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○事務局 こんばんは。定刻となりましたの

で、第5回産業自治振興協議会を始めさせて

いただきます。出席者は１４名中８名で過半

数の出席者となりました。これで会議が成立

していることを報告させていただきます。 

 なお、本日、連絡があった４名の方がお休

みされておりまして、農協の竹下さん、それ

と村松先生です。それと梅津さん、あと加藤

さんがお休みということで御連絡いただいて

いております。また、大石さんにつきまして

は少し遅れて見えるということで御連絡をい

ただいておりますので、合わせて御報告させ

ていただきます。 

 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 それでは、きょうは第５

回目になりましたけれども、新城市産業自治

振興協議会を始めてまいりたいというふうに

思います。 

 今日は皆さんのところにまた具体的な資料

を用意していただきました。前回も事務局で、

新城市が直面する生活課題とは一体何だろう

かということを含めて、たたき台となる資料

を用意してもらいましたけれども、今日はそ

れを、前回それを踏まえて、皆さんが随分と、

さらにどのような課題があるのだろうという

ことで出し合っていただきました。産業を興

して取り組んでいく、その先には産業が地域

をつくっていくというような見通しを立てて、

これからその産業の振興をうたっていくとい

うことの、そのようないろいろな道筋を示し

ていただけるようなコメントをたくさんいた

だきました。 

 それを踏まえて、きょうは最初にこれから

行うことを改めてちょっと確認をしておきた

いと思います。 

 そして、その確認のもとに、この中で行う

べきことを、今日は資料をまた用意しました

ので、それを事務局から皆さんに紹介をして

いただいて、そして主となるものは、それを

踏まえて、また今日は人数が少ないですけれ

ども、４・４と、それから事務局の皆さん、

行政の皆さんも入って、それで２つのグルー

プでまた議論を深めていきたいと思います。 

 特に今日は、前回の課題を、課題には何が

あるかということを皆さんから出していただ

きました。きょうは何をすべきなのかという

ことなのですが、ただ、それもいたずらにい

ろいろなことを話し合っても百花繚乱状態に

なってしまいますので、今日はある程度フレ

ーズを作っておきました。それが後で紹介さ

れますビジョンとか、それから基本方針、戦

略、そのあたりです。それを踏まえて、では、

新城市では何をすべきなのかというところを

きょうは皆さんに積極的にいろいろと意見を

出していただこうと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは早速、次第に従いまして進めてま

いりたいと思います。 

 最初に報告事項を３点ほど用意されていま

すので、これを事務局から皆さんの方にお話

をいただきます。 

 では、よろしくお願いします。 

○加藤商工政策課長 では、改めまして皆さ

ん、こんばんは。 

 私からは、そこの報告事項の１番に書いて

あることをお話しさせていただきたいと思い

ます。 

 今まで、地域産業総合振興条例を、前回の

委員、また今回の委員の中にも兼ねていらっ

しゃる方もいらっしゃるのですが、産業政策

というものは、今までは国が定めたものに沿

って、県からお話がおりてきて、その基盤に

乗っかるような形で市が形を作って、通り一

辺倒、全国どこでも同じようなことをやって

いくというようなことをしていました。 

 そのようなことをしているうちに、この地

域の中でお金が回らないだとか、人も出てい
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ってしまうだとかという消滅可能性都市と言

われるような話になっていく中で、やはり地

域の産業を、その地域に合った物事を考えて

いかなければいけないだろうということで、

外に人もお金も出ていかないような産業政策

というものに取り組んでいかなければいけな

いのではないかということで条例を定めまし

た。 

 その条例を定めていく中でも、その審議の

過程でつくり上げていくプロセスの中でも方

向性というものが皆さんの意見の中から新城

市の産業の問題点だとか、それから、総合的

に進行していく方向性というものが導き出さ

れて、地域産業総合振興条例というものを制

定させていただいておるところです。 

 今回は、この産業自治振興協議会というも

の、その条例の中に定めてあるので、皆さん

に委員になっていただきまして、検討をして、

協議を重ねていただきました。 

 先生からもお話がありましたように、産業

的な課題だとか、産業自治としてどういうふ

うにしていくべきだとか、また、地域みずか

らが産業を育てていこうとかいうような課題

というものが出てきているのではないかなと

思い、きょう、ビジョンの素案というものと

基本計画を策定するところの柱というものを

皆さんに示させていただきたいと思っており

ます。 

 それを進めるに当たりまして、いつまでに

どのようなことをやっていかなければならな

いかというものを、このＡ４の横の紙、こち

らをちょっと用意させていただいたのですが、

平成２８年２月からこの産業自治振興協議会

というものを開催させていただいております。 

 本日、６月上旬というところになるのです

が、会議に合わせてビジョンの素案、それと

基本計画の素案というものを皆さんに提示し

て、これから協議していただきます。 

 ビジョンの素案に関しましては、７月末ぐ

らいまでに、言い方はおかしいですが、しっ

かりとした素案にさせていただきたいと思っ

ておりますし、また、基本計画のほうは１０

月上旬ぐらいまでにしっかりした素案の基本

計画というものをつくりたいと考えておりま

す。 

 なぜこの時期にというと、まず、今までの

中でも課題として出していただいたものを平

成２９年度に早速、反映させられるものは反

映させるように、事業として挙げていこうと

いうふうに思っておりますので、皆さんの挙

げていただいたもので、これは早くやるべき

だというものは、ここで事業化していくこと

を頭に入れていきたいということでこの時期

を定めてあります。 

 ただ、そこから先も皆さんには協議をさせ

ていただいて、２月のところ、４段目にあり

ます答申というものなのですが、皆さんに基

本計画の答申というものを出していただこう

と計画しております。 

 ３月には、その答申に基づきましてビジョ

ンと基本計画をつくり上げます。 

 ただ、ここで終わりではなくて、まだこれ

は１０月以降も検討していって、答申されて

計画が出来ていっても、その後も事業化する

もの、必要なものがあれば事業化していきま

すし、さらには検討が必要なものは検討して、

事業にして、よりよい新城市にしていきたい

と思っております。 

 目指すところは人口増ということをうちの

課の中でも話をしておりますが、とにかく産

業を盛り上げて、地域を盛り上げて、人口増

を目指そうと思ってこの協議会は開催させて

いただいておりますので、ぜひ皆さんも協議

いただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、続いてビジョンの素案を説明さ

せていただきたいと思います。 

○白井副課長兼商工政策係長 それでは、ビ

ジョンの素案を説明させていただきます。 

 白井と申します。どうぞよろしくお願いい
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たします。 

 今回、ビジョンの素案の説明をさせていた

だくのですけれども、私は第３回の拡大協議

会の講演会並びに第４回の協議会に出席させ

ていただいて、また、講演を聞かせていただ

いた中で皆さんに書いていただいたアンケー

ト並びに第４回の各グループでの皆さんの意

見をまとめさせていただいて、今回、またビ

ジョンの流れを作ってきましたので、それを

踏まえた上で作らせていただいたということ

をまず御連絡させていただきます。 

 それで、この振興ビジョンでございますけ

れども、去年の１２月に議決、施行されまし

た新城市地域産業総合振興条例に基づきまし

て、市民、これは「ひと」と読むのですけれ

ども、市民（ひと）・事業者・市がそれぞれ

の役割を果たすとともに、協働することで魅

力ある地域を創造する、地域、新城市を創造

する産業自治の基本的な考え方を示していき

ましょうというものでございます。 

 第３回協議会のアンケート並びに第４回の

意見の中で、産業的な課題は何でしょうかと

いうことで皆さんに挙げていただきました。

その課題を３つ挙げさせていただきまして、

ビジョンの素案のほうに進んでいきたいなと

いうふうに思っております。 

 まず、課題の１番目でございます。 

 人材の活躍機会の損失ということでありま

すけれども、こちらは第３回の協議会で、第

４回の意見で、若者や女性の方が市内に残ら

ずに市外に出ていってしまう、市内で活躍す

る機会を失っているということがまず課題と

して挙げられるのではないかというふうに思

います。 

 どうしても若者が高校卒業後、これは企業

説明会の折にアンケートをとりますと、高校

卒業後、実家から通って働きたいという反面、

市外に就職してしまうという傾向がある。ま

た、企業側も市内の求人をするのですけれど

も、どうしても市外のほうに流出してしまう

という傾向がある。また、市外の大学へ進学

した若い方たちは、そのまま就職して戻って

こないということ。また、女性の方は、市内

に製造業の会社が多いのですけれども、どう

しても男性向きの求人が多いものですから、

そちらのほうには余り、女性の方の求人がど

うしても少なくなってしまう。また、結婚や

出産で新城市を離れてしまう現実があるとい

うことでございます。それを、まず第一の課

題として挙げさせていただきました。 

 続きまして、課題２でございます。 

 簡単に書いてありますけれども、「稼ぐ

力」の不足でございます。新城・鳳来・作手

の各地区には、豊富な地域資源の強みや魅力

がいっぱいあるのですけれども、それを生か

し切れていなくて、稼いでいないということ

が挙げられます。新城市でいいますと商工業、

製造業、鳳来でいいますと観光業、林業、作

手でいいますと農業や林業、また、全体でい

いますと自然や、具体的に言いますと癒やし

のスポットとか魅力ある資源がたくさんある

のでございますが、それをうまく生かし切れ

ていないということでございます。この地域

資源や強味をさらに掘り起こして、真の「稼

ぐ力」をつける必要性があるということでご

ざいます。 

 続きまして、３番目でございます。 

 こちらには、個人所得の市外流出と書いて

あるのですけれども、市内とか市外で、市民

の方が所得を得るわけでございますけれども、

市外で消費活動が多くなって、どうしても市

内でお金が循環しないというケースが多くな

っておりまして、市内のお店が閉店に追い込

まれてしまって、どうしても生活が不便で買

い物がどうしても近くでできないという悪循

環に陥っております。 

 やはり地元消費を地元産業でということ、

地産地消をきちんと進めて、地域の中でお金

が回る、そういった経済をしっかりとつくる

必要があります。 
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 そこで、産業面での、ざっと３つ挙げさせ

ていただいたのですけれども、そちらの課題

を解決して魅力ある新城市をつくって、次の

世代へバトンをつなげていかなくてはいけま

せん。 

 産業面から自治基本条例が定める「次の世

代にリレーができるまちづくり」を確実に進

めていく、それには市民や事業者、行政の危

機意識を共有し、協働し合って、地域資源や

強みを有効かつ大胆に活用しまして、産官学

民金の連携を円滑にしまして、産業自治社会

の構築を進めていくということが必要となり

ます。 

 そこでなのでございますが、新城市の地域

産業の目指す姿、目標を、「市民（ひと）が

育て、共に地域をつくる」という大きな目標

を定め、ビジョンとしまして、今後の基本計

画、もう少し細かな基本計画を展開したいと

思います。 

 というところがビジョンまでの説明でござ

います。 

 ３つの課題、そして目指すべきまちづくり

の象徴、そしてビジョンのコンセプトをざっ

と説明させていただきました。 

 こちらはあくまでも素案でございます。皆

さんの御意見等々でいろいろお話をしていた

だきまして、具体的なビジョンとしていただ

きたいというふうに思います。事務局として

は、こういったコンセプトで進めてまいりた

いということでお示ししたいと思いました。 

 私からはビジョンの説明として以上でござ

います。 

 ありがとうございました。 

○鈴木誠協議会長 では、引き続き。 

○西田商工政策課主任 はい。引き続き、産

業自治基本計画の素案について西田から説明

させていただきます。 

 私もパワーポイントに沿って説明させてい

ただきますので、ちょっとこちらのほうで失

礼します。資料はビジョンの素案と一緒につ

いておりますので、そちらを引き続きごらん

ください。 

 では、座って失礼します。 

 まず、新城市では、「しんしろ産業自治振

興ビジョン」に掲げた新城市の地域産業の目

指す姿を実現するため、しんしろ産業自治基

本計画を策定します。 

 この計画では、３つの基本方針と５つの戦

略を定め、平成３０年年度末をめどに取り組

み、成果を出すよう努めます。 

 こちらは基本計画のイメージです。ビジョ

ンを実現するための基本方針に基づき戦略を

立て、戦略に沿って市の施策を実施するとい

う構造になっております。 

 基本計画の戦略の御説明の前に、まず、地

域産業という言葉の定義づけをさせていただ

きます。 

 新城市内には、大企業から中小企業、個人

事業者まで多様な事業者が日々活動しており、

さまざまな分野において新城市民が抱える生

活課題の改善解決に取り組む事業者が多数い

らっしゃいます。また、市民やＮＰＯ、行政

の取り組みを社会貢献活動を通じて積極的に

支援する事業者もいらっしゃいます。 

 地域産業とは、地域と共生する産業と言い

かえることができ、市民が直面する生活課題

の改善解決とともに、市民の誰もが暮らし続

けたいと願う社会づくりのために貢献を続け

る産業の総称とさせていただきます。 

 それでは、基本方針の説明をさせていただ

きます。 

 新城市では、この地域産業の発見と支援、

地域産業の創出、産業による地域づくり、こ

の３本の方針に基づいて強化します。内容は

パワーポイントのとおりです。 

 次に戦略ですが、このような５つの戦略に

定めさせていただきます。そのうち、地域内

での経済循環、地域の人口減少を防ぐには、

地域全体の所得の向上と雇用の確保が不可欠

です。市民の消費を市内の地域産業で賄うな
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ど、地域内で商品とお金を循環する地域経済

をつくります。そうすることで、地域内で持

続的に所得と雇用が生み出されます。 

 その２、地域産業の支援・育成。これまで

のように国の中小企業・人材育成支援等への

依存に軸足を置いた産業育成・支援の考え方

を見直し、市民、事業者、専門家及び行政が

協力連携し、地域産業を担う事業者や市民が

求める課題、さらに社会が求める課題などを

正確に把握し、それらの課題解決を通じて地

域づくりに貢献する新商品・新技術の開発や

コミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビジ

ネスの起業や雇用の確保を支援します。その

結果として、地域の多様な産業と融合した事

業展開につなげ、地域内から「稼ぐ力」を育

てます。 

 その３、人材育成・確保。地域産業の発展

に貢献できる人材の育成や、ＵＩＪターンの

促進を関係機関と連携して取り組むことで、

女性や若者と地域産業を担う事業者とのマッ

チングを促します。さらに女性や若者など新

たな価値観や情報、スキルを持つ人たちと事

業者との交流を通して、地域の宝、市民の誇

りとなるような新商品・新サービス・新事業

の創造に挑戦します。また、地域づくりを担

う産業を興し、働く人材を育て、またそのた

めの知識・情報・技術の習得を主体的に学ぶ

ことを支援します。 

 その４、産業間連携です。新城市の多様な

産業の総合的な発展を促進するために、商工

農林業間の交流や連携に加えて、観光、医療、

福祉・介護、防災、ＩＣＴ、教育など異分野

との有機的な交流連携を支援します。それに

よって地域のさまざまな課題と向き合い、ビ

ジネスチャンスとして捉え直し、事業に挑戦

する地域産業全体のすそ野を広げるよう努め

ます。 

 最後になります。その５、地域連携。地域

自治区を初めとしたさまざまなコミュニティ

づくりの場面で、地域が直面する生活課題を

市民みずからが立ち上がり、解決に向けて取

り組むことを支援します。そのために必要な

コミュニティ・ビジネスの立ち上げや新規事

業への挑戦を、大学等の教育・研究機関や地

域金融機関、周辺自治体との幅広い連携を通

して促します。 

 さらに新城の魅力を海外友好都市などへ積

極的に発信し、グローバルな視点から新城の

地域産業の可能性を探ります。特に新城の地

域資源に触れ、満足度の高い観光交流を求め

る海外からの来訪者を積極的に受け入れ交流

し、国境を越えた地域連携とビジネスチャン

スの開発に努めます。 

 最後に、こちらは５つの戦略に対する市の

主要施策の一覧表です。今後の話し合いの参

考にしていただけたらと思います。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 今、ちょっと急ぎ足で皆さんに紹介させて

いただきました。 

 白井さんが冒頭でお話しになったように、

この間の３回目の帯広市の拡大協議会である

とか、それから前回の、どんな新城市の生活

課題、あるいは産業課題があるのか、皆さん

にここで率直にいろいろと話し合ってもらっ

て、その内容を検討する機会を後日持ちまし

た。 

 そうすると、やはり目指す方向というもの

を一定程度は共有しておくことが大事だし、

そして、目指す方向だけではなくて、その方

向を実現していくためのある程度の骨格とい

うものをやはり作っておかなくてはいけない

だろうと。大事なことはそういう骨格の部分

は骨格の部分なのだけれども、中身というも

のは、これは行政が率先して行うべきことと、

市民の皆さんがこれをすべきだというものを、

これを具現化していくということが大事だろ

うと、そのようなことになった訳です。 

 それで今日、ここに今、紹介されたような

目指すべき方向性としてのビジョンの素案と、
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そして、そのビジョンの具現化に向けて取り

組むべき事業の方針、あるいは考え方、そう

いったところを今日は整理してみました。 

 これからの時間、２つに分かれて少し議論

をしていきたいと思っているのですけれども、

１つは皆さんのグループの中で、こういう目

指すべき方向というものは、ここに書かれた

３つの課題を踏まえて、人が育ち、そしてと

もに地域をつくるというような、そういう大

まかな方向でいいのか、もう少し別の表現に

変えたほうがいいのか、そのあたりのところ

を議論していただきたいということが第一点

です。 

 もう一つは、ちょうど資料の、今の西田さ

んが紹介してくれた基本計画、そこに３つの

基本方針と５つの戦略があります。皆さんに

は、特にこの５つの戦略に則してどのような

事業をこれから、特に来年、再来年に向けて

積極的に新城市はやらなくはいけないかとい

うところを御議論いただけたらと思います。 

 その参考にということで、最後のところに

主要施策一覧とあるのですけれども、これは

来年度、もう既に行政、できれば今年から、

そして来年に向けて行政が責任を持ってやり

遂げていくという行政主導の事業については、

こうやってこの５つの枠組みの中に落とし込

んで、出してみました。でも、これはあくま

でも行政が考えるものであって、これをやっ

たからといってビジョンが実現できるわけで

はないし、そして課題が解決できるわけでは

ないというふうに思っています。むしろ市民

の皆さんが考えることとうまくつなぎ合わさ

っていくことによってこの事業というものは、

主要施策というものは効果をより発揮するだ

ろうし、また、皆さんの考えるものもこうい

う行政のものとうまくマッチすることによっ

て、より強い力を発揮できるのではないかな

というふうに想像したりもします。 

 そのようなことで、この１から５の中に書

かれた主要施策というものは、これは参考程

度にしていただいて、ずっとこれにとらわれ

ないで皆さんもグループの中で率直に考える

こと、経済の循環を市内で行っていくにはど

うしたらいいのか等々を含めて、こういう５

つの枠組みの中で議論をいただきたいという

ふうに思います。 

 そのようなところが今日の課題になります

ので、協力をお願いしたいと思います。 

 今日、この後ですけれども、ちょっとテー

ブルを２つ作りまして、また前回と同じよう

に松本さんと佐藤さんに進行役を担ってもら

いまして、皆さんが話しやすいように議論し

てもらう。今日のこの資料、前回の皆さんの

議論を踏まえて作りましたので、その作った

責任者である行政の事務局も皆さんのテーブ

ルに一緒に入って、それで皆さんと同じよう

な立場で議論に参加できるように直に議論さ

せてください。私もあっちへ行ったりこっち

へ行ったりして議論に参加しますので、協力

をよろしくお願いします。 

 そのような形で今日は進めてまいりたいと

思います。１時間ほど議論をしていきたいと

思いますけれども、大体そのようなところで

よろしいでしょうか。 

 内容についての質問は、グループに分かれ

てからお互いに話し合って問題解決したり、

あるいは事務局の方に質問していただくとい

うような形で進めていきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 では、御協力お願いします。 

 では、松本さん、佐藤さん、済みませんけ

れども今日もよろしくお願いします。 

○事務局 では、グループ分けの方をお話し

したいと思います。 

 松本さんのグループは、河合さん、石田さ

ん、大石さん。佐藤さんのグループは、天野

さん、西紋さん、澤上さんということでよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、テーブルの方を移動させていた

だきまして、２班に分かれましてよろしくお
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願いいたします。 

 

（松本班討論開始） 

 

○松本吉生委員 では、よろしくお願いいた

します。 

 前回、御一緒ですか。 

○大石奈保委員 別でした。 

○松本吉生委員 向こうにいらっしゃいまし

たね。 

○大石奈保委員 はい。 

○松本吉生委員 前回、我々のところでは、

やはり目指すべき方向性がちょっとよくわか

らないというようなお話がありまして、やは

り全体的な進むべき方向が分からないと、ど

のようなことをしていったらいいのかが分か

らないので、そこから決めるべきではないか

みたいなちょっとお話をさせていただいてい

たので、恐らく、今回、１つ議論が進んで３

つの基本方針と戦略が出て、さらにその戦略

に基づいた諸施策ということが出てきている

のかなというふうな形で思っています。 

 先ほど、話してしまいましたけれども、ど

うしましょう、基本方針、方向が合っている

のかどうかということを議論してくださいと

いうお話があって、地域産業の発見と支援、

地域産業の創出、産業による地域づくりとあ

りますので、要すれば、今まで知らなかった

ことをよく知って、その上で新しいことをつ

くり出して、そうして地域づくりをしていく

というこの３つの流れになるかと思うのです

が。 

 どうでございますでしょう、と言われても

なかなかだと思うのですけれども。 

○河合惠元委員 課題に基づいて、その課題

を何とかしようとしてこのビジョンがあると

いうふうに考えればいいですか。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 石田さん、何か御意見とか、

展開も踏まえてなのですけれども。 

○石田靖典委員 ちょっとこの課題１を見ま

して、人材の活躍機会の損失なのですけれど

も、この若者とか女性が外に出ていくという

ことはあるらしいのですけれども、逆に新城

市の方へ呼び込むということも課題に加えた

方がいいような気がしたということがありま

す。 

 正直なところ、高校を出て大学に進むとい

うことは、新城市に大学がないので、大学で

外に出ていくことは仕方がないので、一度大

学を出てしまうとまた新城市に戻ってくるか

となると、やはりなかなか難しいとは思うの

で、この実家からの通勤を希望するというも

のがあるので、逆に言えば新城市から通勤す

るところに勤められる企業が多いということ

も考えられるので、その人を呼び込むという

ことも必要かなということはちょっと感じま

した。 

○松本吉生委員 そうですよね。戦略のとこ

ろでいうと、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターン

を促進しようということは呼び込むというこ

とも出てきていますから、課題の方に入れて

分かりやすくするということはそうかもしれ

ませんね。出ていくだけではなくて。 

 どうでしょう、大石さん。 

○河合惠元委員 今の課題でいくと、通勤希

望があるけど市外へ就職してしまうよと、単

純に新城市に企業が少ないのではないのと、

だったら企業を増やせばいいじゃんと。だか

ら、その下もそうだよね。 

 それから、男性向き、女性向きというもの

は、その企業を増やせば、単純に全部企業を

増やせばいいのではないのと、企業が来てく

れるような環境づくりをする必要があるとい

う話だと思います。 

 一番下は住宅地がないから新城市から離れ

てしまうのか、その辺をちょっと具体的に課

題として、お嫁に行く方だったら市外に出て

もしようがないなとか、でも、家を造るのだ

ったら新城市に造ってもらうためにどうする
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かとか考えればいいし、出産を機にという話

で産婦人科がないから単純に出ていくのでは

ないのと、では産婦人科を作ればいいじゃん

みたいな、この課題に対しては単純に答えは

出てくると思う。 

 いろいろな意見があると思うのですけれど

も、例えば、課題２で言えば、魅力を生かし

切れていないと、この魅力は市民の人がみん

な分かっているのかというとそうでもなくて、

やはり行政としてゾーニングする必要がある

と思うのです。それを明確にする。その地域

の強さを表に出していくという、個々ではな

かなかやっても、なかなかうまく伝わらない

部分があるので、新城市とはこういうまちだ

よと、こういう強みがあるよということを伝

えていく必要があるのかなと。これをゾーニ

ングすればいいじゃんみたいな。 

 課題３でいくと、市外での消費活動が多い、

でも、商店といった商売する側とすれば、や

はり人口が、人が来てくれる立地のいいとこ

ろで基本的には商売をするから、単純に新城

市に人が少ないからユニクロも来ないのだろ

うなと、みたいな。 

○松本吉生委員 この前。 

○河合惠元委員 らしいですね。 

○松本吉生委員 よく知っていますね。うわ

さというか、僕があれ、言っていましたっけ。 

○河合惠元委員 ユニクロが来てくれるまち

とはどういうまちかなと考えると、では人口

が何万人いて何とか何とかとか。 

○松本吉生委員 そうですね。もう全部あれ

は決まっていますので、彼らの中で。 

○河合惠元委員 ということは、やはりそこ

では魅力を感じていないから企業も来ない。

では人口をどうやって、単純に、簡単に増え

る訳ではないけれども、どうやって人口を増

やすのと。そうすると、住宅地がなかったり

環境がよくなかったり、いろいろなことがあ

るのだろうね。 

 商店だっていいものがあれば来てくれるは

ずなのだけれども、そういう努力もしている

のだろうけれどもなかなか評価されていない

のかなと。 

 地産地消は当然必要だと思ったね。でも、

そこを余り、では、この辺の商店の人がそれ

を本当に前面に出して商売をしているかとい

ったらそうでもないし、その辺の協力体制と

いうものが必要なのかなと思うけど。 

 単純に課題に対して、僕なりにはこうした

らいいじゃん、ああしたらいいじゃんと単発

的な発想だけれども、そこを具体的にしてい

けばもっと分かりやすいなと。だからビジョ

ンです、やはり。 

○松本吉生委員 そういった意味ではあれで

すか、この基本方針とかやるべきことという

ことでは余り間違いはなくて、ただその打つ

手、主要施策としては分かりやすくもっとや

っていった方がいいですよという、そういう

話ですよね。 

○河合惠元委員 うん。もっとキャッチフレ

ーズ的なところの方が分り易いのだけれど。 

○松本吉生委員 なるほど。 

○大石奈保委員 そうですね。基本方針、こ

この図である基本方針というものは、多分、

大筋そうだろうなというところだと思うので

すけれども、一番後ろのページの市の方で頑

張っていきますというこの施策の部分でいう

と、一つ一つ見ていてどこまで本当に、とい

うところかなということが一番で、多分、ど

この市でもこういうことは考えていると思う

し、今までも新城市の方でもこういうことは

考えられてきていると思うのですけれども、

では、もうここの段階になったときにどれだ

けいい事業だねとなってくるかの問題なので

はないのかなと思います。 

○松本吉生委員 確かにそうですね。 

○大石奈保委員 特にこの、私の場合だと、

身近なところで言えば、中学生の職場体験と

かが毎年必ず来ますので、見ている中では子

供はそれで本当にと。 
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○松本吉生委員 なるほどね。 

○大石奈保委員 何か本当にいい体験ができ

たねと思えるような事業になっているのかど

うなのかなと。例えば、この補助金が本当に

必要としている人のところに使えるものにな

っているかどうかというところ。逆に言えば

私たちが今こうやって話をしていることが活

用される方のところに本当に補助金だったり

とか、何か１つの事業だったりとかが本当に

使えることだなと実感してもらえるようなも

のに作っていけるか、そういうお話が展開し

ていけるかどうかというところかなと思うの

ですけれども。 

○松本吉生委員 いや、実は僕も同じように

ちょっと思って、この方向性とか戦略という

ものは、多分いいのだと思うのですけれども、

この施策も恐らくまだとりあえず決まってい

たり、これはできるかなみたいなところも挙

げていただいただけですよね。 

○事務局 ここに載っているものは、ほぼ形

は変えても平成２８年度で進めていこうとい

うふうな腹づもりではおります。 

 いいのです、どんどん言ってもらって。変

えてしまいますから。 

○河合惠元委員 去年とか一昨年との違いは

何かありましたか。発明クラブかな、多分。 

○事務局 そうですね。これは立ち上げてい

きまして、物づくりというか、そういったも

のを小さいうちから頭をひねってもらってと

いう、その機会を設けていこうと、これは教

育委員会との共催という形になるのかなと思

いますけれども、それを進めてまいります。 

 次の小中学生の企業見学というものは、こ

れは２つ下の高校生のための企業説明会と、

これも同じように、まだ小学生は厳しいかも

しれませんけれども中学生の子に新城市の企

業という、どういったものがあるのだという

ことを企業の方々にちょっと集まっていただ

いて、こういったことをやっていますよとい

う、まず知ってもらう機会というものを設け

てもいいのではないかということで企業見学

という形で書かせていただきました。 

○河合惠元委員 新たな取り組みですか。 

○事務局 そうです。今までは高校生のため

の企業説明会というものは、これはずっと３

月にやっておりまして、そのところから家か

ら通いたいという意見が結構多いということ

を伺ったということでございます。これをも

うちょっと大きな形にしまして、企業の数を

増やしまして、それで集まっていただいてＰ

Ｒしていただく、中学生・高校生に見ていた

だく、知る機会を設けていきたいというもの

でございます。 

 私が言ってしまうものですから、正直に言

いまして、行政が言うものですからすごく堅

い説明になってしまうので誠に申しわけない

のですが、もうちょっとざっくばらんにこう

やって集まっていただく、見ていただく、知

っていただくという、そういうコンセプトぐ

らいで考えています。そういった機会が大事

だなと。そこの場でこういったものをつくっ

ているのだという興味を持っていただく中学

生のうちから、高校生はもちろん就職に直結

するような形になってくるのかなというふう

な考えで進めていきたいなというふうに思っ

ております。 

○松本吉生委員 済みません、議論がもしか

したらちょっと粒々になってしまうのかもし

れないのですけれども、僕は銀行というか金

融機関なので、このいろいろな利子補給制度

とか目がいくのです。まさにこれはこのとお

りでやらなければいけないのですけれども、

これは今、日銀がゼロ金利どころか今はマイ

ナス金利にしました。でも資金需要は今は動

いていませんという話と一緒で、お金を出し

てもみんなお金を借りないということは、や

はり、例えばもうかると思わないから、新し

い設備投資をしないから借りないという話で

はないですか。個人であれば、家を本当は建

てようかと思うのだけれども、給料が上がっ
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ていくと思えば、では、ちょっと思い切って

金利も安いし家を建てようかと思うのかもし

れないのですけれども、単純に金利が下がっ

たから設備投資をしようとか、金利が下がっ

たから家を買おうかという方は、今、実はほ

とんどいないのです。ですから、マイナス金

利政策はちょっとうまくいっていないのでは

ないかみたいなところに今は議論がなってい

るのですけれども、それとこれはちょっと似

ているところがあって、言い方は悪いのです

けれどもいわゆるばらまきみたいな、お金を

ちょっと出すよとか補助金を出しますよみた

いな。 

○事務局 はっきり言いますけれども、補助

金は全てばらまきというふうに思われがちで

すよね。 

○松本吉生委員 ええ。 

○事務局 それはいたし方ないかな。 

○松本吉生委員 もしかしたら、考えてなけ

ればいけないことは、もうちょっと川上の施

策なのかなと僕は思っていて。例えば企業が

設備投資をしたくなるような動きであったり

とか、何か新しい投資をしたらちょっともう

かるかもしれないとか、そういうことで言う

と、例えば、なかなか難しいとは思うのです

けれども、本当に設備投資とか新しい工場を

建てたいと思うような、工業団地とかありま

すけれどもちょっと高かったり、なかなか広

さがどうのこうのあったりしますから、もっ

と柔軟にこの企業が投資できるような、今だ

と調整区域とかであって、なかなか建物が建

てられないとか、いい土地はあるのだけれど

みたいな話をもしかしたら変えていくとか、

家を建てたいのだけれども宅地ではないから

建てられないとか、多分いっぱいあると思う

のです。そういうものをもうちょっと川上に

遡ってやることができたら、先ほどのお話で

はないのですけれども、何かもうちょっと動

きが出てくるのかなというように思ったりも

していて。 

 行政の縛りで法律を変えなければいけない

とか、そういうものをいろいろ変えていかな

ければいけないのでなかなか難しいのです。

だからルールの中でちょっといろいろ考えて

今はこれだけなのですというような話かもし

れないのですけれども、実はそのルールであ

ったり条例であったりとか、法律とまでは行

かなくても条例であったりというものを変え

ていかなければいけない。それを変えるとい

うことになったら、多分、新城市はすごいみ

たいな、人を呼び込むのに住民税は今までの

半分でいいですと、それは無理だと思うので

すけれども、例えばそういうぐらいのところ

からもうちょっと川上にさかのぼって考えた

方がいいのかなと。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 補助金があるから、金利補

助をしてくれるから、ではお金を使おうかな

というと、多分そうではないと思うのです。 

 工場は建てられます、家は建てられません

みたいな。 

 もしかしたら、それぐらいちょっと遡れる

といいのかなと。 

○河合惠元委員 ここには人口のこと、人を

増やすことは書いていないからね。産業自治

だから、人口を増やすとかいう問題に関して

は、先ほど加藤君が言ったけれども。 

○松本吉生委員 人口を増やすとおっしゃい

ましたね。 

○河合惠元委員 そこには何も、ここには入

っていない、言葉には何も入っていないから、

だからちょっとぼやけるなと。 

○石田靖典委員 人材の確保というのですか

ら、人材、育成の確保はどう見ても新城市の

人間を対象にしているので、これは市外や県

外の人間のツアーではないのですけれども、

新城市はこういうところですよというような

発信、住んでもらうような、本当にこの新規

就農者になってしまうのですけれども、新城

市で就農するのでしたらこういうところでツ
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アーをやって、こういうところでこういう感

じで農家をやっていますというようなツアー

を組むのもありかなと。やってはいるみたい

なのですけれども、やはりどうも小規模みた

いですので。一応はＪＡ、市も絡んでいるの

かな、うん、というぐらいの小規模なもので

すので。 

○松本吉生委員 そうですね。それで就農し

てくれたら空き家１軒プレゼントしますみた

いな。分からないですよ。 

○河合惠元委員 空き家ではなくて古民家。 

○松本吉生委員 古民家、済みません。言い

方ですね。古民家が１軒もらえますよとか。

古民家はいっぱいありますからね。 

○事務局 ありますね。 

○大石奈保委員 何か発想が、例えば市役所

の方、行政の方で何か事業をやりますとなっ

たときに、上から降りてくる形でこういう事

業一つ一つを考えられているのか、それが行

政だよということなのかもしれないのですけ

れども。 

○事務局 よく言う、トップダウンとボトム

アップという両極がありまして、今回のこれ

はトップダウンですよね。 

○大石奈保委員 はい。 

○事務局 ここに書いてあるところでいきま

すと、シンポジウムの開催というものは一例

になっていますので、入るといえば入るので

すけれども、融資制度とか利子補給という補

助については上からではなくて、よくある、

言ってはいけないのですけれども、他市もや

っているから新城市も出来るのではないかな

というところから上がってきたものでござい

ますので。 

○大石奈保委員 ですよね。何かそういうも

のが行政ですよというならそうなのですけれ

ども、使いたいなと思う人とか、こういうも

のがあったらいいなとか、頑張りたいなと思

う人が、下からとか上からということもあれ

なのですけれども、使いたいなと思う人が手

を挙げて実現できていけるような支援策にな

っていかないと今までどおりなのです。 

○松本吉生委員 これを使わなければ。 

○大石奈保委員 そう。そんなものがあると

知らなかったとか、いや、自分たちが思って

いるような使い方ができなかったとか、結局

は今までと同じ仕組みなので。 

○河合惠元委員 だから、結局は使いやすく

ないわけです。 

○大石奈保委員 そうだと思います。分から

ないです。この難しい、何だろうこれは、と

なってしまうのだと。 

○河合惠元委員 Ｑ＆Ａとか、本当にありそ

うなＱ＆Ａの事例があるとか、使ってくれと

いうものではない。知らなくては。 

○大石奈保委員 でも、多分、市役所側では、

こういうものもあるのだよ、ああいうものも

あるのだよ、知らないだけ、と言われると思

うのですけれども、いや、知らないだけであ

るだけではやっている意味がないでしょうと

なってしまうので。 

○松本吉生委員 例えば、いろいろやること

はあると思うのですけれども、今でやったと

ころであれば、うまくいったロールモデルを

みんなに紹介するとか、そういう好事例紹介

みたいなものを中でやったら。例えば、創業

支援資金を使って今はこうですみたいなもの

を何か紹介するとか、どういうふうに紹介す

るかはあれですけれども、何か分からない。 

○石田靖典委員 ほかの市だったらこういう

感じで使われていますというような事例を出

してもらえたら、これからやろうとしている

ことと似ているなと、では借りようかなとか

できると思う。 

○松本吉生委員 だから、石田さんがこんな

にうまいトマトが出来ましたというような、

糖度何％というような、そういうものが、も

しか何かで知ったら買いたいという人が市内

にもいるかもしれないし、何かそういう市内

でも情報発信のようなものがあったらいいか



－12－ 

もしれない。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 好事例というかロールモデ

ルというか、何かそういうものがあったらロ

ールモデルとかもっと市内で。 

 １つがビジネスマッチングみたいな話なの

かもしれないのですけれども、もうちょっと

裾野のところでも何かできたりするのかなと。 

○事務局 はい。 

○大石奈保委員 何か言っていることは、こ

の戦略は分かるのですけれども、このまま市

民のところまで行ってしまったときに、また

そういうものをやるのね、はい、になってし

まわないかなというところで、もう少し、も

うワンクッション、市民の方の目線でＰＲだ

ったりとか展開ができていくと、より関って

いただけるような内容になっていったりとか

するのだと思うのですけれども、まちづくり

だったりとかいろいろの資料を見せていただ

いても、こうですよね。 

 逆に石田さんはこちらに来られて、住んで

就農しようと思ったときに、こういうものを

支援して欲しかったみたいなところが、本当

は市民が求めているものに近くて、そういう

ものを盛り込んでいった方が、より使ってい

ただける内容になっていくのかなというふう

に思うのですけれども。 

 それぞれ皆さんそうだと思うのですけれど

も。 

○松本吉生委員 それをぜひ、今、いろいろ

言いたいことを言って、いいですよね。 

 確かにそうですよね。 

 あと、先ほど河合社長がおっしゃったよう

に分かり易くするというものが１つかもしれ

ないですよね。 

 何かニックネームみたいな、それこそ人口

を増やす、こっちに行きますけど。 

○河合惠元委員 やはり、僕、ゾーニングが

見えないから。すごくぼやけているのよね。

市長はそれをやると言っていたものね。でも

見えない。 

○事務局 そうですか、はい。 

○河合惠元委員 こうやってみんなの意見を

聞いて形にしていくということは悪いことで

はないし、必要なことだと思うのですけれど

も。 

○松本吉生委員 でも、戦略に対する主要施

策、戦術を入れるところが、今はちょっとあ

れですよね。このいきなり地域内での経済循

環。でもあれか、ビジネスマッチングとかそ

ういうことなのかな。経済循環。 

○河合惠元委員 ビジネスマッチングは、結

構、金融機関に。 

○松本吉生委員 難しいですよ。 

○河合惠元委員 行政が、ごめんなさいね、

表現は悪いけれどプロじゃないのだから難し

いと思う。商売ではないから。 

○松本吉生委員 はい。 

○河合惠元委員 やはり商売をする人たちは、

それはそれなりにやるのだろうけれども、ゾ

ーニングにしたって素人が出来る訳ではない。

プロに頼むところはやはりプロの力を借りな

がら絵を描くということはすごく必要だと思

うの。それをやっているかどうかもちょっと

分からないですけれども、設計者は素人では

なかなかできないよね。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 その辺が見えないから。先

ほど、作手は農業を中心にとか、鳳来は観光。 

○事務局 観光、林業。 

○河合惠元委員 作手も林業があって、もち

ろん旧新城市でもあるのだろうけれども、そ

れをもっと、明確に出ていない。 

○事務局 出ていません、まだ。 

○河合惠元委員 出ていないから、では、そ

の３つなら３つとか４つの柱、農業、観光、

製造業とか３つの柱で何が足りないのという

話になると分り易いのだけれど。 

○事務局 すごくゾーニングというものは難

しい。一応、今回、主な産業という形で観光
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業、林業、農業、商工業、製造業とうたいま

した。決めることはできると思うのです。こ

れというものを明確に。 

 ただ、それまでに他のこともやっていらっ

しゃる方もいるので。例えば作手で。 

○河合惠元委員 もちろんそうだね。それし

かやってはいけないとかいう話ではないもの

だから。 

○事務局 うん。そういうふうにイメージ的

に思われる方もいらっしゃいますので。 

○河合惠元委員 それはもう説明するしかな

いね。万民がいいねと言うわけはないのだか

ら。 

 でも、市民にだとか、他県の人にとか、分

かってもらうにはすごくぼやけていると思う。

だってこんなまちは幾らでもあるのだから。 

○事務局 ありますよね。 

○河合惠元委員 日本中にいっぱいあるじゃ

ん。何が違いがあるのと言ったら、具体的な

内容に絞り込んでいく方がいいと思うのだけ

れども、住んでいる人もここの地域の売りと

は何か、と言えない人が多かったり、どの方

向性に市は行くのだろうということが分かっ

ていないというか。難しいのだけれども。 

 それをやはり市としての方針が、お経を唱

えるように伝えながら市民にも理解してもら

うとか。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 市長が変わろうが何をしよ

うがそこの部分はぶれないみたいな。 

○大石奈保委員 うん。 

○松本吉生委員 でも、いろいろ気を回して

いるというか、先ほどの先生の話ではないで

すけれども、もしかして総花的になってしま

っているので、やはり見えないということに

なっているのかなとかありますよね。 

 行政としては、ここにスポットライトを当

てるとこっちのプランがうるさいとかいろい

ろあるのですけれども、ただ、ある程度のタ

ーゲティングなのかゾーニングなのか、あれ

ですけれども、もうちょっと明確にしていか

ないと、結果的に言うとみんなが分からなく

なってしまうということですよね。 

○事務局 はい。中途半端で終わってしまう

ということですよね。 

○松本吉生委員 ええ、そうですよね。 

 だとすれば、やはり多少は割り切るのか、

割り切ってはいけないのです。河合社長がお

っしゃったように説明して理解してもらえる

ような形というものを作っていかないと、み

んながみんな分からなくて、結局うまく回ら

なくて、いつものパターンかなみたいなもの

で終わってしまったら一番いけないことなの

で。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 もしかしたらそうですね。 

○河合惠元委員 やはりどうしたいのだとい

うものが、どうするぞというようなものがな

いものだから何かぼやけちゃったような。 

 課題とかではなくて、課題に基づいて、こ

ういう課題があるからこのようなことをしな

ければいけないのだというより、こうするぞ

と、こうするために何をすると言った方がち

ょっと本気になれるような気がするのだけれ

ども。もちろん課題があってなのだけれども。

このまちをこうするぞという。 

○石田靖典委員 目標が見えないのですよね。

新城市の平成３０年度までの姿というものが

見えないので、結局そこに向かってこの基本

計画のビジョンを立てるといっても、この目

標がぼやけてしまっているので、進むにして

もどう進もうかということが。 

○松本吉生委員 今、４万８，０００人でし

たっけ。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 それを普通でいくと３万人

を切ってしまうぐらいなのだけれども、たし

かそれを何とか３万３，０００人でしたっけ、

に食いとめようというような話でしたよね。

３万３，０００人ではなかったっけ。何かそ
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のような感じでしたよね。 

○事務局 ３万３，０００人ぐらいでしたよ

ね。 

○松本吉生委員 食いとめましょうみたいな。

そうですよね。 

○事務局 ええ。 

○松本吉生委員 増やすとまでは市長とかも

言っていないのかもしれないですけれども。 

○事務局 まち・ひと・しごとの方でも増や

すとまでは書いていません。 

○松本吉生委員 そうなのです。書けないの

でしょうね、多分。 

○事務局 ええ。 

○松本吉生委員 それはそうですよね。日本

全体が減ると言っているのにここだけ増やす

ということはなかなかね。 

○河合惠元委員 例えば豊川市、人口が増え

ていると思うのです。何で。企業も増えてい

るのだね。何で。知りたいのです。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 何であの住宅地、あんなに。 

○松本吉生委員 家が建つのか。 

○河合惠元委員 はい。田んぼや畑だったと

ころが、調整区域のはずが、何であのような

住宅地になっているのか。田んぼや畑が何で

企業団地になっているのか。では、何で新城

市はできないのか。何が問題なのかというこ

とをぜひ教えてもらいたい。ほかの県が出来

て、市が出来て、何で新城市は出来ないの。

何で新東名のインターが出来たのに都市計画、

新東名を基軸とした都市計画がないの。何で

ないのかなと思うのです。そこにちょっと問

題もあると思う。 

○事務局 はい。 

○大石奈保委員 何かこちらのグループは、

前回の議事録を見せていただいたときにも目

標とか産業とか産婦人科の話も出ていました

けれども、そういう話が中心だったのかな。 

 私はこの間、向こうのチームだったので、

向こうのチームはどちらかというと生活、暮

らしの方が話の中心になっていたのですけれ

ども、何かそこもちょっと、どちらの話をし

ていったらいいのと、関係はしてくるのだと

思うのですけれども、どちらが先というか、

暮らしやすいから人が入ってきて雇用が生ま

れてくるのか、それとも雇用が先で人が来る

のか、どちらから話をしていったらいいのか

なと聞いていて思ったのですけれども。 

○松本吉生委員 確かにそうだな。 

○大石奈保委員 こちらは何かどちらかとい

うと雇用の方が先なのかなとか、目標とか。

でも、途中で人口の話も出たりして。 

○河合惠元委員 どちらも一緒にやらないと

多分だめだと思うのです。 

○大石奈保委員 そういうことですよね。 

○河合惠元委員 切っては切れない、離せな

いから、当然一緒になってしまう。 

○大石奈保委員 はい。 

○河合惠元委員 でも難しく考えてしまうと

何もできないから。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 決めたらやってみる、これ

は行政ではなかなか出来ないことだろうけれ

ども、失敗したらやめる。 

○松本吉生委員 両輪なのでしょうね。 

○石田靖典委員 そうですね。 

○河合惠元委員 その費用を入れたら失敗し

てしまったとか。 

○松本吉生委員 住みやすくても、やはり現

実を考えると教育環境が整っているかとか、

働く場所があるかとかだと、ないとやはり住

めないし、働く場所があってもちょっと住環

境が悪ければという話になって、やはり両輪

なのでしょうね。 

○河合惠元委員 総合的に判断するじゃない、

人は。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○大石奈保委員 そうですね。 

○河合惠元委員 総合的にいい所も悪い所も

あるけれども、総合的に判断して最終的に結
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論を出すというような。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○石田靖典委員 人によっては別に新城市程

度のまちが良いという人もいるでしょうし、

これぐらい、人が少ないぐらいの方がいい、

静かで良いという方もいらっしゃるでしょう

し。 

○河合惠元委員 そうだ、そう、そう。そこ

で言えば、最低あるじゃん、ラインが。 

○石田靖典委員 最低ラインは人それぞれな

ので。 

○河合惠元委員 市として、行政的に維持し

ていくためには何万人いなければだめだとか、

税収がこれだけないと今は維持できないとか。 

○松本吉生委員 でも、それはそれで分り易

いかもしれないですね。 

○河合惠元委員 だったらまずはそこを目指

そうと、めちゃくちゃ大都市になることは難

しいかもしれないけれども、少なくとも今の

暮らしを維持するためには、もうちょっとレ

ベルを上げようと思ったらきっと。 

○石田靖典委員 そうですね。危機意識をみ

んなで共有するというものがありますけれど

も、実際に数値で出した方が、これだけの人

がいればこれだけのサービスが得られますと、

ここまで落ちてしまうとこのサービスが消え

てしまうと。 

○松本吉生委員 松コースにしますか、竹コ

ースにしますか、梅コースにしますか、皆さ

んどうしますか、みたいな。 

○石田靖典委員 嫌らしいですけれども、市

民みんなにその危機意識を共有するというも

のだったら本当に。 

○河合惠元委員 危機意識というより、危機

をあおっても、なかなかうまくいかないでし

ょう。だから、この人口規模で維持するとか、

もうちょっとやはり、例えば産婦人科ﾞが欲

しければ税収を上げなければいけないとか、

人口を増やさなければいけないとか、何かそ

ういう具体的な数値があって、では、それを

目指すぞと、目指すためにはこれが必要で、

これを何とかしなければいけないのだとか。 

 別に今に満足している人はもちろんいるわ

けだし、減っていってしまってもいいよとい

う人ももちろんいるのだろうけれども、３０

年後は多分僕は死んでいるだろうし。でも子

供や孫がいたりとか、何とかここで暮らして

ほしいなとか思う訳だから。 

○石田靖典委員 作手の方なんて１０年後は

分かりませんし。もう大抵じいさん、ばあさ

んばかりですから。 

○河合惠元委員 やはり具体的な数字は出し

にくいのかな。 

○石田靖典委員 それこそ何とかコースは厳

しいとか。 

○河合惠元委員 でも消滅可能性都市とかか

なり前の話があるけれども、人口統計という

ものはかなり当たるという話だね。そういう

ものは分かっているのだね。 

○事務局 人口推計ですか。 

○河合惠元委員 うん。結構当たるというか

分かっているのだね。 

○事務局 ある意味、国の方、研究所の方か

らあおられたというところはあります。何も

しなかったら３万３，０００人。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○事務局 それを何とか、急激な減りを何と

かしてという、下り坂をちょっと緩やかにし

たいということなのですけれども。今日課長

は人口増とお話ししましたので。 

○松本吉生委員 人口増と来ましたからね。 

○河合惠元委員 でもそういうものでいいと

思う。だめならだめ、だめならだめでしよう

がない。そこまでのプロセスをきちんと頑張

ったけれどもだめだったとか。 

○事務局 ただ、大きな目標を掲げて、例え

ば今回の計画を立てるという話にしないと、

坂が、急激がちょっと緩くなって、もうちょ

っと緩くなるかもしれないしというところは

あります、やはり。 
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○河合惠元委員 具体的な話が好きだからそ

ういう話になるのだろうけれど。 

○松本吉生委員 いや、いいアイデアと思い

ます。 

○河合惠元委員 ビジョンだから余り具体的

な話ではないよね。 

○松本吉生委員 ビジョンとはそうですよね。

掲げておくというか、みんなが目指す方向な

ので。 

○河合惠元委員 ただ、課題があって、これ

だけやるのというような、できるのというよ

うなことが。先に考えてしまうのだけれども、

そんなに簡単にできるものではないから。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○事務局 今までやっている事業は、企画サ

イドからはスクラップしなさい、よくチェッ

クしなさい、それから次の事業を考えなさい

と。だけど、今使っていらっしゃる方もいら

っしゃるというところもやはりあるわけで、

それでプラスこれという具体的なものを言っ

ていただけると、すごくありがたいと。 

○河合惠元委員 後ろにいろいろな課の。 

○事務局 課の計画がありまして、こういう

ふうに進んでいまして、課題はこうでこうや

って進めていきますというものが。 

○河合惠元委員 分かっているのだったら１

個ずつやるという話だと思うのだけれども。 

○事務局 はい。やっていくのですけれども。 

○河合惠元委員 課題や問題点は多分分かっ

ている。でも、数値化だとか目標設定だとか

出しにくいのだよね。 

 目標が掲げられていないのにやれと言って

もやれないもんね。どこまでやればいいのと、

何をすればいいのと分からない。 

○事務局 そうですね。 

○松本吉生委員 目標がないとそうですね。 

○河合惠元委員 何をやればいいのと。 

○松本吉生委員 そうですね。目標があって、

現実があって、そのギャップがあるから頑張

ろうという話ですよね。ここまで行こうかと

いうような。 

○河合惠元委員 これは行政批判ではないで

すよ、誰だって、うちの会社だってそうです

よ。目標をきちんと与えないと、そこを何と

かしようとしないわけでしょう。数字がない。 

○河合惠元委員 数字が１個もない。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 これは失敗しても成功しな

くてもいいのだよ、これ。数字もないから。

目標値もないし。 

○松本吉生委員 でも、それは作るのではな

いですか。計画書を平成３０年度前までに。 

 そうですよね。あれは違いましたか。 

○事務局 そうですね。 

○松本吉生委員 そうですよね、当然。途中

で効果測定みたいなことも。 

○事務局 もちろんそれは。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○事務局 チェックをして。 

○松本吉生委員 ＰＤＣＡ管理とか。 

○事務局 数値目標をやはり立てて、ある程

度の一定期間でどこまでいったか、そうする

と、それがだめだったからこうするという改

定をしていかなければいけないものですから。 

○河合惠元委員 今の段階で予算はついてい

ないから出せないよね、これは。 

○事務局 厳しいですね。 

○河合惠元委員 予算の中でやるのか、こう

いう課題があるから予算を幾らつけられるか

という話になるのは、よく分かる。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 やはり新城市産業自治振興

というものを僕が理解できていないのだな、

やはり。産業自治振興。 

○松本吉生委員 産業自治という言葉をちょ

っと使いたいというところもある。そうです

よね。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○事務局 キーですね。 
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○松本吉生委員 そうですよね。もうちょっ

と何か分かりやすいフレーズとか。産業自治

とは新しい言葉で新城市独自の、新城、何か。 

○河合惠元委員 そう、これも分からない。

「市民（ひと）が育て、共に地域をつくる」。

何だろう。 

○松本吉生委員 行政に頼ることなく自分た

ちで頑張りましょうというあれですよね。要

はそうですね。自治とはそうですものね。 

 行政を頼るなと、言い方はちょっと悪いで

すけれども、要は頼り切りとか行政にもたれ

かかりではなくて、市民が自分たちで考えて

自覚を持ってやってくださいねと、そういう

話ですよね。 

○事務局 自治はそういう形になります。そ

れでもちろん行政も絡むけれども、産業の事

業者の方たちとも一緒になって地域の課題を

解決していく流れを作りたいという。 

○松本吉生委員 産官学金でしたっけ。 

○事務局 はい。 

○石田靖典委員 農業的には簡単なのです。

結局、産業自治、産業、農業ですよね。僕た

ちの場合は、新しく人を集めて、既存の人た

ちでもいいのですけれども、新たに組合を作

って、その組合の中で治水とか地域の草刈り

とかもあります、そういう土地の改良もある

ので、そういうものを自分たちで決めて、あ

とはちょっとお金がないとか、市にも話さな

ければいけないというものは組合から市に持

っていって、でも地域は組合とかで自治をす

るという感じですかね。 

 そういうものは分かるのですけれども、持

っていき方が分からないという。 

○河合惠元委員 行政にお願いしたいことは、

僕からマッチングとか、そのようなことを僕

は期待していない。そこには期待できないと

いうか。例えば企業マッチングだったら、銀

行さんの得意分野。もう全国的に、世界的に

マッチング事業をやっているから、そちらの

方が効果的だと思うし、そういうところでは

なくてハード面、法律だとかいろいろな規制

緩和だとか、そういう面。元にいろいろな問

題点がある、その元を何とかしてくれたら、

後は民間がやるよと、そのような所まで入り

込んでこなくてもいいよと思うのだけれども。 

○石田靖典委員 僕たちも自分たちで考えて

お金を稼いでいかないと食っていけないので。 

○河合惠元委員 人材育成だとか、ここを行

政に何か託すというかお願いすることでもな

いし。 

 人を増やすのだったら人を増やせない課題

だとか流出してしまう課題が多分分かってい

ると思う。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 そのハード面を、それを何

とかクリアしようとやってくれたらいいと思

う。例えば、ゾーニングかもしれない、それ

は。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 ここにちょっとまちをつく

りたいねとか、新東名を生かした子育てをす

る世代の人に安価な土地を用意するとか、そ

れはゾーニングするしかないと思うのです。

既存の、家が建たないという条件の土地で建

てるにはどうすればいいのという話だと思う

のだけれども。だからハード的なこと。ハー

ドと言うのかな、そこは。 

○松本吉生委員 ハードですね。まあ、そう

ですね。 

 設楽町とかあれですよね、家を建てるため

に５００万円をもらえて、土地も超安価で渡

しますよと、それを直してここに住んでくれ

るならもう土地をあげますよと、建物を建て

るだけでいいですよと、建物を建てる、家も

５００万円をあげますよというような、たし

かそうだったと思うのですけれども。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 行政が何もかもやろうとす

るから難しくなってしまうと思う。 

 僕、今日もちょっと話したいことがあって、
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企業団地、県だとか市が造ろうとするともう

全部、どうぞここに来てください、までやる

と大変な費用がかかるし、来なかったらどう

するのだ、誰が責任をとるのという話になる

でしょう。 

○事務局 なりますね。 

○河合惠元委員 そこまでやらなくてもいい。

既存ではできないような、今は新東名を基軸

としたことで、ここを企業用地として使えま

すよと、使いたい人、売りたい人、貸したい

人、出来ますよと。一人ですればいい、１か

ら１０まで用意しなくても。あとは民間がや

るからいい。法律か条例の規制緩和をする。

何もかも受け入れると、ぐちゃぐちゃになっ

てしまうかもしれないけれども、そこはやは

りゾーニングをするべき。 

○松本吉生委員 何とか特区みたいなものを

つくって。 

○事務局 特区、はい。 

○松本吉生委員 団地ではないけれども工場

を建てる用意をしておきますから来てくれた

らいいですよと。農業特区のようなものがあ

って、来てくれるなら何か安くするとか。分

からないですけれども。 

○大石奈保委員 特区はいいですね。観光の

部分でも特区となったら、出店したい人はこ

の地域だったら、となるとうれしいですよね。 

○河合惠元委員 真似でいいと思うけれども。

例えば浜松なんかは商業施設ではないですけ

れども、本当に個人事業者というか、何かマ

ニアみたいな人たちが集まるまちが出来たり

とか、何であのようなことが出来るのかなと。

本当にすぐそこの隣の市だったり県だったり、

そこが不思議だよね。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 でも勝手に出来たわけでは

ない。誰か絵を描いているはずだから。 

○事務局 ええ。 

○河合惠元委員 そういう絵描きに聞き込み

をするとか、何か出来ないかなと。 

○大石奈保委員 何かやってくださいとかで

はなくて、やりたい人がやりたいのですけれ

どもと集まれるような特区がやはり受け入れ

る側に用意をきちんとしていないと、移り住

み易いか住みにくいかということにもなって

くるだろうし、商売し易いかしにくいかとい

うことにもなってくるのかなと思います。 

○松本吉生委員 それと、いろいろ直接的な

施策もそうなのですけれども、もしかすると

行政としては、そういうところは自分たちで、

企業であったり、農業の方であったり、畜産

の方であったり、商店主だったり、それぞれ

が民間で、頑張っていない人はいない。頑張

るので。そのもっと上の方の何か行政の縛り

というような、ちょっと取っ払っていただく

ような仕組み、何かやってあげますよと、整

えますよというよりも何かみんなが自由に動

けるような規制を取っ払うというか。 

 今、行政はどうしてもルールとか規制があ

って、その中で出来ること、当然そうですよ

ね、予算があってその中でというような話に

なってくるので。もしかしたらいつも似たよ

うなことをずっとやってきて、またもしかし

たら同じような話みたいな、ちょっと名前が

変わっただけだよねというようになってしま

うので。何か新城市は変わったねというよう

なものが欲しいのかもしれないですね、これ

から動かしていくとなると。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 ましてや第二東名が出来て、

あのようなものは今後１００年経ってもない

ですよね。 

○事務局 ないですね。 

○松本吉生委員 ですよね。今後１００年間

のうちにあのようなチャンスなんて。 

 今はもしかしたら、今後１００年分ぐらい

のチャンスが今来ているのかもしれないから、

何か今。 

○事務局 今ですよね。 

○松本吉生委員 いや、それは来年度からや
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らなければいけないこととか、動かなければ

いけない部分はあると思うのですけれども、

もしかしたらもうちょっと、ゼロベースとは

言わないですけれども、もうちょっと行政と

して既存の概念を少し外してみるというよう

な所で。 

 全部どこでも家を建ててもいいですなんて

言ったら大変になってしまう、ぐちゃぐちゃ

になってしまいますから、だから都市計画が

あるのですけれども、でも、それを少し取っ

払ってみるとか。 

○河合惠元委員 何年前でしたっけ、この都

市計画。何年前の都市計画だったっけ。 

○事務局 都市計画ですか。 

○河合惠元委員 都市計画というか、何だろ

う。新城市の都市計画というか、ここは家を

建ててもいいですよとか、だめですよとか。 

○事務局 区域を張ったときですよね。 

○河合惠元委員 うん。 

○事務局 多分、市になったときですよね、

新城市に。それでまず市になりました、だか

らここは住んでいいですよという区域をかち

っと決めてやっていく、その規制がちょっと

広がらないので調整区域であったり農地法で

あったり。 

○河合惠元委員 調整区域で言えば、調整区

域は何年前から変わってないの。 

○事務局 長篠地域は準用地域に少し変わり

つつありますけれども、長い間ずっと新城市

内は規制緩和になっていないです。そこです

かね。 

○河合惠元委員 そこにも問題、問題という

か今のニーズに合っているかというと。 

○事務局 そこが弾いている理由ですものね。 

○松本吉生委員 働く場所ができるから住む

場所ができるか、住む場所ができるから働く

場所がその後から来るのかと、先ほどの話で

やはり両輪なので、やはりそこは土地という

かそういう計画部分というものが結構。 

 やはり皆さんから聞きます。家を建てたい

と思うのだけれども、ちょっと建てる場所が

ないとか、企業として出てみたいという気持

ちはあるのだけれども、やはりなかなか建て

る場所がないとか、逆に人が少ない、集まり

そうもないのでちょっと進出ができないとか

という話はやはり聞きます。 

○河合惠元委員 災害に余り弱い地域ではな

いですよね。 

○事務局 ええ。 

○松本吉生委員 そういうところはいいとこ

ろですよね。 

○河合惠元委員 その面を前面に打ち出すと

か。いいところだってあるもの。 

○松本吉生委員 めっちゃでっかい土地をつ

くってトヨタに田原市から移ってもらいまし

ょう。 

○河合惠元委員 いいね。 

○松本吉生委員 津波が来てしまいますよと。

新城市へ来たら、スズキとかそうじゃないで

すか、本社は移っているじゃないですか。や

はりそういうことを彼らは考えているわけで

すよね。もう大胆に工業団地どころではなく

て、トヨタさんいらっしゃいというような。 

○河合惠元委員 例えばトヨタが来ないにし

ても、トヨタに関連している、どこの関連で

もいいのだけれども、やはり安全な地域で仕

事をしなさいと、仕事をしないと困るという

ことになっているのだよね。だから浜のほう

から丘のほうに上がってきているというよう

な。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 ただ、ないのだよな、土地

が。 

○松本吉生委員 多分、彼らが来るほど大き

なところはないし、多分、工業団地でつくっ

ているよりもうちょっと小さく欲しいという

方もいらっしゃいます。 

○事務局 いらっしゃるので。 

○松本吉生委員 だから、大きさがちょっと

中途半端という訳ではないですけれども、比
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較的値段が高目で、まあまあの会社を想定さ

れているので。 

石田さんは、農業をされたいとか。やはり

何か、どういうあれで農業をやりたいと来る

のですか。 

○石田靖典委員 会社が嫌になったというこ

とは多いとは思いますけれども。 

○松本吉生委員 いや、新城市を選ぶという

か、土地を選ぶあれで言うと。 

○石田靖典委員 一応、僕の場合は、就農者

フェアというものがありまして、そこで新城

市がブースを出していて、ちょっとこちらの

方にも来たことがあったりとか、あと条件が

それなりに良かったので来たという感じなの

で。 

○河合惠元委員 いいと思ったのだよね。 

○石田靖典委員 はい。 

○河合惠元委員 総合的に見て。 

○石田靖典委員 総合的に見て。 

 それもこの間、県の方が来られたときにち

ょっとお話ししたのですけれども、やはり元

サラリーマンとかだと総合的に考えて、あと、

いろいろな条件の中から一番いい所を選んで

来ると。そのときは新城市のブースの説明が

一番良かったということで、ここに決めまし

たという形で話したのですけれども。 

 何で農業をやるかは人それぞれだと思いま

すけれども。 

○河合惠元委員 例えば、農業をしたい人が

本当に集まってきたら、もっとがんがん、例

えば作手に集まってきたと、それは商売敵に

ならないの。そういう発想ではないの。 

○石田靖典委員 商売敵にはならないです。 

○河合惠元委員 ならないんだ。 

○石田靖典委員 逆に売り場を確保できる、

地域で売り場を確保できるようになるので、

逆に日本全国に売り場を作ることがで出来る。 

他の産地を追い出して。 

○松本吉生委員 大量に安定的にというか、

それなりに数量を確保した上で提供できると。 

○石田靖典委員 はい。ですので、ほかの産

地を追い出すことができるという形になりま

す。 

○松本吉生委員 そうかもしれないですよね。

買う方からすると、やはり安定的な供給をし

てもらえないと、ということがありますから、

そういうものが安定する。 

○石田靖典委員 はい。農業の場合はそうい

うものがあります。 

○河合惠元委員 特別なものではないものね。 

○石田靖典委員 はい。商売敵というよりも

仲間になります。 

○松本吉生委員 なるほど。 

○河合惠元委員 うちみたいな業態が近くに

余りあると困るもの。 

○石田靖典委員 仕事の取り合いになります

よね。僕たちの場合は、卸先はもうＪＡと決

まってしまっているので、個人でやりとりす

る場合は商売敵になりますけれども、個人で

出来るほど大きくはないので、大体みんな仲

間になってしまいます。 

○河合惠元委員 そうか。 

○大石奈保委員 観光の場合もそうだと思い

ます。観光の場合も昔は旅館がお客を取り合

うというような話になっていたのだと思うの

ですけれども、今、絶対的に地域が連携して

１カ所の旅館に滞在する時間なんてたかが知

れているので、もうそこからどんどん広がっ

てもらわないと、もうそこだけでお客さんを

呼び込むなんて難しいのです。ですので、観

光の場合は、逆にもう本当に地域で連携して、

仲間がどれだけいるかということで、もうう

ちからどんどんこちらに行ってください、あ

ちらに行ってくださいという連携をとってい

かないとだめだと思うのです。だから近いか

もしれないですね。 

○石田靖典委員 農業の場合は人を集めて農

協を強くして、強くすればそれだけで影響力

が強くなっていく。その地域、本当に田舎な

んて農協を中心で回っているので、農協がで
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かくなればでかくなるだけ地域が豊かになっ

ていくというような考えなのです。 

 作手は、農協がなくなったらガソリンスタ

ンドやＡコープがなくなって、何も出来なく

なってしまうのです。 

○松本吉生委員 確かにそうですね。 

○石田靖典委員 ですので、ちょっとその辺

はもう危機管理、結構持っています。できれ

ばＪＡに働きかけて新しい人をどんどん入れ

て。その地域を守るということも個人事業主

としては１つやることかなということがある

ので。 

○河合惠元委員 偉いな。 

○石田靖典委員 結局、住む場所がぼろぼろ

では野菜を作るにしてもどうにもならないの

で。作手だと、どうしても今は農協メインで

地域ができている。 

○松本吉生委員 やはり農協さんにはおっし

ゃるとおり地域を支えてもらっているという

ようなところがありますからね。生活インフ

ラから守ってもらっているところですものね、

確かに。 

 これは何か最後に発表しなければいけない

のですか。発表か何かあるのですか。 

○鈴木誠協議会長 簡単に論点を幾つか。ど

のような点でもいいです。 

○松本吉生委員 では、先ほどの。 

○河合惠元委員 ビジョンだから、分かり易

くなければいけないよね。これだけ話を聞い

たり意見を言い合ったりした中でも分らない。 

○石田靖典委員 シンプルなビジョンが欲し

いですよね。 

○河合惠元委員 分からせないといけない。

分ってもらうとは、みんなやるぞということ

だから。 

○石田靖典委員 先ほどの話で人が先か産業

が先かは別としても、人を増やして産業を豊

かにするとか、それをビジョンにするのか、

産業を興して人を呼ぶ、それをビジョンに、

そういうビジョンにするのか。 

○河合惠元委員 何かバランスがとれた地域

らしいが、海というか海産物はないにしても

本当にバランスがとれている、ではなかった

っけ。 

○松本吉生委員 観光と農業と。 

○石田靖典委員 ええ。観光があって農業が

あって、商業もあってですから。 

○河合惠元委員 新城市は広いからバランス

のとれた環境ではあるはず。その数値を、

１％でも１０％でもいいのだけれども、５％

上げる、農業出荷高をこれだけ上げるとか、

そういう割合はどうするのとか、人口を５％

上げる、それにはどうするのとか。 

○松本吉生委員 この戦略１というものなの

ですけれども、この地域内の経済循環は結果

的に言うと、この２、３、４、５をやる中で、

これは全部に掛ってくると思うのですけれど

も。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 この戦略１というものが最

初に来て、２、３、４、５とまた別に立って

いると何かちょっと分かりづらくて、それが

多分、ここで最初に所得と雇用の創出とある

のですけれども、これは実は全部に掛ります

よね。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 だから何か別ではなくて、

これは縦に全部掛っていくのではないかなと

ちょっと思ったので。 

  

（佐藤班討論開始） 

 

○佐藤真琴委員 よろしくお願いいたします。 

 きょうは４人と力強い加藤さんがいるので。 

では、よろしくお願いします。 

 まず、ちょっと話を始める前に、今のプレ

ゼンテーション、お二人からいただいたプレ

ゼンテーションの中で、ちょっと分かりにく

かったこととか言葉の定義とか気になること

を先にちょっと解決したいと思うのですけれ
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ど、どうでしょうか。何かあれば加藤さんに

質問を。 

○加藤商工政策課長 西田さんもそちらにい

るので。 

○佐藤真琴委員 どうですか、何かありまし

たら。 

 では、ちょっと私、一点。１８歳人口がす

ごく流出しているよという話がずっとあるの

ですけれども、具体的に何％ぐらいいなくな

ってしまうのですか、１８歳人口は。新城市

で、１８歳のどのぐらいが出ていってしまう

のですか。 

○西田商工政策課主任 昨年度で言えば７割。 

○佐藤真琴委員 ７割が出ていってしまうの

ですか。 

○西田商工政策課主任 ごめんなさい。就職

する人たちの７割が出ていきます。進学と就

職の割合がちょっと忘れてしまったのですけ

れども、就職の７割が市外、３割が市内です。 

○佐藤真琴委員 これ、多分、進学される方

は、看護学校以外にあるのですか、ここ、新

城は。 

○西田商工政策課主任 ここはないです。 

○佐藤真琴委員 看護学校へ行った人以外の

進学は、きっと。 

○西田商工政策課主任 市外です。 

○佐藤真琴委員 出ていってしまうというこ

とですよね。 

○西田商工政策課主任 はい。 

○佐藤真琴委員 出ていってしまった人とい

うのはどのぐらい戻ってきているのですか。

人口割合でいくと。 

○西田商工政策課主任 それが学校でも分ら

ないそうで、ちょっとまだ調べられていない

です。 

○佐藤真琴委員 体感値でほとんど戻ってこ

ないのか、何となく。 

○加藤商工政策課長 ほとんど戻ってこない

に等しいですよね。一部上場企業が役所と農

協と郵便局という典型的なところで。ほとん

ど戻ってこないです。 

○佐藤真琴委員 その人たちが戻ってこない

から、何か人口が減っていってしまうという

仮説が１つあると思うのですけれども、もう

一個、人口を増やしたいと言っているのです

けれども、どの辺の人口を増やしたいとか新

城市はあるのですか。一番増やしたい人口は

やはり出産人口とか、そのあたりの人が増え

て欲しい。 

○西田商工政策課主任 自分の感覚で言うと、

ＵＩＪターン者とか、例えば新規就農者だと

か、ビジネスを何か起業したいという、コミ

ュニティ・ビジネスをしたいという人だとか、

そういう人たち。 

○天野勇治委員 新規就農と、あとは何です

か。 

○西田商工政策課主任 コミュニティ・ビジ

ネスとか、そういうイメージではいるのです

けれども。 

○加藤商工政策課長 一番の、今のところも

大事で、そこのところが攻めていくところな

のですけれども、新たな産業を作り出すとか

そういう部分で。ただ、一番直面していると

ころは生産人口という部分、直面している製

造業の雇用の方もなかなか集まりにくいとい

うことが現状なので、そこのところは頑張っ

て埋めようと。 

○佐藤真琴委員 ここに既にある製造業の支

店があるのではないですか。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○佐藤真琴委員 多分、横浜ゴムさんとかそ

うですけれども、そういうところに働いてく

ださる方が足りないから連れてきたいのか、

それとも何かもっと違うものでも、企業誘致

も考えていて、そういうもので「ばん」と来

て欲しいのか、どちらなのですか。 

○加藤商工政策課長 いや、企業誘致で「ば

ん」というのは、確かにそれを仕事でやって

いるのですけれども、企業誘致もやっている

のですが、そこに５００人規模だとか３００
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人規模の製造業が来てしまうと、河合さんた

ちのような中小はきっとなくなってしまう。

福利厚生がしっかりしていて、給料を１万円

余分に出しますと言ったら、みんなそちらに

行ってしまいますよね。 

○佐藤真琴委員 確かにそうですね。 

○加藤商工政策課長 現状はですよ。 

○佐藤真琴委員 現状は。働いてくれる人も、

その人口そのものがここに住みやすくなって、

生産人口が増えていくことがやはり一番の狙

いで、それプラスここで業を興すようなＵＩ

Ｊターンの人もそう、新規就農もそうだし、

いろいろな業を興す人たちも増えたらいいな

という２本立てな感じなのですね。 

○加藤商工政策課長 ぜいたくなものばかり

ですけれども。 

○佐藤真琴委員 でも本当ですものね。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○佐藤真琴委員 私の疑問は解けました。他

にどうですか。 

○天野勇治委員 １つ聞きたいのですけれど

も、これ、新城市で考えられたではないです

か。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○天野勇治委員 例えば、よそが、出たこう

いうビジョンとか、多分、どこでも同じよう

な。 

○加藤商工政策課長 多分、全国同じように。 

○天野勇治委員 やっているよね。 

○加藤商工政策課長 はい。進めているはず

です。 

○天野勇治委員 そういうものを見たことは

ありますか。どこか何かすごく新城市だけ違

ったとか、何かそういうところがあると。 

○加藤商工政策課長 ３月の終わりに来てい

ただいて話をしたところだとか、住田だとか

佐倉だとか、千葉の方のところがあるのです

けれども、どこも同じような。 

○天野勇治委員 だよね。そうなるのだよね、

多分。 

○加藤商工政策課長 そうなのですよ。よそ

は中小企業振興条例とかいう名前なのですけ

れども、うちは鈴木先生に来ていただいて、

産業全体ですね。産業を地域でつくり上げよ

うだとか、そこがソーシャルの部分だったり、

コミュニティでも作りましょうよという部分

を含んでいるところがちょっとよそと違うか

なというところなのですけれども、という感

じです。 

 よく言う、自分でもまだよく理解できてい

ない「らしさ」というところが。 

○天野勇治委員 特色ですよね、新城市の。 

○加藤商工政策課長 新城らしらというもの

がやはり欲しいのですけれども、今ある製造

業の方たちは、もう変な話、前にも西紋さん

とも、どこかの方と話をしたことがあるので

すけれども、働いてくれる人がいなくなった

ら別にここにいる必要がないよと、出ていっ

てしまいますよね、ごそっと。そんな急には

ないでしょうけれども。 

○佐藤真琴委員 正直なところ、どうでしょ

う。 

○西紋賢嗣委員 そうですね。多分そうです

よね。 

○加藤商工政策課長 そうですよね。少しず

つラインを減らしていって、最後には出てい

ってしまいますよね。 

 長い目で見るときっとそうなって散ってし

まうので、製造業のことに関して言えば、も

う小さなうちから、今まで物づくりというこ

とに携わることがなかったので、小さいうち

から物づくりに触れさせたり、小中でも企業

見学をしたりだとか、高校生にもどんどん見

に来てもらおうということをやっていって意

識を植えていかないと。先ほど西田さんが言

ったように、外へ出ていってしまったらきっ

と出ていった大学の近くで会社を探すとか、

大学にある求人で見てしまうだとかというふ

うにならないように、そう言えば地元にもあ

んなところがあったなと思ってもらわないと。 
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○西紋賢嗣委員 ただ、うちは製造業なので、

はっきり言いますと、常にどれだけ少ない人

で作れるかということを追い求めていますの

で、いなくなったら出ていくということにな

るかどうかちょっと分らないですけれども。

例えば１，０００人で今作っているものを５

００人で作れた方がいいということになるの

で、それはもう毎日毎日改善だ、改善だとも

ちろんやっていますので、単純に本当は５０

０人で作れるものなら作りたいということが

あるので、そこは単純に人が減ってきたから

行ってしまうということとつながるかどうか

ということは分らない、かなとは思いますけ

れども。 

 できるだけ設備を変えて自動化して、人手

がかからなくて作っていった方がいいという

ことは、もうそれは企業として追い求める宿

命にありますので。 

○加藤商工政策課長 そうですよね。 

○佐藤真琴委員 人数ではないですよね、き

っと。 

○西紋賢嗣委員 うん。 

○佐藤真琴委員 この、何か地の利というも

のはあるのですか、産業的に見てこの場所を

選んだ。 

○西紋賢嗣委員 難しいですね。 

○佐藤真琴委員 アクセスとか含めて。 

○西紋賢嗣委員 うちの場合は、もともと静

岡の三島というところは古いのですけれども、

７０周年といったので、うちより２０年前ぐ

らいに出来ていますけれども。あと、三重県

の伊勢市の方に三重工場でトラック用のタイ

ヤを作っていたのですけれども、車の性能が

どんどん上がってきたので、少し三島で作っ

ているサイズだと、ちょっともう小さいねと

いうこともあって。そのときに、今で言うと、

低扁平というのですけれども、ぺらぺらのタ

イヤになってきていますけれども、どんどん

そういうインチを上げて操縦の安定性を高め

るようなタイヤが求められてきていたときに、

その間ぐらいで探していたみたいです。三重

と静岡の間ぐらいでということで。 

 あとは、この辺ですと自動車メーカーも多

いので、愛知県の中で候補地を探していった

ときにちょうど誘致をしていて、あそこだっ

たらトヨタへ行くのも他へ行くのもそれなり

にアクセスがあるので、ということで選んだ

というふうに聞いています。 

○佐藤真琴委員 多分、人数だけではなくて、

総合的に見たときに、戦略的にこの場所が良

かったということですよね。多分、本当に人

だけという話になったら、短期雇用で採用し

て、寮があるから「ばっと」突っ込んでしま

えば、人の問題は結構どうなのでしょう、解

決するのですか。 

○西紋賢嗣委員 そんな短期雇用でといって

人が集まるか、というとなかなか集まらない

ので、そうはいかないと思いますけれども。 

○佐藤真琴委員 新城市は、今、おっしゃっ

てくださったみたいに、多分、人がいるから

ここに来たということではないということで

すよね。人と場所で誘致されたからここに来

た、そうではないということですよね。 

○西紋賢嗣委員 単純にそうではないです。

多分、あそこの野田の所が大売り出ししてい

たのだと思います。相当、そんなに企業誘致、

そのときも多分、聞いた話だと積極的に進め

ていたらしくて、新城市が。結構安かったの

だと思います、多分。 

○加藤商工政策課長 そうですよね。 

○佐藤真琴委員 今、そういうお話が出て、

人口を増やしていこうと思ったときに、先ほ

どちょっとプレゼンテーションを聞いていて、

何か２種類あるなと思ったのですけれども。

何かこの土地が好きだから帰ってくる人とい

うことと、この土地が有利だから帰ってここ

に住む人という何か２種類があるのではない

かなと思っていて。ただ、この話の筋で、そ

れがぐちゃぐちゃになっているので、マーケ

ティングがきちんとされていないような、そ
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ういう印象があって。何か投網を打てば入っ

てくるような印象があるのですけれども、新

城市としてのこの土地が好きで帰ってくる人

というものも、もちろんここで生まれ育った

り、外から見てすごく魅力的だなと思って来

てくださる人というものも１つだし、産業が

あるから入ってきて、働く場があるし、住む

ところもすごくいいしという、産業の魅力で

入ってきてくれる人という２本柱で考えると

か、そういうものは何か、そういうセグメン

トはされているのですか。入ってくる人の想

定とかはしているのですか。 

○加藤商工政策課長 入ってくるほうの想定

もしていますし。 

○佐藤真琴委員 しているのでしょうね、き

っと。 

○加藤商工政策課長 しています。その入っ

てくるというものは、ＵＩＪとかの話ですか。 

○佐藤真琴委員 ＵＩＪもそうですし、だか

ら、人口の数字の話ではなくて愛着とか、ど

の動機で入ってくるかということの一応想定

はされているのですよね。 

○加藤商工政策課長 一応されています。 

○佐藤真琴委員 そうなのですよね。これに

書かれているものというものは、どちらに向

かっていっているのですか。 

○加藤商工政策課長 ここに書かれているも

のは、どちらかというとＵＩＪに沿ったもの

が多いです。 

○佐藤真琴委員 ここに産業があって、しか

も住みやすそうだから入ってくる、就農もそ

うだし、何かこの地の利があるからここに住

んでみたいなと思って帰ってきてくれる人と

いうものを想定しているのですよね。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○佐藤真琴委員 ここの中で産業を興す人と

いう想定よりも、外からいかに来たくなる新

城、住みたくなる新城になるかという方が主

軸なのですか。どうなのですか。 

○加藤商工政策課長 そうなのですけれども、

新しく高速ができたり、そこそこ浜松にも名

古屋にもというような距離感だったり、新規

就農もそうなのですけれども、ＩとかＪとか

いう部分になるので、地の利を生かして新た

な産業を生み出すという方が、あなたは割合

が高くこれを作っているよね。 

○西田商工政策課主任 その辺を意識してい

なかったのですけれども、魅力、好きだから

というものか有利だからというものは全然意

識していなくて。ただ、今そうやって言われ

てみると、確かにこの土地が有利だからとい

うものでパワーポイントは作っていたと思い

ます。 

○澤上花子委員 何が人口につながるか、そ

れはちょっとまた別のことになるのかもしれ

ないのですけれども、今は本当に趣味を生か

したいという主婦とか本当に大勢いて、自分

で物を作って、それを販売したりという、そ

ういう場所で、今、蒲郡のラグーナだとか、

あと一宮市にすごく大きなイベントがあって、

全国から３００店舗ぐらいの、陶器を作って

いるとかいろいろな人たちが集まるイベント

があって、わざわざそこのチケットを買って

までみんながそれを見に来るというイベント

が多分いろいろな各地でやっていると思うの

です。 

 だから、今ある中で人を呼ぶ、人口はそん

な簡単に増えるものではないと思うので、そ

ういうところに人を呼んで新城市というもの

をアピールして、土地を、せっかく県民の森

とかやまびこの丘とか、本当に自然がいっぱ

いのところがあるから、そういうところでマ

ルシェを開く、そういう何かイベントを新城

市が先立ってちょっといろいろな一宮とか蒲

郡が、どこが主催でやっているのか分からな

いのですけれども、そういうところで全国か

ら人を集め、せっかく高速もできたし、集め

ることによって、そこで何かまた広がるもの

が、１年に１回、２回あるイベントに人が寄

るというような、そういうことも何か栄える
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ことにつながるのかなと思うし、そこでやは

り何か物を作っている新城市の人たちが一生

懸命作って、例えば私だったらそういうとこ

ろに参加するのなら、お菓子を作って持って

くる、そういう形で１年に二、三回すると、

鳳来寺の門谷の小学校でもそういうイベント

がありますよね、そういうものをもっと大き

くするということもいいのかなと。 

 新城市は多分そのような大きいイベントは

ないのかな。豊川でもちょっとあったりしま

すよね。 

○西田商工政策課主任 「ものおとピクニッ

ク」とか「ヒトコトモノマルシェ」とか、そ

ういうものが新しく出来ています。 

○澤上花子委員 そうです、それです。 

 それを市の方でやる、田舎の自然の中でや

るとか。 

 だから、それが人口にはちょっとつながら

ないけれども。 

○佐藤真琴委員 即住民が増える訳ではない

けれども、流動人口が増える。 

○澤上花子委員 うん、増えるということで、

やはり物づくりをしている人たちはそこで頑

張る、楽しさを知って。そういうものも１つ

の産業につながるのかなと思います。 

○佐藤真琴委員 ゆるキャラもすごく、「ど

かんどかん」といろいろな所で出ていますか

ら。 

 もう恥ずかしながら浜松市はすごくお金を

使っていて、本当にやめて欲しいのですけれ

ども。 

○澤上花子委員 家康だったっけ。 

○佐藤真琴委員 家康くん。もう本当に勘弁

してくださいと、もう委員全員が勘弁してく

ださいと言っている、なかなか珍しいイベン

トなのですけれども。もうグランプリをとっ

たからいいでしょうと言われているのですけ

れども。 

 ああいうふうにイベントをすると、やはり

人がたくさん来るのです。集客もすごくある

のですけれども、費用対効果で考えると、か

なりの赤なのです、やはり。 

 浜松市を知ってもらうイベントといっても、

来た人がお金を落とすかというと、実際はそ

んなに落とさないのです。ちょっと私、詳し

い数字を今持っていないので出せないのです

けれども。 

 家康楽市というものをやっているのです。

浜松市が主導して、浜松市役所の横に結構大

きな場所があって、昔、体育館があったとこ

ろを潰して駐車場になっているのです。そこ

にテントを立てて、すごく人は来るし、そこ

にお店を出している人たちももちろんハンド

メイドの人もいるし、まちなかで一晩ちょっ

と何か懐石を食べると１人当たり５万円とい

うようなところのお店とかも５００円とか１，

０００円ぐらいで、例えばすごくいいフグ屋

さんのフグの空揚げとか、そういうものも出

していたりとかして、まち全体が参加してい

るということにはなっているのですけれども、

実際、それでどのぐらいの効果があるかとい

うと、正直、赤字だという統計も出ていて、

それはやはり全国的に見ても、イベントの効

果自体が単発なものだと人の流動はあるけれ

ども、それはにぎわいではなくて何かイベン

トに来て１人１，０００円使ってくれても、

正直、それを行政主導でやってしまうと、結

構大変なコストがかかってしまうと。 

 これ、だめと言っているのではなくて、こ

れ、やり方を考えるといいと思うのです。行

政がお金を出しますと言うと消化試合になる

のです。予算で、では、ことしは３００万円

ありますと言うと、本気で３００万円あるか

らこれをやりましょうとなってしまうのです

けれども、いろいろ考えるところからきちん

と事業化しながら考えてやっていくと意外と

出来て、ちょっと具体的な事例だと、例えば

東北で復興マラソンをやっているのですけれ

ども、その復興マラソンは登米市というとこ

ろでやっていて物すごく田舎なのです。くり
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こま高原駅から何とバスで３０分とか４０分

とかかかるのです。でも、そこに１万人近い

人たちがやってくるのです、２日間で。売り

上げとかいろいろ含めると、税収が３，００

０万円ぐらい。２日間だけで、税収ベースで

３，０００万円ぐらいプラスなのです。そこ

の平均年収が２００万円しかないまちなので、

すごく税収効果なのです。 

 それはどうやって持ってきているかという

と、アシックスさんとか外のところとの、既

にあるマラソンの仕組みをそこに持ってきた

り、あと地元に酒蔵がたくさんあるので、酒

蔵を集めてきて酒蔵の人たちに、みんなにチ

ケット制でお酒を出してもらうのです。とか

すると、外から来た人とか、もう当然、海外

の人も結構いるのですけれども、ランナーで、

その人たちがそこのファンになっていくので

す。年に１回来るのと、その人がスピーカー

になってくれて、今、登米市のお米、台湾で

売られているのです。それはやはりそこで登

米市のお米を食べた人がこれはおいしいねと

言って、持っていって。そういうことをきち

んと興すリーダーみたいな人がやはりいると、

消化試合からきちんとした仕組みになって、

その仕組みに乗っかる人がいるのです、きち

んと。だから、作家とかが仕組みからやろう

と思うと結構大変ですけれども、きちんとリ

ーダーシップを張れる人がそういうふうに興

すと、そういうものもありですよね。 

 そのソーシャルビジネスとかを興すという

ようなことだったのですけれども。でも、そ

れを外とやると考えたときに、それぐらいダ

イナミックなことを考えることも何か、そう

するとそういうことも出来るようになるので

はないかなと思ったりするのですけれども。 

○西田商工政策課主任 自分は外に、東京の

大学に出ていたのですけれども、地元に戻っ

てきたくて、どのような仕事ができるのかと

見たときに、市役所だとか消防だとかがあっ

て、結果、鳳来の市役所に採用させてもらっ

て、今ここにいるのですけれども、自分とし

ては、市として、市役所に入ったからという

こともあるかもしれないのですけれども、地

域づくりにすごく興味を持つようになって、

一回外に出て見てみると、結構いろいろな人

がいろいろなことをしていて、それに関わる

と、そういうネットワークがすごく出来てく

るのです。 

 市役所の職員として、多くの人にそういっ

た地域づくりに関って欲しいと思っているの

ですけれども、例えば、一回地域に出てみる

と、すごく自分はおもしろいと思ったのです。

やはりその入り口というものをいろいろな事

業所に設けてもらうということも、その地域

の魅力づくりの１つにつながってくるし、そ

ういった魅力がある地域になってくれば自然

と人が集まってくるのかなと、集まればまた

そういったようなマルシェだとかやってみた

いという人が出て、それに乗っかる人が来る

という、そういうような循環が出来るのかな

と思うのですけれども、何となく今、澤上さ

んのお話を聞いていてそのイメージが浮かん

できたのですけれども。 

○佐藤真琴委員 何かやはり興すとなると結

構ハードルが高いのですか。 

○澤上花子委員 自分たちが主になって、何

か全然想像が出来ないのですけれども、やは

りそういうイベントに常に参加している人た

ちもいる中で、私は二、三回ちょっとイベン

トに参加したことがあるのですけれども、や

はり主になっている人がいて、まとめてくれ

る人がいて。建設関係の仕事をやっている方

が１年に１回、その自分のイベントにいろい

ろな人たちを呼んで、１０軒ぐらい呼んで。

その中で個人もいろいろなものを持ち寄って、

建設が主になっている人たちは自分のお店を

知ってもらって、網戸の交換をしたりとか、

お家を建てるときにお願いしますというよう

な、実際の仕事につなげている。 

○佐藤真琴委員 何か建築会社は結構ありま
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すよね。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○佐藤真琴委員 この間、セキスイハイムも

似たようなことをやっていて、大阪の梅田の

本社ビルのところで賃料だけで１００万円ぐ

らいするところを賃料を取らないで貸してい

るのです。 

○天野勇治委員 先ほどの話で、ちょっと戻

ってしまうのですけれども、転出者を防ぐの

か移住者を増やすのかという話が先ほど出ま

したよね。どちらで行くのですか。今の話で、

今、途中からイベントをして両方を一緒に行

くのが一番いいのだけれども、でも、平成３

１年には結果を出さなければいけないのでし

ょう、ある程度は。 

○佐藤真琴委員 だから、これ、流出を防ぐ

のか入りを増やすのかといったら、両方やら

なければいけないのですよね、きっと。 

○加藤商工政策課長 両方やらなければいけ

ないのですけれども、転出、学生で出ていか

れる人たちをやめろといって。 

○天野勇治委員 地元にもいいところがある

よといって。 

○加藤商工政策課長 いるわけにはいかない

よね。 

○天野勇治委員 入ってくれるように。 

○加藤商工政策課長 そういうことです。１

回はやはり出ていってしまうことは仕方ない

ので。 

 ただ、地元にもいいところはあるよと言っ

て、素直に入ってもらう人たちを育てるので

すけれども、今の御時世、出ていってしまう

というということが現実なので、そういう方

たちがまた戻ってくることと、移住して来る

人が、外から入ってくるという形ですよね。

出ていってしまう。 

 ただ、もとは住んでいたのでという、西田

くんみたいな。 

○天野勇治委員 移り住んでくる人を増やす

という戦略がメインになるかもしれない。 

○加藤商工政策課長 それは、これで話をし

て。 

○天野勇治委員 そうか。 

 ただ、今の話で高校生のそういうことが、

そういうものもやらなければいけないという

ことですよね。 

○加藤商工政策課長 そうです、そうです。 

○佐藤真琴委員 仮説として、多分、今、こ

この一番もとの仮説は、新城市に戻ってきた

いけれども戻ってきても住めないという仮説

がある気がするのです。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○佐藤真琴委員 きっとそうなのですよね。

なので、そこを何とかしなければいけない施

策の柱と、かつ外側にやはり広告、宣伝もし

ていかなければいけないから、その２つの柱

があるという感じなのですかね。 

○加藤商工政策課長 天野さんが言われたよ

うな話で言いますと、農業なんかだったら、

先ほどの資料の中でも「稼ぐ力」と作手の資

源を生かし切れないと、もう農業しかないじ

ゃんというところがあるのです。 

○佐藤真琴委員 いいではないですか。 

○加藤商工政策課長 はい。会社もない、き

れいな自然と、美しい自然ときれいな川しか

ないだろうというところが。 

 地域ごとにやることも決まってきますし、

新城市だったら製造業があるので、それを何

とかしていかなければいけない。 

 そうやって答えている自分がすごく行政ら

しくて嫌なのです。 

○佐藤真琴委員 行政の人ですから。 

○加藤商工政策課長 そうなのです。 

○佐藤真琴委員 時々忘れてしまうのですけ

れども。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○佐藤真琴委員 出ていったら結構楽しいで

はないですか、世の中。田舎に住む、もちろ

ん田舎は田舎ですごくいいのだけれども、田

舎に戻ってきて住みたいと思うまでに、多分
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いろいろなことを外で経験して、それでもす

ごくいいこともあって、ゆっくり時間の流れ

の中で生きられて、そのときに一番大事なも

のは何だと思いますか。 

○西田商工政策課主任 どちらがですか。 

○佐藤真琴委員 田舎に暮らそうと思って安

心して暮らせるとき、田舎に戻ってきて安心

して暮らせるなという、そうなるために一番

大事なことは何だと思いますか。 

 何かペルソナ的に、例えば３５歳ぐらいで

奥さんと子供がいて、子供が１人、２人くら

いで、まだ子供が小さくて、幼稚園に入るか

入らないかぐらいで、仕事もそこそこやって

きて、何となく横のつながりがあって、新城

市に戻ってきても前のつながりで仕事ができ

るなというような、そのつながりがない今ま

での積み重ねてきたもので新城で何か御飯を

食べていけるなという、そういう人はペルソ

ナとして、その人がここに戻ってこようと思

うときに一番大事なことは何だと思いますか。

判断の最後の背中を押せるような、これだっ

たら新城市に帰ってこられると思うことは。 

○西田商工政策課主任 親がいる。 

○佐藤真琴委員 親がいる。 

 では、Ｉターンとかでもいいですよ。 

○西田商工政策課主任 Ｉターンだったら知

り合いがいるとかですか。 

○佐藤真琴委員 人のつながりですか。と思

うと何だと思いますか。そういう人が帰って

くるときに、例えば豊川市ではなくて新城市

を選ぶ理由。 

○天野勇治委員 この前の横浜ゴムのみんな

家を建てると豊川市へ行ってしまうという話

を聞いて、やはり、でもそうかもしれないな

と思ってしまうものね。 

○佐藤真琴委員 それは何でですか。 

○天野勇治委員 利便性かな。 

○佐藤真琴委員 では、新城市には利便性が、

豊川市と比べると若干落ちる。 

○西紋賢嗣委員 若干。大分。分からないけ

れども。 

○佐藤真琴委員 ここで、狭い範囲で、愛知

のこのエリア、三河というエリアで豊川市と

例えば新城市を比べるとそうかもしれないの

ですけれども、Ｉターンの人は、究極、ここ

と四万十だと思うのです、比べるものが。で

もそのぐらいの感覚だと思うのです、Ｉター

ンの人たちは。出元がない人たち。 

 確かに豊川市とこうやって比べると、同じ

ぐらいの感じで豊川市の方が暮らしやすいな

と思われてしまうかもしれないのですけれど

も、この新城市の魅力を考えるときに余り近

くと比べなくてもいいかなと私は思うのです

けれども。 

○天野勇治委員 僕もそう思うのですけれど

も、でも、働いている人はそうやって思うの

です。 

○佐藤真琴委員 多分、ここにいるとここか

らの目なのです。ここから見たときに外と比

べてしまうのですけれども、私なんかかなり

外なので、かなり外から見ると、何か四万十

とか香川とかかなり近いなとか思うのですけ

れども。静岡だと天竜とかは結構近いなと思

うのです、感覚的に。 

 今おっしゃった地縁の、知り合いがいると

いうような感覚は、結構Ｕターンの人の感覚

だと思うのです。 

○天野勇治委員 農業をやっていて、農業の

中でもいろいろな職種がありますよね。 

○佐藤真琴委員 はい。 

○天野勇治委員 いい意味で同じ業種の人た

ちではなくて、変な話、農業でも全く違うこ

とをやっていて異業種になるのです。 

○佐藤真琴委員 それはトマトとピーマンみ

たいな感じ、そういう感じ。 

○天野勇治委員 そう、そう、言ってみれば。 

 そういう面のところというものはすごくい

いと思うのです。産業として考えると。 

 そういう面では、例えば、石田君とか僕と

も話をするし、だから、その辺がもう少し、



－30－ 

ある程度、作手の中は農業しかないからそう

いう話ができるのだけれども、先ほどの新城

市のそういう他の産業の交流がないというと

ころは、やはりそれはあるのかなという感じ

がします。 

○佐藤真琴委員 産業交流は薄いのですかね。 

○天野勇治委員 どうでしょう。僕もよく新

城市のことは分からないですけれども。 

○佐藤真琴委員 どうなのですか。産業交流

は薄いのですか。 

○西紋賢嗣委員 やっていることが全然違う

といえば全然違うので、難しいのだろうなと

思いますけれども。 

○佐藤真琴委員 ここは企業から見ると生産

拠点、開発拠点。 

○西紋賢嗣委員 生産です。 

○佐藤真琴委員 生産拠点で、開発していく

とするとあれですよね、生産工程の工場とか、

そういう現場改善の手法の、そういうものは

あるけれども、何かすごいゴムの開発とか、

そういうものはちょっと、中央研究所になり

ますよね。 

○西紋賢嗣委員 別のところです、はい。 

○佐藤真琴委員 そうなのですよね。 

 ちょうど今、農業の、あったではないです

か、異業種交流の話。 

○天野勇治委員 今、逆にそれを農協に僕も

言っているのですけれども、農家さん同士は

意外に、話をする人はつき合いがあるけれど

も、もっといろいろな人を集めて、その地区

に住む人をもっと集めて、そういう交流会を

やればいいという話はしているのだけれども、

ちょっと戻ってしまうけれども、作手は加藤

君が先ほど言ってくれたのですけれども、作

手は多分やることがもう決まってしまってい

ると思うのです。大きく、新城市に来ると僕

も産業が分からないですけれども、作手だと、

人口が減るのだから、いかに最低限の人が残

ってくれるかだけを考えればいいと思うしか

ないと思うのです。 

○佐藤真琴委員 減少のスピードを減らして

いくと、緩やかに少なくなっていく、少なく

なるスピードが。 

○天野勇治委員 いや、もうぐんと減ると思

うのです。 

○佐藤真琴委員 ぐんと減るのですね。 

○天野勇治委員 でも、減ったところで安定

すればいいと思っているのです。でも、それ

はしようがないと思うのです。 

○佐藤真琴委員 減るのはもうしようがない。 

○天野勇治委員 しようがないと思うのです。

やはり年齢の、年配者が亡くなって。だけれ

ども、石田君とかそういう新規の人。あとは

先ほど言った地元の農業をやっている僕たち

の子供たちができる環境を作ってあげればプ

ラスアルファになりますよね。 

 だから、ずっと話を聞いていて、僕、作手

は特にやはり農業だと思うと、エリアで考え

ていくと、もう何をやるかというと、多分決

まっていると思うのです。そうすると、この

前言った住宅地がないとか、そういう話で何

となくすっすっと来るのだけれども、ほかの

鳳来であるとか新城であるとか、すごくその

問題はもっとやはりくっと絞っていかないと、

すごくばらけてしまうような気がしてしまっ

て、そこがやはりどこに焦点を絞るかという

ことがやはり。 

○西紋賢嗣委員 何か冒頭で言われた、人口

を増やすのだというふうにおっしゃったので

すけれども、それを目的にしている割には、

これがこうなのかなということがすごく。 

 これで人口が増えるのかなと僕は思って、

でも、今おっしゃっていたように減ることが

前提だというのだと、何かこうなのかなとい

う気もしなくもないのですけれども。 

 増やしたいなら増やすと書いた方がいいの

ではないですかと、一瞬。 

○佐藤真琴委員 横浜市だとこういう感じで

いいのですよね。 

○西紋賢嗣委員 そうかもしれないですけれ
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ども、何か。 

○加藤商工政策課長 正直なところ、天野さ

んが言われたように、こういう人口の、ここ

の部分がいなくなったらこう行くのです。こ

う行ってここがなくなった、この部分を維持

するということが。 

○佐藤真琴委員 人口の取り合いになるので

すよね。これはどこも同じことを言って、こ

の地域も同じことを言っているので、人口の

取り合いになるので、増やすことは難しいと。 

でも、私もちょっと同じことを感じていたの

ですけれども、皆さんはどうか分からないの

ですけれども、課題の感じと目標値が結びつ

いていないのです。ですので具体策もすごく

ばらばらな感じが、若干、私はそういう印象

があるのですけれども。 

 ちょっとそろそろ時間なので、ばっといろ

いろ聞きたいこととか皆さんの質問で来たの

です。 

○西紋賢嗣委員 真ん中で、先ほど折り返し

で各戦略があるではないですか、こうは見て

いると思うのですけれども、この方向から見

ていますね。これをすればこうなる。あと、

それぞれのつながりみたいなことで。 

○佐藤真琴委員 何かポンチ絵で描くと、多

分、あちらこちら行かないですよね。 

○西紋賢嗣委員 その辺がちょっと、何かス

トーリーがあるのではないかなという気もす

るのです。先ほどおっしゃっていただいた、

例えば、何かイベントをしますと、見てもら

う人が増えますと、それによって新城市に触

れる人が増えますと、それでここに住みたい

なと思う人が例えば１０％ぐらいいるとする

とそういう人が入ってきますとか、何かそう

いう、それぞれがぱっぱっとあるのではなく

て、何かつながるようなものがあるのではな

いかなという気が、何となく。 

○加藤商工政策課長 西紋さんが言われてい

ることは非常によく分かります。それをもっ

とストレートに、具体的に、このようなこと

をやってみたらどうだ、あんなことをやって

みたらどうだということをこの場でもばんば

ん言ってくれたらいいのですけれども。 

○佐藤真琴委員 でも、言いたいのですけれ

ども、結局、何に向かっているかのゴール像

が全くないのです。だから、あるべき新城市

という像が何かすごくもやっとしているので

分からないのです。戦略を持たせられないの

で。 

○加藤商工政策課長 今、作り方がまさにそ

ういう、もやっとした感じにしてあるのです。 

○佐藤真琴委員 それは誰が決めるのですか。

ビジョンを決めるリーダーは誰ですか。市長

ですか。 

○加藤商工政策課長 答申をいただいて。 

○天野勇治委員 僕、作手に住んでいて、こ

の課題３の個人所得の市外流出なんか、作手

に住んでいると、あって当然だよなと思って

しまうのです。 

○佐藤真琴委員 使うところがないというこ

と、買い物ができないとかですか。 

○天野勇治委員 いや、やはりそのときぐら

いはまちに出て買い物をしたいと思ってしま

うのです。 

○加藤商工政策課長 西紋さんはどこでした

か、豊川でしたか。 

○西紋賢嗣委員 いや、いや、新城市のピア

ゴの近くの、うちの社宅にも。 

○加藤商工政策課長 そうか、そうか。あの

社宅ですよね。 

○西紋賢嗣委員 はい。 

○加藤商工政策課長 横浜ゴムは立派な社宅

がありますよね。 

○天野勇治委員 これを見ると、では新城市

にも巨大ショッピングセンターの、例えばら

らぽーとを持ってきましょうとか、そういう

ことをしてくれたら、例えば、地元のものを

消費、そこで地産地消とかしない限り、なか

なか地元で消費しないことはないですか。 

 何かすごく、特に。 
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○佐藤真琴委員 これですよね、戦略１の。 

○天野勇治委員 山の中にいると、そんなと

きぐらいはと思ってしまって。 

○佐藤真琴委員 アマゾンで買い物をしてし

まおうと思います、私だったら。 

○天野勇治委員 意外にそういうレベルは、

コープぐらいで終わってしまうのです、やは

り。 

○佐藤真琴委員 これがすごく難しいなと思

うのです。だって使うところがないし。 

○天野勇治委員 生活のある程度の食べる物

とかそういうものの毎日買うものなんかはど

こかで買うのだろうけれども、でもやはり、

これを見て。 

○佐藤真琴委員 使う楽しみも欲しいという

ことですか。 

○天野勇治委員 そうですね、やはり。ただ、

住む良さがあればそこに住むわけでしょう。

ということは、所得はそこそこあって。だっ

て、遊びに行くのは、みんな、例えば、豊川

市に住んでいる人が豊川市で遊ぶばかりでは

ないですよね。住むにはいいかもしれないけ

れども、でも。 

○佐藤真琴委員 豊川市の人は豊川市で消費

するのですか。 

○天野勇治委員 そんなことはないと思いま

すよ。 

○佐藤真琴委員 名古屋とかで消費するので

はないですか。豊橋市とか。 

○天野勇治委員 僕もわからないけれども、

でも豊川市。 

○佐藤真琴委員 どうなのでしょう、ちょっ

と仮説なので全然分からないですけども、で

も。 

○加藤商工政策課長 名古屋ですよね。名古

屋は多いですよ。きっと豊川からだと。若い

子たちは名鉄で。 

○佐藤真琴委員 この地域循環というレベル

はどのぐらいの意味なのですか。イメージな

のですか。この５つの戦略の地域内での経済

循環というもの。 

○加藤商工政策課長 完全に市内です。 

○西紋賢嗣委員 同じ土俵で戦っても無理で

す、多分。 

○加藤商工政策課長 なので、この地域内と

は、あなたは市内で考えているの。 

○佐藤真琴委員 これは。 

○西紋賢嗣委員 使うものでも稼ぐというこ

とを考えた方がいいような気がします。 

○佐藤真琴委員 だと思いますけれども。 

○西紋賢嗣委員 何かよそにはないものを。 

○天野勇治委員 変な話、循環させるならそ

ういう新しいものをよその人に買ってもらう

ような形の方が何か消費は。 

○西紋賢嗣委員 出ていってもいいけれど、

戻ってくる。 

○佐藤真琴委員 とにかく稼ぐから、使うの

も使うみたいな。 

○天野勇治委員 自分たちはよそのものを買

っているけれども、よそから来た人は地元の

ものを買わせるぞというような方が何かいい

ような気がするのだけれども。 

○佐藤真琴委員 多分、食べ物とかは、これ、

すごく可能だと思うのです。 

○天野勇治委員 食べ物はね。そうではなく

て何か。 

○佐藤真琴委員 消費といわれるものですよ

ね。 

○天野勇治委員 うん。 

○佐藤真琴委員 例えば服を買うとか、ただ

遊びに行くとか、そういったものを、お金を

使う楽しみというところになると、やはり外

貨を落として払いたくなってしまうから。 

○西紋賢嗣委員 それはよそに任せて。 

○佐藤真琴委員 そうやって思うと、あとも

う一個、ちょっと話した方がいいなと思った

ことが、この新城市の魅力ある、と言ってい

るのですけれども、これ、自分たちが魅力あ

ると言っているのか、きちんとマーケティン

グをしてどの人たちにとってどういう魅力あ
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るものが何なのかという分析をしたことは、

どうなのですか。 

 例えばこれで、企業人なので、マーケティ

ングのディレクターにこれを出したらぶん殴

られますよね。 

○西紋賢嗣委員 僕もすごく思ったことは、

出ていっている人と帰ってきている人の何か

アンケートをとったとか、そういうものでな

ぜ戻ってきたのかとか、なぜ出ていったのか

というようなデータみたいなものはあるのか

なとすごく気にはなったので。 

○佐藤真琴委員 お客様ですよね。普通に一

般の企業で見ると、お客様のリアルな調査と

いうものは。 

○加藤商工政策課長 そういうものはないの

です。 

○佐藤真琴委員 とりましょうか。１８歳の

人とかをひもづけしていないのですか。 

○西紋賢嗣委員 分かるといいですね。なぜ

ですかと。 

○佐藤真琴委員 今ならグーグルフォームみ

たいなもので、１０分ぐらいで答えられるよ

うなものにしてしまえば。そういうものの、

これ、施策を作るときに、ここにいるメンバ

ーの人たちは、多分、住んでいる中でもある

程度市に愛着があって何とかしたいと思って

いるから、参加、協議してくれる人たちなの

です。でも、こういう人たちは、新城市の中

で恐らく数％しかいないはずです。ほかの人

たちは市民か住民かといったら、ひょっとし

たら、多分、住民なのです。その住民の人た

ちこそ満足度を上げていかないと、やはり難

しいですよね、今の目標達成。 

 その住民の人たちが出ていってしまう、ど

うしようとなったときに、この魅力というも

のがどう設定されているのかがよく分からな

いので、具体的にどうしたらいいか、何を売

ってきたらいいか分からないですよね。魅力

あると言ったときに、自然が魅力ですと言っ

たときに、その情報だけで営業マンとして外

に売りに行けるかといったら、なかなかちょ

っとこれを売ることはやはり難しいところは

あるかもしれない。 

○西紋賢嗣委員 外から入ってきている人は

わかるのですよ、少なくとも。 

○佐藤真琴委員 流入者ですか。 

○加藤商工政策課長 わかりますよね。 

○西紋賢嗣委員 そうですよね。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○西紋賢嗣委員 そこで戻ってきた人、戻っ

てきたというか要は流入してきた人が何でこ

こに来たのですかというものがはっきりして

くると、それが魅力なのでしょうね、多分、

きっと。分からないですけれども。 

 僕みたいに転勤で来ましたという人もいる

かもしれないですけれども。 

○佐藤真琴委員 でも、転勤で来てみたらこ

うでしたというのもそっちになりますよね。 

○西紋賢嗣委員 でも、そこでうちの従業員

で転勤で来た人で、奥さんがここを気に入っ

て住んでいる人もいるのです。家を建てた人

もいるのです。だから、何かそういう人たち

がどこに魅力を感じたかというものをリサー

チした方が多分、いいような気がします。 

○佐藤真琴委員 そうですね。住民の住んで

いく満足度をやはり上げなければいけないと

いう話が、帰ってきたら住みにくいというこ

とはすごく問題なので、住民の満足度を上げ

るには、外から来た人にもやはりちょっと聞

いてみたいですよね。 

 もともと住んでいた方のコメントもすごく

重要なのですけれども、やはり流入者を増や

そうと思ったら、流入者の視点で考えてみた

方がいいのですかね。 

○加藤商工政策課長 そうですね。 

○佐藤真琴委員 また何か地域が違うと多分

違うと思うのですけれども、私も新城市を余

りよく分かっていないので非常に恐縮なので

すけれども、ずっと作手は違うとおっしゃっ

ているではないですか。 



－34－ 

○天野勇治委員 政策が。 

○佐藤真琴委員 政策というか何かニーズが

ちょっと違うという話を、新城の鳳来とかと

はちょっと感じが違うという話をずっとおっ

しゃっているのですけれども。 

○天野勇治委員 エリア的にもね。 

○佐藤真琴委員 エリア的にちょっと違うと

おっしゃっているのですけれども、それ、何

か特区みたいな感じで、作手のための何とか

とかあった方がいいと思いますか。新城市全

体でやっても。 

○天野勇治委員 とにかくやるなら農業で、

農業のことをとりあえず試しに作手でこうい

うことをやって。作手はもう農業だけでいい

の、とりあえず。 

○佐藤真琴委員 作手は農業先進何とかだみ

たいな、農業に特化して。 

○天野勇治委員 新城市の中の農業の政策は

作手でという方が多分はっきりすると思うの

ですけれども。 

 特に今なんか新規就農の方とか、具体的な

話になってしまうかもしれないけれども、農

協にも提案として言っていますが、応募者は

いるのに受け入れきれないみたいなところで

はなくて、１つの会社を作ってしまって。そ

して従業員になってもらう。そして独立して

いくような人はさせるとか。 

 だから、農業に関して作手の中で試すと言

ったらおかしいのですが、分からないけれど

も、少なくとも今よりは人口も増えるだろう

し所得も増えるのではないかなという予感は

するのですけれども。 

○佐藤真琴委員 それはすごく分かり易いで

すね。新規就農の人は基本的に農業をやった

ことがない人が新規就農で来られる訳ですか

らね。 

○天野勇治委員 だから、１００人来て１０

人独立するだけでもいいと思います。あと９

０人、従業員で残っていても３０人になって

しまってもいいと思うのです。毎年どんどん

入れてやって。多分、やりたい人は意外にい

ると思うのです。ただ、お金がなくて独立し

ない、できない人はやはり、起業家でも一緒

だけれども、経験もないから。今、国の事業

とかすごくお金の補助金があったりそういう

ものがあるから、ばんばん受け入れて、ばん

ばんふるいにかける。 

 石田君とも先ほどしゃべったのだけれども、

やはり作手で仕事をすると、本当は住みたい

けれども。やはり新城から通わなければいけ

ないという問題が絶対に出てくるから。やり

出したら絶対に作手に住むと思うのです。ど

れだけ不便でも。そのかわり週に１回、例え

ば焼き肉に行こうとかいう発想になってしま

う。この中のいろいろな施策が出ると思うの

だけれども、農業に関してだけ、ぐっと絞り

出してやっていくならぜひ。他のところは、

例えば観光は鳳来とか、新城はいろいろある

と思うのですけれども。 

○澤上花子委員 作手は若い人がすごく頑張

っていますよね。鈴木製茶さんのお茶屋さん

とか生田さんとか、若手の人たちが本当にそ

こを盛り上げようとすごく頑張っていると思

うから、何か若い人がその気になるような。

何かそういうシステム。 

○佐藤真琴委員 若手育ての何かいい上司み

たいな人がいると多分育つのですよね。２０

代なんかだと。 

○澤上花子委員 そこをすごく盛り上げてく

れるようなものが、作手もそういうものがあ

るのかなと思ったり。 

○天野勇治委員 でもまだ、農協でもなくて

市役所でもないのです。土台だけはこうやっ

て作ってくれるのだけれども、その一個上に

行くともっと良くなるのではないかな。 

○澤上花子委員 今日もたまたままちづくり

の方が来てくれて、やはりコミュニティとい

うことで、まちの人たちが、まずは行きたく

なる、外ではなくて。 

○佐藤真琴委員 まずはそこに住む人がその
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まちのために、家から自分の普段のコミュニ

ティから出るという感じですか。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 ちょっと近いところで今お

っしゃってくださったものと、コミュニティ

ベースも近いのですけれども、モスバーガー

のレタスを作っている鈴生（すずなり）さん

という会社があるのです。モスフードサービ

スというところと提携しているのですけれど

も、レタス屋さんで株式会社なのです。もと

もとは家族経営の農家なのですけれども、そ

この、今、何代目かの若社長が、同じことを

おっしゃっていて、新規就農で来る人たちが

何で来ないのかというと、お金がないのです。

お金がないことと農業で本当に食えるのか分

からない。もともとやっていた人は市場に出

すとこのぐらいとか、お客さんがいてこのぐ

らいとか、例えば、具体的に言うと、ピアゴ

に出してこのぐらいとかいうことがある訳で

す。このことが分からないから、では、と言

って、営業をばんばんかけてきて、この畑を

丸ごと、ここで買ってもらうとかいうことを

やりながらばんばん新人を入れるのです。そ

して３年ぐらいで独立していくのです、みん

な食べていけるから。レタスはめちゃくちゃ

忙しくて、朝４時から収穫するらしいのでヘ

ッドライトをつけながら。だから、すごく厳

しいけれども。ヘッドライトをつけながら。

でも、やはりきちんと食えるし、午後フリー

だったりして、向く人はすごく向くのです。

そして育っていく、住む。でも、だめな人も

やはりいて。 

○天野勇治委員 いる、絶対にいる。 

○佐藤真琴委員 絶対にいるのです。 

○天野勇治委員 うん。 

○佐藤真琴委員 それで、やってみてだめな

人はいなくなるけれども、その鈴生（すずな

り）の社長が言っていたことは、本当におっ

しゃるとおりで、１割残ればいいと。１割残

って、そうしたら、１割ぐらいはやめる人も

いるから、年齢とともにとか、そうすると、

多分やっていけるからといって、それをやる

ためにいろいろＩＯＴとか活用して、監視シ

ステムとか草むしりのシステムを作っている

のですけれども。 

○天野勇治委員 その中で多分、奥さんでや

らない人が何かそういうものをやりたいとか

言って、そういうものが出てくる可能性があ

ると思うのです。 

○加藤商工政策課長 今度プロジェクトに入

っているよな、これ。 

○西田商工政策課主任 はい。 

○加藤商工政策課長 それをそっくりそのま

ま言っておけばいい。そういうふうにしてあ

る。 

○佐藤真琴委員 鈴生（すずなり）さん、私、

ニュービジネス協議会のニュービジネス大賞

というものがあって、そのとき、鈴生（すず

なり）さんが大賞で、その２位をもらったと

きに結構よくしてもらって、同じ年ぐらいで

す、社長。それよりさらに若い人を入れてい

るのです。２０代とか３０代とか。でも、リ

タイアした就農の人も来るのですけれども、

レタスだったらできるのですって、重くない

から。レタスはかさがすごいですけれども。

あと、特殊技術を持っていて、レタスは大き

いほどもうかるのですって、モスのレタスと

いうものは。なので、それをきちんと大きく

虫がつかないように作るという、そのシステ

ムまできちんと持って、年収ベースで１，０

００万円ぐらいになるそうで。 

○加藤商工政策課長 天野さんの半分ぐらい

じゃないですか。 

○佐藤真琴委員 ３分の１ぐらいですよね。

でも、そこで消費していないのです。地域消

費ではないのです。だから、やはり稼いでき

ちんと回していくということがおっしゃると

おりですよね。 

○澤上花子委員 そうやっていろいろなアイ

デアがあっても、そこからがなかなか自分の
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中でも、これが商品になってもっと大量に生

産出来たらもっといろいろな場所に置けてと

かいろいろ考えるけれども、そこまで自分に

まだ力が全然なくて、でも何かこれは絶対商

品になるといいねと言ってくれる人もいっぱ

い、もっと置けるといいねと言ってくれるの

に、そこで出来ないもどかしい自分がいたり

とか、そこでもし作るようになれば、本当に

人を雇って、手の空いている子もいるので、

たくさん、そういう子を一緒にそこで仕事が

出来ると、その子たちも収入になって。いろ

いろ考えるけれども、そこで止まってしまっ

ている、正直、そういうことはある。 

○佐藤真琴委員 今、澤上さんがおっしゃっ

ていることは、５つの戦略の中だと多分２番

の課題になっていて、農業を法人化して人を

雇うという大きさのものへの支援と、多分、

そのお母さんたちが空き時間にちょっとずつ

やりながら、ワークシェアをしながらやって

いくという仕組みは、大きさも違うしやり方

も違うので、施策を分けないといけないので

す。ですので、その辺はちょっと、この五つ

の戦略のこの２つ目とかを違うものとして捉

えないと難しいのではないかなと感じるので

すけれども、どうですか。 

 具体的に産業間連携もそうなると同じよう

な話で、例えばゴムのタイヤと、タイヤメー

カーと大学が産学連携することと、農家とつ

くり手で連携して新しいビスケットをつくる

ことだと、やはり同じ支援ではだめではない

ですか。 

 もちろんこのプレゼンテーションだけだと

全然出てこないのですけれども、最初の話で

皆さんでフリーディスカッションをしたとき

に、特に農業だと農協に新しいコラボが生ま

れるかもというような話も出ているという話

もあったではないですか。それは具体的に次

のステップに行くには、ちょっと何か足りな

いのではないかなと思うのですけれども。今、

それがないような気がするのですけれども。 

 例えば、規格外トマトをペーストにしてビ

スケットにして焼きますとかいうと、物づく

りのところの支援は物すごくあるのですけれ

ども、それは本当に市場ニーズに合っている

かという調査研究費みたいなものは余り使わ

れていないような気がするのです。 

○天野勇治委員 その辺が農協も弱いところ。 

○佐藤真琴委員 なので、いっぱい作るので

はないですか、みんな。でも、何とかカレー

なんて一時期すごくあったではないですか。

カレーとか作り易いから、レトルト。でも、

結局売れないのですよね。 

○天野勇治委員 だから、今はまだ農業の状

況がいいからやっていないかもしれないし、

僕の周りの農家の方たちの所得が。だけど、

やはりあれを持ってくると、先ほどの話で、

地域の名前も売れるしすごくいいＰＲになる

から本当はやるべきだと思うのですけれども。 

○佐藤真琴委員 世界に向けていくとなると

ちょっと難しいけれども、新城市の周りで。 

○天野勇治委員 名古屋に向ければいいので

す。 

○佐藤真琴委員 そう、名古屋に向けて、例

えば、どこでしたかね。ちょっと私、名前を

忘れてしまいましたけれども、どこかで農業

のマルシェをやっていて、駅前でマルシェを

やっているのですけれども、結構、それこそ

一宮とか幸田とか、あの辺の人とかも結構は

行っては売るのですけれども。 

○天野勇治委員 高島屋で何かやっているら

しいです。何かブースだけ貸して。 

○佐藤真琴委員 高島屋とかもやっています

ね。私の友人もイチジク農家なのですけれど

も、１箱５，０００円のイチジクがあっとい

う間に売れてしまうと。すごくおいしいブラ

ンドイチジクなのですけれども。 

 ですので、ものを作ることとか楽しいでは

ないですか。企画も楽しいではないですか。

でも、一番大事なことは売りに行くところで

はないですか。売って、売れて、継続的に売
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れていく。その辺の戦略というものはもう少

しあった方がいいかなと、これは私の個人の

意見ですけれども、というふうに思うのです

けれども、その辺はどうですか。何か戦略的

に地域の力を生かすと書いてあるのですけれ

ども。 

○西紋賢嗣委員 結局、多分おっしゃるとお

りで、もうからないと続かないので。 

○佐藤真琴委員 そうなのですよね。どこに

売れるかという仮説がもうちょっと。その戦

略の中にないのです。敵を知るというところ

が全くない。市場を知るとか。 

○加藤商工政策課長 まだこの書き方という

か、このプレゼンの資料ですけれども、何か

昔ながらの行政っぽいですよね。 

○佐藤真琴委員 誰ですか、作っているのは。 

○加藤商工政策課長 ちょっとまだ攻め足り

ない。 

○佐藤真琴委員 そうなのです。誰に向かっ

て何を売るかとかいうことが全然分からない

ので。 

○加藤商工政策課長 先ほど西紋さんが言わ

れたようなそもそもストーリー性のようなも

のが何か。 

○天野勇治委員 新城市でなくても使えそう

ですものね。 

○佐藤真琴委員 そう、そう。そのままいけ

ます。 

○天野勇治委員 極端に言うとね。それで最

初に僕は質問したのだけれども。 

○加藤商工政策課長 最初に言ったように、

まだぼやっとさせてあるので。今日言ってい

ただいたので、そういうものに肉づけしてく

る、はっきりしたものが。西田君が作ったら

もっと尖ってくるものね。 

○天野勇治委員 尖ってきた方がいろいろ出

ると思うのです、何か。具体的に書いてくれ

ると、例えば。 

○佐藤真琴委員 具体的にこの産業間連携の

話とかは、話してくれるのか分からないので

すけれども、いろいろな企業の戦略室とかに

話を聞きに行く、個人的に。いろいろなこと

をやっているので、おもしろい。 

○天野勇治委員 ここの下にこういうことと

書いてくれると、何かうん、とか思うのだけ

れども、これだけ見るとどのぐらいのレベル

の連携なのかなと、その後を書いてくれると

すごく話がもっとし易いかもしれない。すご

くそれは思う。 

○佐藤真琴委員 そう、そう。全部同じにな

ってしまっているのです。だから農業に対す

る話も。 

○澤上花子委員 生の声を、無理やりではな

くて現場に行って、本当に主婦に話を聞くと

か、本当に小さなものが、何が大きくなるか

分からないから、本当に。だから、そこら辺

を何か場所が。 

○佐藤真琴委員 それを自分で聞きに行くこ

とも１つなのですけれども、結構大変なので、

何か各々のセグメントのリーダーというか情

報通みたいな人のネットワークがあるといい

ですよね。起業家ネットワークの、今のこの

新城市の起業家ネットワークのトレンドをよ

く知っている人とか、農業のここの地域の農

業のトレンドをよく知っている人とか、産業

のトレンドをよく知っている人とか。 

○澤上花子委員 何か今、フェイスブックで

もそうだけれども、本当にやっている人は、

自分のアピールをいっぱいしている人が多分

いると思うから、何かそういうところを聞い

ても、新城市の中でも結構いると思うから、

そういう人をちょっと当たってみるとか、一

応探してみるとか。 

○佐藤真琴委員 ということは、そもそもこ

の５つの戦略がなるいぞ、ぼやっとしている

ということなのですね。 

○澤上花子委員 頑張っている人は本当に頑

張っているから、人の手を借りずに、助けを

借りずに。 

○佐藤真琴委員 勝手にやれる人は勝手にや
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れてしまうのですよね。 

○澤上花子委員 そう、やっていると思う。 

○佐藤真琴委員 ちょっと話をもうちょっと

戻して、この３つの基本方針について、ちょ

っと時間的にも最後なので、検討したいので

すけれども、そもそもこの３つの基本方針と

いうものは、これで何か方向性的にはいいの

ですか。 

○鈴木誠協議会長 そろそろまとめてもらっ

て、きょうのまとめをお願いします。 

○佐藤真琴委員 はい。 

 そろそろお願いいたします。地域産業の発

見と支援、今あるものを見つけ出して、新し

いものを作って、それによって地域をつくっ

ていくという基本方針なのですか。 

○西田商工政策課主任 はい。 

○佐藤真琴委員 という方針なのですけれど

も。 

○西田商工政策課主任 今あるものも、しっ

かりと持続可能なような形で支援しながら、

ただ、それだけではだめなので、戦略でいう

産業間連携だとか人材育成によって新しい産

業を創出しないかだとか、ということも探り

ながら。ただ、もっとその産業で、最初のビ

ジョンでも話したとおり、産業でも地域をつ

くっていくということがこれから必要だと。

ここが自分では新城市らしさなのかなと思っ

たのですけれども、産業がどんどんと入って

くることを謳うところが。 

○佐藤真琴委員 らしさというものがどちら

かというと、この場合は産業に軸がある。新

城市らしさの定義というものが。 

○西田商工政策課主任 ここは、そうですね。 

○佐藤真琴委員 私は気になる。ないような

気がするのですけれども、新城市らしさの定

義は。 

○西田商工政策課主任 僕はその新城市らし

さというものに、この新城市の生活らしさと

いう意味の新城市らしさだったので。 

○佐藤真琴委員 なるほど。 

○西田商工政策課主任 新城市はこうやって

地域づくりに産業もしっかり入っているのだ

よ、ということが新城市らしさになっていき

たいなというものがあるのですけれども。 

○佐藤真琴委員 らしさの１つの軸として、

産業というものもあるということですよね。 

 もっとありますものね。自然とかも。 

 どうですか、この３つの基本方針。そもそ

もこれでいいのかという。方向性は何となく

大丈夫なのですか。 

 何かみんな納得しないということがすごく

問題ですね。 

○天野勇治委員 新城市の地域の産業という

ものは、今のことを言っているのだよね。 

○加藤商工政策課長 もあれば。 

○天野勇治委員 全てを。 

○加藤商工政策課長 今あるものは振興して

いくように。そして新たなものは創出とかし

ていくと。 

○天野勇治委員 新たなものは分かるよね。 

○加藤商工政策課長 これで全てを何とかし

ようという形になっています。 

 ただ、どちらかというと、新たなものを創

出するという方が割合的にはちょっと多い感

じに見えるかなというところです。 

○天野勇治委員 そちらの方を強化したほう

がいいような気がしてしまう。 

○澤上花子委員 今あるもの。 

○加藤商工政策課長 は振興するように。 

○天野勇治委員 それはそのままある程度頑

張ってくださいねと。 

○加藤商工政策課長 盛り上がっていくよう

に支援はしていくけれども、ということです

か。 

○天野勇治委員 そう、そう。何かそちらは。 

○佐藤真琴委員 新しいものもやはりチャレ

ンジをして。だって勝率５割で、４つやって

みて２つ当たればいいわけですものね。究極

は。 

○天野勇治委員 だって、地域産業は、では
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新城市の地域産業は何ですかと言われたとき

に、出ないでしょう。 

○佐藤真琴委員 私もよく分からない。 

○天野勇治委員 だから、僕は地域産業をつ

くらないような形の方が。 

○加藤商工政策課長 自動車関連製造業。 

○西紋賢嗣委員 それは多いですね。そこそ

こ。 

○佐藤真琴委員 それは税収ベースからでは

ないですか。 

○加藤商工政策課長 いや、そうなってしま

うのですよ。 

○佐藤真琴委員 なるほど。中から見ると。 

○加藤商工政策課長 うん、そう。 

○西紋賢嗣委員 でも、分からないですけれ

ども、キーワードは市民の力をもらいながら

となっているのですけれども、これは市民が

望んでいる。 

○佐藤真琴委員 うん、そもそも。 

○西紋賢嗣委員 でも、望んでいなかったら

協力を得られないとか。 

○加藤商工政策課長 そう言われた段階でそ

うですよねという話になってしまう。 

○西田商工政策課主任 そうですね。市民が

何を望んでいるかというところから話が始ま

っている。 

○佐藤真琴委員 市民と協働と言った時点で、

何か行政の都合、コストがかかってしまうか

ら市民の皆さん一緒にやってくださいみたい

な、市民にとって、公共にとって都合のいい、

役所にとって都合のいい協働だったらやはり

広がらないし、本当に市民の一人一人がそれ

は一緒にやっていくと自分たちもおもしろい

し、自分たちも１０年後、いいよねとなれば

いい。なってきますよね。 

○澤上花子委員 旧作手村でパウダーを作っ

ている、そういうものに一緒に話を聞いたり

とかすると、本当にそれが今後に何か本当に

つながっていく、物づくりをしている中でつ

ながっていくかなと思ったりとか。 

○西紋賢嗣委員 例えば、自然と言っていて

工場がぽんぽん建ちましたと、何か違和感が

あるなと。 

○佐藤真琴委員 おかしい、何か一貫性がな

いなみたいな。 

 最初におっしゃったストーリーがないとい

うことですよね。 

○加藤商工政策課長 そうなのですよね。 

 最初に条例を作っているときなんか、市民

は積極的に市内で物を買いますみたいな話を

していましたよね。 

○西紋賢嗣委員 私、条例のときは多分出て

いないのです。 

○加藤商工政策課長 そうか、そうか。そう

いう話をしていたのです。もうそれぐらいの。 

○佐藤真琴委員 買わないでしょう。 

○加藤商工政策課長 積極的に市内の物を買

いましょうという話が出てきて、梅津さんだ、

そんな話を出したら、こんなもの、すごく苦

情が来るだろうと、条例の中で市内の人は市

内の物を買いましょうと。 

○鈴木誠協議会長 では、論点をちょっと整

理していただいて。 

○佐藤真琴委員 資金の循環が、はい。もう

何か納得できないという時点で、ちょっと難

しいのではないかなという。かといってその

代替案があるわけでもないけれども。 

○西紋賢嗣委員 最初におっしゃった名古屋

市を目指しますか。それはないですか。 

 何か具体的にここぐらいの感じを目指した

いなというものはあるのですか。これはよく

分らないですね。 

○佐藤真琴委員 うまくいっている先行事例

は何かあるのですか。 

 もっとすごくいってしまっていますけれど

も、あそこはすごい。 

○西田商工政策課主任 西粟倉とか。 

○佐藤真琴委員 小規模多機能自治ですごく

やっているところはどこでしたっけ。 

○加藤商工政策課長 何をやっているところ。 



－40－ 

○佐藤真琴委員 小規模多機能自治ですごく

うまくいっているところ。雲南。 

○西田商工政策課主任 ああ。 

○佐藤真琴委員 例えば雲南なんかは、かな

りきついですけれども、市民がめちゃくちゃ

乗ってきて、きちんとお金が回る形で市民協

働が結構できていますけれども、やはりああ

いうモデルを目指すのか、ある程度ビジョン

の仮説がないと、みんなに考えてくださいと

言っても意見は出ないですよね、会議で。た

たき台がないので。たたき台がないのに考え

ろと言っても。 

○加藤商工政策課長 そうですね。 

○天野勇治委員 ここに何か戦略の考えとい

うものを、例えばちょっとずつ書いてくれる

と。 

○佐藤真琴委員 ここに戦略の具体策をです

ね。 

○天野勇治委員 うん。こういうふうにする

ということで創出をつくるためにこんなこと

はどうですかと書いていただくと、もっと出

るかもしれないかなと。こうやって、すっと

見るとなかなかちょっとね、だから一回、そ

の辺のところを、思うところを。こういう出

すものは別にしても、ここで話し合いをする

ところでは、よその雲南とかいうそういうと

ころでもいいけれども、新城市ではこういう

ことをしたらどうかなという。 

○加藤商工政策課長 そちら側からこのよう

なことをやったらどうだ、あんなことをやっ

たらどうだということは出ないですか。 

○佐藤真琴委員 出ないと思いますよ。それ

が出たら、それがもし出てお金になるのだっ

たらみんな事業化していると思うのです、勝

手に。 

○加藤商工政策課長 それぞれの立場で。や

れないけれども。 

○佐藤真琴委員 言うことは出るかもしれな

いですけれども、例えば２時間の中の１時間

のディスカッションで出すことは。 

○加藤商工政策課長 そういう話ですよね。 

○佐藤真琴委員 多分、ここ、今、すごく遠

慮し合ってしゃべっていますよ。１人の人が

わっとしゃべってしまうと全然議論が進まな

いから皆さん遠慮がちにしゃべっていて、と

いうか、これ、今、多分、概論のディスカッ

ションでずっと来ていて、各論の話だったら

これ１つだけでもワークショップをやればす

ごく出ると思うのです。 

○加藤商工政策課長 そうなんですよね。 

○佐藤真琴委員 地域の人同士で話し過ぎて

しまってもお互いの利益の話になってしまう

こともあるので、そのメンバーの人選をしな

ければいけないです。 

 もう一個だけ、ちょっと私、すごく気にな

ったことが、この産業間連携というものと、

もやっとし過ぎてしまっていて、結局、交流

とか連携とかは支援するプログラムはいっぱ

いあるけれども、どこもやはりうまくいって

いないではないですか。 

○西田商工政策課主任 はい。 

○佐藤真琴委員 これは足し算だと絶対だめ

で、掛け算で新しい市場を。 

 

（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、時間も来ま

したので、それぞれのグループでいろいろな

議論をしてもらったと思いますけれども、ど

のような観点とか、どのような意見があった

のかちょっと紹介してもらって、詳しいこと

は、これ、テープにとってあったり、あるい

は記録をとってありますので。 

○鈴木誠協議会長 では、松本さんのほうか

らお願いできますか。 

○松本吉生委員 こちらのチームで話したこ

となのですけれども、前回、こちらのテーブ

ル、僕の方のテーブルでやっているときには、

やはり目標とかビジョンが分かりづらいので、

進むべき道をちょっと示した方がいいのでは
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ないかというお話もあって、今回、こういっ

た課題であったりとかビジョン、戦略、それ

に対する施策というものをお示しいただいた

のだなということは理解できまして、基本的

な内容についてもいいのではないかなと思っ

たのですが、目標・ビジョンのところという

ものは、我々、いろいろ回を重ねて、いろい

ろ議論をしているので、我々の中でも分って

いる部分は多いと思うのですけれども、それ

でもやはり一般の方々からすると、ちょっと

分かりづらい部分もまだあるのではないかと

いうことで、目標・ビジョンというものは、

もしかしたらもうちょっと平易な言葉の方が

いいのかなと。 

 産業自治という言葉がキーワードだと思う

のですけれども、産業自治と聞いて本当に理

解できる方々というものがどのぐらいいるの

かなということで言うと、もうちょっと分か

りやすい表現を、例えば、「市民（ひと）が

育て、共に地域をつくる」という言葉なのか、

それとももうちょっと分かり易い表現にする

のかという話が少し出ました。 

 それとあと、いろいろな戦略だったり施策

を打っていくのですけれども、やはり数値と

して見えないとうまくいったのかいかないの

かというところがあるので、いろいろとやる

ことについては数値としてできる限り把握し

ながら、途中経過を見ながら、いろいろまた

うまくいっていることは伸ばして、ちょっと

うまくいかなかったことは違うやり方、もし

くはやめてしまうということも含めてＰＤＣ

Ａ管理ではないですけれども、しっかり管理

していくことが必要ではないかなという話が

ありました。 

 それとあと、施策については、いろいろな

制約がある中で、今、行政の方が施策一覧の

ところで出していただいてはいるのですけれ

ども、もしかすると、いろいろな縛りの中で

考えていただいていて、まだまだちょっとこ

れからというお話ではありましたので、今回、

この中でお示しいただいたところだとは思う

のですけれども、もしかすると、そういった

いろいろな縛りとか制約というものを外して

考えなければならないのかなと。それはもし

かしたら予算というまず一番大切なお金の面

かもしれないですし、例えば条例とか、法律

まではいかないのですけれども、いろいろな

規制というものを取っ払う。例えば、都市計

画を全て取っ払うことはできないですけれど

も、企業立地がしやすいような計画に変える

とか、もしくは家が、自宅が建てやすいよう

な計画をたてるとか、そういうような施策と

いうものも川下の方ばかりではなくて、もう

ちょっと川上のところから考えるといいので

はないかなと。それは、当然、行政の方にい

ろいろお手伝いしていただきながら民間が頑

張るのですけれども、民間は基本的に頑張っ

ていない事業者、個人というものはいないと

思います。みんな頑張っていていろいろ深く

考えてやっていくので、そういった川下では

なくて、もうちょっと上の方からやっていた

だくと、民間が勝手に頑張るのではないかな

というような話がありました。 

 それと、そういった中でどういったことが

出来るかというところまではまだ議論が煮詰

まらなかったのですけれども、新城市は農業

であったり、観光であったり、商業であった

り工業であったりとかということがあるので、

例えば、何とか特区みたいな、そういった仕

組みを行政の方に作っていただいて、その中

で特区の許す範囲内で自由にやっていいよみ

たいなことができると、もしかしたら民間が

自立的に産業自治をしながら動く仕組みがで

きるのではないかなというような話になりま

した。 

 済みません、ちょっと余りまとまらず申し

訳ないのですけれども、このような話でした。 

 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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 では、佐藤さんのほう、よろしくお願いし

ます。 

○佐藤真琴委員 それでは、こちらのチーム

でちょっと話した内容を簡単にまとめたいと

思います。 

 ２つ、最初に鈴木議長のほうから質問であ

った３つの課題でそもそもオーケーかどうか

というところは、みんなオーケーですかと言

った途端に悩んでしまうぐらいにちょっとも

やっとし過ぎていて、分からないので、もう

ちょっと具体的に詰めた方がいいのではない

かということは１つ出ました。 

 基本計画の戦略であるとか方針というもの

についても、少し戦略、具体的にこれはどう

いうことなのかという分かり易い言葉で具体

策が出ていないので、少しそういったものを

盛り込んでいただくと議論ももう少ししやす

かったのかなというふうに意見が出ています。 

 いろいろ話はあったのですけれども、細か

い話から大きな話まであったので、幾つか主

体的なところだけ出させていただくと、まず、

この５つの戦略というものでいきますと、こ

の経済循環に関しては、やはりお金は使いた

いと。ここで普段住んでいるのに、御飯を食

べたり物を買ったりする、生活雑貨品を買っ

たりすることは地域循環でいいけれど、やは

り普段は外でもお金を使いたいので、全ての

経済をここで賄うという、そのような仮説よ

りは、きちんと稼いでお金も使うというふう

にしていった方がいいのではないかという意

見が１つ出ました。 

 産業支援とか育成については、この戦略２

と３については、ちょっとおもしろかったこ

とは、農業の作手の話なのですけれども、農

業、新規就業をしたい人たち、何がハードル

になっているかというと、やはりお金が、や

りたいけれどお金がないとか、来ても受け入

れがうまくいっていないという現状があるの

で、そこをちょっと法人化して新しく入って

くれる人を雇って、ある程度出来るようにな

ったら、自分で自立していく人もいるし、や

めてしまう人もいるし、そこに残る人もいる

し。何か最初の就農するときにお金をくれる

のではなくて、仕組みとしてその人たちを育

てるような仕組みにお金を投入するのはどう

かという話が出ました。 

 産業間連携と地域連携については、出なか

ったのですけれども、この議論の中でもっと

具体的に何かこういうことをしたらどうだ、

ああいうことをしたらどうだというものは出

ませんかという質問が加藤さんからあったの

ですけれども、これは議論がやはり出にくく

て、みんなお互いに遠慮し合って議論してし

まうので、これ自体が総論の話で、この施策

はどうですかとか、この方向性はどうですか

なので、非常に議論が曖昧に、議論自体もす

ごく曖昧になってしまうと。だけど、例えば、

この戦略の中の戦略１、地域内での経済循環

というものを１つテーマにしてこういうこと

はできないだろうか、ああいうことはできな

いだろうかということを地域をよく知る人た

ちとワークショップ形式で、例えば、分科会

みたいな形でやることでたたき台を出せばも

うちょっと話し易いのではないかという意見

も出ました。 

 ある程度仮説の目標がないと、それをたた

くこともできないし、みんな意見もなかなか

言いにくいので、ある程度仮説を出しながら

話を進めていかないと、この議論はずっとこ

のまま平行線上で何となく行政の皆さんがつ

くってくださったものに対してみんなで文句

を言うという図式で終わってしまうような、

ちょっと危機感もあります。 

 最後に、出ていく者は仕方ないけれども、

入ってきたらここはとても暮らしやすい新城

市というものがつくれたらいいのではないか

なと１つビジョンは出ました。今、現状、新

城市は確かに住むことはできるのですけれど

も、外に出ていって帰ってきた人が住みやす

いかとか、今いる人たちが住み続けやすいか
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というと、生活の持続可能性は極めて低い、

生活しにくいと。なので、この地域自体がす

ごく生活し易くなるということも１つ大事だ

し、１つの柱だし、それプラスアルファきち

んと産業として稼いでいく力をつくるという

別の柱で、２つの柱でこの議論を推し進めて

いった方がいいのではないかという意見がこ

っちでは出ました。 

 ちょっとまとまらないですけれども、その

ような意見でした。 

 でも、これから、分科会とかやっていくの

ですよね。 

○鈴木誠協議会長 まさにそのやり方につい

て、今ヒントを与えてくれたので、そういう

やり方がいいのではないかと思います。 

○佐藤真琴委員 何か皆さん、物すごい意見

を持っていらっしゃるし、実際にこういうこ

と、ああいうことというものはあるのですけ

れども、結構、ニッチな、その自分の、やは

りやっていらっしゃる活動の周りに近いので、

ここで総論とともにやはり話すことはちょっ

と難しいのではないかなということは出まし

たので御報告しておきます。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 もうごもっともなところで、今日、実は５

つの戦略というふうにここに出されたものを、

これ、何だろうと、実は見たときに自分も最

初に思ってしまったのですけれども、実は議

論の過程で、条例を一回よく読んでみようと

いうことをやったのです。条例の中の基本的

な方向性、つまり条例を作ってどのようなこ

とを新城市はしなければいけないのか、去年、

調査をして、そしていろいろなヒアリングを

して、アンケートをして、調査の中でそうい

うような、いろいろな場面、場面でやってく

る中で、やはり新城市がすべきこと、あるい

は目指すべきことというところを条例の中に

書き込んだということは、そこのところはど

ういう手順でやるかは別として、やるべき基

本的な方向なのだろうなと、産業振興上やる

べきことなのだろうなと。 

 例えば、地域自治区は新城市で設けている

のですけれども、僕はどうもその地域自治区

の活かし方が新城市は下手だなというふうに

思えてならないのです。 

 僕自身は十何年来、岐阜県の恵那の地域自

治区のプロジェクトに関っていて、今年１０

年目にして株式会社を作ったのです。その前

に農事組合法人を作ろうかとか、株式会社を

去年の段階で２つ作ったのです。僕はちょっ

と立場上、出資は出来なかったのですけれど

も、出資していいよと、１口５万円で１０口

以上でやりましょうと、まずそこから始めて

いきましょうというような形で非常に具体的

にやり遂げてきたのですけれども。新城市の

場合は、例えば地域自治区というものをとっ

ても、何か親睦の会とか、あるいはみんなの

行政の方が準備してくれた予算を上手に使っ

ていくバネだとか、非常に奥ゆかしいところ

があるのです。もっとがめつくなっていかな

ければいけないのではないかというふうに思

われるのです。 

 新城市は、消滅可能性都市だ云々だという

外からどうこう言われたのですけれども、果

たしてそのことがどういうふうに受けとめら

れているのかについても共通のコンセンサス

がないのではないかなと思えてならないとこ

ろもあるのです。 

 ですので、今回、こうやって資料を用意し

て、きょうは厳しい意見をたくさん出しても

らって、まさにそれが狙いでして、何もない

ところだと結局議論が散漫になるだけだと思

うものですから、条例を振り返って、そして

この間のこの協議会の議論を踏まえて、皆さ

んがおっしゃってきたことをずっと振り返っ

てみると、やはり目標があった方がいいだろ

うと。そして、その目標を達成するための計

画を作るべきだろうと。 

 ただ、計画を作る場合でも、やはり条例と
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の絡みの中で分野を作っておいた方がいいだ

ろうと。では、そこに一体何を込めていくの

だろうと。ただ、市民の皆さんに要求するば

かりではなくて、行政はやはり市民の皆さん

が何を言おうとやるべきこととしてはやはり

きちんと明示する必要がある。 

 最後のところに書いてあるのはそれでして、

皆さんがやるべきではないと言っても行政は

これをやります。それは１つの理由があって、

これはやることだし、やれることだろうと。

これは新城市のこれまでのまちづくりの１つ

の派生型、延長線上の中でやるべきことだと

考えているからやる訳であって、さて、そう

すると、市民の皆さんはどういうことをしな

いと新城市はヤバいかというところを今日は

出してもらうということが大きなテーマだっ

たのです。 

 ただし、そこの具体的なことはすぐに出て

こないので、１つは、その何をすべきかをめ

ぐる論点とか観点とか、それから意見の出し

方であるとか拾い集め方であるとか、そうい

うところを今日は皆さんが随分ヒントを与え

てくださったので、これから部会という形が

いいのか、どういう方がいいのか、そして、

ここに書いてあるように５つの戦略そのもの

を全部やるべきなのか、僕は平成３０年とい

うのは、もう明後日のような話ですから、５

つは難しいのではないかと思います。そうす

ると、まず優先的にすべきことは何なのか、

そのあたり、やはりターゲットを絞って、そ

して新城市でこういう市民の皆さんの意見を

踏まえた計画というものをやはり急いで作っ

ていく必要があるのかな、というふうに思え

てなりませんでした。 

 要はこれから新城市で、今、いろいろな多

面的な意見を出していますけれども、最も急

いで力を込めてやっていかなければいけない

ことと、それから、それを行政がやるのか、

それとも皆さんの中の誰かにやはりある程度

費用も出してやってもらうのか、それとも専

門家を連れてくるのか、その辺、やるべきこ

とでとどまるのではなくて、どうやってやる

のかということも含めて、次あたりではっき

りとやはり示していく必要が今回の基本計画

の中ではあるのではないかということを、今

日、皆さんの話を聞いていて非常に思いまし

た。 

 ということで、今日は皆さんから次に向け

てのヒントをもらいましたので、早速分析を

して、そして皆さんにこういうことでいいの

かというふうに問いかけをしますので、皆さ

んに投げたらそれに協力をぜひお願いしたい

と思います。 

 欲張ったことはしませんけれども、確実に

やらなければいけないことをはっきりさせて

一緒にやっていきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、今日、こういうところで一応区

切りにしまして、次に行きたいと思います。 

 

○白井副課長兼商工政策係長 基本的にその

他のところは具体的なものはございません。

次の７月の終わりにこの協議会を設けるとい

うことで、うちの課長のほうからお話があっ

たかなというふうに思いまして、また、日程

の方を決まり次第というか早々に決めさせて

いただきまして皆さんにお伝えしたいなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願

いします。 

○鈴木誠協議会長 それでは、今日第５回目

はここまでで。 

○河合惠元委員 今日が６月１日で、今度、

次回は７月末ですよね。 

○鈴木誠協議会長 そうですね。 

○河合惠元委員 こんなに間が空いてしまっ

ては、難しいと思うけれども。次に丸が打っ

てあるのかな。次に何か形にするということ

だけれども。 

○佐藤真琴委員 何かこれだと契約がとれな

いですよね。会社だったら、きっと。 
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○松本吉生委員 確かに。 

○鈴木誠協議会長 これ、僕はこういうふう

に読んだのです。ビジョン策定は７月末まで

にやらなければいけないと。だからその前ま

でに会を開いて、それでやりましょうという

ふうに思っていたので、ちょっと、今、白井

さんの説明と違っていますけれども。 

 ですから、これ、末にするのではなくて末

までにはつくり上げるぞということで、さあ

どうしましょうということですね。 

○河合惠元委員 ５月で１回飛んでいるから

ということだね、多分。 

○加藤商工政策課長 作り上げてメールでや

りとりしながら皆さんとは頻繁に意見を交換

し合って。皆さん、お忙しいでしょうからと

いう配慮なのですけれども。 

○河合惠元委員 ６月末とか７月頭にもう一

回やるとかということは考えていないの。 

○加藤商工政策課長 今のところはちょっと

考えていないです。 

○河合惠元委員 忙しいの。 

○加藤商工政策課長 またお話を聞きに伺い

ます。 

○河合惠元委員 個人の話はいいから。 

○鈴木誠協議会長 では、そこのところは、

今、前向きな意見をいただきましたので、や

らないということではなくて、むしろやる方

向も探るということで準備をしましょう。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○鈴木誠協議会長 では加藤さん、よろしい

ですね。 

○加藤商工政策課長 はい、結構です。 

○鈴木誠協議会長 では、どうもありがとう

ございました。 


