置することは、景観等の悪

化だけでなく地域の方々の気持ちまで蝕みま

す。 

 その対策として、このような事業を実施し
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ております。空き家利活用事業というものは

空き家バンクというもので、現在、販売が５

件、賃貸が１件という状況です。 

 空き家改修補助金というものは、この空き

家バンクを利用して、契約が成立した物件に

ついて、上限３０万円、改修費の２分の１を

補助するというものです。 

 つげの活性化ヴィレッジ管理事業というも

のは、廃校をレンタルオフィスとして開放し

ており、若手起業家に対して無料で貸し出す

というものです。こちらは１０部屋募集した

ところ、今のところ２件の契約があります。 

 次に、新城市の産業的課題の提案です。提

案の前に、営利企業のうち大規模、小規模、

そして非営利企業の３事業者別に意見を整理

させていただきました。 

 まず、大規模事業者です。こちらはＪＡ愛

知東農協からの聞き取りですが、事業者間の

連携不足や産業の縦割り化により、新しいも

のを売り出したいのに売り出せないといった

お話を聞くことができました。 

 次に小規模事業者ですが、こちらは実態調

査から抽出し、大きく３つの意見に分けまし

た。 

 まず、事業者間連携について、約９割の事

業者が必要だと感じていますが、実施してい

ない事業者が３６．４％、また、実施・計画

ができないといった回答もありました。 

 次に、高校や専門学校との連携について、

若手従業員の獲得機会を増やすため、産業教

育を含めた連携が必要だという回答がありま

した。 

 最後に子育て対応についてです。従業員の

子育て環境については、家族の協力が得られ

ない従業員の採用をしづらいという回答があ

りました。 

 非営利団体については、福祉課からの聞き

取りになるのですが、非営利団体の課題は、

人材と運営資金の確保というものなのですが、

山間地域では特にそれが厳しいということで、

また、広域に利用者が点在しているため、効

率的な事業運営が困難だと思われます。 

 以上の点から考えられる新城市の産業的課

題として、２点挙げさせていただきます。 

 まず、事業者間連携について、事業者間連

携による新ビジネスの展開、また、既存産業

の振興というものに必要性を感じており、皆

さん、実現する技術はあるのですが、アイデ

アが浮かんでこないということだと思われま

す。 

 対策については、中小企業診断士等による

訪問調査により、経営基盤の改善及び強化並

びに従業員の労働環境の整備等を調査するこ

とで、さまざまな課題を明確にし、支援策を

検討していきます。 

 また、ビジネスマッチング事業により事業

者間連携を促進させ、新たな産業を生み出し

ます。資料１４をごらんください。 

 次に、子育てについて、家族の協力が得ら

れない人は仕事がしづらい環境にあるという

ことではないでしょうか。 

 以上、事務局から委員の皆さんと共有した

い課題及び施策を提案させていただきました。

この提案以外にも皆さんが感じている課題、

施策で解決し切れない課題がまだまだたくさ

んあります。それらの解決についてどうして

いくべきか、そして、この協議会で皆さんと

検討させていただく地域産業総合振興基本計

画について、今、新城市にあるものを生かし、

新城市を存続させるのではなく、魅力化する

ものとなるよう、この協議会で委員の皆さん

とぜひ検討させていただけるとうれしいです。 

 以上です。ありがとうございました。 

○鈴木誠協議会長 どうも御苦労さまでした。 

 もう既に新城市に長くお住まいで、小さい

ころから新城市で生まれ育って、そして、仕

事もされている方もお見えになれば、新城市

に本当にこの機会に来たと、そういう方もい

たりとか、さまざまなのです。そうすると、

やはり新城市で見ている、体験している、感
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じている、さまざま、やはり受けとめ方が違

ってきているところがあります。 

 そこで、今回、これはあくまでもたたき台

なのですけれども、新城市はデータで見ると

どのような課題を持っているかということを、

これまでの条例づくりのプロセスの中で使っ

た資料などをもう一回見直しながら再検証し

て、そして皆さんにまずは情報提供をさせて

いただこうということが今日の、この報告の

目的だったのです。 

 ですから、これはあくまでもマクロ的なこ

となので、これに尽きるものでは全然ありま

せん。 

 特に３ページに新城市の社会的課題という

ところで、１、２、３、４、５というものが

ここに出ていて、あとこの内容について細か

く、いろいろと皆さんに紹介をさせていただ

いたというところです。またここのところに

戻っていただいてもいいかなというふうに思

います。 

 そのもう一つ前のところを見ると、この新

城市というのは、非常に人口が減ってきてい

るということです。そのためには、こういう

状況を改善していくための雇用機会を作る、

生活環境の改善をするということが大事だろ

うというような、これを通して人口減少を抑

制していくことが可能ではないかというよう

な大きな括りも最初の前提としてここに用意

させてもらいました。その生活環境の改善や

雇用機会の創出ということを巡って、ここの、

次の３ページの１、２、３、４、５があるの

だというような、そういうストーリーで見て

いただいて、あと細かい各論のところを見て

いただいたらどうかなというふうに思います。 

 というところです。 

 今日は、ここの、今、紹介をさせてもらっ

た、この新城市が抱えている課題というもの

を、１つヒント、たたき台にしながら、では、

この協議会を通して生活環境の改善や雇用機

会の創出、そして人口減少を抑制していく、

具体的にどういうことをすべきなのか、課題

については、先ほどの１、２、３、４、５、

さらに細かくあります。だけれども、どのよ

うな対策を打ったらいいのか、さらには課題

もこれに尽きるものではないと、まだほかに

もあると、では、何が課題なのか、このあた

り、そして、対策をどうしたらいいのか、そ

のあたりを今日はざっくばらんに意見交換を

一回ちょっとやってみたいなというふうに思

っています。 

 これから、２つのテーブルを作りますので、

そこの中で自由に意見交換をしてもらうよう

にしたいなと思います。この資料はそのため

に使っていただけたらなというふうに思って

います。 

 今からテーブルを作り直しますので、ちょ

っと皆さんに協力をいただいて、ここで５分

間、トイレ休憩も含めて用意して、そして、

２つ大きく声が混ざらないように、向こう側

とこちら側と大きく分けますので、そこで松

本さんと佐藤さんに、先ほど、こちらで勝手

にちょっと進行をやってくださいということ

でお願いしましたので、そのお二人のもとで

皆さんに意見交換をしてもらえるように、ち

ょっとグループを事務局の方で作らせてもら

いました。そこに分かれて、この後、意見交

換をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○事務局 それでは、佐藤さんグループとい

うことで、今からちょっと名前を呼ばさせて

いただきます。 

 佐藤さんグループは、竹下さん、西紋さん、

村松さん、天野さん、大石さん、澤上さん、

よろしくお願いいたします。 

 松本さんグループ、河合さん、梅津さん、

青山さん、石田さん、加藤さん。 

 このような２グループに分けさせていただ

きましたのでよろしくお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 では、テーブルを早速ち

ょっと作るので、皆さんも協力をお願いしま
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す。 

 

○鈴木誠協議会長 それでは、皆さん、５分

間休憩と言いましたけれども、もうテーブル

が出来ていますので、こちらのテーブルは松

本さんに進行していただきます。こちらのテ

ーブルのほうは佐藤さんに進行していただき

ます。 

 要はこの条例を作った、条例に基づいてこ

れから振興計画を作っていくのだけれども、

さて、新城市としてはどういうことを優先的

に取り組むべきなのかということを話し合っ

てもらいたいと思います。 

 そのための基礎情報を先ほど皆さんに提供

したというところです。 

 では、それぞれ、持ち前の良さもだんだん、

いろいろと分かってきたので、前回、随分一

緒に揉んでくれましたので、お互いの良いと

ころがわかりましたので、そのようなところ

も確認しながら、さて、これから新城市でこ

の振興計画を作っていく中身に何を入れ込ん

でいくべきなのか、そこのところを今日はそ

れぞれのテーブルで話し合ってください。 

 その内容というものは、決して言いっ放し

ではなくて、計画を作るという、先ほど言っ

たように部会をこれから設けて、さらにいろ

いろな方たちに関ってもらって充実させてい

こうという話もしました。これから部会づく

りでどういう方たちに関ってもらって、実り

ある計画を作っていくための部会活動に展開

していくかというところにも関ってくるので、

そのようなことも意識しながら、これからそ

れぞれのテーブルで意見交換をしていただけ

ればというふうに思います。 

 それでは、事務局も少しテーブルに入らせ

てもらうかもしれませんけれども、皆さんの

方でよろしくお願いします。 

 時間なのですけれども、８時４０分になっ

たらそれぞれのテーブルでどういう話になっ

たのか、これを紹介してもらいますので、そ

れまで思い思い、それぞれで休憩をとってい

ただきながら議論を深めていただきたいと思

います。 

 では、よろしくお願いします。 

 

（Ａグループ討論開始） 

 

○佐藤真琴委員 よろしくお願いします。 

 基本的に、私が、皆様のファシリテーター

なので、ちょっとボールを投げながら進めて

いきたいと思いますので、皆さん、よろしく

お願いします。 

 では、いきましょうか。 

 今、ちょっと事務局から説明があったので

すけれども、それで、自分の中でこれから新

城市をどうしていこうという内容でもいいで

すし、自分が気になっている課題と、先ほど

出た話の中でカバーされるところでもいいで

すし、何だかちょっと引っ掛った部分という

ものを一人ずつ、まず３分ずつでぽんぽんと、

皆さん、挙げていただいてもいいですか。 

○大石奈保委員 資料の３ページ目のところ

の、５つの課題が挙がっていると思うのです

けれども、その中で言えば、子育て・医療の

不安というものが、子育て、自分が女性です

し、今後、結婚して仕事をしながら子育てを

していくということを想定したときには、直

面してくる課題になってくるのかなというこ

とは１つ感じていることと、あとは、先ほど

のパワーポイントの説明の中にビジネス間の

マッチングという新城市のビジネスマッチン

グ事業というお話があったと思うのですけれ

ども、そのあたりはすごく興味深いなと思っ

て聞いていました。 

○佐藤真琴委員 具体的にどのようなところ

が。 

○大石奈保委員 やはり横のつながりが希薄

しているなということをすごく感じていて、

今回、こういう形で協議会委員に選んでいた

だいたので、初めてお会いしていろいろな方
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がいらっしゃるなということも改めて実感す

るのですけれども、なかなか生活している中

でお会いできない方か、自分が積極的に関っ

ていこうというモチベーションがないとなか

なか気づかない、知り得ないことが多くて、

また、情報発信されていないことも多いと思

うのです。ですので、こことここがつながれ

ば、おもしろいのにということがすごくたく

さんあるのですけれども、そこをつなぐ人が

いなかったりとか、つなぐ場所がなかったり

ということで機会損失しているところがすご

く多いのではないかなということは実感して

いるので、こういう事業がどういうふうに展

開されていくのかなということは興味があり

ます。 

○佐藤真琴委員 ありがとうございます。 

 ほかは大丈夫ですか、それぐらいで。 

○大石奈保委員 あとは、とりあえずそんな

感じで。 

○佐藤真琴委員 では、また後で、もしあれ

ば。 

○大石奈保委員 はい。 

○佐藤真琴委員 天野さん、次、お願いして

もいいですか。 

○天野勇治委員 はい。新城市の雇用がすご

く多いということを知らなかった。この資料

を見ると３割が出ていっちゃうというところ

がやはり、すごく大きな問題。何か教育の絡

み、中学は体験入学みたいなものがあるので

しょうね。高校は多分、地元の企業と何かそ

ういうものがやはりないから、例えば、地元

の企業が研修会とか、そうすれば二、三年後

先にひょっとしたら地元で就職してくれる人

が、なんていうことが。 

僕は農業をやっているから、農業を体験す

る機会をやはりもっと増やしてほしい。例え

ばトマト農家だとか、地元の企業に学ぶとい

うか、何をやっているかということを体験し

てもらうとすごくいいかなということをちょ

っと感じて。 

 僕も高校を出てから就職してしまって、地

元の企業が全然分からなくて。今、聞いてみ

ると、そういうことがあるといいかなという

ことは非常に思いました。 

○佐藤真琴委員 でも、この高校生の、先ほ

どのパワーポイントの資料の５ページを見る

と、高校生のための就職説明会をすると、家

から通いたい人がほとんどで、製造業が人気

とあるのですが。高校を卒業して就職する方

はこういう人が多いのかなと、その辺、地元

の方だと。大学で出ていっちゃうのかな。 

○大石奈保委員 私は大学で出ちゃいました。

結局、戻ってきたのですけれども、大学へ進

学するとなると、なかなか家から通える範囲

というと愛大ぐらいしかないので、もしくは

浜松の聖隷とか、あのあたりになってくると

思うので、そうなるとやはり外に出ていく人

が大半なのかなという。 

 向こうに出ていってしまうと、向こうの生

活の方が良くなってしまうのか、また、向こ

うの企業の方が良くなってしまうのか、戻っ

てこないというパターンが多いと思うのです。 

○佐藤真琴委員 私も外に出てしまったので

ちょっと何も言えないのですけれども。 

○天野勇治委員 あと一つ思ったことが空き

家の問題。作手地区の地域協議会で議論した。

新規就農の方の住宅が足りない。アパートよ

りも一戸建ての家の方が、いいではないです

か、だから、例えば妻帯者に、市がリフォー

ムをしてあげて貸し出すとかの施策を、もっ

と極端なことをしないと。自分で直して住み

なさいなんて、誰も住まないと思うのです。

だから、空き家対策は、例えば、たまたま来

てくれる新規就農の人がいるのだから、その

ような方の住宅がないといっているから、そ

れはやはり、一刻も早くやるべき問題ではな

いかなということです。 

○佐藤真琴委員 実際に新規就農で入ってき

てくださる方はいらっしゃって、その人に家

がないという状況なのですか。家が足りない
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という。 

○天野勇治委員 足りないというか。今、新

城地区から作手地区に通っている人が、何人

かいるという話も聞いているから。 

○佐藤真琴委員 そうなのですね。ちょっと

それは。 

○天野勇治委員 別に新城地区がいけないと

いう訳ではないのですけれども、でも、その

地域に住まわせてあげたいと思う。今日来て

いる石田君からも、そのような話をちょっと

聞いたから。 

○佐藤真琴委員 新城地区から就農される場

所までは、皆さん、通いで行かれているわけ

ですか。 

○天野勇治委員 北海道なんかは、ちょっと

別のところで聞いたら、夫婦で来るとすごく

優遇がされているのです。この辺はそんなに

ないけれども、お子さんが生まれてという話

になれば、当然、子供も増えてくるしという

ことがあるから、何かそういう新規就農の方

でも妻帯者はもう一つ優遇をつけるとか。 

○佐藤真琴委員 先ほどのスライドにもあり

ましたけれども、求人数に対しての就職者数

が全然足りていないのですよね。されていな

いのですよね。就職しない人がいるというこ

とは、やはり何らか魅力がないのか、マッチ

ングがうまくいっていないのかという現状も

あるのですかね。 

○西紋賢嗣委員 この辺はちょっと分からな

いのですけれども、男女の比率みたいなもの

は出てないのですか。例えば、うちはもちろ

ん製造業なのですが、やはり交代勤務で２４

時間稼働していて、昼と夜の勤務をくり返し

ながらという形の勤務形態をとっているので、

なかなか。確かに企業努力としては女性も活

用しなければいけないという気持ちはあるの

ですが、なかなか就業しづらい、製造業に就

業しづらいということがもしあるとすれば、

男性が比較的に残るけれども女性が流出して

いるとか、そういう問題もあるかもしれない

ので、ちょっとそういうデータが、男女別み

たいなものがあると分かり易いのではないか

なという気はしますけれども。もうちょっと

ピンポイントで何か分かるのではないかなと

思ったので。 

○天野勇治委員 地元の会社の給料は、田舎

だから安いのではないですか、と聞いたら、

そんなことはないと言われた。だから、そう

いう金銭的な問題ではなくて、やはり出てし

まうという。 

○西紋賢嗣委員 結構、競合しているところ

があるので、差はないと思う。簡単に安いと

いう訳ではないと思いますけれども。 

○佐藤真琴委員 小さいですけど、これ、ウ

ィキペディアに出ている人口分布なのですけ

れども、この新城市の。小さいのでちょっと

見にくいのですけれども、この赤が女性の数

で、青が男性の数で、若干、やはり男性の方

が多いですよね、新城市は。女性の流出量が

やはり多いのかなと思うのです。 

 ６０歳を超えると圧倒的に女性の方が多い

のは、これは人口の話なので、死ににくいと

いう話なので、ここはちょっと調整をかけな

ければいけないのですけれども、やはり男性

の方が多いのは、製造業に就業されている方

が非常に多いのかなということが１つ想像が

つきますね。 

 あと、今、もう消滅可能性都市と言われて

いて、やはり女性の人口が非常に少なくて、

流入人口がすごく少なくて、流出人口の方が

多いものですから、この先、女性の数が足り

なくなるだろうということが言われている地

域課題としてもあるので、おっしゃるとおり、

確かに男性の方が多いのかもしれないですね。 

○西紋賢嗣委員 そうですね。あと力仕事も

結構ありますので。 

○佐藤真琴委員 そうですね。女性よりは男

性の方が働きやすい会社が多いという印象が

あるかもしれない。 

○西紋賢嗣委員 かもしれないですね。製造
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に限って言うと、多分、そういうところは強

いような気はしますけれども。 

○佐藤真琴委員 しますよね。 

○西紋賢嗣委員 うん。 

○佐藤真琴委員 見にくくて本当に申し訳な

いのですけれども、この緑が全国平均なので

す。この紫が新城市の分布なのですけれども、

新城市で２０歳から４０歳までがものすごく

少ないのです。全国平均だとこのぐらいある

ものが、新城市はこのぐらいしかいなくて、

やはり働き手人口というものが確実に少ない

のかなというのはあります。 

○西紋賢嗣委員 うちも正直、人手不足でし

ょっちゅう求人情報を出しています。先ほど、

雇用の創出という話があったのですけれども、

それを増やしたから流入人口が増えるかとい

うと、ちょっと何か微妙な気はして、例えば

ですけれども、先ほど、車社会という話もあ

りましたけれども、うちは県外とかからも採

用して、寮を用意していますので寮に入れて、

寮を一応、３３歳という線を引いているので

すけれども、そこで定年になったり、結婚し

たときに、どこに住むのということが、多分、

皆さん、結構考えると思うのですけれども、

どこに住みますか。寮を出ていけと言われた

ときに、車を持っているとしたら。 

○大石奈保委員 新城市に土地とかがあれば

ですけれども、そうでなかったら、老後です

よね。 

○西紋賢嗣委員 そういうものも考えますよ

ね。寮定年は、３３歳までです。若いうちな

のですけれども。 

○大石奈保委員 老後と考えると、やはり老

後の暮らし易さの方を重視するのではないか

と思うのですが。 

○西紋賢嗣委員 うちも新城市に会社はある

のですけれども、半分は市外から来ています。

通勤して。新城市は半分ぐらいだと思います。 

○佐藤真琴委員 豊川の方とか。 

○西紋賢嗣委員 はい。とかから来ている人

が半分はいます。 

○澤上花子委員 生活しにくいということは、

私は長篠というところに住んでいるのですけ

れども、やはり日常の生活をしていて、スー

パーがない。本当に生活がしにくいのです。

潰れていってしまうし、やはり大きいところ

に皆出て買い物をして、１週間分の買いだめ

をして戻ってくるとか、やはり浜松に行く方

がいいとか、やはりそういう生活もしている

ということで、そこにお金が落ちないですよ

ね。そうすると、やはりそこでお客さんが入

らないから物は高くなるし、そうすると、皆

そこにますます行かなくなってしまって、だ

から、どこか何か大きな、例えば、豊川のサ

ンヨネみたいなスーパーとかがこういうとこ

ろに１軒ぽんとできたとしたら、そこに人が

集まるのかなとか、生活が隣にあるので、や

はりそういうこともどんどんなくなっていっ

てしまうことも生活の悪さ、しにくさにつな

がってくるということがあると思うのですけ

れども、大手のところには勝てないですよね、

個人のスーパーとか。 

○大石奈保委員 特に鳳来、私は鳳来地区な

のですけれども、鳳来地区は本当に軒並みぱ

たぱたとやめていってしまって、やはり言わ

れるように、私も１週間の食材を買いだめ、

もしくは生協という感じで、なかなか難しい。 

○澤上花子委員 だから、私たちみたいに車

を運転できる方は買い物に行けるのだけれど

も、やはり高齢者の方とか、本当に車の運転

ができない人とかは本当に生活に困るのでは

ないかなと思って、日曜日なんてどこも閉ま

ってしまえば、今日はどうする、シーズでは

おかずはないよねというような。 

○佐藤真琴委員 そうですね。 

○澤上花子委員 本当にそういうレベルで生

活しているので、ピアゴまで行くか、今日は

面倒くさいねという。 

○天野勇治委員 済みません、作手からする

と全然不便ではないです。 
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○澤上花子委員 そうですね。下りてくるだ

けの時間が。 

○天野勇治委員 本当にそうですよ。だから

僕らは、作手の人は、多分、下に行こうとい

ったら、新城に住むと思うのです。 

○佐藤真琴委員 なるほど。 

○天野勇治委員 だから、逆に今、その話を

聞いて、鳳来の方が豊川に行くということが、

やはり住んでいるところで全然違うのだなと

思って。 

○澤上花子委員 作手は作手の中で何かもう

生活が出来るように全て何かそろっている、

まちの中に。 

○天野勇治委員 揃えさせるというか、だけ

ど、結局、でも年配になって買い物に行けな

くなると、まだうちらは、作手はどちらかと

いうと岡崎とか豊田も近いものですから、ど

こでも行けるのです。ただ、やはり年齢にな

ってくると実際に困るから、どうしても下に

行くという、それで僕らは新城市に行くので

す。この辺の方は逆に豊川市に行くと言うか

ら、やはりすごく差がある、違うのだなと思

って。 

○大石奈保委員 やはり住んでいる周りで、

引っ越していってしまう人は、家族丸ごとが

多いのです。大学を期に若い人だけ流出する

だけではなくて、一家丸ごと引っ越していっ

てしまう人とかもやはり多いのです。 

○佐藤真琴委員 そう、そう。 

○澤上花子委員 やはり高校も、今、新城市

もだんだん人が少なくなって、そうすると、

みんな豊川市とか豊橋市に出て行くようにな

ると、もう家族ごとその高校が近いからと言

って、もう通えないからといって出てしまう

人も中にはいるのです。 

○佐藤真琴委員 もともと西紋さんはここの

方ですか。 

○西紋賢嗣委員 生まれたのは四国の方なの

ですけれども、この前までは横浜市に住んで

いて。新城市に来て１年ちょっとくらいです。 

○佐藤真琴委員 今、１年ちょっと住んでみ

て、行政の方とか住んでいらっしゃる人がい

ることをちょっといろいろ忘れて、何かそれ

で不便なところと、逆にここはいいなという

ところをさらさらと１個、２個ずつ伺えます

か。 

○西紋賢嗣委員 不便なところか。 

○天野勇治委員 お住まいは新城市ですよね。

豊川市ではないですよね。 

○西紋賢嗣委員 うちの奥さん、実は車が運

転できないのです。社宅がピアゴのすぐ脇に

あるので、あの辺に住んでいればどうにかな

りますので。ただ、不便だなということは、

やはり公共交通機関が厳しいなというところ

です。 

○佐藤真琴委員 ちなみに、いいところとな

ると。 

○西紋賢嗣委員 レジャーはしやすいなとい

う気はします。横浜市なら、例えば、ちょっ

とバーベキューをしに行こうかというと、え

らい渋滞の中を山の方へ向かって走っていっ

て、着くだけで３時間ぐらいかかりますので、

そういう所なので、そういうところを比べる

と、本当にそういうところは売りになるので

はないかというか、アウトドアのようなとこ

ろも含めて、そういうものはすごく好きな人

はすごくいいなと思いますけれども。 

○佐藤真琴委員 日常生活で、これはこちら

に来てよかったなと思ったことは、この１年

の中で。 

○西紋賢嗣委員 日常生活か、難しいな。僕

は通勤が近くなったのでうれしいのですが。 

○佐藤真琴委員 大事なことですよね。 

○西紋賢嗣委員 ええ。満員電車に１時間半

でしたから、それに比べると車で１０分、１

５分ほどで行けるので、そこはすごく楽です。 

○佐藤真琴委員 もし答えにくかったらあれ

なのですけれども、お子さんはいらっしゃい

ますか。 

○西紋賢嗣委員 はい。 
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○佐藤真琴委員 子供さんの教育と考えてみ

ると、横浜と比べたときに何かいいところは

ありますか。 

○西紋賢嗣委員 そこは余り変わらないと思

うのですが。ただ、人数がやはり少ない分、

逆にいいのかなという気はしますけれども。

１クラスの人数が２０人ぐらいかな、小学校

でも。なので、先生も非常に目が届きやすい

のかなという気はしますけれども。 

○澤上花子委員 私のところは１クラス３０

人ぐらいで、児童数が２００人を切るぐらい。

もっと少なく、１５０人ぐらいかな、２０人

のクラスもありますし、３０人いないところ

もありますけれども。２クラスのところはな

いです、小学校は。中学校も今は２クラスか

３クラスです。 

○佐藤真琴委員 少なくなってきて困ったな

とか、それともいいなとか、別に何とも思わ

ないなって。 

○澤上花子委員 でも、やはり子供が少なく

なって、先生がそれだけ目が届く、先生の目

を届かせてくれるというところがいいと思う

し、あと、中学は部活がカットされていく、

人が集まらなくて大きな部活に、１カ所に集

まってしまうと、廃部も出てきたりして何か

寂しい気もするし、子供もそうやって選択肢

がなくなるかなということがあります。 

 高校も今は本当に少なくなってしまってい

るので、今度、新城と新東が合併するという

話もありますし。 

○佐藤真琴委員 子供の数が見えて減ってい

る。みんなそれを知っているのですよね。 

○澤上花子委員 そう、そう。だけど、その

中でも、それは全部誰のせいでもなくて、結

局、そこで子供のやる気があったり、自分の

夢があったり、目標があればどんな環境でも

多分できると思うので、少ない多いは関係な

いと思います。 

○佐藤真琴委員 数ではないと。 

○澤上花子委員 数ではない。その子自身で

す、何でも。子供が少ない中でも、岡崎のバ

スケットの名門校に行って、全国大会へ行っ

て本当に良い成績を収めるチームの中の一人

として頑張っているとか、あと、私立の高校

に行って、そこで芽生えて自転車、競輪の全

国大会へ行くとか。だから、本当に何が開く

かということは、自分自身で。開く子は開く。

環境ではないような気がしますよね。 

○佐藤真琴委員 子供の数が少ないというの

は、学校が統廃合されるという数字のデータ

は聞くのですけれども、それを皆さんはどう

思っているのかな。私は子供がいないので、

自分の実感がなくて何とも言えなかったので、

お聞きしたかったのですけれども。あと、西

紋さん、もしよかったら何かお気づきの点と

かあれば。 

○西紋賢嗣委員 難しい。ちょっと思ったこ

とは、子育てで対応の難しさのようなことが

あったのですけれども、前にいたとき、そう

は言っても、逆に外から出てきている人も多

いので、要は核家族ではないのですけれども、

親と子供しかいないというのではなくて、子

供が急に熱を出したとかいうときにどうする

のと、困ることは都会も一緒かなということ

もあるし。あと、例えば、こども園に送るこ

とが、逆にあちら（横浜市）の方はすごく大

変で、例えば、託児所みたいなところに小さ

い子を連れて行くと満員電車にベビーカーを

押して入っていって、ぎゅうぎゅうの中に、

そのようなことはできないので、そういった

意味だと、ぱっと車で行ける、近くにあって、

こちらの方が逆に便利なのではないかなとい

う気もすることもあるので、なかなか。 

 預ける時間もそんなに変わるわけでもない

し。 

○澤上花子委員 自分がもしパートに出て働

いたとしたら、３歳未満の子供を預けるため

に働くような形になってしまう。何のために

働くのと。友達でも私は働く、みんな働くと

言うけれども、私は働きたくないと。子供が
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小さいうちは本当に自分の手でその子を見て

育てたい。働くことを勧められることが苦痛

というお母さんもいる。だから、本当に生活

に困って働くのか、何がしたくて働きたいの

かというところは、やはり何か働く傾向にみ

んなあるけれども、そのような人ばかりでは

ない、女性は。お父さんがきちんと働いてい

てくれたら、その中で自分でやりくりをして、

本当はそういう生活がしたいので、私も思っ

ているし、そういうことがあると思う。 

○佐藤真琴委員 それは、今、全国的に結構

語られていますね。輝く女性の、とかいうフ

レーズで語られているけれども、別に女性は

そんなことを望んでいないしという、それは

あなたたちが働いて欲しいのでしょうという

ような。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 特に新城市においてはどう

なのですかね。普通に、すごくいっぱい働き

たいと思う人は、女性は意外と少ないのです

かね。 

○澤上花子委員 働いている人は多いと思う。 

○佐藤真琴委員 それは働きたいから働いて

いるのか、生活上で働いているのか。 

○澤上花子委員 ちょっと分からないけれど

も、でも、やはり手に職をつけるというので

独身のころからきちんと身につけて、育休を

取ってまた復活するという方も多いと思いま

す。 

○佐藤真琴委員 そういうキャリアパスも、

そういう生き方に乗ったときに、新城市は働

きやすい。 

○澤上花子委員 今、でも、産休とか取れる

環境になっている、大きな企業だったりすれ

ば。 

○佐藤真琴委員 どうですか。 

○西紋賢嗣委員 皆さん、きちんと産休を取

られて、復帰しても短時間勤務になっていま

すので。 

○澤上花子委員 初心者を入れるより、経験

者を入れたほうが絶対に合理的だと思うし、

企業にとっても。 

○佐藤真琴委員 製造業だとある程度大きい

会社も多いので、そういう働き方をしやすい

という面もあるのですかね。 

○大石奈保委員 あとはやはりお父さん、お

母さんたちと同居される、もしくは近くにお

家を建ててもらって住まわれる方は結構多く

て、そういった部分ではやはり金銭的にも子

育てという部分でも援助してもらえるところ

が大きいのかなと思って、そうすると、それ

こそ横浜とか都会で住まわれている方たちよ

りも逆にゆとり的なものはあるのかなと思う

のです。 

 周りを見ると、結構、一組の夫婦が産むお

子さんの数、私の周りでは結構多くて、大体、

２人、３人というお子さんをお持ちの方が多

いのではないかな。だから、結局、出生率が

下がっているのも子供を出産される年代の方

たちがこの地域にいないから、新城市で生ま

れる子供が少ないのであって、一組の夫婦か

ら生まれてくる子供さんの数としては、都会

よりももっと多いのではないのかなというふ

うには思います。 

 実際に自分の友達の話を聞いていると、圧

倒的に都会に出ている子たちよりも、地元の

子たちのほうが兄弟のいる確率が高いので、

やはり外にいる子は、もう１人でいっぱいと

言われるのですけれども、多いところだと４

人兄弟とかいるので、やはりその辺は金銭的

にも支援してもらえる環境が多いのかなとい

うふうには思います。 

 ４人兄弟は多い方なのですけれども、兄弟

が多いと、１人目を産んで２人目となったと

きに、２人目を産んで生後５カ月まではこど

も園で未満児を入れてもらえると言うのです。

未満児を入れてもらって子供が園に慣れてく

ると、このまま継続して入れてあげたいとい

う気持ちになるということをちょっと最近聞

いて、今、子供が２カ月なのだけれども、あ
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と３カ月後に仕事をしたいというお母さんが、

この間、たまたまお話を聞く機会があったの

でちょっといろいろ聞いたのですけれども、

そのままもう働きたいけれども、ただ、生後

５カ月の子供がいて働ける場所はやはりなか

なかないよねと。雇用する側としてはそうい

うことを想定してそういう方が働けるような

環境というものは整えてあるのかな、どうな

のかなということはちょっと思ったのですけ

れども。 

○佐藤真琴委員 そういう地域なのですかね、

もともと。 

○竹下武重委員 農協の人事を担当し、採用

させていただいている企業というか団体側か

らすると、男性、女性問わずに地元に帰って

就職したい、家に帰って、地元で働きたいと

いう子たちが非常に多いです。多いのですけ

れども、では、受け入れをしていけるだけの

キャパのある企業がこの地域にあるのかどう

か。 

○佐藤真琴委員 大学を出てＵターン、戻っ

てくるという。 

○竹下武重委員 この新城市へ帰ってきたい

といったときに、例えば、１００人いれば１

００人の就職の希望を満たす企業がこの地域

にないから外に行く。うちでも毎年５人ぐら

いの採用はさせていただいているのですけれ

ども、結構、地元の方が帰ってきたり。うち

もやはり地元の企業ですので、地元の方を採

用したいということですけれども、応募はた

くさん来ていると思いますけれども。うちは

今、非常に女性が多いです。去年も採用が、

５人採ったうちの４人が女性でしたから。事

業所としたらパートとして働いて欲しい意向

があるが、できれば正社員でという女性が多

い。 

○佐藤真琴委員 今、ちょっと２つ軸がある

気がしていて、なぜ気がついたことをお聞き

したかというと、住んでいる皆さんが、ここ

は不便だと言っていることは、やはり弱みな

のです。でも、それは、弱みがきちんと分か

ると、ひょっとしたらそれは、いいところも

やはりあって、人口減少が問題になっている

けれども、横浜から来てみたら、何か少人数

はいいではないかというようなことも、実は

見方によってはポジティブな話になるわけで

す。私も満員電車は大嫌いなので、東京に出

向させられそうになったとき、会社を辞めま

したから。 

○天野勇治委員 一つちょっとお聞きしたい

のですけれども、先ほど、家を建ててみんな

通い出したと、豊川に行かれるとおっしゃっ

て、豊川の方が多いと話をしましたよね。そ

の方は、多分、他県から就職されてきた方で

すよね。 

○西紋賢嗣委員 そうです。多いですよね。 

○天野勇治委員 地元の方ではないですよね。

やはり豊川の方が便利がいいから向こうに建

ててしまうのですかね。それとも、例えば、

市がもっと住宅のあっせんをすれば、ひょっ

としたら地元に来るのかなということが、そ

の辺が僕はちょっと聞いてみたいなと思って。 

○竹下武重委員 あと１つ、やはり学校の問

題だと思う。小学校、中学校。 

○天野勇治委員 でも、新城市は別に不便で

はないですよね。 

○竹下武重委員 不便ではない。我々からす

ると。 

○天野勇治委員 なぜ豊川市に行ってしまう

のだろうなということが、僕はすごく分から

なくて。 

○佐藤真琴委員 でも、女性のお二人は何と

なく分かっている気がしますけれども。生活

の不便さの度合いが、ひょっとしたら世代間

で少し違っていて、食材を買えるスーパーが

あればいいのか、普段からある程度楽しいこ

とに近い方がいいのか。 

○天野勇治委員 そこがやはり奥さんの意見

で豊川市に行くのですよね、多分。でもそう

いうことですよね。 
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○佐藤真琴委員 ライフスタイルの変化なの

かもしれないですし。 

○天野勇治委員 だって、旦那さんにすれば、

西紋さんが言われるように会社が１０分で楽

でいいということが現実ですよね。やはり豊

川市になってしまうということは、そういう

不便さはあるのかな。 

○竹下武重委員 不便さはあるのかもしれな

いし、逆に強みでもある。例えば大雪で電気

が寸断される、しかし生活できる。米はある

し水もあるし、飼料もあるし、野菜もあるし。 

○天野勇治委員 でも、現実的にはやはり違

うのですね。 

○竹下武重委員 だから、我々からすると味

噌とお砂糖、塩としょうゆと水があれば生き

ていけるみたいな。自分で作って、自分で暮

らしていける土地があるということですね。 

○澤上花子委員 私は山吉田で育ったので、

今、住んでいる長篠がすごくまちだったので

す。だから、もっと田舎でもいいのです、住

むところは。車があればどこでも行けるから。

だから、家を長篠に建てるといった時でも、

もっと田舎に住みたかった、実は。隣近所に

家がない所に生活したかったけれども、そう

いう環境で生活をしなければいけなかったか

ら、育った環境は、大きいと思う。 

○佐藤真琴委員 最後にちょっと時間になっ

てしまったので、１つだけ素直にお聞きした

いのですけれども、新城市でいろいろな施策

が出ているではないですか。地域活性のよう

な話、こういうこともそうなのですけれども、

こういうものを見ていて、それはちょっと私

たちが思っていることと違うなということは

ないですか。何か今、お話を聞いていたら、

大分、市が仮定しているこれからのあり方と

いうことと、皆さんの実際に住んでいらっし

ゃる方が感じていることには、結構ギャップ

があるなと思うのですけれども、その辺はど

うですか。 

 実際にこれ、例えば、女性の働く話だと、

人材の不足というところで女性の回答は、快

適な住環境、生活環境の整備というものとほ

ぼ同数で、雇用の場の確保というものがやは

りテーマとして上がっていて、それの解析が、

働きたい女性が働けていない状況とあるので

すけれども。 

○澤上花子委員 その話を聞けば、働き口は

いっぱいあるけれども、結局、こちらが選ぶ

のです、仕事を。 

○佐藤真琴委員 それはそうですよね。 

○澤上花子委員 やはり子供を育てている中

ですぐ休めるとか、何か熱が出たら。やはり

子供は何が起こるか分からないから、そこで

優遇してもらえるところを職業として選ぼう

とすると、なかなかそこはだめだったりする。

本当に保育園があるところで働きたい、そこ

を選ばないと仕事ができない、そういうこと

がある。 

○佐藤真琴委員 それを考えている方が、比

較的男性が多いような気がするのです。別に

行政の方に言っているわけではないけれど。

エア意見ですけれども。やはり違うではない

ですか。実際に熱を出したらどちらが迎えに

行くかといったら、圧倒的に女性が迎えに行

くことが今のところは多くて、しかも新城市

の感じだと、働きたいけれども、その女性の

ニーズにマッチするところが余りないとか、

住みたいけれども若干不便なところも多くて、

例えば、あと、就農してくれる人もいるけれ

ども、何か家とかもうちょっときちんとして

くれないと、空き家問題とか言っているけれ

ども、入りたい人はいっぱいいるのにとか。 

○大石奈保委員 若干のずれが、多分、何に

関しても。 

○天野勇治委員 結局、エリアによって変わ

ってくると思うのです。特に作手なんかは、

やはり産業がもともと違うではないですか。

特に作手は、農業に関しての人口が増えるこ

とが一番だと。エリアの問題でここにはこう

いう政策をした方がいいとか、そういう特色
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があるべきだなと思うのですけれども。 

○佐藤真琴委員 エリアごとに。 

○天野勇治委員 ここのエリアはこういうこ

とを中心にやりましょうとか。市全体でいく

とやはり違う話がすごくあると思うのです。 

○佐藤真琴委員 各論というか、一つ一つの

何かやっていきましょうということになった

とき、プロジェクトになったときは、作手地

区はこういうことをやった方がいいけれども、

新城はこういう方がいい。 

○天野勇治委員 とりあえずこれをやりたい

とか。何かそういうことを決めてやらないと、

ばっと散らしても、多分、皆さん、違うとこ

ろもあるし、何かもったいないような気もす

るのですけれども。 

○澤上花子委員 仕事とは、私はこの仕事を

始める前に内職もやったり、やはり家で何か

できる仕事をと思っていろいろやったのだけ

れども、生活費を稼ぐのではなくて、そこで

ちょっと食費が稼げたらいいなというぐらい

の女性の方は多いと思うのです。自分が主に

なって働くという人は、多分、そういう母子

家庭の方もいるから一概に言えないのだけれ

ども、私は食費をちょっと稼げたらいいかな

というくらい。 

○佐藤真琴委員 ちょっとプラスアルファが

あればいい。 

○澤上花子委員 そうです。やはり塾代ぐら

いちょっと出たらいいなとか、そういう感じ

でしていたときもあったので。でも、本当に

これをやりたいという気持ちがどこにあるか、

本当にやりたいのだったら、やはり犠牲にす

ると思うのです。犠牲というか何というか本

当に進むと思う。 

○鈴木誠協議会長 では、ちょっと皆さん、

話が盛り上がっている最中で申し訳ないので

すけれども、当初はそれぞれでどのような意

見が出たのか紹介していただこうと思ったの

ですけれども、随分、それぞれいろいろな分

野に話が及んでいますので、今回、諮問を受

けた基本計画を策定するということで、特に、

やはり新城市の生活者や、あるいは企業者の

立場からこういうことをやらなければいけな

い、あるいは全体としてそれを、目標を作る

必要があるという意見が出ていましたので、

どういうことをすべきなのか、そのあたりを、

それぞれのテーブルでの論点整理を今日はし

ておいていただけたらなというふうに思いま

す。 

 ３つでもいいし、５つでも構わないですし、

数にこだわりは一切ありませんので、基本計

画の中身としてどういうことを、やはりこれ

から中に落とし込んで、そして、その計画づ

くりのために取り組んでいかなければいけな

いか、そのあたりを今日の議論の総括として

テーブルで進めていただけたらそれでいいと

思います。 

 では、あと七、八分というところで時間に

なりますので、それぞれのテーブルでまとめ

に入ってください。よろしくお願いします。 

○佐藤真琴委員 では、何かちょっとたくさ

ん出てしまったので、たくさん出たことをき

ゅっとまとめてみると、幾つかテーマがあっ

たと思うのですけれども、やはり生活の話と

仕事の話だった。すごく多いかなと感じたの

ですけれども、その中で、皆さん、では、あ

とちょっと足りないことはみんなでフォロー

し合うとして、澤上さんから、先ほど出た話

の中で、基本計画の中身でこういうことをち

ょっと入れた方がいいなとか、あった方がい

いなということをお一つずついただいていい

ですか。 

○澤上花子委員 基本計画ですか。 

○佐藤真琴委員 いいですよ、ここにとらわ

れなくてもよくて、先ほど出た話の中で、自

分の意見でもいいですし、基本計画の中身で

これもちょっと入れたほうがいいなと。 

 先ほどお話しいただいたことだと、例えば、

女性の働く話なんてすごく印象的だったので

すけれども。 
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○澤上花子委員 自分のこれからのことにな

ってしまうと思いますが、私は今ちょっと壁

に当たっているのだけれども、仕事を増やす

ためには人を入れなければいけない、でも、

そこで雇用ということで、やはり人件費が必

要になってくるとなると、それ以上、仕事を

増やすべきなのか。でももっと仕事を広げて、

いろいろな仕事をやって分野を広げていきた

いのだけれども、でもできない、それ以上広

げる勇気がないというか、そこからどうやっ

て仕事を進めていって、幅を広げていったら

いいかというところで悩んでいて。 

○佐藤真琴委員 実際にビジネスを進めてい

く上で、ライフワークバランス、バランスを

とりながらも自分の事業をやっていくのに相

談する相手がいない、女性という括りがよい

かどうかはあれだけれども、今、新しく事業

を興そうと思った人が、もうちょっと相談で

きるようなところがあった方がいいかなとい

うこと。しかも、そのサイズに合ったという

ことですね、売上帳簿を見なさいと言われた

ら困ってしまいますね、きっと。そういうこ

とですよね。 

○澤上花子委員 でも、やはり、これをもっ

と自分が作ったり、もっとたくさん商品がで

きれば売り場を確保して、自分で店舗を構え

るとか、何かすればもっとお客さんが寄って

くれるような気もするけれども、その勇気も

ないし。今、注文販売を主でやっているから、

その状態を保って仕事になっているけれども、

それが店舗を構えてしまっていいのかどうか。 

○佐藤真琴委員 西紋さんはどうですか。 

○西紋賢嗣委員 市としてフォーカスしたい

ところがよく分からなくて、最後は人口の減

少を抑制したいということなのですかね。ち

ょっとそこがよく分からないです。極論すれ

ば、別にすごく観光に、例えばですよ、特化

して、ここに住んでいる人が少なくなってい

くかもしれないですけれども、外貨を獲得し

て豊かになればそれでいいのではないのとい

うこともあるかもしれないので。 

○佐藤真琴委員 数の話ではない。 

○西紋賢嗣委員 どこを狙うのかというとこ

ろがちょっと、いまいちピンと来ないなとい

う気はしたのですけれども。 

○佐藤真琴委員 市のゴール目標が不明とい

う感じですか。確かにそうですよね。ドバイ

なんかは人口が少ないけれども、とても豊か

ですよね。 

○西紋賢嗣委員 そうなのです。それでもい

いのだと言うのだったら、何かそれなりにや

り方があるのかもしれない。 

○佐藤真琴委員 ５万人を切っても生きてい

ける方法ですよね。 

○西紋賢嗣委員 そうですね。逆に増えたけ

れども、みんなで薄くなってしまって、何か

それもどうなのという気もするので、どちら

がどういうふうに狙っていくことがいいのか

なというところが難しいかなと思うのですけ

れども。 

○佐藤真琴委員 天野さんはどうですか。盛

り込みたいとか、農業とか、先ほどのお家の

話とか、区というかエリアごとにその施策を

変えていくような柔軟さとか、そういうこと

ですか。 

○天野勇治委員 僕の範囲の、作手だとすご

くそれを思うのですけれども。 

 今、学校の、先ほど、少人数でもいいと言

ったのだけれども、作手はもうそれ以上の状

況に来てしまっているのです。やはりせめて

１クラスはいるようにしなかったら、逆に僕

は下の新城地区と一緒にした方がいいと思う

のです。結局、先ほどもお話があったのだけ

れども、団体の競技ができないということが

現実の問題なのです。せめてそのぐらいがで

きる形の規模のものが残ってくれればいいか

ら。やはりそのエリアに絞った政策をして、

そうすることによって学校も残るし、子供も

増えるという形を作る。作手に関しては、す

ごくそれは思うのです。 
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○佐藤真琴委員 エリアの特性ですよね。 

○天野勇治委員 地元の産業のものを生かし

た新しいものが出来てくるかもしれないし、

もうちょっと違う形の産業も増えるかもしれ

ないから、来てくれる方はどんどん入れられ

る体制を作って。先ほどお試し住宅とかあっ

たのですけれども、どんどんやるべきだと。 

○佐藤真琴委員 出来ることをどんどんやる

という。 

○天野勇治委員 だから、とりあえずそれで

すね。 

○佐藤真琴委員 大石さんはどうですか。さ

っきの情報発信とかそんなものも、つながり

の話などは。 

○大石奈保委員 そうですね。何かこの資料

とかを、今、ざっと見たのですけれども、補

助金が出たりとか、いろいろ施策をされてい

るのですけれども、先ほどの天野さんの話で

もそうなのですけれども、空き家があっても、

実際にそれを活用して住むとなるまでに至る

かどうか。 

○澤上花子委員 でも、すぐに支援してくれ

るなら、これを支援してくださいと言って、

これを支援してもらえたら、もっと仕事をじ

ゃんじゃん出来るような気もするのだけれど

も、そうなるまでにどれだけかかるか。 

○佐藤真琴委員 ニーズとマッチしていない

のですよね。 

○大石奈保委員 ないのだと思います。若干

のずれがどの施策にもあって、やはりそこの

ずれが、結局、うまく循環していくかどうか

というところにつながっていくのだと思うの

ですけれども、残念ながら、ずれはずれのま

まで終わってしまう。そういうことが多いの

かなという印象はあるのです。 

 ですので、本当にそれが活用されて、活用

された先に、またさらに発展していくような、

その先を想定していくことが必要になってく

るのかなと思って。例えば、助産所がありま

すということだけではなくて、それを活用し

ていく人がその先どうなっていくのかという

こともある程度想定しながら考えていかない

と。ただ作りました、与えました、だけにな

ってしまって、そのような事業がたくさんあ

ったよねという感じで終わってしまったらも

ったいない。 

○佐藤真琴委員 確かにたくさん施策はある

と思うのですけれども、これが本当に新城市

の、例えば、１０年後のビジョンにつながっ

ているのかというと、そこはちょっと検証し

ておいた方がいいかもしれないです。今行っ

ている、この１年の施策、３年の施策という

ものは、本当に３０年後の未来ビジョンにつ

ながっているのか、これを３０年積み重ねて

いくと、本当にそこに行く想定になっている

のかどうか、ちょっと不安。 

○大石奈保委員 そうですね。何かやってい

るのだけれども、知らない人の方が多いよと

いうことも現状だと思うのです。 

○澤上花子委員 まだ始まったばかりのこと

だから。今から始まって、これから本当に起

業する人たちを支援してあげればいいことに

変わってくると思うので。 

○佐藤真琴委員 今のところは、実際に使お

うと思ったらちょっとだめみたいな、空き家

対策にしても無意味みたいなところはやはり

あるわけですよね。ちょっとずれているとこ

ろは。だから、皆さんに聞いて感じたのです

けれども、最後に竹下さん。 

○竹下武重委員 はい。 

○佐藤真琴委員 雇用の話はちょっと印象的

だったのですけれども、出ていってしまう、

だから呼び戻そうと言っているのに、受けて

くださる側の人が企業のキャパの話とかニー

ズの話とかもあるし、結局、こちら側の思っ

ている採用の要件と皆さんが働きたい要件が、

若干マッチしていない。 

○竹下武重委員 １０人、２０人使いたいの

だけど５人しか使えないという企業側の事情

がある。先ほど言われていたように、新城市
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がやられるのも幅広く、これもあれもそれも

という議論もあったと思うのですけれども、

そういう観点ではなく、ポイントを絞って、

１つでもうこれと。この地区にはこれ、この

地区にはこれと、絞り方と選択の仕方は必要

だなという気がします。お金を、もちろん使

うこともそうだと思うし、いろいろなものを

目標としていくことも必要なことなのかなと

いう気もします。 

 それと、もう一つは、やはり産業自治とい

う捉え方で言うのであれば、「困りました、

こういう場面があります。」と、いろいろな

相談をしていきたいということ。新城市であ

れば、そういう産業という部分の中でいろい

ろな受け皿、相談窓口のようなものを。ハロ

ーワークは縛りがあるし、個々ではしている

と思うのですけれども、一つに集約して、こ

ういう相談体制を作っていく、だから産業自

治に力を入れていくのだという、そういう組

織づくりとか関係づくりというものは、して

いく必要があると。ここへ行けばあるのだよ

ということではなくて、ここへ来てください

と、ここで一発で受けますよという、その相

談体制を作れるような、ワンストップ、ワン

フロアのような、何かそのようなこと、農協

と行政が１つ、ワンフロアという形が、商工

会を含めていろいろなことをしましょう、み

たいな形を作っていく、それをちょっと考え

ています 

 

（Ｂグループ討論開始） 

 

○松本吉生委員 よろしくお願いします。 

 ざっくばらんに、先ほどのスライドを見て

いただいて、感じたことを発表していただい

て、皆さんの御意見を最後に僕がまとめて、

４０分の後にそれをするという形にしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 どうですか、お感じになったことを御意見

番として。 

○河合惠元委員 人口を増やしたいの。増や

さなくてもいいの。増やしたいのだったら増

やすことを考えればいいし、よく分からない。 

○松本吉生委員 それはあれではないですか。

魅力化するということではないですか。人口

を増やしたいということは、存続に近い話に

なっているので。 

○石田靖典委員 ただ、初めの会議の時に、

市長が、もう新城市はどんどん縮小の方に向

かっているので、逆に働ける人を増やして盛

り上げていこうと、縮小ありきで話をされて

いたので。 

○松本吉生委員 確かにそうですよね。人口

減少のスピードを少し抑えようというか、今、

４万８，０００人でしたか、それが放ってお

くと３万何千人とかで、それをちょっといろ

いろな施策をすることでそのスピードを緩め

て、できれば横ばいぐらいにしようというお

話でした。 

○石田靖典委員 ただ、ここ何回か会議を進

めていて、最近ですと人の数を増やす、魅力

化して人の数を増やすというふうな方向性の

話も出ているので、どちらなのかなというこ

とは思いました。最近の会議に出ていて。 

○松本吉生委員 どちらなのかなと。 

○石田靖典委員 個人的には増えて欲しいで

すけれども。 

○河合惠元委員 目標値がないから。 

○松本吉生委員 なるほど。 

○河合惠元委員 ５万２，０００人にするよ

とか。 

○松本吉生委員 もっと明確な。 

○河合惠元委員 その目標値がないと、具体

的には動けない。魅力があるまちという目標

値がないので。 

○松本吉生委員 確かにそうですね。漠然と

し過ぎ。もうちょっと目標を明確化したほう

がいいと。 

○石田靖典委員 あとは魅力的に、結構、新

城市は魅力があると思うのです。 
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 つい、先週の土曜、日曜も作手の方で車の

ラリーの、レースがあったのです。多分、地

元の人も知らないですし、新城市の方も知ら

ないと思うのですけれどもやっていたのです。

きちんとブリヂストン協賛の旗が立っていま

したし、それなりに県外、本当に関東とか九

州だったかな、結構、県外のナンバーの車も

来られていたので、本当に知る人ぞ知るとい

う感じだとは思うのですけれども、そういう

こともアピールしていった方がいいのではな

いかということは感じました。 

○松本吉生委員 弱みというのも、もしかし

たら実はそれが強みだったり。 

○石田靖典委員 はい。 

○松本吉生委員 僕、先ほど空き家という話

がありましたけれども、一言、言いかえると、

古民家と言えるのでないですか。古民家と聞

くと何かすごく魅力のあるものになってくる

のではないかなと、その発想の転換のような

ものが大事かと思いました。 

○加藤弘依委員 私は旧鳳来なのですけれど

も、やはり作手の情報は少ないのです。 

○石田靖典委員 こちらからも鳳来の情報が

少ないのです。 

○加藤弘依委員 そうですよね。なので、や

はり以前に作手村、鳳来町、新城市というも

のが合併したので。 

○石田靖典委員 正直、自治区のようになっ

てしまって、作手自治区、鳳来自治区となっ

てしまっていて、新城市からも離れているよ

うな感じになってしまっているのです。 

 作手地区の中で話がまとまってしまう、終

わってしまうという感じなので。 

○松本吉生委員 横の連携のようなものが余

り。 

○石田靖典委員 ないですね。 

○松本吉生委員 自治区というのは、新城市

の強みでもあるけれども、実はそこが、そう

いうところが進み過ぎているというか、各区

で出来ることがみんな出来てしまうので、横

のつながりがないというような。 

○石田靖典委員 はい。ですので、先ほどの

レースではないですけれども、やはり泊まり

で来られている方も、ちょっと土日に親が来

ていて、ついでにあの辺のペンションで僕も

いたのですけれども、協賛されている方があ

の辺に泊まっていたのです。湯谷温泉とか、

あちらの方に流れていけばいいなということ

を感じました。 

○加藤弘依委員 ちょうどこの週末は、こち

らでもパワートレイルという大きなイベント

があったのですけれども、やはり作手の方で

も音楽祭をやったりとか、そういったラリー

みたいなことがあるということは全く情報が

ない。 

○石田靖典委員 結構、草レースをしている

のです、作手で。レース場が２つあるのです。

それで結構草レースをやっているのですけれ

ども、その辺は本当に作手の人間も知らない、

ノータッチ、もう県外の方が主催されてやっ

ている。ただ、その日になると、もう愛知県

のいろいろなナンバー、浜松ナンバーもいれ

ば県外ナンバーがいっぱい来られて楽しんで

帰っていく。ただ、正直、新城市に余りお金

を落としていかないという感じのことをされ

ているので、それはちょっとすごく残念だな

といつも感じています。 

○梅津浩史委員 作手、鳳来、新城の孤立化

というか、これで１１年目ですかね、新城市

になって。お互いにまだまだそういうことが

壁になっている。広報しんしろ「ほのか」な

どを見てもよく分からない。何のイベントな

のかということが。今度「のぼりまつり」が

ありますが、うちの従業員も行きたいのだけ

れども、駐車場はどうなのだろうとか、何も

発信がない。地元にいて地元のお祭りを知ら

ない。地域の祭りは行くのでしょうけれども、

富永神社でも車を止めることがまずないよな、

というところから始まると、もうそこで行く

のをやめようかと。 
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 ですから、今、河合さんも言われたように、

まず何をしたいのかが一つないといけないし、

その課題がこの５つなのかどうかをやはりき

ちんと、このメンバーではどうなのかという

のを。 

 ただ、課題ばかりあると話が散らばってし

まうので、まずこの課題を潰していって、そ

れからまた出たものは次にということが一番

いいのかな。 

 今、皆さんが言っているように、まずは共

有化が、危機感の共有化という中にそういう

個々の地域、まだ地域意識が強いのかどうか

ですね。ちょっとこれはなかなか言いづらい

ところもあるのですけれども。 

○松本吉生委員 それぞれの地区としては、

別に情報を出したくないとか、そのようなこ

とは一切ない訳ですよね。 

○梅津浩史委員 ないと思います。 

○松本吉生委員 少なくともね、あとは知っ

て欲しいのだけれども、そのやり方とか何か

きっかけみたいなものがもうちょっとあるか

どうか。 

○石田靖典委員 中で完結してしまっている

ということがあるので、出る必要がない。で

すので、つながりを持とうという気もないよ

うな。昔は何かパートで鳳来の方まで手伝い

に行ったという、僕の雇っているパートさん

ですけれども、いたりするのですけれども、

大体そこで終わってしまうのです。向こうの

ほうの祭りに参加するとか、そういうことも

何もなしという。 

○河合惠元委員 どうしたい、がないのか。 

○梅津浩史委員 そういうこと。 

○河合惠元委員 だから、人を集めたいのか

発信したいのか、何がしたいかが、何をする

べきかということがはっきりしていない。 

○梅津浩史委員 やはり、最後は発信するべ

きでしょうねと、ここで決めるかどうかです

ね、我々の中で。もし必要であれば。 

 まず、危機感の共有化は、ちょっと気にな

ったのは、やはり僕たちもそうだと思うので

すけれども、本当に市が無くなるというか、

縮小したら自分たちに何が影響するかなと、

一番大きなことは何だろうと。市民税なのか、

そういう税金面とか、ごみ収集が週に２回あ

るのだけれどもこれが１回になったり、そう

いうことがやはりあるということをどう発信

するのかということが必要かもしれない。だ

から、今、河合さんが言ったように、だから

人口を増やさなければいけないという答えに

なるのかな。それで目標を設定すれば、次に

する施策は何だろうとなってくると思う。 

 あるべき姿があってこう行くのと、今起こ

っているものと２つに分けないと、ビジョン

があったり、今そのようなことを言ってもで

きないだろうというところがあるので。少し

そういうことの整理をやはりするべきではな

いかと。そうすると、今言われたように課題

はどこへ行こうかと。 

○松本吉生委員 確かにそうですね。やはり

ビジョンとか方向性のようなものが分かって

いるからいろいろな手を打っていくのだけれ

ども、それが腹に落ちてみんな頑張ろうかと

言うのだけれども、今はどちらかというと戦

術というか一つ一つの施策が先になっていて、

やはり目指す方向というものがちょっと明確

になっていないので、腹落ちしながら、結局、

何かこう行動になっていかない。何となく必

要だなということは分かるのだけれども、何

となくなので、一生懸命する人とそうでもな

い人みたいなのが出てきてしまうのではない

ですかね。 

○河合惠元委員 ただ、この総合計画とある

けれども、よく分からない。ぼやけるという

か、よく企業でいくと、基本方針、３つの基

本方針というようにまとめるではないですか。

そこから枝分かれしていくのだけれども、分

かりづらい。 

○梅津浩史委員 それは前回も言われました

ね、分かりづらいと。条例にするとぼやける
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ような感じになるのではないですか。 

○松本吉生委員 条例にするとぼやける。 

○梅津浩史委員 という話が。条例を作ると

きはやはりそういう。なかなか役所言葉にな

ると難しいです。 

○松本吉生委員 そうですね。それこそ我々

はこれに参加しているからあれですけれども、

地域産業総合振興条例と普通の人が聞いたら、

そこからですよね。 

○加藤弘依委員 わからない。 

○松本吉生委員 もうそれこそあれですよね。

「新城を元気にする条例」と言った方が分か

りやすいですね。 

○加藤弘依委員 分かりやすいですね、本当

に。 

○松本吉生委員 例えば、ネーミングにちょ

っと、何たらとか。そういうものがあるかも

しれませんね。 

○加藤弘依委員 とっつきにくいですね。 

○梅津浩史委員 余り砕けると怒られるのだ

ろうけれども、組合もそうですけれども、余

りでたらめな新聞を出すと怒られるのです。

きちんとしたものを作って。 

○松本吉生委員 僕、前回、ちょっと所用が

あって参加できなくて、うちの次長が参加し

たのですけれども、帯広市の住民の方はなぜ

そんなに皆さんが前向きになったのですか。

僕はそれが一番知りたかったのですけれども。

手弁当でみんなやる訳ではないですか。別に

何かもらえるわけではなくて、みんなが同じ

方向を向いたきっかけは何だったのだろうか

なということは一番知りたかったのだけれど

も。 

○河合惠元委員 みんなではなかったでしょ

う。 

○松本吉生委員 みんなではないのですか。 

○梅津浩史委員 起業家の人たち。チーズを

どうやって売ろうかとか、東京でブースを作

って売って、注文販売をしたら結構当たった

と。起業家の人たちが何かやろうとした時の

バックアップにつながったというようなイメ

ージ。 

○松本吉生委員 それは、やはり目標とする

方向性というものが、すごくよく皆さんで明

確化されていて分り易かったから、みんなそ

れが出来たということですね。 

○梅津浩史委員 それで、少し、話の中で、

失敗してもみんなで助け合うというか、何か

そういうようなニュアンスだったような気が

する。 

○石田靖典委員 確かにどこへ向かうかとい

うことは、はっきりさせた方がいいとは思い

ます。 

○加藤弘依委員 あと、ちょっとずれてしま

うかもしれないのですけれども、私たちは商

売をしていると、やはり魅力あるまちにした

いとか、イベントをして外からのお客さんを

呼びたいとか、そういったことでまちにお金

が落ちればいいなと思うのですけれども、近

隣の方とか、市外にお勤めに出ている方とか

いろいろいらっしゃると思うのですけれども、

自分たちの生活圏内にたくさん人が来て、そ

れをどういうふうに捉えられるかなというこ

とが一つあるのですけれども。イベントをま

ちの中で、県外の方がたくさん来て、商売し

ている方たちにとってはお金を落としていっ

てありがたいことなのですけれども、普通に

生活している一般住民の方はどういう思いで

あるのかなと。まちでイベントをします、今

回のパワートレイルでもそうなのですけれど

も、エイドが何カ所かあるのです。そこのエ

イドごと、給水場のようなところ、茶臼山高

原からスタートするので、設楽町の婦人会と

かがすごく盛り上げてくださっているような

のです。すごく選手の方たちがこの奥三河の

パワートレイルが、エイドの充実というか、

温かく迎えてくれるということがすごく魅力

だと、皆さん、おっしゃってくださるのです

けれども、棚山高原から湯谷温泉に下りてき

たときに、ゴールは湯谷温泉で、ゴール地点
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では盛り上がっているのですけれども、そこ

のゴールまで行く間の沿道の応援とか、なか

なか盛り上がりが少ないと。だから、地域ご

とでの住民の方たちの盛り上げ度というもの

が、温度差というものが、やはり地域を盛り

上げていくというところが、商売をやってい

る人間と、やはり一般人の方とすごく温度差

が、そこでもやはりあるのかなというところ

があるのですけれども。 

○梅津浩史委員 ちなみに、そのパワートレ

イルを知らなかった。新城市民が先ほどと一

緒で、何人知っているのかなということが。 

○加藤弘依委員 そうですよね。それでも９

００人のエントリーがある。一人で７０㎞走

ります。茶臼山高原を朝６時半にスタートし

て。でも、まずエントリーするにも応募資格

があって、私たちみたいに出ますと言って出

られる大会ではなくて、１年以内に５０キロ

メートル以上のトレイルレースを完走したと

か、まずそこに到達しないとエントリーでき

ないのですけれども、それでも今年は９００

人のエントリーがあって、直前になってけが

とかいろいろ体調を崩したとかで、スタート

したのは８００人弱になったのですけれども。

でも、それだけの人がやはり全国から集まる

というものであっても、やはりそのことが好

きな方は知っているのだけれども、それに興

味がない人は全く知らない。 

○石田靖典委員 僕も朝のラジオでその話題

が出て、そんなことをやっているのだという

ぐらいで認識したので、そんなことをやって

いたのだという、初めて知りましたから、そ

のときに。 

○河合惠元委員 それはどこが主催だった。 

○加藤弘依委員 それは中日新聞とか入って、

あとはそのレースを作っているプロのトレイ

ル選手の方、石川さんと言うのですけれども、

その方が全国各地でトレイルの大会を作って

いて、彼がプロデュースすると結構人気で、

選手たちが集まってくる。 

○河合惠元委員 市は、何か関っているの。 

○加藤弘依委員 市も関っています。前日は

受付で市長もいらして。 

○松本吉生委員 そうですか。それは豊根と

かも全部絡んでいるの。東栄町、設楽町、み

んな通る形ですよね。 

○加藤弘依委員 そうですね。通る形なので。 

○松本吉生委員 先ほどの沿道の応援とか、

お手伝いの人が多いのは、やはり設楽町なの

ですか。ボランティアが多いのは。 

○加藤弘依委員 と聞きます。設楽町の婦人

部の方たちがすごく声援してくださって、炊

き出しではないですけれども、いろいろなも

のを、給水所で栄養になるものを用意してく

ださって。 

○河合惠元委員 これは何年目でしたっけ。 

○加藤弘依委員 ２回目なのです。去年と今

年と。 

○河合惠元委員 どうしたいかだよね。 

○加藤弘依委員 そうですね。 

○河合惠元委員 それを日本一のトレイルに

したいのかとか、市が主催ではないから市が

どうやって関っていくのかとか、近隣の人は

どう関る必要があるのかとか。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○梅津浩史委員 そういうことをやることに

よって、市がまたアピールされるわけですか

ら。先ほども言われたように、新城インター

が出来たではないですか、県外の車がばんば

ん走っているのです。だから、道ももっと良

くしてやらないと、今、商売をする側はいい

けれども、近くに住んでいる人はどうなのと

言われると、困ったと言われると。ただ、こ

れがチャンス、今まで集客できなかったもの

が来るようになったのでアピールして。それ

で、空き家の古民家でもいいので、このよう

な物件がありますよということくらいは、

「もっくる新城」とかに出てくれば。人口を

増やすのだというビジョンが出れば、そのよ

うなアイデアが出てくるし、いいイベントが
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来れば、来た人たちにいろいろ市として何か

アピールできる。そうすると、若者が今度は

ここはすごいぞということで、雇用も生まれ

るだろうし、近くで住んだ方がいいのかなと、

これは仮想なんだけど、そういうのが今回の

ビジョンですよと。 

○松本吉生委員 村松先生、地域産業総合振

興条例に基づいて計画、要は新城市をどうし

ていきたいかという計画を作るに当たって、

事務局の方がいろいろ課題整理をしてくれた

ものがこの資料になっていまして、それぞれ

この資料を、先ほどスライドで説明してくれ

たのですけれども、これに基づいてどういっ

たことをやっていったらいいかということを

ディスカッションしてくださいという話です。 

 今、我々の所では、このそれぞれの課題に

対してどうしていくべきかという話というよ

りも、その前段で、そもそも新城市はちょっ

とどうしていくべき、どうしていく方向性に

あるべきなのか、あるべき姿がどうなのかと

いうことがちょっと漠然とし過ぎてしまって

いるので、もうちょっとそういった目標を明

確化した方がいいのではないかと。例えば、

人口は、今、４万８，０００人ぐらいですけ

れども、例えば５万人にするとか、１０万人

といったら無理ですけれども、それにすると

か、例えば、ほかの形でもうちょっと目標と

かを明確にしながら、あと、なぜそうしなけ

ればいけないかというところで、危機感とか

の、というのは、何となく危機だということ

は皆さん思っているのですけれども、そうい

うことをしっかり具体的にみんなで危機感と

いうものを共有化してやっていかないと。そ

もそも地域の皆さんとか動くに動けないとい

うか、動くモチベーションにならないのでは

ないかという話をしているところです。 

 あと一つは、結構、旧作手村とか旧鳳来町

とか旧新城市、その３つが一緒になって。 

○梅津浩史委員 そうですね。 

○松本吉生委員 やはりそれぞれの自治区が、

結構、独立ではないですけれども自立化が図

れているので、意外と情報共有ができていな

いのではないかというような話をしていまし

た。 

 例えば、先ほど、パワートレイルをやって

いらっしゃるということを作手の方では御存

じなかったり、作手の方でラリーとかやって

いらっしゃるのですけれども、そういうこと

を鳳来で知らないとか、もし、そういった情

報共有とかができていれば、作手にいらっし

ゃっている方を湯谷温泉の方に流し込むとか、

例えば、湯谷温泉の北の方でパワートレイル

とかしていると、もうちょっと街中の方に人

を流し込めるのではないかというような話を

ちょっとしていたところです。 

○村松 東委員 確かにそうですね。作手で

ラリーをされているということを初めて知り

ました。新城ラリーとは別ですか。 

○石田靖典委員 新城ラリーとは別の草レー

スです。 

○村松 東委員 知りませんでした。ずっと

新城市に住んでいて知らないことがあるぐら

いですので、ほかの方々から見てということ

は、本当にどうなのでしょう。こういう時代

ですからインターネットですかね。 

○石田靖典委員 多分、そういうことに関心

がある人はインターネットとかで調べて。 

○村松 東委員 関心ある人は見ますよね、

もともと。 

○石田靖典委員 はい。 

○村松 東委員 どう見ない人の関心を寄せ

るかということですね。 

○石田靖典委員 あとは、それを使って地域

を盛り上げるとかですかね。一応、それなり

の台数の車が来ていたので、多分、もっと盛

り上げれば好きな人も見学に来たりとか、そ

うすれば露店を出せたりとかできるようにな

ってくるので。 

○河合惠元委員 騒音で地元の人は嫌がって

いる。 
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○石田靖典委員 作手の人は騒音が嫌いです。

ラリーをやっている人は考えてやっているの

ですけれども、やはり夜中とかに走り屋が結

構走っている。土日は、結構、タイヤのスキ

ール音か聞こえます。 

○松本吉生委員 人を呼び込めばお金も落ち

ていくので、みんな幸せになって人口も増え

ると。 

○石田靖典委員 ただ、作手の人、正直なと

ころ、余りお金儲けに興味がない気がするの

です。産直で出しているような、野菜を出し

ているおじいちゃん、おばあちゃん、もう価

格破壊もいいところ。もう昭和の感覚で出し

ているので、商売する気はない。 

○松本吉生委員 例えば、そういう良いもの

が安く買えるということも、もしかしたら、

アピールしたら、その方々は儲けようという

ことはないかもしれないですけれども、人を

呼び込むということでは何か。 

○石田靖典委員 知る人は知っていて、結構、

土日になると豊田とか岡崎、あとは豊橋から

も結構上がってこられて、篭いっぱい野菜を

買って帰っていかれる方も多いのです。ただ、

情報を発信していないので、毎回、来る方が

決まっている。下の方の八百屋さんが段ボー

ルいっぱいに買っていって、下の方で２倍の

値段で売るということはよく聞くので、そう

いうことを聞くと、産直でもっと観光客が買

ってくれたらいいのにと思う。 

○梅津浩史委員 そうやって思うと、前回の

帯広ではないけれども、ブランド化をした方

が。 

○石田靖典委員 そうですね。ただ、ブラン

ド化するとなると、農家の数が必要になって

くる。 

○松本吉生委員 安定供給が出来るという。 

○石田靖典委員 はい。今みたいに作手のト

マト農家が２０戸あるのですけれども、２０

戸だと少ない。もっといっぱいいて安定供給

しなければならない。でも、そうなってくる

と、今度はＪＡの選果場が小さいので、そこ

も大きくしてもらわなければいけない。あと

は、やはり農家が増えるとパートさんの数も

確保しなければいけないというふうにいろい

ろと問題が出てきてしまうのですけれども。 

○松本吉生委員 やはり人の確保は本当にで

かい。 

○石田靖典委員 人材不足ということがやは

り新城市の中では大きいと思います、問題点

として。 

○河合惠元委員 というか、日本国中だね。 

○石田靖典委員 というか、東京に集まり過

ぎなのです。 

○河合惠元委員 豊川市は人口が増えたでし

ょう。増えていますよね、豊川市は。なぜか

知りたい。増えているところだってあるのだ

から。隣の市が。 

○松本吉生委員 そうですね。家が建てやす

い、土地計画などで、比較的に建てやすい環

境であるとか。 

○加藤弘依委員 子育て支援が充実している

とかですかね。 

○梅津浩史委員 豊橋は減っていると言って

いたような。何か取られているという話を聞

いた。 

○河合惠元委員 取り合いですよ。だから、

やはりキーワードは新東名が通った、新東名

のインターチェンジがなかったら多分こんな

話にもならない、そんな気がします。 

○石田靖典委員 この間、県道３１号を通っ

たのです、豊橋から。すごく整備されていて、

そのまま新東名までつながっていたのです。

新城市に会社があったとしても、豊橋から通

えるなと思って、そういう点では、ちょっと

新城市は出遅れているなということは感じま

した。 

 企業誘致とか結構言っていますけれども、

企業誘致も、豊橋市は新東名にすぐ行けるよ

うな道を造っているので、企業誘致も家も豊

橋市でいいと、その辺で新城市は出遅れてい
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るなという気はしています。 

○河合惠元委員 僕は豊橋市に住みたいと思

わないけれども、新しく家を建てようと思っ

ている人は、豊橋に行こうと思うか豊川に住

むのか、本当に３０㎞圏内で家を探そうとし

ている人がどこに住みたいか。 

○梅津浩史委員 横浜ゴムの従業員は、どち

らかというと豊川へ、が多いですね。出てい

く方が多いですね。 

○河合惠元委員 それ、アンケートをとって

くださいよ。何で豊川なのか。 

○梅津浩史委員 工場と一回。 

○河合惠元委員 土地がないのか高いのか、

税金が高いのか。 

○梅津浩史委員 言われたのは、やはり高い

と言われた、土地が。どうしても調整区域で

建てられるところが少ないのでという。 

○村松 東委員 豊川の方が安いということ

ですか。 

○梅津浩史委員 いや、同じ金額なので、そ

れだったらバスが通っているとか学校が近い

だとか、彼らはそういうことも見ているので。 

○石田靖典委員 そうですね。僕も親がこち

らに来たいと言った場合は、ちょっと豊川の

方に家を借りてくれというふうに勧めますね。 

○河合惠元委員 何で。 

○石田靖典委員 病院もないですし、交通網

も発達していませんし、ちょっとその辺で親

も高齢ですから、考えると、新城市はちょっ

と。 

○松本吉生委員 村松先生あれですよね。病

院の数が結構多くないですか。 

○村松 東委員 いや、正直、開業医という

意味ではある程度ありますし。 

○松本吉生委員 クリニックの方が多いです

よね。 

○村松 東委員 豊川市民はもうパンク状態

ですから。 

○河合惠元委員 豊川もパンクしてしまうも

のだからね。人口が減り続けるのだったら、

病院だって要らなくなったり、先生だって確

保できない。だから、新城市で何万人都市に

したいのだと、やはり練らないとだめ。何も

進んでいかないと。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○加藤弘依委員 人口を増やすと婦人科が必

要になりますしね。 

○松本吉生委員 やはり女性からすると、そ

こはもう。 

○加藤弘依委員 やはり、今、鳳来地区です

と大体は聖隷に、浜松へ出てしまうのです。 

○村松 東委員 そうですね。 

○河合惠元委員 でも、聞いてみると受け付

けてくれないらしいよ。 

○加藤弘依委員 そうなのですか。 

○河合惠元委員 聞いたら、もう豊川もいっ

ぱいだと。 

○村松 東委員 そうですね。なかなか最近

は手厳しいですよね。 

○梅津浩史委員 この前、子供が生まれたの

だけれども、そこの病院も今年の１０月まで

はもう一杯ですと。豊橋ですけれども。 

○村松 東委員 そうですね。どうしても数

が限られてしまいますよね。 

○河合惠元委員 人口を増やさなければいけ

ない、子供を産んでもらいたい人が新たに来

てもらいたいのでしょう。でも、やはり産婦

人科がない、２人確保したのだけれども市が

断ったと。 

○村松 東委員 ああ、産科のやつですね。 

○河合惠元委員 うん。市が断ったのか、議

会なのか。 

○村松 東委員 いろいろあったみたいです

けれど。 

○河合惠元委員 僕は、細かくはわからない

けれども、やはり議会が要らないと決断した

みたいだから。 

○松本吉生委員 それは何で断っちゃったの

ですか。 

○河合惠元委員 お金がかかり過ぎるという
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ことなのかと。 

○松本吉生委員 そこにお金をかけないと。 

○加藤弘依委員 かけないと何も始まらない。 

○松本吉生委員 それもやはり、行政と我々、

市民というか、目標というものが統一されて

いない、明確化がやはりされていないのです

かね。一般市民の中でもそうかもしれないで

すけれども、実は行政との間にも、やはり、

今、示しているものがまさにそうですよね。

ちょっとぼやっとしているものを示している

から、お互いに訳が分からなくなってしまっ

ているところがあるのですかね。 

○石田靖典委員 市民感覚から言わせてもら

うと、市役所を５０億円かけて建て直すのだ

ったら、産婦人科医を２人、そのままずっと

雇っておいてくれよということはあると思い

ます。 

○河合惠元委員 出所は違うのだけれどもね。 

○石田靖典委員 そうなのですけれども。 

○梅津浩史委員 出所が違うことと、やはり

５０億円だと、金になると全部断ってしまう

のでしょうね。今の話からすると。 

○河合惠元委員 新城市の予算は幾らでした

っけ。 

○事務局 市の予算ですけれども、平成２７

年度は２３９億円取ったのですけれども、平

成２８年度は２５０億円。 

○松本吉生委員 ２５０億円もあるのですね。 

○梅津浩史委員 ２５０億円の、何分の１の

支出で。 

○河合惠元委員 １人３，０００万円ぐらい

のお給料としても、数字にはならないでしょ

う。 

○松本吉生委員 むしろ何か施策をやって１

０人引っ張ってくるよりも、それだけのお金

を、わからないですけれども、産婦人科にか

けて、６，０００万円なら６，０００万円、

１０人産んでもらう方が、もしかしたら、い

いかもしれないですね。 

○梅津浩史委員 それと、ベッド数があれば、

その分、よそからも来ていただいて。 

○河合惠元委員 産婦人科が出来たのだった

ら新城市に住むわと。 

○梅津浩史委員 そうなるかもしれないし。 

○村松 東委員 多分そうですね。産婦人科

があるのだったら豊川市ではなくて新城市に

家を建てるかというふうになるかもしれませ

んね。 

○松本吉生委員 ちょっと突飛かもしれない

ですけれども、人を呼ぶということは、人口

が全体的に減る中で奪い合いですよね。豊川

との奪い合い、豊橋との奪い合いですけれど

も、新しく命が生まれるということは生み出

すことなので、それで言うと、分からないで

すけれども、新城市に御夫婦で移住してくれ

たら、産みたいけど産めない人は結構たくさ

んいると思うので、不妊治療の助成をすると

か、そのかわり新城市に住んでね、夫婦でと。

最低でも２人は増えるので、さらに子供が出

来れば、またもっと増えるというような形に

なって、「子供未来市」というような、何か

そのような。 

○梅津浩史委員 それが、今、言われている

ビジョンであって、人口を増やす施策。 

○松本吉生委員 呼び込むのか、つくり出す

生み出すというような、２つの視点かもしれ

ないですね。 

○河合惠元委員 観光で生きていくのか、農

業で生きていくのか、工業で生きていくのか、

いろいろな生き方があるのだけれども、新城

市では総合的にやるしかないのかなという、

そういう地域なのかなと思うのだけれども。 

○梅津浩史委員 総合的に生きられるまちで

すよね。農業をやりたければ、今言われたよ

うに、いろいろなところがあるし。 

○河合惠元委員 ゾーニングが割とできるの

ではないですか。作手は農業、鳳来は観光と

いうような形で、新城は環境地域だったりと

か。 

○梅津浩史委員 あとはいかに発信をしてい
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くか。 

○加藤弘依委員 確かに、空き家というか物

件とかが本当に知りたい人はかなり情報を求

めていると思うので、もっと紹介した方がい

い。 

○河合惠元委員 それを思ったのは、新城市

のホームページを見たら、新城市の古民家情

報だったり、新しく建てられる土地情報だっ

たり、新城市のホームページで見られると、

もっと出てくると分かりやすい。 

○加藤弘依委員 そう。 

○松本吉生委員 市街地で建てたいというよ

り売りたいという人もいるかもしれない。 

○加藤弘依委員 そうですよね。 

○松本吉生委員 皆さん、御高齢になってい

るので。 

○加藤弘依委員 だから、本当に手放したい

方もそこに登録するという形でやっていく、

私たちもやはり外からスタッフを求めると、

やはり住むところが必要で、うちもそんなに

寮というものが完備されていないので、もし

空き家とかがあったら家族単位で来てくださ

るので、やはりそういう情報がたくさんある

とありがたいなというように思って。 

 なかなか、あるはずなのに、なかなか手放

すことができないとか、いろいろある。何か

手放す方も、多分、どういう形でしたらいい

のかなというところを分からない方もいらっ

しゃるので、もう少し市が家を売りますとか、

そういった情報をもっと市民に向けて。 

○河合惠元委員 不動産屋さんの邪魔をして

いけないから。 

○松本吉生委員 でも、結局、売買するとき

は不動産屋さんを絡ませないといけないから、

市はできないのですよね、不動産業は。 

○河合惠元委員 情報公開を1カ所で展開す

るというような。 

○事務局 時間の方が大分迫ってきておりま

すので、そろそろ終わるということで。 

○河合惠元委員 やはり人口を増ふやすと。

全国の老人を新城市に集めると。 

○村松 東委員 働ける老人がいいですね。 

○河合惠元委員 元気なね。それとお金を持

っている人。 

○石田靖典委員 でも、この間、たしか作手

の長者平というところがあるのですけれども、

そこは分譲地なのですけれども、あそこに不

動産屋がお金持ちそうなおじいさんとおばあ

さんを連れて何かやっていました。 

○松本吉生委員 別荘か何か建てるのですか。 

○村松 東委員 別荘かどうか分からないで

すけれども、一応、そういうものをやってい

たように見えました。 

○鈴木誠協議会長 では、ちょっと皆さん、

話が盛り上がっている最中で申し訳ないので

すけれども、当初はそれぞれでどのような意

見が出たのか紹介していただこうと思ったの

ですけれども、随分、それぞれいろいろな分

野にお話が及んでいますので、今回、諮問を

受けた基本計画を策定するということで、や

はり新城市の生活者や、あるいは事業者の立

場からこういうことをやらなければいけない、

あるいは全体としてその目標を作る必要があ

るという意見が出ていましたので、どういう

ことをすべきなのか、そのあたりの、それぞ

れのテーブルごとでの論点整理を今日はして

おいていただけたらなというふうに思います。 

 ３つでもいいし、５つでも構わないですし、

数にこだわりは一切ありませんので、基本計

画の中身としてどういうことを、やはりこれ

から中に落とし込んで、そして、その計画づ

くりのために取り組んでいかなければいけな

いか、そのあたりを今日の議論の総括として

テーブルで進めていただけたらそれでいいと

思います。 

 では、あと七、八分というところで時間に

なりますので、それぞれのテーブルでまとめ

に入ってください。よろしくお願いします。 

○松本吉生委員 結局、条例というものとか

基本計画というものは行政が作って、意外と
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こういうものかもしれないけれども、本来で

あればやはりもっと目標を明確にして、ある

べき姿というものをみんなで統一してやらな

いと、足並みがそろわないという形で、その

足並みということで言うと、当然、我々一般

市民もそうなのですけれども、行政ともそこ

の感覚というものを合わせて一緒にやってい

かないとだめですよと。 

 その前提として、やはり危機感の共有化と

いうものが大切で、究極には人がいなくなっ

て行政がなくなったらどうなってしまうのか、

行政サービスの低下なのか、税金が上がると

かゴミ収集ができなくなるとかいろいろあり

ますけれども、そういった具体的に危機感と

いうものをみんなで共有化して、さらにある

べき姿、目標の明確化をして、それに向けて

いろいろ施策を考えてやっていくことで一般

市民も行政も腹に落ちて、いろいろな施策と

か戦略というものが展開できる、戦略・戦術

というものが展開できるようになるので、や

はり目標をしっかりと明確化しましょうとい

うことですね。 

 あとは、戦術をいろいろとやっていく、施

策をいろいろ打っていくという中では、もっ

と情報を共有化することでいろいろできるこ

とがあるのではないかと。例えば、旧鳳来、

旧作手、旧新城ということで、一緒になって

１０年たったけれども、まだまだお互いに情

報共有するところがあるのではないかという

ことですね。 

 自治区制度は、当然うまくいっているので

すけれども、うまくいっているがゆえに、ち

ょっと、もしかしたら情報共有がうまくいっ

ていないという一因にもなっているのではな

いかなという、そのような印象ですね。 

○河合惠元委員 結局、数字も何もないもん

ね。評価のしようがないよね、結果として。

進めます、示しますでは。 

○松本吉生委員 市長もあれですよね、人口

を５万人にするぞと言ったら分り易いですよ

ね。 

○河合惠元委員 その中にこんなことはいっ

ぱいあるのだろうけれども。 

○松本吉生委員 あるのでしょうね、当然。 

○河合惠元委員 大きな柱、この３本の、人

口５万人とか６万人、宅地開発。 

○松本吉生委員 三本の矢みたいな。 

○河合惠元委員 うん、わかりやすいのにね。 

○松本吉生委員 そうですね。 

 確かに難しいというか、やはり行政のこと

は分りづらいということが、やはり市民の皆

さんに、過分にあると思うのです。先ほどの

話ではないですけれども。 

○河合惠元委員 誰がやるかもわからない。 

○石田靖典委員 誰がやるかもわからないし、

何のためにやるかも分からないですからね。 

○河合惠元委員 そうですね。 

○石田靖典委員 結局、それをやらなかった

らどうなるかも分からないということがあり

ますから。 

○鈴木誠協議会長 では、大体よろしいです

か。 

○松本吉生委員 はい。 

○鈴木誠協議会長 今日、僕がちょっと余分

に配った資料があるのですけれども、これは

また暇があったら見ておいて欲しいのですけ

れども、新城市はお墓の、要するに墓守がい

なくなるという話は余り聞かないですか。ど

うですか。うちの周りはいっぱいあるのだけ

れども。つまり、誰も子守りをしなくなった

お墓が、もうペンペン草が生えて、苔が生え

て、もう墓石は倒されて、そのまま放ったら

かしになっているという、そういうことがす

ごくあって、それは何とかならないかどうか

と。この新聞は墓の使用期限、つまり、墓地

の使用期限、これを決めた方がいいのではな

いかという話なのだけれども、僕はそういう

ところへ行く前に、墓守の会社を興してもい

いのではないかなというふうに思って、今度、

一回、ちょっと検討してみようかなと思って
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いますけれども、例えば、クラウドファンデ

ィングで、ネット上で、さすがに三菱東京Ｕ

ＦＪはこのために融資をしてくれるとは思わ

ないので、ちょっと一工夫をしながら、その

一工夫のアイデアがちょっとまだないのだけ

れども、墓守をこれからやっていきますとい

う、そういうイベントを込めた事業をやって

いくというのは、意外と過疎地域ならではの

１つのビジネスではないかなというふうに思

っていて、いけそうではないかと思いました

ね。ちょっと一回、これ、皆さんのところは

どうなのかと考えて欲しいなと思って。 

 それから、よく子育てと保育の、二重とい

うのだけれども、もっと事態が違っていて、

子育てと介護と、それから仕事の両立ができ

ないと、むしろ仕事をやめて子育てに入って、

いずれは仕事に復帰したいというお母さんた

ちが、そこにちょうど介護の問題がぶち当た

って。介護と子育てのダブルケアと言うので

すけれども、こういうことがやはり女性の職

場進出を大きく阻む理由になっている。だか

ら、それをクリアする事業、産業というもの

を興すことで、地域の中で女性の労働力とい

うか、女性が自分のやりたい仕事に入ってい

くきっかけというものを大いに後押しができ

るというようなことが分かってきたのです。 

 これをダブルケア、あるいはもう一つ何か

あればトリプルケアと言うのですけれども、

こういうことが実際に新城ではあるのか、な

いのかというところも、これもやはり計画を

作っていくときの大きなテーマではないかな

と僕は思うのですけれども、どうですか。 

○河合惠元委員 新城市での待機老人はいっ

ぱいですよね。 

○村松 東委員 待機老人ですか。 

○河合惠元委員 待機児童はゼロなのですけ

れども、待機老人がこの地域ですらいっぱい

ですよ。みんな待っている。 

○鈴木誠協議会長 特養に入るのに。 

○河合惠元委員 入るのに。 

○村松 東委員 何らかの施設は、現実的に

は意外と入れますけれど、特養は特別なちょ

っと待ちがある。 

○河合惠元委員 お金が高いからそこに入れ

ないからちょっと待っている。 

○鈴木誠協議会長 要は、待機老人が多いと

いうことは、結局、その世話をする人を固定

化しているというか、それが女性であると、

あるいは孫であると、そうすると、余計に地

域の中で人が出てこられなくなるということ

が起きますよね。 

 だから、待機老人の問題はそれだけの問題

ではないというところが、新城市の中でやは

り共有されていくことが必要になるかもしれ

ない。 

○河合惠元委員 そう。市長には全国の老人

を集めてしまえと提案するのだけれども却下

だな。 

○鈴木誠協議会長 この間、もう一つ、これ

はちょっと皆さんに配っていないのですけれ

ども、僕がうかつだったのは、道の駅もっく

る新城を開業して３００万人突破、さらには

新東名が出来てさらに増えてということで、

ぐんと増えた。３００万人ということで、そ

れをうまく何か生かしていこうと若手の人た

ちは何か考えているのか。こういう現実をど

う受けとめているのか、これはいいことに違

いないのだろうけれども、でも、これに限ら

ず、先ほどのお話で出たパワートレイルとか、

それから新城ラリーであるとか、その他、何

か言っていたけれども。 

○石田靖典委員 ただ、そこから先がないと

いうことが現状だと思います。その後に、そ

のレースに出た後に観光へ行こうにも情報が

ない、行く手段がない。そして、先ほどもあ

りましたけれども、駐車場がないということ

もあったりして、ものはあるのですけれども、

それがつながらないということがある。 

○鈴木誠協議会長 村松先生はよくセントレ

アをよく利用されますよね。 
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○村松 東委員 たまに利用します。 

○鈴木誠協議会長 国際線なんかでも出てく

ると、そうすると、オレンジ色のジャンパー

を来たおじさん、おばさんたちが群がるよう

にして来るのをご覧になったことは。 

○村松 東委員 見えますね。 

○石田靖典委員 あれは先生、何だと思いま

すか。 

○村松 東委員 そう思って見たことはない

です。 

○鈴木誠協議会長 あの人たちはガイドなの

です。 

○村松 東委員 空港の。 

○鈴木誠協議会長 空港のボランティアガイ

ド。全国で一番多いらしくて、１５０人登録

していて、僕が前に行ったときで１５０、今

はもっと多いかもしれません。しかも英語と

中国語、最低、日本語以外の２カ国語を話せ

る方を。会話程度。多い人だと７カ国語くら

いを操るおじいちゃんが頑張って案内すると。

それは、最初は空港の中の利便性を高めるた

めに、タクシー乗り場はどこだとか、それか

らバス乗り場はどこだということをやってい

たのが、今はどんどん広がって、常滑焼の見

どころとか、どういう陶芸家がいるとか、知

多半島のおいしいおすし屋さんがどこにある

とか。いろいろなことを知っているので、聞

かれたらどんどん。 

 しかも、今、ネット上で外国から来る人た

ちも調べてくるので、そうすると、それに個

別に答えていくということもできるようにな

っているらしいです。 

 それは、何かこういう人が増えたというこ

とだけではなくて、この先、どのように人を

案内するかというところのヒントにもなるよ

うな気がするのですけれども。 

○松本吉生委員 例えば、新城検定のような

ものをやって、何か資格を取れた人は、例え

ば、僕たちだったら名刺のところにあります

よね、例えばＭＢＡを取ったとか。アナリス

トを取ると少し書いてもいいよというような、

新城１級とか初段とか。新城黒帯でもいいの

ですけれども、そういうもの。そうしたら、

もらったら何か話になるかもしれないし、他

の地域のお客さんと名刺交換をしたら、これ

は何ですか、から始まったりするので。 

○鈴木誠協議会長 そうですね。つまり、そ

ういう人が適材適所でやはり動けるような環

境は必要ですよね。例えば、ここの道の駅で

もやはり必要だろうし、ラリーの時だとか、

それからパワートレイルの時でも、その人た

ちが本当に自分の工夫で新城市を紹介してい

けるような、そういうサポート体制というも

のが必要なのでしょうね。 

 ちょっとまだその辺が新城市は足りないの

ではないかな。どうですか。 

○加藤弘依委員 元気なお年寄りを。 

○松本吉生委員 もっくる新城は不思議です

よね。地元の物を別に売っている訳ではない

ですよね。あれ、何であんなに人が集まるの

かすごく不思議ですよね。そんなことはない

ですか。 

○河合惠元委員 地元の物は多少あるみたい

ですよ。 

○松本吉生委員 多少はありますよ、多少。 

○河合惠元委員 道の駅のマジックというか

不思議です、１回は行ってみたいものね、何

か。 

○松本吉生委員 本当に地元の物が、例えば

これは作手産です、これは八名の芋ですと置

いてあるとまた行こうかなとなるし、地元の

人も行こうかとなると思うのですけれども、

あそこはそうではないですよね。 

○石田靖典委員 あそこは、一応、産直で出

した物も置けるらしいのですけれども、経営

が違うらしくて、大々的に出来ないというこ

とを聞きました。 

○松本吉生委員 あそこは名鉄。 

○梅津浩史委員 名鉄。 

○河合惠元委員 あの横ら辺に、駐車場を使
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わせてもらえば。 

○石田靖典委員 そうなってくると、どちら

かというと僕たちよりもＪＡに働いてほしい

というふうになってくるのです。僕たちはど

ちらかというと、やはり作る方に忙しくなっ

てしまうので、そこに行って物を売るという

時間がない。時間を作ろうと思ったら。 

○河合惠元委員 そこに元気なおじいちゃん、

おばあちゃんがいないと。 

○石田靖典委員 はい。 

○松本吉生委員 新城検定黒帯のおじいちゃ

ん、おばあちゃんを。 

○河合惠元委員 ソムリエみたいなね。 

○松本吉生委員 新城ソムリエ。 

○石田靖典委員 ですので、軽トラ市ではな

いですけれども、そういうことをやっていた

だいて出せるとなったらありがたいですね。 

 

（審議委員会に戻り、会長によるまとめ） 

 

○鈴木誠協議会長 そうしたら、まだまだ話

は尽きないと思いますけれども、９時をちょ

うど過ぎましたので、ここらで一回区切りに

したいと思います。 

 本当であれば、それぞれのテーブルで語ら

れた計画の中に落とし込んでいくべき新城市

が抱えている課題であるとか、それから強み

であるとか、元気にする材料であるとか、そ

ういったことをもとにして何をすべきか、と

いうことをお互いに紹介し合っていただくと

ころですけれども、その時間を持たなかった

ので、それぞれのテーブルでさらに議論を深

めていただいて、そして、論点として整理を

してもらったと思います。 

 そこのところは、今、事務局のほうで録音

させてもらいましたので、一度、皆さんから

出された意見を起こして、それで、この新城

市の条例に基づいて作るべき、これから５年

かけて重点的に取り組んでいくべき、そうい

う事業の案をこれから引き出してみたいと思

います。 

 次回のときに、今日、皆さんが語っていた

だいたものを、一回、行政側が考えているこ

と、そして、皆さんから提案があったこと、

そのあたりを一度全部出し合って、そして、

これから５年かけてどういうものをやるべき

なのかというところ、一回、議論してみたい

と思います。 

 ただ、それもこのメンバーの中だけで果た

して全部うまく出せるのか、していいのか、

ということもあると思いますので、そのよう

なところで、これから、部会という名前がい

いのかどうかわかりませんけれども、もう少

し多くの人たちが集まっていただくような、

そういう場を設けることも検討していきたい

と思います。 

 ただ、そのときには、皆さんに中心になっ

ていただいて、これまでのこういう会議のや

りくりというものも、皆さんに、ほかの新し

い方に紹介していただくような、そのような

機会にしていきたいというふうに思います。 

 ただ、余り何回もそれができないので、ど

こかのタイミングで、部会なのか、その拡大

の、意見交換会なのか、そのようなことを行

う場所を設けていきたいと思います。 

 今日の資料の組織図の中で、輝く女性起

業・創業部会とか、それから、連携部会と書

いてありますけれども、これはあくまでも案

なので、これに縛られないで、今日、皆さん

が出していただいた計画に盛り込んでいく課

題、特に新城市の強みを伸ばしていく、それ

から新城市の課題を克服していく、そうやっ

て生活環境を良くしてく、それから働く環境

を良くしていく。そして、人口の減少を抑制

するという、そういうことを念頭に置いた課

題を幾つか出してもらいました。それを次回

に向けて全部洗い出して、そして皆さんにチ

ェックしていただく。そして、先ほど言った

ように、これから会におけるイベントとして、

部会としてどのようなものをしていくか、そ
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れを皆さんに提案したいというふうに思いま

す。 

 一応、そのような段取りで今日のところは

置いて、次回に向けていきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 今日はどうもありがとうございました。随

分と活発な意見をたくさんいただきましたの

で、お礼を申し上げたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 では、事務局のほうにお返しします。 

○事務局 これで４月の協議会が一応済みま

して、次は５月に開きたいなというふうに思

っております。 

 ４月の下旬にあったものですから、できま

したら５月の下旬ぐらい、もしくは６月の頭

ぐらいにと思っておりますので、御承知おき

ください。 

 また日程が決まりましたら、皆さんにメー

ル等で送らせていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 お疲れさまでした。 


