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○事務局 それでは、皆さん、こんばんは。 

 お忙しい中、皆さんお集まりいただきまし

て誠にありがとうございます。 

 それでは、第６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。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日の出席者は、村松さんが３０分ぐらい

遅れてお見えになるという御連絡をいただい

ておりまして、今現在８名でございまして過

半数の出席者となりましたので、これで会議

が成立ということで報告させていただきます。 

 それでは、ここから協議会の運営規則第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。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 では、皆さん、どうもこ

んばんは。きょうも御苦労さまです。 

 きょうは第６回目の新城市産業自治振興協

議会になりました。 

 この間、議論を積み重ねてきていろいろな

成果も見えたり課題も発見してきたりという

こともありますけれども、この振興協議会、

こういう限られた人数の中でありますけれど

も、ここで、市の方でいろいろな政策を準備

している。その政策は行政が主導するだけで

はなくて、市民や企業の協力・連携が不可欠

であるし、新しいその事業体を創作していく

という点においても、どのような方法がいい

のか、いろいろな知恵を出しながら新城市の

社会を支えていく産業基盤というものを作っ

ていく、そのような点も伺って、協議会とい

うことで、今、議論を進めています。 

 今日は前回の議論を踏まえまして、２つの

報告事項と合わせて協議事項が用意されてい

ますので、これから限られた時間であります

けれども、どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、最初に報告事項から入りたいと

思います。 

 報告事項１として、事業所実態調査につい

て、これを事務局の方から委員の皆様方へ説

明をお願いします。 

○白井副課長兼商工政策係長 まず１番、事

業所実態調査についてということで次第には

書いてあるのでございますが、ちょっとその

前に資料の１ページ目を見ていただきたいと

思います。 

 この委員の異動がございまして、まず、そ

の報告をさせていただきたいと思います。 

 ６番目に書いてあります新城労務対策協議

会事務局の西紋さんが異動になりまして、今

度、菊川倫太郎さんという方が業務課長にな

りました。今回、委員になっていただくこと

の了解をいただいておりますので、菊川さん

へ変更になりました、ということがまず１点

目でございます。 

 ２点目は、９番目に書いてあります一誠福

祉会特別養護老人ホーム麗楽荘の荘長が青山

様から後藤様にかわられましたので、お二人

の委員の方の異動がございまして、変更させ

ていただきますのでよろしくお願いいたしま

すというということが１つ目の報告でござい

ます。 

 それでは、この次第に戻りまして、事業所

実態調査についてということで御報告させて

いただきたいと思います。 

 資料の２ページ目でございますけれども、

新城市事業所実態調査表という表を１枚つけ

てございます。 

 今回、この実態調査につきましては、平成

２７年１２月２５日に議決、施行されました

新城市地域産業総合振興条例の中で第７条の

ところに施策の基本的方向という項目がござ

いまして、地域産業の創造及び発展に関する

政策は次に掲げる事項を基本として行うもの

とする、の第１号のところに、事業所の自主

的な努力を総合的に支援することとうたわれ

ております。 

 解説には、雇用の確保とか消費者を意識し

た商品やサービス開発を積極的に行われる事
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業所・事業者に対して全面的支援を行ってい

きますというふうに謳ってあります。 

 実を言いますと、この取り組む内容につき

まして、事務局の方でまず分からなければい

けないものですから、まず、事業所にお邪魔

させていただきまして、事業所の技術だとか

テクニックとかサービス、商品の開発状況を

お伺いいたしまして、内容をまず知らなけれ

ばいけないものですから、課の職員がお邪魔

してお話を伺うという、実態調査というちょ

っとかた苦しい名前になっておりますけれど

も、お話を伺う機会を設けていきたいという

ふうに考えております。 

 今のところ、平成２８年度としまして製造

業、物づくりをなさっている会社の方々、事

業者の方々へ、１００社ないし２００社へお

邪魔いたしましてお話を伺っていきたいとい

うふうに考えております。 

 その調査用紙がそちらにつけさせていただ

いた内容で、調査する項目でございます。 

 こちらにつきましては、新城市商工会の事

務局の方々にも御協力いただきまして、行政

ばかりではなく商工会の方々と、両者で前に

進めていきたいというふうに考えております。 

 それで、雇用の確保とかサービス等々、一

生懸命頑張っていらっしゃる事業所の方々に

総合的に産業振興施策を検討いたしまして、

それを実務化しまして事業の方に実現化した

いというふうに考えております。 

 また、お邪魔するものですから、いろいろ

なお話をしていただくことがあると思います。

直接、商工政策課で業務的に内容が違うもの

があるかも分かりませんので、そういった内

容をお伺いして、ほかの課が対応するものは

ほかの課にすぐ連絡をいたしまして対応する、

御用聞きみたいなこともしていきたいという

ふうに考えております。 

 もちろんこの調査は来年も続けていきまし

て、いろいろな業種の方々のお話を伺い、産

業政策、振興施策に結びつけていきたいとい

うふうに考えております。 

 まず、第１の報告につきましては以上でご

ざいます。ありがとうございます。 

○鈴木誠協議会長 報告ではありますけれど

も、今、皆さんの方に提案された、紹介され

たことについて、何か御質問とか御意見とか

あれば伺いたいと思いますが。どうですか。 

○松本吉生委員 これは製造業のみというこ

とになりますか。サービス業は後。 

○白井副課長兼商工政策係長 いえ、まず製

造業の方、平成２８年度はそちらの業者の方

を中心に行おうかなというふうに思っており

まして、また来年になったら業種を変えてい

くという方向で考えております。 

○鈴木誠協議会長 毎年これをやらなければ

意味がないということだと思うので、つまり、

一番、これ、目的はまず仲よくなるというこ

とだろうし、実際にどのような事業をやって

みえるのか、現場の声を聞かせてもらいなが

ら、やはりニーズの把握をするとか、あるい

は政策の要望を聞いてくるとかということも

大事になってくると思うのです。 

 でも、これ、やはり先ほど白井さんがおっ

しゃったように毎年やるということなので、

ですから、ことしは製造業をやって来年は別

の部署をやる、それは違うと思うのです。 

 ですから、ことしは、まずは製造業から始

めるけれども、それにプラスして新たなもの

を付加していくということなのです。そうい

う方針ですね。 

○白井副課長兼商工政策係長 はい。 

○鈴木誠協議会長 どうでしょう、松本さん、

遠慮なく、何か注文でもいいし提案でもいい

し。聞いていただいても。 

○松本吉生委員 別にないです。 

○鈴木誠協議会長 いかがでしょう、河合さ

んは。 

○河合惠元委員 組織が何千件なのか何万件

なのか把握していますか。 

○白井副課長兼商工政策係長 ２，０００事
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業所ということで、商工会と打ち合わせして。 

○河合惠元委員 ２，０００件。今、先ほど

課長が言われたこと、またちょっと変わって

しまうかもしれないけれども、今年が、今年

度が１００件。 

○白井副課長兼商工政策係長 いや、１００

から２００ぐらいの。 

○河合惠元委員 その選び方とか何か決めて

いるのですか。製造業は何社。何組織。 

○加藤商工政策課長 製造業の組織ですか。 

約４００です。ざっくり４００。 

○古田産業振興部長 ４人以上で工業統計に

かかっているものが、今、１６０社ぐらい。

プラス、もっと小さいところがあるので。 

○加藤商工政策課長 それに建設とか合わせ

て４００ぐらいです。 

○河合惠元委員 それを何に使うのかという

ことが素朴な疑問で。 

○加藤商工政策課長 先ほど先生が言われた

ような、とりあえず今まで疎遠だったわけで

はないのですけれども、余り行政と民間の方

とお近づきになる機会がなかったものですか

ら、御用聞きを兼ねながら、いろいろな要望

を聞きながらという部分が一番です。 

○河合惠元委員 ただ、時間がかかり過ぎる

と思うのです。 

○加藤商工政策課長 そうですね。 

○河合惠元委員 みんな集まれといって一回

集めてもらったら。何社来るかわからないけ

れども、何曜日に集まれと。 

○加藤商工政策課長 河合さんが代表をなさ

っています商工会の工業部会とかで集まりが

あれば、そういうところに行って、まとめて

お話を聞くということも考えていますけれど

も。 

○河合惠元委員 まずは御用聞きなので、大

変というか必要なことだと思うのだけれども、

何をやっているところとかという情報がまず

知りたいのだったら、新たなこういう条例が

出来て、ということをＰＲしながら、みんな

集まってくれ、頼む、と言ったほうが早くて

結果も出やすいのではないかなと思うのだけ

れども。 

○加藤商工政策課長 それも考えさせてもら

います。 

○河合惠元委員 予算も少なくて済むし。 

○加藤商工政策課長 早速お願いします。 

○河合惠元委員 と、ちょっと思いました。 

○加藤商工政策課長 ありがとうございます。 

○鈴木誠協議会長 いろいろ、ぜひ提案して

もらったらいいと思うのです。 

 ただ、事務局の方も今日は案としてこうい

う調査をやっていくと。 

 ちょうどあれ、センサスがあるかもしれま

せんね。 

○加藤商工政策課長 そうですね。 

○鈴木誠協議会長 そういうこともあるので、

ああいう一般的なものにプラス、さらに新城

の実情というものを公に探っていくというこ

とで、最近は非常にこういうことをやること

が大事だというところも出てきた。 

 その辺は商工会が、実績が十分あるので、

そのあたりの成果を踏まえながら独自性をま

た追求して調査をやっていく、そういうこと

だと思うのです。 

 どうでしょうか、他に。 

○佐藤真琴委員 今年度２００社というお話

なのですけれども、あと８カ月ぐらいしかな

いのですけれども、来年度まで。２００社も

あるとすごく大変かなと思ったので、河合さ

んと同じ意見で、ちょっと集まってくれる人

は少なくても、何かすごく課題意識があって

来てくれる人は前のめりの人たちなので、や

はり一番話を聞きやすい人たちだけでも少し

集まったりして、お互いに横のつながりも見

えるし。 

 少なくとも事業所側からすると、浜松から

もたまに来るのですけれども、この人は何を

しに来たのかわからないとこちらも話せない

ので、何をしに来ましたということは事前に
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分かるようにしてください。 

 河合さんのところのように大きなところと、

私たちみたいな、いわゆる先ほどの零細４０

０件と書いていあるようなところは、欲しい

情報が違うと思うので。 

 商工会の何か大きなことをやっていらっし

ゃるところと一緒に行ったほうがいいだろう

し、私たちの場合だと信金の、中小零細の担

当者、人と一緒に、現場感のある人と一緒に

来ていただいたほうが、来られた方としても

メリットが出やすい。 

 営業マンになられるわけだから、営業マン

がろくな提案を持ってこないと余りこちらも、

多分、話す気にならないと思うので、いい意

見を出していただけるとよりいいかなと思い

ます。 

○鈴木誠協議会長 いい提案ですね。ありが

とうございました。 

 ほか、どうでしょうか。 

 松本さんの研究会も、今の佐藤さん、一緒

に職員の人も。 

○松本吉生委員 そういった意味では、この

前の包括協定などもさせていただいているの

で、例えば、そういうものを５つあるので、

四、五十社ぐらい行けば、なのかな。 

○佐藤真琴委員 新人の営業マンでまだ何か

持っていない子とか、ついていくといいかも

しれないですけれども。 

○河合惠元委員 そうですね。残念ながらう

ちにはいないので。 

○佐藤真琴委員 では、ベテランも。 

○河合惠元委員 僕なのか、わからないです

けれども、あるかもしれないです。 

○鈴木誠協議会長 ついでに、信用保証協会

の職員も説得してというか。それこそ零細の

ところはとても重要ですけれども。 

 今年、信用保証、信用保証とは、要するに、

融資を含めて銀行にいろいろな相談をすると

いう小規模事業所がすごく増えているのです。 

保証申請が、保証承諾が減っているので。 

過去にないぐらいの勢いなので、ちょっとこ

こはやはり、特に経済的に不利なところはも

っと深刻なので、ぜひこの辺の力をまずは。 

 あとは皆さんも、多分、協力してくださる

と思いますが。 

 どうですか。皆さん、何か。 

○佐藤真琴委員 緊張してしまってしゃべれ

ないと思いますけれども、普通の事業者。 

○松本吉生委員 そんなことはないです。 

○佐藤真琴委員 うちの会社に松本さんと市

の人が２人で来たらどうしようみたいな。 

○鈴木誠協議会長 では、ひとまずこういう

ことを始めるので、始めるに当たって、今日

話題に出たように対象をどこにするのか。一

応、製造業を初めとして１００から２００と

ちょっと幅がありますけれども、そこからす

るといいますか、多分それは、これまでの商

工会などの実績を相当、最初は当てにしなが

らということもあると思いますけれども、や

はりそれぞれが事業者のところに出かけて、

なかなかこういう、集まれと号令をかけても

来づらいとか言いづらいとかどうしたらいい

のかわからないとか、事業承継をもう諦めて

いるとかさまざまなところがありますので、

そういったところの情報を考えると、やはり

一方では出かけていって、最初は来るなと言

われるかもしれないけれども、しつこく、仲

よくなりながらそこでこういう調査に協力い

ただくというところはやはり必要なのかもし

れない。 

 その上で、どういう対象がいいのか、どう

いう方法がいいのかはまさに事業をやってい

る皆さんの御経験もあると思うし、その辺を

踏まえてぜひ事務局の方にそれぞれでいいで

すから提案をしていただけると助かります。 

 可能であれば御協力をお願いしたいと思い

ます。 

 では、報告事項の１つ目としては事務局、

それでよろしいでしょうか。今、その意見を

いただきましたので、いつまでに、例えばそ
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ういう情報提供をしてくださればそれを踏ま

えてできるとか。 

○加藤商工政策課長 情報提供は今月中でも

大丈夫なのですけれども、今週中に河合惠元

委員と松本委員のところにはちょっと伺って、

もう少し具体的な話を詰めて動いていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○鈴木誠協議会長 では、河合さん、松本さ

ん、御協力をまたお願いいたします。 

 それでは、２つ目の『市民自治』・『地域

自治』・『産業自治』３つの自治の仕組みと

いうところです。 

 では、これを、事務局の方から説明をお願

いいたします。 

○加藤商工政策課長 それでは、新城市の今

現在の取り組みであります、この『市民自

治』・『地域自治』・『産業自治』について、

私の方から簡単にちょっと説明させていただ

きたいと思います。 

 新城市では、皆さん御存じかと思いますが、

新城市自治基本条例というものが制定されて

おります。この条例は、目的は市民が主役の

まちづくりを推進し、元気に住み続けられる

世代のリレーができるまちをつくること、と

いうふうに謳ってあります。 

 こちらは市民が担う、市民が自治していこ

う、ということを目的として、これを実現す

るために基本的な理念だとか市民と議会、行

政、それぞれまちづくりに関して果たす役割

だとか、お互いがつながり、協力し合う仕組

みについて、ということで条例で定めており

ます。 

 その中で、条例の中には地域自治区につい

て定めてあります。その地域自治という部分

に関しましては、地域の実情を踏まえた施策

を適切なときに実施するということで、地域

をよく知っている、実際に暮らしている住民

の意見というものを大事にしようと、そのた

めには市長の権限の一部をそれぞれの地域へ

移して、現場でその問題を解決していこう、

ということに取り組むために地域自治区とい

うものを設けてあります。 

 新城市内を１０個、中学校区単位ですか。

作手は作手村、新城は中学校単位、鳳来は、

船着は違いますが、１０地区に分けてありま

す。それぞれの１０地区が、作手村、よくこ

こでも話があるように、作手村では農業をす

るところだとか、新城だと住宅地だといろい

ろ地域に特色が分かれているので、それぞれ

の地域の市民の意見を反映できるように、身

近な課題を素早く解決するということに取り

組むために地域が担う、地域が自治をすると

いうことで地域自治ということを定めており

ます。 

 最後に産業自治ということで、この、皆さ

んが協議会で委員となって協議してもらって

いるところが、先回、グループでお話しして

いただいたときも産業自治とは分かりにくい

言葉だという意見もありましたけれども、産

業が担う、産業が自治をしていく、条例の中

にもありますけれども、地域産業の創造と発

展というものは、国・県の取り組みに追随す

るのではなくて、市民、事業者、市がそれぞ

れの役割を果たす、協働することで魅力ある

まちをつくっていく、みずからの意思として

示すため産業が自治するという考え方を示す。 

 今まで新城らしさとは何でしょうかという

ような話をしたときに、新城らしさとは山が

多いだとか観光地があるよだとか、川がきれ

いだという新城らしさではなくて、この地域

自治、産業自治というような、この３つが自

治するという取り組みをしているのはなかな

か行政としては珍しいということで、この新

城らしらさというものがこの市民自治、地域

自治、産業自治という取り組みだというふう

に考えて、これを新城らしさとしてこれから

取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 

 ちょうどこちらの方、きょう見えておりま

す鈴木教授が市民自治に関しまして市民自治
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会議の会長でもありますし、地域自治の仕事

にも携わっていただいております。また、今

日の会議、産業自治振興協議会の会長もして

いただいておりますので、先生からも少しつ

け加えて説明をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○鈴木誠協議会長 今、加藤さんが非常に丁

寧に説明をしてくださったので、若干だけ、

よそ者としてつけ加えることをもう少しだけ

コメントしようかなというふうに思っていま

す。 

 僕は新城市に住んでいる訳ではないし、こ

こで働いている訳ではない、よそから新城市

を見ているわけですけれども、よそから見て

いて本当に評価して応援したくなるなという、

実は取り組みを始めているわけです。 

 なかなか新城市に住んでいて事業をやって

みえる方からすると、こういう姿はなかなか

見えてこない部分もあるかもしれないです。

外から見ると、本当に隣の庭が物すごく生き

生きと、青々としてうらやましいというふう

に言いたくなるぐらい実はいい仕組みを設け

ているのです。 

 それは新城市というところが、これが１つ

の基礎自治体としてまちづくりを進めていく

ことが求められている訳ですけれども、それ

をどうやってやるかということは、実は、か

つては国のいろいろな法律に基づいてとか、

あるいは法律に準じたいろいろな指示に従っ

て取り組めばいいという時代が長く続いてき

たのですけれども、ちょうどバブルの終わっ

た後ぐらいから地方分権ということが言われ

るようになって、制度が変わってくるように

なりました。それがちょうどＩＴバブルのこ

ろに、日本がちょっとやばいぞというふうに

なってきた２０００年ぐらいから本当にがら

っと変わって、特にその後、小泉さんが首相

になったときに自民党をぶっ壊せとか言って、

言い始めて、それで、市町村合併をがんがん

と日本で進めていくということになったとき

に、合併をして強い自治体をつくるばかりで

本当にいいのかという議論がものすごく起こ

って、そのときに合併をするということは、

これは行政の都合でもあるのだけれども、同

時に責任を持ってまちをつくっていく、そう

いうことをやらなければいけない。そのとき

に、それぞれのまちで考えて、独自な方法で

積極的にこれからまちづくりを進めていって

欲しいということを一方で言い始めたのです。 

 なかなかそうは言っても、どうやっていい

のかよく分からないところが多かった中で、

全国で１５の自治体が実はユニークな仕組み

を設けたのです。それが地域自治区制度とい

うものなのです。 

 全国で、今、１，７００弱ぐらいの市町村

がある中で、市区町村がある中で、地域自治

区制度を設けているところは１５しかないの

です。 

 一番しんがりから頑張ってくっついてきた

のが新城市なのです。新城市でこれを設けた

訳ですけれども、１５とはいっても１つ大き

な特徴があって、何かというと、非常に広い

面積で、しかも山間部を抱えているところで

広域合併をした都市、自治体です。こういっ

たところでこの地域自治区制度というものを

導入した訳です。 

 新しい市になったのだけれども、旧来のそ

の地域の特色を生かしながら、そこに暮らす

住民の人たちの参画、協力を得ながらそれぞ

れの地域の良さをつくっていこうと、そして

全市というふうによく言うけれども、なかな

か全市にはなり切れないところもある一方で、

全市の良さというものは、結局はそれぞれの

地域の魅力であるとか、住み心地の良さであ

るとか、それから、子供の元気な声が鳴り響

くような自然の豊かさであるということにな

っていくので、大きくまちが合併しても、結

局は旧来の地域と地域をやはりより良くして

いかなければいけない。 

 そういうことで、これが地方自治法という
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法律できちんと設けられて、それをやるのだ

ったらこれをしっかりと責任を持ってやって

くださいというふうに言われるようになって

きました。それで新城市は、今、全国１５の

市町村の中ではしんがりで、この地域自治区

という制度を導入して、全市でも頑張るけれ

ども、この市内、１０の区割りを設けて、そ

の地域地域の良さを、これも行政も責任を持

ちながら一方で住民も頑張るということで宣

言をして取り組んできているのです。宣言と

いうのは、つまり条例をつくって取り組んで

います。地域自治区条例というものを作って

います。 

 行政も頑張るというふうに言っているのは、

この地域自治区予算というものに１つあらわ

れていて、まち全体の取り組みを責任を持っ

てやるのだけれども、そのまち全体を行政が、

議会が、それらが上から目線でやるのではな

くて、地域地域の予算要求というものを出し

てもらって、そしてそれを行政が責任を持っ

てやるという仕組みを設けているのです。 

 これがうまくいくようになるまで、大体１

０年ぐらいかかるということを豊田市の人た

ちは言っていました。何と言っても住民もこ

んな制度になれていないし、何で行政の仕事

をやらなければいけないのか、給料をもらっ

てないぞということを最初は言っていたので

すけれども、でも、ガードレールのことであ

るとかカーブミラーのことであるとか消火栓

のことであるとか、それから廃棄物の管理で

あるとか、いろいろな地域での困りごととい

うものを、これまでは行政に何とかしてくれ

と言っていたことを、予算を、こういうもの

を検討して予算がついて、どうやったらうま

く、今言ったようなことをクリアしていける

か、それは、きょうは村松先生もお見えなの

ですけれども、そういう地域の医療のことな

どもこういう制度の予算を活用して、医師会

などの協力を得て地域の実情に合った健康管

理とかいうこともやっていこうというふうに

なりつつあるのです。そういうところで地域

の声を聞いて、行政がサービスをしていくと。 

 それから、住民も頑張ろうというところが

地域活動交付金という制度で保障されていて、

この制度を持っているところはなかなかない

です。地域活動の補助金というものは結構あ

るのですけれども、交付金のようにしてそれ

ぞれの地域が何にお金を使うのかということ

を考えて、そして使っていけるということが

出来ているところは非常に少ないです。そう

いう面です。 

 もう一つの、ですから、こういう面では地

域が自治をする。つまり地域に暮らす住民や

人が、こういった人たちが自分の暮らしをよ

り良くしながら、地域社会をより良くしてい

くためにこういう地域自治ということをやっ

ていけるようになったのが新城市の特徴なの

です。 

 すぐお隣の豊田市も新城市に先駆けてこう

いう制度を導入しました。 

 もう一方の市民自治、これが新城市のもう

一つの大きな特徴で、その地域という区割り

にとらわれずに新城市全体を見渡して、やは

り市民がいろいろな夢を描いて、そして地域

を、新城市全体をいい方向に持っていこうと、

そのためにＮＰＯ活動をしたりとか、それか

ら若い人たちでいろいろな提案をしたり、と

いうことができるような仕組み。 

 それから、女性の人たちもここに参加をし

て意見を言ったり、こういう活動をしたり、

市の事業に提案をしたりということができる、

そういう参加の仕組みというものがこの市民

自治というところで、自治基本条例で保障さ

れているのです。 

 ですから、新城市は若者議会とか若者政策

という非常にユニークな取り組みをしていて、

よく若い人たちの仕事がないとか、それから

若い人たちが帰って来づらい町だとか、よく

そういうことを言うところが多いのですけれ

ども、やはりそういう当人の若者たち自身が
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新城市の住み心地の悪さとか、あるいは暮ら

しやすさとか、それから、どうやったらもっ

とここに若い人たちが居を構えて、あるいは

訪れたりすることがし易いのかと。若者目線

で考えて提案しようということを、これをや

っていける条例なのです。 

 これは、全国でもこういう若者条例という

ものを設けて取り組んでいるところは非常に

少ないというところで、市民という一言でく

くるのではなくて、市民を構成しているお年

寄りとか、特にここでは若者、それから女性

という、そういう主人公がまちを良くしてい

く、自治をするというところに特徴を持った、

持っているということなのです。 

 ですから、新城市のまちづくりという一言

で言っても、若者とか女性とか、そして地域

の事業所とか、それから企業とかさまざまな

主人公がこういうまちづくりという１つの政

策に参加・協力をしていけるという制度づく

りというものが出来ていると。 

 それをもっと産業自治という観点でも項目

を１つ設けて進めていこうという、こういう

ことができるようになったのです。市民とい

うこと、これが若者、女性、そして地域とい

うところが市内１０地域のお年寄りとか、そ

れから非常に個性のあるお祭りを維持してい

る団体とかＮＰＯ。 

 そして、それに今度は新城市内で人を雇用

するとか、事業を続けて経済を支えている産

業がここに入ってくるという形で政策、新城

市のまちづくりという政策をいろいろな主体

が協力してやっていこうという体系が出来て

いるというのが新城市の特徴というふうに、

よそ者が見るといいなというふうに思います。 

 この３つが、どこもないところが愛知県内

の５分の４の自治体です。残りのところで市

民自治課、地域自治課というところ。でも、

産業自治というところを持っているのは、今

うたっているところは安城市と知立市と高浜

市と、そして新城市が産業の側面からまちを

良くしていこうということを積極的にまちが

謳って、企業内なりが協力しているのです。

そういう特徴があると思います。 

 済みません、よそから見るとそんなことし

か言えない。 

○事務局 ありがとうございます。 

○鈴木誠協議会長 それで、今の新城市の特

徴である市民自治と地域自治と連動してこの

産業自治、産業がまちをつくっていくという

ことをこれから、では産業がまちをつくると

言っても具体的にはどういう産業がこれから

の新城市のまちづくりに貢献していくことが

できるのか。既存の事業ではどのような関り

をしてもらえたらいいのか。あるいは既存の

事業がもっと発展するにはどうしたらいいか、

こんなことをこれから考えていかなければい

けないということがこの協議会の大きな目標

でもあるということだと思います。 

 そういうことで、この新城市のまちづくり

の模式図、相関図というものを今日改めて皆

さんに提示して、今やっている、やろうとし

ているところがどこなのかということを、こ

れを見ていただきました。実はこれ、見てい

ただくと、真ん中に産業自治と書いてありま

すが、この真横の左側の市民自治を担ってい

る若者や女性の協力も得ていかなければいけ

ないし、それから、地域自治と書いてある右

側のほう、この産業という場合でもその地域

性を考える、山間地区などではこういう山間

地域の、例えば空き家であるとか、それから

校舎を利用して、ここでコミュニティビジネ

スをやっていかなければいけないとかですね。 

 いろいろなことにつながっていきますので、

ですから、産業自治と市民自治と地域自治が

ばらばらではなくて、下のところにも書いて

あるように産業自治を中心として市民自治、

地域自治をうまく活用しながら新城市のまち

づくりをしていこうということが、これがこ

の協議会の大きな狙いでもあるということで

す。 
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 こんなところです。 

○事務局 ありがとうございます。 

○鈴木誠協議会長 では、いいですか。 

○事務局 はい。お願いします。 

○鈴木誠協議会長 それでは、本日の報告事

項は２つぐらいなのですけれども、今日、こ

れからの時間を協議事項、協議内容として 

このことにちょっと力を注いでいきたいと思

います。 

 今ちょっとお話ししたこととも関係するの

ですけれども、新城らしさを生かし、産業と

しての力をつけるにはどうしたらいいかとい

うところなのですけれども、このことについ

て、事務局から説明をお願いします。 

○加藤商工政策課長 こちらの方、協議内容、

今、先生からお話があったものなのですけれ

ども、第５回協議会のときに各班でそれぞれ

お話をしていただいたことを事務局としてま

とめさせていただきました。 

 第４回、第５回とビジョンだとか計画を皆

さんにお示しさせていただいて、それについ

て話をしたところ、大体、内容的には理解で

きたというお話もあれば、もう少し具体的に

どういうことか分かり易く説明してくれた方

が話しやすいと。 

 ここにいる人たちは分っている部分も多い

と思うのですけれども、一般の方からすると

言っていることが分かりづらいなと、産業自

治という言葉がキーワードになるとは思うけ

れども、理解できる人が一般の方でどれぐら

いいるのかということも考えて、もっと分か

り易く表現してくれたらどうかというような

ビジョン・基本計画についてお話をいただい

ております。 

 あと、協議会の考え方で、具体的な話を提

示されて話をしていくと、それについてみん

なが意見を言う、市が決めたことについて意

見を言って叩いていく図式で終わってしまう

危機感が抱かれると。 

 ある程度の仮説目標があって叩くのはいい

ことかもしれませんが、それについて意見を

出して進めていくのならばそのようにした方

がいいと。 

 最終的には、この協議会では数値として見

える形にして、それをみんなでしっかり管理

して進めていくという進め方が必要ではない

かという意見もいただいております。 

あとは、３つの目標に対して５つの政策は

こんな感じでどうだという話をさせていただ

いた中で、地域内での経済循環という話があ

りましたけれども、こちらのほうも地域内で

循環を考えるだけではなくて、外でお金を使

いたいというような部分もあると思うので、

しっかり稼いでいただいてお金も使うという

ような方向性、また、産業間連携と地域間連

携という部分では、この話自体、話をしてい

くとこれがもう総論の話で、なかなか進みに

くいのではないかという話がありました。 

 最後に１つ、地域産業振興と人材育成・確

保という部分では、皆さんが例えばというこ

とで新規就農者の話、やりたいけれどお金が

ない、来ても受け入れ体制がうまく出来てい

ないというようなことだとか、そのことを法

人化して地域で皆さんが入ってきやすいとい

う形をとれば、就農するときに仕組みとして

その人たちを育てる仕組みにお金を投入する

というようなことをしたらどうかという話が

出ておりました。 

 最後に一番のまとめとしましては、出てい

く者は仕方ないけれども、入ってこられる方、

ここで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というお話があった

り、住むことは出来る、だけども出ていって

帰ってきた人が住みやすい、今いる人はさら

に住み続けたいと思うような生活の持続可能

性をもっと求めた方がいいのではないかとい

う話をいただいております。 

 そこで、事務局の方でそれを考えたところ、

この地域自体がすごく生活しやすくなるとい

うことを１つとして、もう一つはこちらの協
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議内容にありますけれども、産業として稼い

でいく力をつくる、また、それを稼いでいく

人をつくるということを協議していきたいと

いうことでこの議題とさせていただいており

ます。 

 本当に簡単ですが以上です。よろしくお願

いします。 

 もう一つ、よろしいですか。 

○鈴木誠協議会長 どうぞ。 

○加藤商工政策課長 先回からもう一月余り

たってしまって、なかなか皆さんには非常に

伝わりにくいと思うのですけれども、今回、

第６回の会議は早急にまとめまして、第６回

はこのような会議でしたということで、その

中から次回はこういうことを検討していきた

いということを早目に提示させていただいて、

次回につなげていくようにしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 この会自体も最初は７月

末ぐらいというふうに言われたのですけれど

も、河合さんが、それでは忘れてしまうとい

うことで、早目にやろうということを提案し

ていただいたことから、こうやってこの時期

に持つことができました。もっともっと委員

と事務局の運営を密にして、やるべきことを

明確にして取り組んでいこうということを宣

言していますので、また協力をお願いします。 

 それでは、この間の議論の積み重ねも踏ま

えて、今日はこの地域自体がすごく生活しや

すくなる、そのためには今後何をどうすべき

か、何をするか。それから、産業として成立、

あるいは産業として稼いでいく、稼いでいけ

る人材をつくるにはどうするべきか、こうい

うことについてこれから２つのグループに分

かれて議論をしていきたいというところです。 

 また松本さんと佐藤さんに少しリードして

いただいて、今日のテーマをよくお分かりに

なっていますので、皆さんをリードしていた

だいて、議論を深めていくようにしたいと思

います。 

 それでは、ちょっとテーブルを作りますの

で、協力をまたよろしくお願いします。 

○事務局 それでは、Ａグループということ

で佐藤さん、梅津さん、天野さんと澤上さん

がＡグループ。 

 Ｂグループが松本さん、河合さん、村松さ

ん、石田さん。 

 ということでグループに分かれていただき

たいと思います。 

 では、Ｂグループの方はこちら、Ａグルー

プの方はこちらということで、移動を済みま

せん、よろしくお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 それでは、今から時間も

限られていますけれども、５０分ぐらい時間

をとって、それぞれのグループで議論をして

いただきたいと思います。 

 今、皆様のテーブルの方には事務局の皆さ

んも入ってもらいましたので、事務局の皆さ

んも議論に関ってもらっていいと思います。 

 ただ、事務局と皆さんとの意見交換という

形とか説明会になってはいけないので、事務

局の皆さんも皆さんと一緒に議論へ参加して

いけるような、そんなことを意識して進行を

お願いしたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 

（佐藤班討論開始） 

 

○佐藤真琴委員 では、よろしくお願いいた

します。 

 という話があったのですけれども、まちづ

くり、３つの自治の中で、このところが、今、

話し合っているところで、この中のここを達

成していくために、今日は３つのテーマが出

ていまして、今、御自身がされている仕事に

ついての支援とか連携はどのようなものがあ

ったら、より自分の事業が加速して、より事

業が発展すると思いますか、ということが１

点目。 
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 ２点目は、この新城市の産業、自然、文化、

人、新城市を広く生かした、あれば利用した

いと思うものはどのような産業ですか。これ

は何か、もやっとしていて難しいですね。 

 ３つ目は、その産業を実現する人をどのよ

うに育てればいいですかという２つの軸に分

かれていると思うのですけれども、まず、御

自身のされているお仕事について、どのよう

な支援とか連携があると、よりお仕事をやり

やすくなるかという意見交換をしていきたい

と思うのですけれども。 

 どういう順番で行きましょうか。 

 やはり、あいうえお順で天野さん。 

○天野勇治委員 そうですか。 

 僕は農業ですので、自分の作っているもの

でお米と子牛ということで、その２つで出し

たのですけれども、お米のほうは地元の、ミ

ネアサヒというブランドがあるのですけれど

も。そのブランド力のアップ。 

○佐藤真琴委員 ブランド力のアップ。 

○天野勇治委員 だから、やはり中山間地で

やっていくには、例えば安城の価格と同じで

はだめ、全然、何十分の１になってしまって

立ち向かえない。 

○佐藤真琴委員 そうなのですか。 

○天野勇治委員 価格が一緒であると。だか

ら、いかに付加価値をつけて。 

 だから、そうしないとやはり、それだけで

もなかなか難しいのだけれども、そういうこ

とを思うとやはり、例えば妙な話、農協にお

米を出荷してミネアサヒといっても新城に出

すと、ミネアサヒはミネアサヒで全部値段が

一緒なのです。 

○佐藤真琴委員 では、その産地ではなくて、

どこでとれたのか。 

○天野勇治委員 もう結果の、ブランドで値

段が決まってしまっているのです。 

 だから、農協にもそのような話をするのだ

けれども、やはり地元の農協の中で、やはり

どこどこ産の何々は違うのだよという、そう

いうものを作っていって欲しいということが

やはりお米の方は１つあります。 

 もう一つ子牛の、繁殖和牛をやっているか

らあれなのですけれども、１つは僕たちが子

牛で出荷したものが肉になるのですけれども、

それを例えば肥育屋さんが買っていって、肉

になるのですが、たまたま今、新城の市場の

購買者というものが、県外が７割とかそんな

感じなのです。愛知県内は３割ぐらい、極端

に言うとそのぐらいの差があるのです。 

 というのは、もうずっと５年ぐらい前に、

価格が低迷していたときに、よそは高いのだ

けれども新城の市場だけ安いと、そのときは

県内の購買者が７割から８割だったのです。

県外はすごく値段がいい。なぜかというと、

愛知県はブランドがない。肉の。 

 結局、そこがだめで、地元の人だけの肥育

屋を頼っていたら死んでしまうから、松阪の

人を呼び込みに行ったりとか、意見を聞いて、

今、この５年ぐらいで逆転したのです。県内

の購買者が３割、県外が７割という形で、た

またま相場も良くなってきたからあれなので

すけれども、そういう意味で、やはり今は地

元のブランド、三河牛というブランドがある

のですけれども、それのやはり、お米とよく

似てしまっていますけどブランド力のアップ。

あと、もう一つは、今までの新城の市場に来

ていた人というのは、新城の市場は日本全国

でも下から数えたほうが早いぐらいの小さな

市場なのです、取り扱い頭数が。ということ

は大きなお客さんというか、市場からはなか

なか来づらいというところで、それでも来て

もらえるような市場、付加価値、牛の付加価

値であるとか、その内容をしていきたい。そ

うなると僕たちの愛知東だけでは全然どうし

ようもないから、県内の方でまとまりをつけ

て、結局、新城の市場の４割ぐらいが愛知東

の牛なのですけれども、結局、４割良くても、

後の６割がだめだったら、結局、新城の市場

はだめだなとなってしまうから、今は逆に、
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たまたま僕たちの和牛の子牛の世界では、今、

僕が動いていることは、県内単位で良くして

いこうということを、今、なるべく持ちかけ

ているというか、一応、そのようなことを自

分の中でやっていけば、もっとよく、悪いと

きが来ても助けるような形になる、抑えられ

るというか、一応そのようなことを思いまし

た。 

○佐藤真琴委員 県単位で、牛に限って言う

と、やはり県の単位で新城牛ではだめなので

すけれども、県単位だと何とか牛というすご

く強い、例えば松阪というような、そういう

ようになっていくと外と闘い続けていけると

いうことですか。 

○天野勇治委員 松阪牛というのは、肉牛な

のです。僕たちは繁殖の子牛だから。 

○佐藤真琴委員 子牛がその先、どこかに行

ってブランド化。 

○天野勇治委員 子牛が、肥育屋の松阪牛の

人が買ってくれるような牛。 

○佐藤真琴委員 松阪牛につながる、松阪牛

のもとというような。 

○天野勇治委員 そう、そう。それになるよ

うなものにしていこうと。例えば、飛騨牛と

か近江牛とかいろいろあるのですけれども、

結局、僕たちはどうしても中継、中間の仕事

になりますので。だから、愛知県の三河牛と

いうものも大事にしながら、一方ではそうい

う他県の本当にブランド力のできたところに

合わせることもやっていかないと、というこ

とのその２つかなというふうに一応思って書

いたのですけれども。 

○佐藤真琴委員 戦略的に三河牛。でも、行

き先はある程度決めてしまって、ここ向けの

牛というものを作れるぐらいになると、より

安定するのですか。 

○天野勇治委員 そうですね。 

○佐藤真琴委員 そうですよね。 

○天野勇治委員 ただ、県下で協力するとい

うことは、ただ、頭数がいないと、やはり来

てくれないのです。 

○佐藤真琴委員 規模を押さえておかないと。 

○天野勇治委員 そうです。だから、今はい

かに。具体的な話になってしまうと、市場の

頭数を増やすために県内の努力とか、あとは

県外から一緒に、例えば県外から新城はまあ

まあ売れるから、県外は余り大きな子牛市場

がないのです、だから、新城に持って来ると

売れるぞと、愛知県の市場に持って来ると売

れるぞというような状況をつくっていく、頭

数を集めるとか、そのようなことも、一応、

経済連と一緒になってやってはいるのです。 

○佐藤真琴委員 県内に、そもそも子牛の頭

数はある程度いるのですか。 

○天野勇治委員 います。 

○佐藤真琴委員 いるのだけれども、それを

みんなばらばらに売っているから、ならない

と。 

○天野勇治委員 非常に具体的な話になって

しまって申しわけないのですけれども、子牛

市場というものと僕たちみたいな和牛の繁殖

農家というのは、県内の約半分と見たらいい

のです。愛知県内で生まれる子牛の。あとは

酪農家で生まれる。 

○佐藤真琴委員 そうなんだ。 

○天野勇治委員 受精卵移植した牛が生まれ

るのは酪農家で生まれる牛が県内の約半分が

豊橋市に、僕たちよりも小さい段階で出す牛

がいるのです。スモール市場という。だから、

その２つに分かれてしまっているのです。非

常に厄介で大変申しわけないのですけども。 

 今、それを一応、合併する話を、今、経済

連と話をして何とか話がついたから、そのよ

うなことも今は考えて、市場としての価値を

上げるにはやはり頭数もというところもあり

ますので、ちょっと新城市から離れてしまう

と思うのですけれども。新城市から出てしま

うということですけれども、僕たちの産業と

して生き抜いていくためには、そういうこと

も今、多分、現実的にもうこの２年ぐらいに
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はなりそうな動きまで一応来ました。 

○佐藤真琴委員 それは市役所の何とか課と

いうようなところが一緒にやってくれている

のですか。 

○天野勇治委員 もうそれは全然、自分たち

でやっています。 

 市役所は新城市だから、ただ、経済連が市

場を持っていて、僕たちは経済連に言ってい

るのです、それは。 

○佐藤真琴委員 何かそれは一緒に。 

○梅津浩史委員 ここに入るのではない。 

○佐藤真琴委員 そう、そう。 

○梅津浩史委員 どのような支援を市に頼め

ば、もしかするともうかるかもしれませんね

ということが、今、天野さんが言った話の中

からすると、まずブランド力ということを、

これは市でも何か、出来るようにするとか。 

○天野勇治委員 なるほど。 

○梅津浩史委員 そういうこと。 

○天野勇治委員 ここに係るものですね。 

○梅津浩史委員 それと、先ほど子牛と言わ

れていたように、どれぐらい頭数がいるか僕

たちはわからないので、できれば新城市内の

中で販売ができるような環境をつくれとか、

市の中で。 

 要は、よく分からないことが、先ほども言

ったように市場がどうなっているのか僕たち

は見えていないので。 

○天野勇治委員 そうですね。 

○事務局 今、連携を市がと言われたのです

けれども、天野さんの話をほとんど聞いてい

て、系統出荷、農協、市場に出して経済連に

行って流れていきますというところから脱却

しない限り。 

○梅津浩史委員 難しいと。 

○佐藤真琴委員 そうですね、外に。 

○天野勇治委員 僕たちはやはり市場がもう

県。それだけはどうしようもないのです。 

○事務局 なので、この話になると、経済連

だとか県単位なので、県と一緒に連携して。 

○佐藤真琴委員 でも、市民なのに助けてく

れないのですか。自治ということで。 

○梅津浩史委員 そう、そう。 

○天野勇治委員 県に言っています。今、県

の畜産課に直接話をしているのです、僕たち

は。 

○梅津浩史委員 いや、だからそれの中に市

が少し何かの力を、という。 

○天野勇治委員 市よりも経済連のほうが強

いのです、意見は。 

○梅津浩史委員 違う、違う、県とは。 

○天野勇治委員 もう完全にそういう流れに

なってしまっています。 

○梅津浩史委員 ということは、ちょっとな

かなか。 

○事務局 そこが、農協さんが悪く言われる

強いところなのです。 

○佐藤真琴委員 悪く言われる強いところは

牛ではないですけれどね。 

○事務局 そういう世界なので。 

○佐藤真琴委員 視点を変えて何かやってい

かないと、結局、今そうなのですよ、だから

だめなのですよ、という、お上が言うからだ

めなのです理論からやはり脱却したほうがい

いと思うのですけれども。 

○事務局 それが目指しているところなので

すけれども。 

○佐藤真琴委員 そうなのですよね。 

 これは、だって、ここに産業があって、も

うかりどころがあって、これだけ頑張ってい

る人がいて、全国にやはり出ていく牛がいて

と思ったら、このもうかることが外に流れて

いくことを新城市は指をくわえて見ていると

いうことですよね。 

○事務局 その中で、唯一救いなのが。 

○天野勇治委員 鳳来牛だね。 

○事務局 鳳来牛という牛がいるのですけれ

ども、それは天野さんが言った、子牛が少な

くて、それを育てる、肥育される方も少ない

ので、幻の和牛です。 
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○天野勇治委員 それもちょっといろいろ問

題があるのですけれども。 

○佐藤真琴委員 ありますよね、きっと。 

○事務局 それは本当に肉質的には、部長も

よく言うのですけれども、松阪へ行って、変

なところに行って食べるぐらいだったらこん

たく長篠へ、農協がやっているところなので

すけれども、そこへ行って食べたほうが、天

野さんが育てた牛を市内の肥育屋が買ってい

って、育てて出しているものなので、おいし

いというところはぶつけられるのですが。 

○天野勇治委員 難しいのは鳳来牛が、肥育

屋さんがやはりメインじゃないですか。そこ

がまた、僕たちは中間だからすごく牛って。 

○梅津浩史委員 今、聞いていても、全部子

牛から全て肥育屋になっているので。 

○天野勇治委員 そうなのです。だから、僕

たちは本当に中間の商売だから。 

○梅津浩史委員 だから、そこは。 

○天野勇治委員 ＰＲしていくところがすご

く難しくて、繁殖というものは。名前が出て

こない、どうやっても。 

○佐藤真琴委員 ウナギにそっくりですね。 

○梅津浩史委員 そう、そう。 

○天野勇治委員 そうだよね。 

○梅津浩史委員 だから、下手をすると競馬

の馬ではないけれども、いい受精卵で、いい

子牛が出ているというふうに何かできないの

かということは、ちょっとアイデアはないの

ですか。 

○天野勇治委員 それを今、結局、いい受精

卵というものはいい血統の牛。 

○梅津浩史委員 いい血統の牛からの、それ

をもらって繁殖していくのが新城で、それは

もしかすると。 

○天野勇治委員 それを今やっています。 

○梅津浩史委員 松阪の牛とやりとりができ

て、もし、もらえんかとか。 

○天野勇治委員 それで、今、松阪の牛とか

ね、買っていってくれるのです。 

○佐藤真琴委員 やっているのですよね。そ

れで売れるようになってきたのですよね。 

○天野勇治委員 そうなのです。売れるよう

になってきたのです。 

○事務局 それで、古きよき行政の流れで補

助金を出しているのです。 

○天野勇治委員 何、その言い方。 

○佐藤真琴委員 でも、その補助金の使い方

を何かちょっと変えなければいけないのです

よね、きっと。 

○梅津浩史委員 そうだと思う。 

○佐藤真琴委員 もちろん天野さんたちが売

って食っていくということは一番大事なこと

で、それは事業者の努力でやっていくのだけ

れども、その次に何か違う方向性はないです

か。 

○天野勇治委員 分かった。規模拡大をする

ように、今、いい血統のお母さん牛を買って

くると、５万円くれているのです。 

 ただ、酪農家も含めて３００万円の予算な

のです、確か。ということは、６０頭ぐらい

で、今、１頭、子牛のいいもので１００万円

ぐらいするのです。そうすると、ほとんど意

味がないのです。 

○佐藤真琴委員 そうですね、消費税にもな

らない。 

○事務局 いいことを言ってくれた。控除に

なりますよ。 

○天野勇治委員 それがいいかもしれないで

す。 

 いい血統のものを残すために補助金を増や

してほしい、たまたま僕たちの話ですけれど

も。 

○佐藤真琴委員 でも、それは最後まで、眼

先で消費税分ぐらいカバーしますよというお

金の出し方ではなくて、もうちょっと大きな

枠で見たときに、ここに例えば３０万円ぶっ

込むと、これだけ最終的に規模感が上がるか

らこれだけもうかりますというような試算と

かをいっぱいできる人たちが市役所にはいっ



－15－ 

ぱいいるわけですよね、インテリジェンスな

人たちが。もうちょっと何か。 

○事務局 今言われたように、本当に補助の

お金、例えば５００万円とか７００万円とか

１，０００万円のお金、畜産に出しているも

のを、そういう天野さんが言ったような、本

当に薄まってしまってしようがないよね、と

いうものではない。もし、そのお金を使うな

らほかの使い方とかをみんなでもう一回考え

るということから始めないと、ちょっと厳し

いですね。 

○佐藤真琴委員 厳しいですね、使い方とか。 

○天野勇治委員 去年、その導入の補助金と

プラスで、梅津さんが言われた受精卵の移植

というものが初めてそういう形の補助金を僕

たちが提案してつけていただいて、それがあ

って去年は非常にうまくいって、増額してい

ただいて補正で通ったのです。だから、その

ようなことも一応去年はやっています。 

 だから、去年は４５０万円ぐらいの補助金

をいただいています。３００万円プラス１５

０万円。 

 ただ、件数が件数だけに、毎年それだけや

はり入れ変わらない。だから、繁殖農家を増

やすということが非常に難しいのです。増頭

するような形のものに、増資。 

○梅津浩史委員 だったら、ちょっと僕もよ

くわからないのだけれども、私は外車のタイ

ヤを作っている会社なので、ブランドイメー

ジはものすごく大事なのです。アドバンだか

らね。 

○天野勇治委員 はい。 

○梅津浩史委員 ということが、もし、これ

ができるかどうかわからないけれども、今言

われているように、天野さんは子牛から肉牛

まで一括生産をするような形の経営方針を、

それに対して。 

○天野勇治委員 はい、分かります。そうし

て鳳来牛にしてしまえば、例えば。 

○梅津浩史委員 それで、鳳来牛か何かにし

て、やはり品評会か何かにどんどん出してい

くような、そのための補助金をもらうなり何

かをしていかないと、僕はずっと、今の話か

らすると、要は、こんなことを言うと、ある

大企業がいて、その下に部品屋がいて、部品

屋は部品を一生懸命するけれども、大企業は

最後につくってしまって、もうかっているの

はここだけだという話から抜け出せないと思

う。 

○天野勇治委員 下請業者ね。今のお話で、

結局。 

○梅津浩史委員 それで、先ほどの話も一緒

で、ブランドをきちんとすれば、今度は引く

手あまたにどんどん買いに来てくれると。 

○天野勇治委員 すごく僕たちの売り上げは、

例えば２，０００万円の売り上げで、極端に

言って１，０００万円やっと残ったという世

界なのです。 

 肉は、僕たちは産む前に種つけをして、生

まれるまで１年かかって、出荷までに１年か

かって、やっとお金になると。 

 今、梅津さんがおっしゃるように肥育まで

やるとそこからまた１年半かかるのです。 

○梅津浩史委員 そうやって思うと、みんな、

融資か何かでどっとつくって。 

○天野勇治委員 その額が余りにも、新しい

牛舎を造るまでの資本がやはりないのです。 

○梅津浩史委員 いや、だから、それはみん

なで出資し合いながら、あとは先ほどの補助

ではないけれども。 

○天野勇治委員 それは、農協でもそのよう

な話が一応出て、おまえたちで出さないと言

ったから僕たちは出せない、農協がメインで

僕たちが出資の１人だったら出せるけれども

と言ったら流れてしまったのですけれども、

なかなかやはり繁殖農家ばかりで１つのもの

にしていくというのは難しいところがあった

のです。 

 だから今みたいに、いいときは繁殖の方が

効率がいいです。回転がいいから。 
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○梅津浩史委員 それはそうでしょうね。 

○天野勇治委員 ただ、これで悪くなるから、

今から若い子がやるころには、もう一貫の経

営というのですけれども、そういうことをや

った方がいいよということは、僕はこれから

やる子には言っているのですけれども、なか

なかやはり、いいときは人間。 

○梅津浩史委員 僕もよくわからない。僕は

豊島で、でかい。 

○天野勇治委員 はい、わかります。知って

います。 

○梅津浩史委員 あれは補助か何かでつくっ

たと聞いているので、そういうふうにできな

いのかなと。 

○天野勇治委員 もうないのですよ、そうい

うものが。あれは７割補助なのです。 

○梅津浩史委員 何か補助をもらってと。 

○天野勇治委員 僕もそれで増頭したのです

けれども、そういうものが、県にも言ってい

るのですけれども、そのようなものが市でや

ってくれれば、この業界でもう少し大きくな

る人が出てくるから、それは可能性としては

あるかもしれないです。 

○梅津浩史委員 ここにあるように、どうや

ってもうけようかということを考えなければ

いけないから。 

○佐藤真琴委員 そうですね。これ、困って

いらっしゃる方は、作手にこの子牛の業者は

何軒ぐらいあるのですか。 

○天野勇治委員 作手は２０軒もない、１５

軒かな。 

○佐藤真琴委員 １５軒作手にあって、１５

軒の皆さんが同じように困っていらっしゃる

というと、これは困りごとが１５軒分ありま

すという意味なので、ここで言うところの、

ずっと出てきているソーシャルビジネス、コ

ミュニティビジネスというところのお話にや

はりなってくるのです。 

 さっき書いていたのですけれども、事業性

が高い、事業、ここはゼロだとして、こちら

に事業性が高くなっていて、こちらに公益性

が高くなっていたときに、事業性はそこそこ

あるのだけれども公益性も高いですと言われ

るのが、この辺がソーシャルビジネスと言わ

れるところなのですけれども。今、２年のも

のがさらに育てると１年半と長くなってしま

うけれども、そこだけ頑張ることができれば

ここは回りますということが本当に分かれば、

１５軒の家プラスふるさと納税のような感じ

でもいいですし、肉の会でもいいですし、何

かそういうものに出資してもらって、ファン

ドを組んでみんなで回していくというような

ところまで考えてみるだけでも、市とそうい

うものをやってみると。次の仕掛けは生まれ

てきそうなのですけれども、そういう話はど

うなのですか。農家の中でするということは

なかなか難しいのですかね、地元の農家です

るということは。 

○天野勇治委員 今、買いに来てくれる人が

非常に大事だから。 

○佐藤真琴委員 子牛を買いに来てくれる人。 

○天野勇治委員 産地としての、やはり。 

○梅津浩史委員 それはあるでしょうね。 

○天野勇治委員 そうなのです。今はそちら

を残して、ただ、いずれは、多分そういうと

きが来るという話は。 

○梅津浩史委員 だから、一方で売りながら、

一方で、先ほど言われたように、どこかで何

頭かずつでもいいから育てる。 

○佐藤真琴委員 そうですね、次の種まきを

やっていかないと。 

○梅津浩史委員 そう、そう。こちらはこち

らで商売をしておかないと生きていけないと

思うので。 

○天野勇治委員 そういう方がもういるので

す。それをやっている方が田原市に。 

○梅津浩史委員 田原市に。 

○天野勇治委員 ええ。やはり資本があって。 

○梅津浩史委員 だから、この前、帯広のや

っていた話があったではないですか。 



－17－ 

○天野勇治委員 ええ。 

○梅津浩史委員 あれもやはり金融機関から

お金を借りてそうやってやったという、そし

てブランドイメージをつくっていって、東京

だとかどこかに売りに行ったという、それを

やはりみんなで、今言われているように、大

抵、作手だけではないと思うのです。新城市

全部で話ができる、そういう場を市役所でつ

くってもらったり、何かしてもらって、とい

うことはどうでしょうかね。 

 それで、やはり自分たちの問題。だから自

治区になっているのだと思うのだけれども。 

○佐藤真琴委員 天野さんはこういうところ

にも出てこられていろいろ考えて、次のこと

も動いて、お上と言われるところにも一生懸

命行って、一生懸命にするではないですか。

他の方と、同じようなお仕事をされている方

とその未来の話というものはできるのですか。

そういうことは余りみんなしない、聞かない。 

○天野勇治委員 今、一生懸命教えています。 

 あと、みんな、僕より若いか年寄りばかり

で格差がひどいのです。 

○事務局 上にいる、１５軒では一番若いで

すよね。 

○天野勇治委員 いや、そんなことはない。 

○事務局 酪農も入れるということ、ごめん

なさい。 

○天野勇治委員 だから、ちょうど中間なも

のですから、そういう頭のない人が上でやっ

ていて、たまたま後継者とか新規就農で入っ

た子が一人いるのですけれども、そのちょう

ど真ん中なのです。 

○佐藤真琴委員 そういう勉強会みたいなも

のをやったら効果的ですか。 

○天野勇治委員 一応、ある程度、その部門

の中ではやっているのですけれども、やはり

なかなか現状の、とりあえず経営をまず安定

させる方が。 

○佐藤真琴委員 そうですよね。日々の食い

扶持があってこそですよね。 

○事務局 そういう勉強会ですよね。こうい

う勉強会ではなくて。 

○天野勇治委員 そう、そう。それはやって

いるのです、ある程度。 

○佐藤真琴委員 その次という。 

○天野勇治委員 経営の方ではなくて、経営

というか、その大きな動きの、自分のところ

の経営の、いかに牛をうまくみんなで売って

いこうかというような動きのものが今の第一

段階です。 

○事務局 天野さんより若い人たちだったら、

こういう考え方に変えていった方がいいと、

今、佐藤さんがおっしゃったような考え方も

みんなで考えていってみようかということも

考えられますよね。 

○天野勇治委員 要は、もう今の子には、今

から建てるなら一貫で出来るようにした方が、

そのかわり補助金がないと、自己資金ではや

めろと言ってます。 

○梅津浩史委員 だから、先ほども言ったよ

うに、そういうものは、あそこの帯広ではな

いけれども金融へ、ＵFＪとかどこからか回

っていくようにしていけば。 

○佐藤真琴委員 その勉強会は、ちなみにど

のぐらいの頻度でやっているのですか。 

○天野勇治委員 ２カ月に１回。 

○佐藤真琴委員 ２カ月に１回のその頻度の

ところに、訪問調査に行っているような御用

聞きに行くと言ったのですからきっと来てく

れますよ。 

○梅津浩史委員 そうですね。 

○天野勇治委員 だから、先ほどの話で、農

業の方は、多分、すっと集められると思うの

です。だから、農業の方は加藤君もよく知っ

ているから、来ると言ったら、農協という組

織があるから、多分早いと思います。 

○佐藤真琴委員 ですよね。 

○事務局 農業課の人間に行かせます。 

○天野勇治委員 いや、いい。農業課じゃな

くて。 
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○佐藤真琴委員 何かもうちょっと経営とか

そういうところですよね。ちょっと今の農業

の経営というところからちょっと違う視野の

ところが入った方がいいような気がするので

すけれども、どうですか。 

 だって、農業の人が、同じ人たちが同じこ

とを話しても永遠に同じことしか出てこない

ので、ちょっと違うかなと。 

○天野勇治委員 もうちょっと今出ているこ

とは、この前、農協の常務に言ったのですけ

れども、作手は新規就農の方がやはり多いで

はないですか。そうすると、トマトをしてい

る子がいたり、ホウレンソウの子がいたり、

例えば、僕のところにも牛の子がいるとか、、

イチゴの子がいるとか、だから作手の中の、

変な話、新規就農とか、例えば牛の関係の跡

継ぎの子でもいいです。だから、次世代を担

う人間ばかりを集めて、そこで話し合いを開

いてくれと言った。そのときに、ぜひ加藤君

とか行ってもらって聞いていただくと、例え

ば。 

○事務局 本当に。 

○天野勇治委員 多分。 

 そうしたら、常務が今度やりますと言った

から。 

○事務局 加藤君も、なんて言っていない。 

○天野勇治委員 それは言っていないけど。 

 そういうように、今言われたように違う業

種の。 

○佐藤真琴委員 そうですよね。 

○天野勇治委員 だから、多分、作手の中で

いくと、新規就農の方の問題点は、石田君が

いたり、ここに出てくるから、そういうとこ

ろをつくってくれと一応言っておいたから、

逆にそのようなときも。 

○事務局 でも、本当に私が思うに、先ほど

佐藤さんが言われたように、異業種、梅津さ

んなんか、農業なんかやったことがないのに、

やはり横浜ゴムなので、ブランドイメージだ

とか、もう下請の会社の話を出して、聞いて

もいないのに一貫性でやった方がいいのでは

ないのかと、当然そういう考えがぽんぽん出

てくるので、おもしろいと思います。 

 やはり若い人たちが。 

○天野勇治委員 全然分からないのに、こう

いう言葉が出てくるね。 

○事務局 そうです。普通に出てきてしまう

ので、やはり民間の大きな会社の考え方だと

か１回はどこかで聞いて、もしかしたら話を

するだけで横浜ゴムの方がみんな肉を買って

くれるだとか。 

○梅津浩史委員 いや、いや、肉を買うとい

うか、売っているところを知らないのだけれ

ど。 

○事務局 そうですね。子牛は買ってくれな

いかもしれないけど。 

○佐藤真琴委員 インドではないのですから。 

○天野勇治委員 ただ、せっかく新城高校が

あるので、あそこは農業、牛をやっているで

はないですか。うちの息子も乳牛の何かをや

っていて、そういう若い人たちとも話をして、

今の長男。 

○天野勇治委員 ちょうど先週行ってきたと

ころで、すごく力が入っている先生で、ちょ

うど先週、部会でやって、農協も一緒に行っ

てすごく喜んでくれまして、女の子とかすご

く、今、農業課に来る子が多いらしいです。 

 だから、僕たちは視察もばんばん受けるか

らという話も、ちょうど、今、梅津さんがお

っしゃるように。 

○梅津浩史委員 だから、ちょうど本当にそ

ういうことをやって、ブランドイメージもや

っていけば。 

○天野勇治委員 そして、何か残る子が増え

てくれば、やりたい子とか。 

○梅津浩史委員 そうですね。 

○天野勇治委員 そのような話もちょうど先

週行って。 

○梅津浩史委員 あまりこういう話を聞くと、

やめようかなという子が出てくると困るので。 
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○佐藤真琴委員 何か交換留学ができるとい

いですね。今、農業高校がすごく流行なので

す。何か漫画があって、それを見て。 

○梅津浩史委員 銀の匙ですか。 

○佐藤真琴委員 そう、何かそれですごく行

く子が増えて、東京の農業高校とかもすごく

人数が増えていて、でも、その子たちは結構

フィールドがないので、学内と近くの酪農へ

行っていますので、何かそういう子たちとイ

ンターンシップで夏休みとか、交換とか、何

かそういうこともできますよね。 

○梅津浩史委員 そうやって思うと、米もそ

うなのです。 

○佐藤真琴委員 そうですよね。何かちょっ

とお客様を、もちろんその衛生の話とかもあ

ると思うのである程度分かる人でないと難し

いと思うのですけれども、遊びはなくて本気

の人たちが新城の子牛と知ってくれていれば、

その人たちがいつか消費者になるはずなので、

子牛を買う消費者になるはずなので。 

○梅津浩史委員 そうですね。 

○天野勇治委員 何かいい意味で、たまたま

畜産でこの前行ったのですけれども、いい意

味で農業に関って、今おっしゃったお米の話

でも拾えるところがちょっとでもあればとか、

接する機会になればと思って、この前。 

○佐藤真琴委員 でも、これ、農業の人、先

ほど加藤さんもおっしゃったのですけれども、

農業の人たちだけではなくて、梅津さんもそ

うですけれども、経営コンサルまではいかな

いですけれども、そういう人たちでもちろん

いいのでしょうけれども、本当にやっていら

っしゃる方で経営をやっている人たちと話せ

るといいですよね。 

○梅津浩史委員 僕もそう思います。 

○天野勇治委員 常にやはりどこかにそうい

う幅を持った考えを持っておくという。 

 例えば、やらないにしても、常に違う視野

で。 

○梅津浩史委員 そういうものに市役所の方

からこんなことをやるのだけれどもいって相

談に乗ってもらったりすればいいのかもしれ

ない。 

 なかなかそれが、すぐにもうけにつながる

かどうかは別としても、幅が広がると層が広

がる、かなり。いろいろなものでもそうでは

ないですか。小さいこんなケーキでもどこか

がうまかったと言うと、どーっと幅が広がっ

ていって、最後には。 

○天野勇治委員 僕が、多分、思って若い子

に言うより、梅津さんに来てもらって、突然

ぽっと言われたら、余計にみんなびっくりし

て。 

○梅津浩史委員 いや、僕だとだめ。 

○天野勇治委員 その方が多分。 

○梅津浩史委員 僕はタイヤしか作ったこと

がないので。 

○天野勇治委員 同じ業種の人間に言っても

ぱっとこないかもしれないけれども、違う業

種の方から言われるとやはりすごく響くかも

しれないです。 

○佐藤真琴委員 全く違う所からも矢が来る

ような、そういう場所を作るということも、

でも、そういうものこそ市役所とか得意なこ

となのではないですかね。 

○梅津浩史委員 昔、１年に１回、労働講座

のようなことをやっていたのですよね、市役

所で。 

○事務局 うん。 

○梅津浩史委員 だから、そんなときにそう

いうことで若い人たちに、あれは経営コンサ

ルタントみたいな人も来ていたしいろいろ来

ていたので、そんなものを利用した方がいい

かもしれない。 

 ただ、小難しい話になると。 

○天野勇治委員 やめた方がいいですね。 

○事務局 そうですね。 

○梅津浩史委員 そう、そう。ざっくばらん

がいいかどうか別として。 

○天野勇治委員 セミナーになってしまうと
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みんな来ないですよね。 

○佐藤真琴委員 そうですね。では、ちょっ

と時間が、次、澤上さんの御意見をいただい

てもいいですか。 

○澤上花子委員 私の仕事は、やはり一日に

できる仕事の内容が決まっているので、量が

決まっているので、とにかく今は宣伝をしな

くても来てくれるお客さんのケーキを作るだ

けで十分仕事はあるのですけれども、でも、

やはり地元でまだ、ネット上ではだんだん広

がってきてはいるけれども、地元の人にどこ

にあるのかなという、うわさは聞くけれども

全然分からないというふうによく言われて、

同じ、本当に隣の地区に住んでいる人にどこ

にそんなケーキ屋があるのというふうに言わ

れることが最近は多くて、だから、やはりそ

ういう地域の人との関わりをもう少し持てる

ように何か宣伝ができれば、もっと近くの人

たちと交流が出来ていいのかなとは思ったり

します。 

 とにかく、たくさん仕事を受けるというよ

り、私は細く長くやって、今、一人でやって

いるので、それで十分なのかなということは

正直あります。 

 でも、やはりだんだん、道の駅で販売をす

るお菓子だったりとか、そういう商品がだん

だん増えてきて、やはりそういうところにも

力を入れていくためには、やはり一人ではも

う限界なので、そこに従業員の人を雇って一

緒にお菓子づくりをして、全て、やはり今、

一人でラッピングをしたり包装するのも全て、

全部考えてやっていると、やはりどうしても

そこまで気力が持たなくて、だから、その手

助けをしてくれるような人と一緒に働ける人

がいれば、やはり自分が稼げて広がっていく

のかなと思うのですけれども、そこまでまだ

ちょっと気力がないというか、人を雇うとこ

ろでその収入をどういうふうに、人件費を払

っていったらいいか、人件費を払ってだめに

なってしまわないか、収入がなくて、もうそ

れで終わってしまったらと思うと、そこまで

幅を広げる必要もないのかなと思ったり、正

直そこが今迷っているところで、でも、やは

りお菓子を作っていくと、もうこれは絶対商

品にした方がいいよ、宣伝してあげるからと

いう知り合いの人とかがいて、やはりそうい

うものを作って、本当は売れればいいのかな

と思って。今、店舗を構えていないので、や

はり委託料がすごくかかるので、委託をする

と本当に作った分の１割ぐらいしか自分の収

入が得られないから、そうなると、結局作っ

ている。個人でやっていることなので、収入

も得られないし時間だけすごく費やしても、

お金にならなかったらやはりそこは自分の中

でも折れてしまうので、自宅からやはり販売

ができる形をとることが一番理想なのですけ

れども、といって、そこに買いに来てくれる

商品なのかなと思うと、やはりお土産用に作

って、店舗、置いてもらう場所を増やすとか、

そういう形で何か、今はもっくるという所で

１カ所しか置く場所がないので。自分で営業

して「ここにも置いてください、あそこにも

置いてください。」というふうにやっていく

にはちょっとストップしてしまう部分があっ

て、というところです。 

 だからすごく、今、すごく中途半端です、

気持ちが。 

 売りたい商品はあるのに、そこからどうや

って進んでいったらいいか分からなくて、で

は、それをどういう形で、もし、例えば、商

品にするなら、やはり知識もないので、どう

いう箱詰めをしたらいいかとか、売り物にす

るにはどういうパッケージにするのがいいの

かとか、やはりそういう知識もやはり自分の

中だけでしかないので。 

○梅津浩史委員 ちなみに、どちらにお住ま

いですか。 

○澤上花子委員 長篠。鳳来の長篠です。 

○梅津浩史委員 先ほどの、ちょっと聞いて

いて、２つあるのかなと、ふと思っただけで。 
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 １つは、知ってもらいたいといったら。と

すると、地域自治区の中のどこに入るかちょ

っと僕はわからない。長篠はどこにあるので

すか。 

○事務局 鳳来中部。 

○梅津浩史委員 中部で、あそこは区長たち

が集まっているはずでね。だから、そこへ宣

伝の、これぐらいのものでいいと思うので、

地図と何かがあって配れば、大体地域でまた

回してくれる、回覧板か何か回してもらえば

少しそこの部分は広がるのかなというのと、

もう一つは、従業員を雇ってまでとは分から

ないのですが、移動販売を考えるとか。 

 それには、販売をする場所とかは、市で、

どこなのか知らないけれども、ああいう、よ

くあるトラックではないけれども、ああいう

もので売って回るというよりも、そんなこと

を。 

 そこはやはり市の行政なんかと話をしてと

いうことなのでしょうけれども、ただ、どれ

だけのものがつくれるのか、僕も、今、話だ

けで聞くと、この２つぐらいが、今、もしか

するとアイデア的には、やって、もう、そこ

からうわさが広がってもうかってくれば、ど

んどん事業を拡大しようということになれば、

あとは場所の提供だとかそういうものを、こ

れは自分で経営者になるので。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○梅津浩史委員 経営するって難しいですよ

ね。 

○澤上花子委員 そうなのですよね。 

○梅津浩史委員 だから下手をすると、どこ

か、僕はよく分からないのだけれども、どこ

かのパン屋の人たち、というか、もしかする

とあるかと思うので、パン業界なのか何か知

らないけれども、いろいろ店があるではない

ですか、そこらの人たちと何か組合に入るか

何か知らないけれども、そこでノウハウを教

えてもらうしかないかなと。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○佐藤真琴委員 澤上さんの今の話をお聞き

していて、問題点がちょっと２層にあるのか

なと思うのですけれども、そもそも澤上さん

自身がこれからどうしていきたいのかという

こと、どうしたらいいのかなということの整

理整頓がつかないなと。そのつかない理由は、

やはり未来のことを相談する相手とか、それ

はお菓子がおいしいねとか、こうやったらど

うということを単発的に言う人ではなくて、

やはり本当に相談に乗ってくれる人、同じぐ

らいの、自分と同じぐらいよりちょっと前に

いるぐらいの、その大変さが分かる人、心を

寄せて考えてくれるような人に相談したりし

て判断する基準を自分の中に持てたら、１つ

解決、もうちょっとあるのかな。 

 でも、人材とか告知の話は、その心が決ま

ってしまえば、別に、これは結構何とでもな

る話ではないですか。要は踏み出すか踏み出

さないかを、判断がつかない状況なのかなと

ちょっと聞いていて思ったのですけれども、

こういうことは、例えば、どのような支援と

いう話なのですけれども、そういうことを話

して、定期的に相談できるような場所とか窓

口があったら使いたいなと思いますか。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○佐藤真琴委員 そういうものは新城市はあ

るのですか。 

○事務局 あります。 

○梅津浩史委員 どこにあるのですか。 

○事務局 うちの窓口です。 

○佐藤真琴委員 加藤さんには相談したくな

い。言えない、そんな思っていてもみたいな

感じになっても。 

○事務局 だけど、どちらかというと、お金

を借りたいだとか規模を拡大したいという相

談ではないですよね。 

○佐藤真琴委員 違うのです。もっとそのず

っと手前の話。 

○梅津浩史委員 手前、手前。 

○佐藤真琴委員 整理整頓して。 
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○事務局 伴走を一緒にしていってくれるよ

うな人ですよね。 

○佐藤真琴委員 そう、そう。それで話を聞

いて、これはそういうことですかとフィード

バックして、ああ、みたいな。 

 それで、かみ砕いたこと、これもお金の話

だから、これは加藤さんかもねというような

人がいるかどうか。 

○事務局 ということが、話ができる人とい

うことですよね。そういう人材を育てること

が必要だと思います。 

○佐藤真琴委員 いないということですか。 

○梅津浩史委員 市役所には。 

○事務局 市役所というか地域にもなかなか。 

○佐藤真琴委員 でも、そういう窓口は、制

度上は、一応、市役所だと加藤さんのところ

とか。 

○梅津浩史委員 振興、そうだね。 

○佐藤真琴委員 でも、商工会だと商工会に

入らなければいけないから、年間１万円とか

１万５，０００円は結構な金額ではないです

か。そうすると、なかなか。 

○事務局 そういうような人たちの、そうい

う人とのグループを作って傷のなめ合いでは

しようがないね。 

○佐藤真琴委員 そうなのです。だから、同

じ人ではしようがないです。みんなで困った

ねとか言って。 

○事務局 そういう中で、澤上さんが一歩出

た人になれるようなふうにしていって、次に

澤上さんのような人が出てきたときに、伴走

していける。 

○佐藤真琴委員 でも、澤上さんがそれをち

ょっと、あれですよ、おじさんですよ、考え

方が。 

○事務局 しようがない、おじさんだもん。 

○佐藤真琴委員 だめですよ、そんな開き直

っては。 

 女性・若者支援と書いているくせに、だめ

ですよ、加藤さんが開き直っては。探したっ

ていないですよ。 

 やるかやらないかを決めていいのですよ、

やはり。規模感というものがあって。その相

談に行くと、みんなすごく応援してしまうの

ですけれども、これ。やらないという選択肢

も残して、この人の人生だから、この人が決

めて、この人がやる。やらない人も尊重され

ないと、これ、チャレンジする人が出にくく

なると私は思うのですけれども。 

○澤上花子委員 本当はやりたいのだけれど

も、やはり今の収入、自分の中だけでやって

いる収入とか、その中で賄っていかなければ

いけないということを考えると、ちょっと躊

躇してしまう。 

○天野勇治委員 お聞きしたいのですけれど

も、今のお話だと店舗はないのですよね。 

○澤上花子委員 店舗は。 

○天野勇治委員 一応、家で。 

○澤上花子委員 うん、調理場があって、ケ

ーキの。それで、玄関先で、玄関先が一応店

舗というようになっていて。 

○天野勇治委員 だよね。 

○澤上花子委員 はい。 

○天野勇治委員 そうしたら、やはりお話を

聞いていて、やってみないと、例えばやるの

はできるかもしれないけれども、赤字を抱え

てしまったときにすごく怖いから、試しショ

ップというか、そういうものを、例えばもっ

くるにおろしているのではなくて、例えば市

が斡旋して、例えばそういう。 

○佐藤真琴委員 チャレンジ店舗というよう

な感じで。 

○天野勇治委員 うん。作ったらどうかなと

思って。そういうものを公募して、例えばも

っくるの土日でやろうとか、ピアゴに例えば

交渉して、ピアゴのどこかを借りて、何かす

ぐ始めてしまうと、もしかして失敗したとき

に困るから、そこで名前をつくる期間をお試

しショップというか、今、チャレンジショッ

プと言われたけれども、そういうものがない
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と、すぐ始めても怖いですよね。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○天野勇治委員 それで、もうやるといって

店を造ったら、例えば改装して。 

○佐藤真琴委員 固定費をかけてしまってか

ら、ですよね。 

○天野勇治委員 うん。だから、それよりも

そういう場所を作ってあげる、例えば。 

 高島屋なんかで、名古屋でもそういうとこ

ろがあるらしいのです。何かそういう。だか

ら、そういうものを新城市の中で例えば市が

斡旋して作って。 

○梅津浩史委員 いや、斡旋というよりどこ

かに話をしてくれたらいいのです。 

○天野勇治委員 そうですよね、そういうと

ころの。 

○佐藤真琴委員 ピアゴの中に一画、市が借

りてしまうとか。 

○天野勇治委員 うん。 

○梅津浩史委員 そうね。そこに。 

○天野勇治委員 地元のショッピングセンタ

ー。 

○梅津浩史委員 起業家の食品だとか、米は

だめなのだろうね、ＪＡがいるから。 

○天野勇治委員 加工品とか、例えばそうい

う。 

○佐藤真琴委員 子牛はだめですよ。 

○天野勇治委員 でも、何かそういうふうに

例えばやる人にはすごくいいかもしれないで

すね。 

○梅津浩史委員 そうすることによって、今

みたいな人たちが何人か集まって。 

○天野勇治委員 そうですよね。 

○梅津浩史委員 あれば。 

○天野勇治委員 スペースで、スペースを別

にしてもとりあえずやってみるとか。 

○梅津浩史委員 そういうことも１つの。 

○事務局 まち中の地域で空き店舗とかも結

構あるので、そこに駐車場が一緒についてい

るようなところが。 

○天野勇治委員 新城の。 

○事務局 はい。 

○天野勇治委員 だめ。そんなの、それはだ

め。 

○事務局 そういうところが、地域がそうい

うところを貸すというようなことなら。 

○天野勇治委員 それが、その端になればい

いけれど、ぽつんと１軒だけでは絶対だめで

す、やはり。 

○佐藤真琴委員 ついでに買うのだったらマ

ドレーヌは売れるけれども、あえてマドレー

ヌを１個買いに行かない。 

○事務局 行かないでしょうね。 

○天野勇治委員 だから、そういう例えば。 

○佐藤真琴委員 ピアゴとかの方がいいとい

うことですね。 

○天野勇治委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 回遊性があるところにその

場所をつくって。 

○天野勇治委員 例えば、そこが６店舗ぐら

い、この通りの両側でとか、私は何かそうい

うものがあればいいかもしれない。 

○梅津浩史委員 そういうことを入れると、

この２番が生きてくるのです。 

○事務局 ユーホームがたくさん、広い面積

があいていますけれども。 

○天野勇治委員 いいかもしれない。 

○事務局 子牛も売れますよ。 

○佐藤真琴委員 リボンをつけてしまいます

か。 

○事務局 何でも売れますよ、あんなに広か

ったら。 

○佐藤真琴委員 ちょっと、今、あと５分ぐ

らいなので、あと２と３もちょっと簡単にい

いですか、梅津さん、行ってしまっても大丈

夫ですか。 

○天野勇治委員 はい、いいですよ。 

○佐藤真琴委員 今おっしゃっていただいた

ことから派生して２番と３番だと思うのです

けれども、こういったものを広く生かして、
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あれば利用したいと思うものはどのような産

業。 

○梅津浩史委員 産業というか。 

○佐藤真琴委員 産業というか何かサービス

とかでもいいと思いますけれども。 

○梅津浩史委員 ちょっとずっと、新城市を

ずっと上から見ると、中心がないのです、中

心が。 

 この前も、あるところでどこだ。新城市は

何にも遊ぶ場、要は何かいろいろ、あそこへ

行けば全てそろうとか何でもできるような中

心の場所を１個作らないと、そこからバスだ

とか交通網をしないと。 

 この前もＳバスの話をしたけれども、全部、

大体は市民病院なのです、中心が。新城市は

やはり。そうすると病院へ行く人ばかりのこ

とで、やはり作手の人が下りてきて、そこに

映画館があったり何かしたり、若者が集まれ

る場所とか、何かそういうものを作っていく。 

 そのような中に、先ほど言ったようなタウ

ンだとか何かにして。 

○澤上花子委員 豊川のコロナみたいな、あ

あいう。 

○梅津浩史委員 そう、そう。ああいうふう

に。 

○澤上花子委員 あそこみたいな雰囲気です

かね。 

○梅津浩史委員 あそこはまだ足りないとい

うふうには思うね。何かそうしないと、まず

何か中心が始めに。その近くに市役所があっ

たり郵便局があったりというものが、何かず

っと考えていくと、そうすることによって活

性化が少しでもでき出来るのか。 

 あともう一つは、自然だとか文化。だから

エリア、エリアをちょっと作って、作手だと

動物園があったりとか、何か理想を。 

○澤上花子委員 テーマパークみたいな何か

をね。 

○梅津浩史委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 もうエリア構想から変えて

いかなければいけないという。 

○梅津浩史委員 そうだと。 

 ぎょぎょランドなんか、豊川なんかがそう

ではないですか。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○梅津浩史委員 ここにぎょぎょランドがあ

って、遊ぶ場所があって、こちらには若者用

住宅だとか、豊川市が何か増えているのは何

でだろうなと思うと、そういうふうにあそこ

だけが人口が増えているというのです。豊橋

市と新城市は減っているけれども。という話

の中で、ずっとこれを考えていくと、あれば

利用したくなるというようなものになってい

く、これはみんなで話し合いをしないと分か

らないですけれども。 

○佐藤真琴委員 まちそのものが。 

○梅津浩史委員 まちそのものがどう活性化

をというか、一極集中がいいのかどうかはわ

からないですけれども、先ほど言ったように

エリアごとに何か作る、規制があったりする

と無理なのかもしれないけれども。 

○澤上花子委員 やはり今の子供とかでも、

もう映画館がないし、新城市は。だから、豊

川まで遊びに行くのが当たり前で、名古屋ま

で行ってしまうのが当たり前でというふうに

だんだんそうなってくるから。 

○梅津浩史委員 何かここで止めたいなと。 

○澤上花子委員 そうですね。向こうに出て

いくのではなくて、ここで遊べる場所を何か

作るといいかもしれないです。 

○梅津浩史委員 ただ、そうは言っても例の

高速バスがまた走るようになったではないで

すか。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○梅津浩史委員 あれも使ってもらわないと

困ると言われると、またちょっとあれなのだ

ろうね。 

○佐藤真琴委員 今はシネコンも外に出てい

るのですね。 

○梅津浩史委員 だから、自然になると今度
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は新東名ができたので、そういうエリアがあ

れば、そういうよそからも来るのかなとか、

何かそういうふうにして、そうすると、ある

意味、いろいろな産業がまた入ってきて、特

に外食産業だとかも入ってくれば。 

 うちに昔、大谷大学があったときに、うち、

市議会議員を１人出していたもので、いろい

ろ話を聞くと、大谷大学はなぜ、学生はいる

のだけれども新城市に住まないかというと、

アルバイト先がないからだと。 

 今、御存じのように苦学生が多いので、ア

ルバイトをする場所がないと、若い人がやは

りアパートを造っても住まないです。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○梅津浩史委員 そういう意味でも、少しそ

ういう産業、コンビニなり、ある意味、都会

的な見方をすると、なぜ都会にあんなに人が

いるのだというとそういうふうに見えるし、

何かそういうものと、あと、僕はよく分から

ないのですけれども、新城市は住んでいる人

と仕事に来る人の人数が相当変わるでしょう。

昼間の人数と、新城は。 

○事務局 変わります、変わります。 

○梅津浩史委員 東京もそうなのですけれど

も。 

○事務局 東京とかもそうだよね。東京も外

からわさっと来ている。 

○梅津浩史委員 遠くから通うぐらいだった

ら新城市に住みたいと思うようにできれば、

全てがうまくいくわけはないと思うけれども、

将来的に。 

 結構、車が混みますから。 

○天野勇治委員 横浜ゴム自体がそうですよ

ね。 

○梅津浩史委員 うちもそうだ。 

○事務局 ７割ぐらい、６割ぐらいでしたっ

け、外から来ている人は。 

○梅津浩史委員 今は６割です。 

○事務局 夜間人口と昼間人口を比べたら、

夜間人口の方が多いのではないかな。 

○梅津浩史委員 まだ多いのですかね。 

○事務局 多いと思います。 

○梅津浩史委員 それならまだまだ救いよう

がある。 

○事務局 やはり豊川、豊橋方面に通勤して

いる方がかなり、いっぱい向こうから入って

くるイメージはあるのですけれども、やはり

出ていく人が。 

○梅津浩史委員 だったらなおさらそこの人

たちを逃がさないようにどうするかをこの場

で考える。 

 だから観光、俺がよく言われたことは、新

城市はやはり観光とそういう中でのことだろ

うというのが。 

○鈴木誠協議会長 では、そろそろ。 

○佐藤真琴委員 はい。 

○梅津浩史委員 済みません、ちょっと長く

話して。 

○佐藤真琴委員 とんでもないです。 

 では、外から入ってくる人ももちろん増や

したいけれども、中にいる人たちが中で遊べ

るというか中できちんと暮らせるようなまち

づくり。 

○梅津浩史委員 まちづくりをもう少し真剣

に考えた方がいいのではないかな。 

○事務局 全てに繋がっていくのですよね。 

○梅津浩史委員 繋がっていくよね。農業も

それによって、農家でそのままいられる人が

出てくると思うし。 

○事務局 住みにくいですよね。 

○天野勇治委員 何が住みにくいの。 

○事務局 分からないです。住んでいる人間

ではわからないです。 

○梅津浩史委員 だから、何で入ってこない

のかなという。 

○事務局 そこが弱いところで、住みにくい

のですよねと言われても。 

○天野勇治委員 何が住みにくいの。 

○事務局 何にも外から来ている人だとか出

ていった人に聞いていない。 
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○梅津浩史委員 アンケートをしていないか

らね。 

○事務局 アンケートはやはり大概ですよね。

自分のことは適当にしか答えないです。 

○天野勇治委員 住む環境は、例えば、ショ

ッピングセンターがなくても住みやすければ

みんないますものね。 

○佐藤真琴委員 そうですね。 

○天野勇治委員 極端に言えば。何か違いま

すよね。 

○事務局 そうだと思います。 

○天野勇治委員 だよね。でも、いいところ

だから住みたいと思えば残りますよね。 

○佐藤真琴委員 住んでいる人が、住んでい

る人の幸福度が高ければ本当は住みやすいの

だけれども、それが周りから見たら新城市は

住みにくいねと言われているのだったら、こ

こが通じていないということですよね。 

 中の人たちが思っている住みたい、住みや

すいいいところという気持ちと、外の人たち

にそれがきちんと伝わっていないという。 

 それは観光何とか課というところの仕事で

すか。 

○天野勇治委員 作手の、住んでいて住みに

くいと言われるのが別にいいと思っているの

と同じです。 

○事務局 いい形のところで終わりそうです

よね。次につながっていきますので、今のと

ころ。それを考えるのが大事ですよねと、今

日分ったので良かったです。 

○佐藤真琴委員 良かった、そういうふうに

言っていただいて。 

○事務局 そういうものが大事だと分かった

ので、次からそこにがんがん入っていけるよ

うに。 

○佐藤真琴委員 住んでいる人の満足度は高

いのですか、ちなみに。 

○梅津浩史委員 だと思います。 

○佐藤真琴委員 それは調査をしているので

すか。 

○事務局 市民満足度調査のようなものをや

っているのですけれども、あそこに座ってい

る人がいるところで。 

 抽出でやっているだけなので、来た人が。 

○天野勇治委員 市役所の職員へ、市外に住

んでいる方は何で市外に住んでいるのかと一

回アンケートをとったらどうなの。そちらの

ほうが僕は先にやった方がいいように感じる。 

○事務局  

 わかりました。では、いい感じで。 

○天野勇治委員 ありがとうございました。 

○佐藤真琴委員 ありがとうございました。 

○鈴木誠協議会長 では、それぞれ佐藤さん

と松本さんから少し概略を紹介してもらえま

すか。 

○佐藤真琴委員 これは何か。 

○鈴木誠協議会長 次への課題というものが

あったら。 

○佐藤真琴委員 どうしたらいいものやら。 

○鈴木誠協議会長 次に向けてちょっとこん

なことをやらなければいけないぞという、そ

ういう提案をしてもらいましょうか。 

○事務局 今日、課題として挙げられている

ことが、考える必要があることとか分かった

だけでもありがたかったからですから、あり

がとうございます。 

○佐藤真琴委員 いつも極論で済みません。 

○事務局 いえ、いえ。 

○鈴木誠協議会長 僕、結構いろいろなもの

を発明したのです。絵の具を実は開発したこ

とがあるのです。材料は生卵。生卵にお酢と、

それから実はちょっと鉄を混ぜて、それ、高

校のときぐらいかな。それで絵を描くと、そ

うすると、生卵の黄身の部分が、黄身の部分

というものが固まるのです。固まって透明に

なるのです。透明、しばらくするとひび割れ

てくる、乾燥するから。そうすると、そのひ

びのところに鉄分がうまくくっついて、まる

で花が咲いたようになるのです。そこに塗料

をちょっと入れるだけで、鉄がその塗料の粉
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を、これまた塗料は水ではだめで、塗料の粉

を引きつけて、本当に花が咲くような。それ

を開発して、特許庁に出したらどうだと言わ

れたのです。ところが、１週間たって分かっ

たことがあって、ハエが集まってくる。 

○佐藤真琴委員 卵ですから。 

○鈴木誠協議会長 卵が臭くて、それを何と

か、冬しかだめで。それで絵を描いてタイに

出したことがある。タイのそういう絵画展が

好きだったので、風景画で。そうしたら、タ

イは暑いところでしょう。そこで僕の絵のと

ころだけハエがいっぱいとまって、それで分

かったという。 

 それで、その企画は全然商品化されなくて、

実は大手のところが何とかならないかと相談

してきた、そういうことが大好きなのです。 

○澤上花子委員 そういう何か作ることが好

きだったのですか。 

○鈴木誠協議会長 そう、そう。いっぱいあ

ります。 

○澤上花子委員 すごい。 

○鈴木誠協議会長 無駄なことばかり。 

○澤上花子委員 でも、特許は何千件が無駄

で、その１個が、とかとよく言いますよね。 

○鈴木誠協議会長 １つも実にならなかった。 

○澤上花子委員 これから何か出てくる。 

○佐藤真琴委員 そんなに先生、おもしろか

ったんだと学生がびっくりするという。 

○鈴木誠協議会長 研究室で、昔の挑戦した

商品もどきがいっぱいあるのですけれども、

それからあれ、牛を飼っているでしょう。 

○天野勇治委員 はい。 

○鈴木誠協議会長 ヤギの乳でチーズが作れ

るのですけれども人気がないのです。 

○天野勇治委員 臭いのですよね。 

○鈴木誠協議会長 臭い。ヤギの乳でチーズ

を作ってみたのです。そうしたら、もう臭い

がすごい。あの臭いを何とかすれば、そうす

れば低カロリー、低脂肪のすごくおいしいも

のができるのだけれども、バターにすること

も出来るのだけれども、今、国産バターが非

常に少なくなっているので。 

○天野勇治委員 ヤギは青い草をそのまま食

べるのです。僕たちの牛は乾燥の草を食べさ

せるのです。やはり食べる物が違うからあの

に臭いになるのでしょうね。 

○鈴木誠協議会長 ところがね。 

○天野勇治委員 消えますか。 

○鈴木誠協議会長 消える。 

○天野勇治委員 本当ですか。 

○鈴木誠協議会長 青い草に猫の、犬ではな

くて猫の餌を粉々にして、それで青い草とそ

いつを乾燥させてわらの状態、わらは水分を

吸うので、それに猫の餌の粉をまぜると、そ

うすると栄養価が高くてヤギがよく食べるの

です。１カ月ぐらいすると便の色が緑から茶

色になって、臭いが、乳の臭いが変わるので

す。それを中学３年生のときに隣の飼ってい

るヤギでやったら、そうしたらえらい怒られ

て、乳がそのうち出なくなってきたのです。 

○澤上花子委員 やはり何でもやることです

ね。一歩踏み出さないと何になるか分からな

い。 

○鈴木誠協議会長 でも、余り褒められたこ

とはないかな。 

○事務局 ヨーロッパにヤギのチーズがあり

ます。 

○鈴木誠協議会長 ありますか。 

○梅津浩史委員 あるでしょう。 

○事務局 何か聞いたことあるな。 

○鈴木誠協議会長 スペインがありますね。

あちらのヤギはちょっと品種が違うらしいで

す。 

○事務局 品種が違うのか。 

○鈴木誠協議会長 やはり考える人はどこで

もいるのだなと。 

 どうですか、スイーツをつくるときに利用

したら。 

○澤上花子委員 ヤギの乳を。そのものを飲

んだことがないので、どんな味がするのです
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か。それはそれで飲める、臭いがなく。 

○鈴木誠協議会長 全然飲めますよ、 

○澤上花子委員 発酵させるとそういうもの

の臭いに変化してしまう。 

○鈴木誠協議会長 そうです。発酵過程で変

えるのです。 

 さあ、そろそろやりましょう。 

 どうぞこちらに。済みません、放ったらか

しにして。 

○澤上花子委員 出来ないではなくて、やら

ないと分からないですね、何でも。躊躇して

いたらだめですね。 

○天野勇治委員 ヤギの乳ですけど、まずく

て、それから牛乳が飲めなくなって。 

○澤上花子委員 そうなの。 

○天野勇治委員 今でもそう。 

 

（松本班討論開始） 

 

○松本吉生委員 では、よろしくお願いしま

す。 

 新城らしさを生かし、産業として稼ぐ力を

つけるにはということなのですけれども、新

城らしさというものをもう一回整理しなけれ

ばいけないのかなというふうに思ったのです

が、いかがでしょう。 

 どうでしょう。皆さんの御意見。 

○石田靖典委員 僕もこれをずっと考えてい

たのですけれども、新城らしさというものを、

一応外から来た人間ですので、住んでもう３

年目なのですけれども、いろいろなものはあ

るのですけれども、らしさというものを聞か

れると難しいな。これというものはちょっと

ないなということはあるのです。 

○松本吉生委員 やはり自然とか歴史とかそ

ういうことになるのですかね。どうなのでし

ょう。そこになかなか産業として結びつけて

いくのは結構難しいなと思うのですが。 

○河合惠元委員 面積の８５％とか９０％な

のかちょっとわからないのだけれども。 

○松本吉生委員 山林ですか。 

○河合惠元委員 山林が、とにかく人工林が

多い。これは資源ですので、資源はやはり有

効活用するべきだと思います。 

○松本吉生委員 資源として有効活用。 

○村松 東委員 新城らしさという言葉、ち

ょっと今日は最初に出られなくて申し訳なか

った、説明を多分していただいていたと思う

のですけれども、メールをいただいていまし

て、そこにこの３つの市民自治、地域自治、

産業自治というもの、３つを軸にしてやって

いくことが新城らしさだという提案でよかっ

たでしたか。 

○事務局 うちの課長が御説明しましたのも。 

○村松 東委員 いやいや、例えば自然が多

いとか資源が豊富だというそういうイメージ

の言葉のらしさと。 

○松本吉生委員 なるほど、そうですね。 

○村松 東委員 どちらの意味での新城らし

さ。 

○事務局 新城らしさを他の市にはないもの

というふうに考えると、こういったまちづく

りのための仕組みが、しっかりとしたものが

３本、今、産業自治を検討しておるのですけ

れども、市民自治という、こういう市民が参

加する仕組み、地域が課題を、自分たちで、

地域の人たちが考えて解決していこうという

仕組みがもう条例としてここで平成２５年か

らやっていますので４年目になる、丸３年過

ぎているという、そういう状況でありますの

で、こういったまちづくりの３つの自治とい

うものが確立、産業自治はこれから確立する

のですけれども、この３つで自治を進めてい

くというものは他の市にはほとんどないので、

この３本がきれいに入っているものはないの

で、それを新城らしさと置きかえてというふ

うに。 

○松本吉生委員 そういうこと。 

○事務局 ええ。 

○石田靖典委員 では、これということです
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ね。これを生かすための産業とは何ですかと

いう。 

○事務局 そうですね。ということで、まち

づくり、産業自治の仕組みの説明をさせてい

ただいたということでございます。 

○松本吉生委員 それで言うと、いや、僕、

３つのこの軸は近くないというか、それぞれ

が確立されてそれぞれが軸になっているので

分り易いなということはあったのですけれど

も。例えば、市民自治で若者とか女性がこれ

は困っている、ああしたい、こうしたいとず

っと悩んでいたりするではないですか。何か

ないかなと考えていたりするではないですか。

でも、もしかしたら産業界で、我々みたいな

ところであれば、それを、困っていることを

聞いたら、いやいや、こんな簡単にそれは解

決できるみたいなことが結構あるのではない

かなと思ったのです。 

 もしくは、若者がいろいろ考えでいるのだ

けれども、地域の人からすれば、いやいや若

者よ、そんなにいろいろ言うけれども、それ

ではだめだろうみたいなこともあるかもしれ

ないし、もしかして地域で困っていることが

若者とか女性だったら解決で出来るかもしれ

ない、産業だったら解決出来るかもしれない

ことがあるので、例えば、産業としてと言わ

れたら困るのだけれども、それぞれのところ

で出た意見というものをぜひ融合というか、

横に、この新城らしさがすごい、串を刺して

欲しいなという、そうすると何か、こんな簡

単に出来るのにみたいなものを、ずっと悩ん

でいることがなくなるかもしれないしという

ことをちょっと思いました。 

 ごめんなさい、その産業として、産業自治

のところで稼ぐ力をつけるにはということで、

それとはちょっと離れてしまったのですけれ

ども、何か横に通していただけると、いろい

ろ解決策とかが見えてくるのかなというふう

にちょっと思いました。 

○石田靖典委員 そうですね。 

○河合惠元委員 産業と、これはこれでいい

のですよね。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 これはこれでいいと思いま

す。新城らしさ、産業に対する新城らしさを

話すのだよね。 

○松本吉生委員 今のお話だとそうですね。 

○河合惠元委員 そうだよね。 

○松本吉生委員 うん。 

○村松 東委員 でも２つありそうですね、

今の話だと。こういう仕組みですよという新

城らしさ、こういう産業が新城らしさという。 

○事務局 こういったものを生かしてという

ふうに僕は考えたのですけれども。 

○河合惠元委員 では、産業自治の観点から

考えればいいのですね。 

○事務局 そうです。 

○河合惠元委員 これを、この３つがどうの

こうのとか、これは新城市の１つの方向性で

すね。今、こういう３自治で新城市をつくっ

ていこうという動きがあるよと、条例で決ま

っているよと、その中で産業自治振興協議会、

このグループは産業に１つ特化して稼ぐ力、

これなのだよね、きっと。これを話し合った

らいいの。 

○事務局 こういった形で。 

○河合惠元委員 この１番、２番、３番。 

○事務局 ４回目、５回目のお話で稼ぐ力を

つけて、地域内でもお金を使う。外でももち

ろん使いたいから使う。それは、その使うと

いうことはいいのだけれども、自分の稼ぐ力

をつけていくにはどうしたらいいのかと。 

 今、稼いでいる方ももちろんいらっしゃる

けれども、プラスアルファとしていくにはど

ういったものが要るのだろう、どういった連

携が必要なのだろうということをお話しして

いだけると１番になってくるのかなと。 

○松本吉生委員 なるほどね。 

○事務局 ええ。 

○石田靖典委員 １番でしたら、今、僕たち
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は、農家ですと、大体、農繁期になるとパー

トさんが必要になってくるのです。ただ、パ

ートさんの募集をかけてもなかなか集まらな

いし、その農繁期が終わってしまうとパート

さんが要らなくなってしまうというようなこ

とがあるので、人材派遣ではないのですけれ

ども、その忙しいところに回せることが出来

れば、会社ではないですけれどもそういう組

織があればいいなということがよく言われる

ことです。 

 農協もそれをやるように、今、動いてはい

ますけれども、まだまだちょっと足りないな

というところがあるぐらいです。 

 あとは、これもトマト農家でよく言われる

ことなのですけれども、廃棄分のトマトがか

なり多いのです。常に言われることが、加工

して売るような形をしたらいいのではないか

というふうに選果場のおばちゃんとかからも

結構言われるのですけれども、トマト農家は、

夏は忙しくて、そのことをやっている余裕が

ないので、そういうところで。 

○松本吉生委員 もったいないですね。 

○石田靖典委員 はい。会社とか、他のとこ

ろでやってもらえるところがあるのだったら

いいなということはあります。 

○河合惠元委員 捌き切れないということで

すね。 

○石田靖典委員 市場に流せないようなトマ

トがいっぱい出てくるので。 

○河合惠元委員 形とか。 

○石田靖典委員 形、あとは穴があいていた

りとか。味的には問題はないのですけれども、

やはり見た目が悪いというだけで。 

○村松 東委員 アウトレット的なところで

すね。 

○石田靖典委員 そうですね。 

○事務局 もったいないですね。 

○石田靖典委員 はい。 

○松本吉生委員 でも、そういうものはある

と思いますので、欲しい人というのはもしか

したらいるのかしれないし、それが、市が中

心になって、それこそそういうものから作っ

たドレッシングとかトマトジュースみたいな

もので何か逆手にとってブランドにしてしま

うとか。分かりませんけれども。 

 リユース野菜みたいに。 

○石田靖典委員 あとはブランド化。 

○松本吉生委員 ですよね。 

○石田靖典委員 一応、農協もブランド化で

動いてはいるのですけれども、やはりアピー

ル力不足とか、そういうことがあるので、そ

ういうところを押して、導いてくれるような

人がいるのだったらありがたいなという。 

○松本吉生委員 例えば、アピールというこ

とであれば、分からないですけれども我々の

ところで商談会とか全国でやったりしますの

で、そういうものを何か連携させていただい

たりとか、ということはあるのかもしれない

ですね。 

○石田靖典委員 それはすごいですね。 

 一応、経済連とかもスーパーとかでアピー

ルしているらしいのですけれども、それだっ

たらちょっと足りないなという気はしている

ので。 

○河合惠元委員 話が変わってしまうかもし

れないけれど、何かネットワークができて、

うちは今余っているから要らないとか言って。 

うちまで持ってきてとか。 

○石田靖典委員 契約上、農協に全量出荷に

なっている。農協を通して加工用の施設なり

会社なりがあれば、そこに全量を納めるとか。 

○松本吉生委員 なるほど。青森のリンゴ農

家が、なっているものは出しますよと、落ち

たものは今までリンゴジュースにしかしてい

なかったのですけれども、その落ちたものを、

今、皮をむいてカットリンゴで、今、コンビ

ニとかに置いてあるではないですか、あれを

やったら、それで、要はリンゴが茶色になら

ない何かに漬けているのかもわからないです

けれども、それをやり出したら、落ちている
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リンゴのほうが高く売れるようになった、む

しろ。 

 それで、今はもうリンゴをむかないで、コ

ンビニに行ってカットリンゴを買うようにみ

んながなっているのでという、もしかしたら

何かそういうような何かがあるのかもしれな

いですよね。 

○石田靖典委員 そうですね。トマトのその

穴があいているところだけ切ってしまえば普

通に食べられるので、それでさいの目にでも

切ってしまえばわかりませんから。 

○松本吉生委員 わからないですけれどね。 

その何ができるか、ちょっと済みません、全

然アイデアはないですけれども。 

 そういうものもあるのですよね、最近だと。 

 どうですか。お医者さんとしてでも支援や

連携はなかなか難しいですよね。 

○村松 東委員 なかなか。いろいろ考える

のですけれども難しいですね。難しいという

か産業というところは、ちょっと医療が離れ

ている。 

○松本吉生委員 そうですよね。稼ぐという

とまたかなり難しいですよね。 

○村松 東委員 そう感じる、その言葉にす

ごく抵抗がありますけれども、働く方々が根

づいていただくためにはやはり医療は大事な

ことだと思うので、これからはやはり高齢化

がどうしても進んでいくものですから、市も

しっかりというか一応プランがあって、今、

やっているのです。地域包括ケアシステムと

いうものがあって、なるべく在宅でいきたい

なという。 

○松本吉生委員 それは先生たちが訪問して

いくということなのですか。 

○村松 東委員 訪問、往診される先生もい

るし、訪問看護というものがあったりとか、

疲れた人たちが入院できるようにそういう病

床をつくるとかいろいろ、地域包括ケアは日

本全国で今やっているのです。 

 まだ新城は田舎なのでそんなに困らないか

もしれないのですけれども、東京は大問題に

なっている、ですので、そういうところで、

そういう部分は医療、これから大変かなとか、

そういうことをやっていかないと人がいなく

なってしまうでしょうし。 

 それはどうしても支援・連携とかとはちょ

っと余り関係がない、稼ぐという概念として

はちょっと違うところになるので、医療は半

分、ちょっとボランティア的なところがどう

してもあるものですから、考え方として。 

○松本吉生委員 それでも、例えばそういっ

た施設を行政が結構承認してくれれば、例え

ば先生が答えるということで。 

○村松 東委員 なるほど。 

○松本吉生委員 例えば市の皆さんからする

と遠いところにじいちゃん、ばあちゃんを預

けるより、やはり近くのほうがいいですよね

と。 

○村松 東委員 いろいろ、今、高齢者介護

つき住宅とかいろいろな施設も出来上がって

は確かにいますね。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○村松 東委員 田舎だと人が結構、みんな

同居しているから、都市に比べれば多いので、

そこまでの、東京ほどの需要がないのかなと

も思います。在宅というのは、逆にどこかに

預けるのではなくて、家で見るという形の方

が理に適っているのかもしれないです。 

 そうすると、開業医が若返らないとか。マ

ンパワーが要るものですから。 

 だから、訪問看護というのはすごく充実す

るといいなといつも思います。 

 今やっているのですけれども、数が少ない

ので。 

○松本吉生委員 そうなのですか。 

○村松 東委員 産業に直接は難しいのです

けれども。 

○松本吉生委員 新城市はやはり、まだ核家

族になっていなくて、やはり大家族が多くて。 

○村松 東委員 多いと思います。 
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○松本吉生委員 じいちゃん、ばあちゃんを

お家で見ている方が多いということですか。 

○村松 東委員 そうです。若い人は若い人

で単身というか単家族が多いですけれども、

年寄りは意外とやはり、皆さんお家の、ひと

り暮らしは少ないですね。ひとり暮らしも、

高齢者二人暮らしもまだ少ない方だと思うの

ですけれども。 

○石田靖典委員 作手だと出ていった人が入

ってくる率が高いみたいです。 

○村松 東委員 どこがですか。 

○石田靖典委員 作手。 

○村松 東委員 帰ってくるということです

か。 

○石田靖典委員 はい。１回出ていって、そ

の後、また帰ってくるという。 

○松本吉生委員 それは会社を引退した後と

いうことですか、当然。 

○石田靖典委員 いえ、会社を辞めて帰って

くるとか。 

○松本吉生委員 辞めて帰ってくるの。 

○石田靖典委員 はい。 

○河合惠元委員 何をしているの、その人た

ちは。 

○石田靖典委員 何をしているのですかね。 

 僕もよく分からないですけれども、ただ、

一緒に研修を受けた子が作手の出身なのです

けれども、会社を辞めて作手に帰ってきて、

まだ働いていて、その人の話を聞くと、「多

分みんな帰ってくるよ。」と、「外は嫌

だ。」と言っている。 

 確かに同居ではないですけれども家族はや

はり多いですね。大家族という訳ではないで

すけれども、本当にじいちゃん、ばあちゃん、

子供がいてというような家が大分多く見られ

るような気がします。 

○松本吉生委員 何かありますか。 

○河合惠元委員 産業としては、やはり稼ぐ

というか、先ほどもちょっと言ったのですけ

れども地域資産、資源をどうやって使うかと

いうことを考えました。 

○松本吉生委員 例えば、木材とかそういう

感じですね。 

○河合惠元委員 木材ですね。 

 この前、熊本で震災があったときの報道と

いうかニュースの中で、仮設住宅がやはり木

材版とかいうのが地元の建築組合なのか向こ

うの、九州の人たちが力を出してそういう木

造の仮設住宅を、１，０００棟だったかちょ

っと忘れましたけれども、造ったと。 

 それで、施工も早いらしいのです、どうも。 

○村松 東委員 木材。 

○河合惠元委員 木材も。そういう技術を持

ったのか積み木ハウス的なのか、極端に言う

と誰でも組み立てられるような。でも、仮設

なのだけれども人に優しいとか、それを見て

いて、材料はいっぱいあるので、新城市がと

か、組合なのか一事業体では難しいので、１，

０００棟とか２，０００棟とかいつでも配れ

るよと、新城市の材で。ストックするのか、

ほかの県とか市と契約するのかとか、新東名

が出来たことで一早く届けますよとか。 

 そうすると、建築屋の人も簡単に出来る工

法でいつでも飛んでいけるとか、木を何かで

きないかなと。 

 一般住宅でもちろん木材を使っている人も

いると思うけれども、圧倒的に材はあるので。 

○村松 東委員 そうですね。 

○河合惠元委員 まだまだ、外材も入ってく

るし、なかなか手をこまねいていても。もう

８０年になる木なんてざらにありますから。 

○村松 東委員 そうですか。 

○河合惠元委員 あまり買ってくれないよう

な木だから。 

 だから、何か市が契約してもらって、でも、

加工は民間がやって、ストック場というもの

が必要になると思いますけれども、そんなも

のは何とかなりますので。 

 できればそれが進んでいくと、海外の被災

のところにもいつでも提供できますとか、家
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のない人たちはいっぱいいるので、海外と姉

妹都市提携をしながらとか、新城市の材なの

か東三河の材なのか、物を売る。 

○松本吉生委員 海外に。 

○河合惠元委員 海外に。ＯＤＡとして、物

として売るのか、という展開が出来ると楽し

いかなと。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 燃やすのも一つの手かもし

れないけれども。 

○石田靖典委員 そうですね、農業の分野で

もどこだったか忘れましたけれども、ビニー

ルハウスを木で作って、というのがあったの

です。 

○村松 東委員 ビニールハウスを木で作っ

たの。 

○松本吉生委員 骨を。 

○石田靖典委員 骨です。 

○河合惠元委員 今の技術では出来るかもし

れないですね。 

○石田靖典委員 はい、骨を木でつくって、

パイプで作るより高くつくらしいのですけれ

ども、ただ、軽くて環境もいいというふうに

なっていました。 

 あとは、最近だと木材をバイオマスですか、

燃料にしてハウス全体を温めるというやり方

もあるので、そうすれば林業と農業が結びつ

くことが出来るというのがあります。 

 重油代とかが浮くのだったら、僕たちも冬

に何か作物を作るということも考えることが

出来ると思うので。 

 何せ冬の農業は、やはり、特に山間地です

けれども、燃料代がかなりネックになってし

まうので何もできないということがあります。

作っても赤字になるという。 

○松本吉生委員 例えば、先ほどおっしゃっ

ていただいたトマト、廃棄用のトマトがもっ

たいないとかいう話、何かに使えないかとか

いう話、パートさんが必要な時期とそうでは

ない時期があるので、それをどうしたらいい

とか、例えば木材、先ほどの災害の連携とか

海外との連携というようないろいろアイデア

はあると思うのですけれども、どのような支

援・連携があればそれが実現していくのかと

いうことが、１つはそこだと思うのです。 

 当然、市役所に頼るということもあると思

うのですけれども、そこは何なのですかね。 

 僕たちは物を売るという話だと、我々とす

ると銀行のネットワークがあるので、たまた

ま新城市では全国展開、はたまた世界となる

と我々だけなので、そういったお客様のネッ

トワークを生かすとか結ばせていただくとい

うようなものはあると思うのですけれども、

あとは何があるかですよね。 

○石田靖典委員 どちらかというとプロジェ

クトのような形で、僕が言ったようなものを

やりたいといったときに、市なり農協なりが

先導していく上で、そこに必要な業種の人間

が集まってこのプロジェクトをやっていくに

はどうしたらいいかという形で話を進めても

らえるといいような気がするのですけれども。 

 多分、僕だけがこういうものをやりたいで

すと言った場合。 

○松本吉生委員 例えば、お金をもらっても

人材が。 

○石田靖典委員 結局、人脈がないので、う

うんとなってしまう。 

○松本吉生委員 そういうものも何かあれで

しょうね。いろいろ連携していないとだめだ

ということですよね。 

○石田靖典委員 はい。 

○松本吉生委員 難しいですね、どのような

支援。 

 結局、人・物・金ということなのですかね。 

○河合惠元委員 そうですね。 

○松本吉生委員 結局その３つがそろわない

と、ということですよね。 

○石田靖典委員 はい。 

○松本吉生委員 例えば、人が集まらないと

かいうお話もありましたしね。 
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○石田靖典委員 はい。そういう集まりがあ

るようなところがあればありがたいなと。話

し合いの機会のようなものがあればありがた

いということはあります。 

○松本吉生委員 わからないですけれども、

新城ニュービジネス大賞みたいな、そういう

ものをまず募集してみるとか。 

 それに発案してくれて、割といろいろな人

たちが、例えば産業の人たちが見ていて、よ

くあるじゃないですか、手を挙げるやつ。は

い私、芸能プロダクションとかよくあるじゃ

ないですか、歌を歌ってうまい子に、ではう

ちが契約しますみたいな、何かそういう、ち

ょっと話が違ってしまうかもしれないですけ

れども、例えばそういう、うちがお手伝いし

ますよ、みたいな。ごめんなさい。 

○事務局 いや、おもしろいです。すごくお

もしろくて。 

○村松 東委員 新城で今でもやっていませ

んでしたっけ。市長が。 

○松本吉生委員 商工会とかでやっていらっ

しゃいますか。何かそういう、分からないで

すけれども。 

○村松 東委員 他のプロジェクトを公募し

て３人ぐらいが、何か前にやっていませんで

したか。 

○石田靖典委員 ああ、鈴木君がやったやつ

か。地域おこし隊の。 

○村松 東委員 鳳来の。 

○河合惠元委員 「めざまち」ではないの。 

○事務局 どやばい村ですか。 

○村松 東委員 じゃなくて、それはまた別

の違うやつかな。 

○事務局 じゃなくてまた別ですか。 

○村松 東委員 鳳来の大野の鳳来館でした

っけ、やっている人は誰でしたっけ。 

○事務局 安形真さん。 

○村松 東委員 あの人が関わっている何か

プロジェクトを何かいろいろやっているのが

ありませんか。新城市でたしか、やっていま

せんでしたっけ。ブログで見ただけなのです

けれども。 

○石田靖典委員 前に、でも何かそういうア

イデアを募集しているというのはどこかで。 

○村松 東委員 何か合宿をやってみんなで

プロジェクトをつくって提案して、選ばれた

ら何かになるというようなことを最近どこか

で見た覚えはあるのです。 

 だから、似たようなことを、何かこういう

プロジェクトがあって、手を挙げてみたいな

ことをやっているのかなと思って。 

 そういうところと、こういう、ここと今や

っているようなことは結構かぶることがある

のかなといつも思うのです。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○村松 東委員 片や新しいプロジェクトを

立ち上げて新城市を良くしようという人たち

ですよね、安形さんたちは。 

○事務局 はい、そうです。 

○村松 東委員 同じことをやっていません

か。 

○事務局 ああ。 

○村松 東委員 と思うのですけれども。 

○河合惠元委員 何か今は予算が全て、 

○事務局 目指せ明日のまちづくり。 

○河合惠元委員 全部、予算組みから計画ま

で全部作らなければいけないと。 

○村松 東委員 なってますね。 

○河合惠元委員 それで提出して、受かるか

受からないか。それを、案を、こんな案を買

わないかという話だと思うので、自分ではそ

こま出来ないけれども、行政が絡んではいけ

ないとか事務局は絡んではいけない。 

 大きなものから小さいものまで、いろいろ

なことがあるので、こんなビジネスを考えて

いるのだけれどもと。 

○松本吉生委員 そうですね。それを今、多

分、いろいろ考えられた方が、それを実現す

るために行政へ行っていろいろ許可とかもら

うとか、例えば、銀行へ行ってお金を借りに
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行くとか、何かの情報を取りに行くというよ

うなことをそれぞれやっているのですけれど

も、それが何かまとめて、先ほどの話ではな

いですけれども、いろいろな人が新城市に集

まって、一気に何か進むというような。 

 それは、今までは新しいものをつくる人と

いうのが一個一個自分でやっていたのだけれ

ども、それをみんなでまとまって聞いてあげ

て。 

 それは当然、だめですよとばっさりどんど

ん行くのですけれども、ほとんど、多分だめ

だと思うので。 

 でも、その中できらりと光るものには一気

こう、やってあげるというような。 

 分からないです。そこで三菱東京ＵＦＪ賞

で５００万円みたいな、冗談ですけれども。 

○河合惠元委員 今ちょっと、ジャイカの方

と勉強をちょっとしているのですけれども、

そういうことはありますよね。何をどうやっ

たらいいか分からない。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 そう。それはやはり支援を

してくれて、もちろん予算もつけてくれたり

するのだけれども、実際、最後には儲ける商

売をすると。 

 １つはもちろん新城を生かした限定版なの

だろうけれども。 

○松本吉生委員 ちょっと、その新城らしさ

とかいう、さらにちょっと、もうちょっと川

上の話かもしれないですけれども、今のは。 

 それが産業、自然、文化、人などを活かし

たものであれば。でも、やってみましょうと

かならないですか。 

 まちづくり事業交付金というと、何か相当

いろいろなものを固めた上でないと。 

○事務局 そうですね。 

○松本吉生委員 そりゃそうですよね。 

○事務局 ええ。 

○松本吉生委員 ただであげるわけにはいか

ないですよね。 

○事務局 そういうふうにうまくなればいい

ですけれども、税金ゆえというところがやは

り。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○事務局 なのですね。 

○河合惠元委員 個人でできることは個人で

やればいいということですよね。 

○事務局 はい。 

○河合惠元委員 その辺の棲み分けが。 

○松本吉生委員 もしかしたら、そういう何

か形として、産業としてということの以前に、

そういうアイデアが出やすいとか実現しやす

い仕組みづくりというものを何か。 

○事務局 考えたほうが、自治。 

○松本吉生委員 産業自治のところで考えて

あげるというものが、そうすると、市民の方

とか地域の方からいろいろなアイデアが出る

という可能性もありますよね。 

 我々として何か出来るということも当然そ

うなのですけれども。 

 済みません、ちょっと何か議論が拡散して

しまって申しわけございません。 

 難しいですね。アイデアはあると。 

○石田靖典委員 今、一瞬、産業をつくると

言われて、そういえばこのシーズンだと草刈

りとか、あとは用水路の掃除とかがあるので

すけれども、そういう会社があれば、その地

域自治の方へ話が行って、地域自治区の方で、

ちょっとうちのほうでお願いしますという形

でお金を回せるのではないかということをち

ょっと今考えたのです。 

 いかんせん、作手の方だとやはり地域を保

つために自分たちで草刈りもすれば柵を作っ

たりとか、あとはどこか壊れたら自分たちで

直したりとかしているので、そういうものを

代行ではないですけれども、やってくれるよ

うな組織があればありがたいなということを、

今、一瞬思いついただけで。 

○河合惠元委員 それが何かシルバー、うち

で言うとシルバー人材。 
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○事務局 シルバー人材。 

○河合惠元委員 高いんだよね。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 何か制約されたりとか。 

○石田靖典委員 はい。 

○事務局 今は１つしかないという状況でし

ょうか。そのシルバーさんが多いです。 

○河合惠元委員 多いのだ。 

○事務局 多いです。 

○河合惠元委員 待っているの、仕事を。も

ったいないね。 

○事務局 上手ですしね。 

○石田靖典委員 よく働きますし。 

○河合惠元委員 じゃあ、８時から、１０時

に休憩して。 

○石田靖典委員 全部決まっていますよね。 

○河合惠元委員 そういうことが嫌らしいの

だよね、何か。 

○石田靖典委員 あと、１つのところに何時

間しかいられないとか、確か決まっていたは

ずなので。 

○河合惠元委員 草刈りだったら、朝、年配

の人だったら朝５時、４時に起きるから、も

う涼しいうちにやりたいから。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○石田靖典委員 もう朝４時から草刈り機の

音がしています。 

○河合惠元委員 言っても、シルバーだと８

時からでないとだめだというような何かの縛

りがあったり。 

○松本吉生委員 例えば、早く終わらせたい

という人もいるけれども、もうこの時間は休

憩というような、そんなことがあるのでしょ

うね、多分。 

○河合惠元委員 大ざっぱに、１週間のうち

にやってくれればいいのに、涼しいうちにや

ってくれればいいよなんていう、もうちょっ

とラフ的なことがあれば。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 人材が。 

○松本吉生委員 人材派遣会社を作りますか。 

○石田靖典委員 欲しいですね、人材派遣会

社は。みんな人手が不足しているので。 

○河合惠元委員 そういうことが余り聞こえ

てこないね、でも。工業はもちろん少ないの

だけれども、人手がないのだけれども、農業

とか。 

○石田靖典委員 一応、募集の広告は出して

いるのですけれども、なかなか応募が来ない

という。 

○河合惠元委員 結構１つのところではなく

て、この月は作手の農家に行くよとか、何か

楽しいような気がするけど。 

○松本吉生委員 そうですね、何かね。 

○石田靖典委員 夏は作手の農家で、冬は三

ヶ日の方へ行ってとか。 

○松本吉生委員 涼しくて。 

○事務局 何かありますよね。 

○松本吉生委員 確かに。 

○石田靖典委員 暑いですよ。 

○松本吉生委員 暑いですか。涼しくないの

ですか。 

○石田靖典委員 涼しくないです。夜は涼し

いですけれども。 

○河合惠元委員 三ヶ日の方もそんなことや

っているもんね。 

○石田靖典委員 やっています。 

○事務局 上手ですよね。人を集めるのも上

手だし。 

○松本吉生委員 あれは何か人が立っていて

みんなが拾っていくということは、あれは本

当なのですか。ミカン農家を手伝いに行くの

は何かみんな立っていて、アルバイトのよう

な。 

○石田靖典委員 作手だとバスが来て、それ

にみんな乗り合いで。 

○松本吉生委員 それで拾っていくのですか。 

○石田靖典委員 はい。 

○河合惠元委員 それは面白いね。 

○松本吉生委員 山谷のあれみたいですね。
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手配師みたいな。 

○事務局 行くよというような感じですね。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○石田靖典委員 あとは本当にあれです。農

家でも午前中だけ欲しいとか、午後は要らな

いとかあるので。でも、パートさんとしては

午前も午後も働きたいとなったときに、１つ

の農家と契約するのではなくて、人材派遣会

社のようなものがあれば、午前はこっちで午

後はこっちね、とは言えるとは思うので、１

人で午前はこっちの農家、午後はこっちの農

家で契約しようということは面倒くさいとは

思うので。 

○松本吉生委員 いろいろな課題とかニーズ

が、やはりいろいろなところで転がっている

ので、それを調整していけばもっと何かあれ

ができるということなのですかね。 

○石田靖典委員 はい。働きたいと思ってい

る人はいると思うのですけれども、募集して

いる場所を知らないとか、こういうふうに農

家が欲しいと言っているということを知らな

いということがあると思うのです。 

○河合惠元委員 広告を出すといってもお金

が要るしね。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○石田靖典委員 あと、農協は、作手のトマ

トの場合は、農協がまとめて広告を出してい

るのですけれども、作手地域と、この間、豊

田とか岡崎の山間地は広告を撒いたのですけ

れども、新城の下のほうまでは撒いていない

と言うのです。 

○河合惠元委員 撒いてないの。 

○石田靖典委員 あそこのセブンイレブンの

あたりまでしか撒かないと言っていたので。

作手から下ってきたところのセブンイレブン

のあの辺までしか撒かないと、そこから先を

撒けと思うのですけれども。 

○河合惠元委員 限られている人だと。 

○石田靖典委員 そこから先だろうとは思う

のですけれども、そこまでしか撒いていない

と言うので。 

 あとは、個人的に契約している人はいろい

ろなところから引っ張ってきているみたいで

すけれども、伝手がない人は農協が紹介して

くれる人を待っているという。 

 本当に人手があれば規模を拡大したいとい

う人は結構いるので、規模を拡大すればお金

を稼げるようになって、また新たに人を確保

できるようになって、新城市にもお金が落ち

ていくという。 

 規模を拡大していけばブランド化も容易に

なって、単価も上がってということもあるの

ですけれども、いかんせん、初めに人手がど

こも足りていない。 

○松本吉生委員 足りていない。人がやはり

いないですね。 

 やはり家を建てる場所を増やさないとだめ

ですよね。なかなか都市計画がうまく進んで

いないですよね。そこになっちゃいますけれ

ども。また都市計画の話になってしまいます

けれども。 

○河合惠元委員 一回、全部白紙にしてくだ

さい。 

○事務局 この前もそのお話がありまして、

タイミングよく、今、ごめんなさい、行政か

らの話で申しわけないのですけれども、家が

建つようにというお話がありまして、実を言

いますと、都市計画課で庁内、行政の各課の

職員を集めて、税務課だとか私も出たのです

けれども、そこで、この前の会議の後にあっ

たのです。宅地の方はどうするかというふう

なことは意見として欲しいということだった

ので、宅地として、新東名のインターも出来

ましたので、宅地を少しでも広げられるよう

に出来ないかということは打診してありまし

て。 

 ただ、そこで国の話が出てしまったのです

けれども、国の方は市街地の中でも、要は空

洞化になってしまっているので、そこをまず

埋めていくという方式、そういう流れらしく
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て、調整区域を広げていくのではなくて、今

ある市街化区域の空いているところに入って

いくように、要は小さく小さくというか、い

う国の流れはあるようなのです、国として。

流れとして。 

 ただし、新城市としてこういう方向で行き

たいというところは都市計画課の方でまとめ

ていくというお話でしたので、声を大にして

いきたいなとは思っております。 

 もう一つ、今現在、都市計画課の方では、

例えば市が宅地化しました、入ってもらえま

すか、要は住宅用地の需要はどれぐらいある

のか、入っていただける意向があるのかとい

う、今、調査をしているそうなのです。今年

で。 

 例えば、市は住宅の用地を確保しましたけ

れども、入る人がいなかったら。 

○河合惠元委員 市が何でもやろうとするか

らおかしくなる。それは民間に任せればいい

の。このエリアは住宅を建てますよと。 

○事務局 建てていいですという区域を。 

○河合惠元委員 建てられますよというだけ

でいい。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 宅地も全部用意して、さあ

来てください、入らなかったらどうしようと

すぐ考えるでしょう。 

○事務局 すぐ考えてしまいます。 

○河合惠元委員 やめればいいのです。調整

を外せばいいのだって。このエリアを、新城

市は、例えば新城小学校の生徒が少ないから

新城小学校エリアを住宅エリアにしようかと、

調整区域が邪魔だねと。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 なかなか、いろいろなしが

らみの人たちがいる中で新しい人が入ってい

くことは難しいから、新しいまちをつくる。 

○事務局 人が集まる用地。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○河合惠元委員 ゾーニングすればいいんだ

って。 

○松本吉生委員 多分、そうすると、家を建

てなくて持っている、宅地に変わると税金が

上がるから。 

○事務局 上がります。 

○松本吉生委員 結局、使っていない人は多

分売るのですよね。 

○事務局 売りますね。 

○松本吉生委員 売りたいと言うと。そうそ

ると建築屋か不動産屋かわからないですけれ

ども、宅地分譲をするかというような話を多

分考えると思うし。 

○事務局 そういう動きが出てくれば少しは。 

○松本吉生委員 そういう動きが出てくれば

うちも絡みながら。宅地分譲のための土地を

取得するための資金を支援するのか、分から

ないですけれども建物を建てるための住宅ロ

ーンでお手伝いするのか分からないですけれ

ども、多分、自動的にそうなってきますよね。 

○河合惠元委員 用地が少ないから高騰する

だろうし、みんな困っていないから余り売ら

ないのだよね。 

○事務局 そうでね。 

 また会議がありますので、やはり皆さんの

意見は貴重で心強いものですから。 

○河合惠元委員 都市計画課はそれでもいい

けどね。 

○松本吉生委員 もうあと５分。 

 難しいですね。要はいろいろニーズ、課題

はいろいろなところで落ちていると思うので、

やはりそれを実現してあげる仕組みを作ると

か、それを調整するようなことができれば何

かもっと稼げるようになるのではないかなと

いうことが大まかな話ですかね。 

 今、そういうようなことがないからそれぞ

れの人がそれぞれで困ってしまっているとい

うような。 

○事務局 そこまでになってしまっているの

ですよね。 

○松本吉生委員 そうですね。どうしたらい
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いかなと自分でいろいろ考えてはいるのだけ

れども、結局、解決策が見い出せないままで

いるという、そんな感じですかね。 

○事務局 結構おもしろい、ニュービジネス

大賞みたいな、奇抜で、人材バンク制度とい

うものも本当に欲しいという。 

○石田靖典委員 欲しいです。 

○事務局 ということがすごく伝わりました

し。 

○河合惠元委員 仕組みなのかな。 

○松本吉生委員 そうなのですかね。 

 先ほどの人材で言うと、僕は震災のときに

仙台にいたのです、ちょうど。土日、当然、

東京には帰れないので、しようがないからと

言ってはいけないですが、ボランティアをや

るかというような、家にいるし、どうせ、と

いうような。それだったら地域のためにとい

って行って、どういうふうにやったかという

と、皆さん御存じだと思うのですけれども、

ボランティアをやりたいですと、何をやるの

か分からないけれどもとりあえず行って、土

さらいをやってくれる人、はい、と手を挙げ

て、連れていってというような。家の片づけ

をやってくれる人とかで、はい、という感じ

で。そうやってやっていたのです。 

○事務局 コーディネーターみたいな。 

○松本吉生委員 だから、先ほどの話ではな

いですけれども、それを、一応、一定期間雇

ってどうにかしようとすると、何かいろいろ

な縛りが多くてなかなか活用できなくてとい

うようになってくるので、本当にそのような。 

○石田靖典委員 そうですね。サラリーマン

でも土日が空いている人だったら、私たちは

土日働いていますからいつでも構わないです

から。 

○松本吉生委員 そうですね。かもしれない

です。 

○石田靖典委員 はい。 

○河合惠元委員 ブラジル人とか。 

○石田靖典委員 何でもいいです。 

○河合惠元委員 僕は友達がいるけれど、す

ぐ集まるよ。 

○石田靖典委員 そうなのですか。 

○河合惠元委員 大根とりとか。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 そう。 

○石田靖典委員 収穫してもらっている今の

パートさんも、平日も、下手をすると土日も

来てもらうので、やはりそのパートさんも結

構厳しいような感じなので、土日だけまた別

の人を雇うとか。 

○河合惠元委員 そういうことは結構あるよ。

派遣みたいなことは。１回、集めてくれと言

われて５０人集まった。 

○松本吉生委員 すぐ集まるのですか。 

○河合惠元委員 そう、そう。すぐ集めた。 

○松本吉生委員 外国の方ですか。 

○河合惠元委員 外国の人。 

○石田靖典委員 こちらとしては、やってく

れるのだったら別にどういう方でもいいので。 

○河合惠元委員 そりゃそうだよね。 

○石田靖典委員 はい。なので、そういうこ

とをやってくれるような組織が、こちらから

こういう仕事を頼みたいのですけれどもと言

ったときにすぐに対応してくれるような組織

があるとすごくありがたい。 

○河合惠元委員 来週の土曜日、土日にちょ

っと５人ずつ集めてと、それならすぐに集ま

る、本当に。 

○事務局 そのノウハウをちょっとお伺いし

て。 

○石田靖典委員 ノウハウも何もないですよ。 

○事務局 教えてもらって、どこに頼めばい

いかとか教えてもらえると、何か解決しそう

な勢いがあるのですけれども。 

○松本吉生委員 そういう人は、例えば自動

車関係の期間工のようなものに登録している。 

○河合惠元委員 派遣で契約している人たち

です。やはりお金が欲しい。 

○松本吉生委員 そうでしょうね。 
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○河合惠元委員 そして休んでいるのがもっ

たいないとか。半日でもそれはうれしいので

はないかな。 

○石田靖典委員 半日も働いてくれたら、そ

の分こちらも休めますから。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 その方だけは、すぐ僕が手

配しますよ。 

○事務局 話が早そうですね。 

○松本吉生委員 カワイ製作所に少しマージ

ンが落ちて。 

○石田靖典委員 多分、そういうものを欲し

がっている人はたくさんいると思います。 

○河合惠元委員 もしかしたら、プロだから、

派遣する会社は。それはおもしろいかもしれ

ない。 

○松本吉生委員 そうですね。でも、そうい

った余力を作ってあげれば、新しい、先ほど

のジュースの話も、そういう何かもうちょっ

と違うこと、休むということも当然ですけれ

ども、次の一手につながるかもしれないです

よね。 

○石田靖典委員 そうですね。余力ができれ

ばまた別のことが出来るようになるので。 

 この時期、トマト農家はみんなこうですか

ら。 

○松本吉生委員 一番大変ですよね。 

○石田靖典委員 はい。みんなトマト以外の

ことは何もできないとなっているので。 

○松本吉生委員 夏はトマトですよね。冬は

どうしているのですか。 

○石田靖典委員 冬はみんなそれぞれ適当で

す。片づけをやったりとか。 

○松本吉生委員 でも、ハウスだからあれで

すよね。路地で育てているのですか。 

○石田靖典委員 いや、ハウスです。 

○松本吉生委員 そうすると１年中採れるの

ですか、一応。 

○石田靖典委員 暖房をたかないとだめです。

だから、暖房をたくとなると燃料代でちょっ

と赤字になってしまうので、大体、作手の場

合は１２月でやめてしまうという形です。 

○河合惠元委員 作手のトマトはいいの。 

○石田靖典委員 いいのかどうか。 

○河合惠元委員 評価。 

○石田靖典委員 評価はまだマイナーです。

大体、出しているのが愛知県内というか、行

っても豊橋とか。 

○河合惠元委員 例えば、津具のトマトは結

構有名じゃない。 

○松本吉生委員 有名ですね。 

○河合惠元委員 あそこと比較して、酸っぱ

いものが好き、甘いものが好き、という人も

いるかもしれないけれども、分からないです

けれども。 

○石田靖典委員 津具のトマトは、多分、こ

の辺のトマトは全部あれです、奥三河トマト

で出していると思うので。 

○松本吉生委員 一緒なのですか。 

○石田靖典委員 つくで高原のトマトで出し

ているのかな、作手は。 

○河合惠元委員 そんな名前があるね。 

○石田靖典委員 はい。津具のトマトはちょ

っと分からないです。単価的には聞いていて

も余り変わらないような気がします。 

○河合惠元委員 やはりその問題点が農協だ

けではなくて、もうちょっとほかで情報があ

れば、たまたま僕はその話、そんなことはす

ぐできるよと、先ほどの。もうちょっと広い

ね。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 いろいろなところで多分そ

んな話がある。 

○松本吉生委員 あるんでしょうね。そうい

うものを何か横で刺せるというか、いろいろ

な情報があったら、例えば、カワイ製作所だ

ったらすぐそれを解決できるとか、村松さん

だったら何かすぐ解決、もしかしたらうちの

会社だったらすぐできるのにというような話

はいっぱい転がっているかもしれないですね。 
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○河合惠元委員 うん。 

○石田靖典委員 相談できるところが限られ

てしまっているという状況ができ上がってし

まっているので、今は。結局、そこに相談し

て話が止まってしまうということが現状です。 

○河合惠元委員 出来たね、何か仕事が、新

しいビジネスが。 

○松本吉生委員 どうしましょう。人材バン

クをやりますか。社長に出資していただいて。 

○河合惠元委員 何か出来そうだよね。 

○松本吉生委員 でも、本当に出来そうな解

決を何か。市役所に半分出資してもらって、

カワイ製作所に半分出資してもらって、雇わ

れ社長で。 

 何かそういった意味では、余り堅く考え過

ぎず、何かいろいろな意見が言えて、それを

いろいろな人が見られて、何かできるという

ようなものがあったらいいですね。 

○事務局 こういう会はいいですよね。 

○村松 東委員 こういう会議が、みんなが、

やりたい人が集まれる場があればいいのかも

しれません。 

○事務局 何か新しい課題が出て解決するよ

うな、こういうものがあって。 

○石田靖典委員 ここでこういうふうにつな

がってはいますけれども、実際はつながる場

所がないという、場がないということが。 

○河合惠元委員 だから行政に相談しても終

わってしまう、その中で、その中だけで。そ

こから広げられない。 

○松本吉生委員 昔はよくスーパーとかに、

これを売りますとかこれを買いたいですとか

あったではないですか。 

○事務局 張って。 

○松本吉生委員 よくあったではないですか。

何かそういうものかも分からないです。市の

中で何かこうやって誰かが見れば。 

 それとあと定期的に、例えば、選ばれた人

たちが見るようにして何か解決策を書いて。 

○事務局 そういう会ですよね。 

○松本吉生委員 会というか。 

○石田靖典委員 会でもホームページでもい

い。ホームページに掲示板でもあって。 

○松本吉生委員 簡単に張って、こうしたら

どうですかというような。 

○事務局 ホームページみたいな、掲示板み

たいな。 

○松本吉生委員 掲示板みたいなものかも分

からないです。何かそういう。 

○河合惠元委員 それはビジネスになるんだ

ね。内容と相談でしょう。 

○松本吉生委員 市となると何かオフィシャ

ルな答えが必要になってしまうかもしれない

ですけれども。 

何か、ラーメン屋をやりたいですというよ

うな人がいるではないですか。いろいろな有

名なラーメン店の人がそれではだめだとか言

って、その人が鍛え上げられて有名店になっ

ていくというような、何かそんなイメージで

すよね。 

 難しいな。何か柔らか過ぎて誰でも気軽に

言え過ぎるとまたそれはそれでちょっとしっ

ちゃかめっちゃかになってしまうということ

が難しいですけれども。ただ、余り堅過ぎて

も。 

○石田靖典委員 そうですね。 

○河合惠元委員 確かに、困っているところ

に何か、というのがビジネスだから。 

○松本吉生委員 はい。 

○河合惠元委員 そういう情報が欲しい。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 逆に欲しい。 

○松本吉生委員 そうですよね。稼ぐチャン

スですよね。 

○石田靖典委員 情報と人脈を増やせる場所

が欲しいです。 

○松本吉生委員 どういう仕組みをするのか

ですけれど。 

○河合惠元委員 北海道の何ていう人だった

っけ。講演してくれたでしょう。 
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○事務局 岩橋さん。 

○河合惠元委員 今、そのような流れにはな

っていないのですか。 

 行政がやると面倒くさいものだから、金融

機関がやってしまって。 

○松本吉生委員 金融機関もなかなか面倒で

すけれども。 

○河合惠元委員 会長でしょう、今。何かの

会長じゃないの。 

○松本吉生委員 金融協会。 

○河合惠元委員 そう、金融協会の。 

○松本吉生委員 商工会にしませんか。 

○河合惠元委員 その方がいいかもしれない。 

○松本吉生委員 メンバーになってくれれば

いろいろ経営指導とかもしますよ、みたいな

話ですからね。 

○河合惠元委員 何か課を作ればいいかもし

れない。窓口だけという話、商工会は利用し

ながら、こういう人を紹介するとか集まって

ということは出来るし。 

○松本吉生委員 そうですね。だから、実務

をやっている人がもっと気軽に話ができるよ

うな形がいいかもしれないですけれども。 

 一番簡単なものはネット上とか、あんなも

のですかね、分からないですけれども。 

 それで、それを何かいろいろひも解いてマ

ッチングをして、片一方はニーズがあって、

片一方は手伝って、そこでビジネスが生まれ

るから、そこでちゃりんともらうというよう

な仕組み作りがあると。 

○石田靖典委員 そうですね。 

○松本吉生委員 ビジネスになってお金をち

ゃりんともらえばいいのですよね。 

○石田靖典委員 はい。 

 とりあえず話し合いの場が欲しいかな。 

○松本吉生委員 そうですね。 

 お医者さんはやはり難しいですね。 

○村松 東委員 そうですね。特殊になって

しまいますかね。 

○松本吉生委員 特殊ですね。 

 その産業を育てる人をどのように育てたら

いいでしょうか。 

○鈴木誠協議会長 そろそろ終わりましょう。 

○松本吉生委員 戻るの。 

○事務局 はい。では、そのまま戻ってくだ

さい。 

○鈴木誠協議会長 では、松本さんからも今

日の話し合いの成果と今後もやはりこの協議

会で取り上げないといけないというような、

そんな話題をちょっと出してもらいたいと思

うので、今、佐藤さんがまとめてくれていま

すので。 

○松本吉生委員 はい。 

○鈴木誠協議会長 ちょっと待ってください

ね。みんな集まるから。もう手短にやってい

きたいと思いますので。 

 

（審議委員会に戻り、会長によるまとめ） 

 

○鈴木誠協議会長 どうもありがとうござい

ました。 

 きょうのテーマに沿った非常にユニークな

話し合いが随分あったようで、僕もオブザー

バーとしてだけ、関ってはいけなかったので

すけれども、ついつい、ん、と身を乗り出し

てしまって、後でちょっと個人的に話をした

いなという人も何人かいましたけれども、そ

のような、いろいろないい機会になりました。

ありがとうございました。 

 それでは、最初に佐藤さんの方から、今日、

このグループで話し合われた内容の紹介と合

わせて、この協議会で次なる課題はどういう

ことだというところを、これを皆さんに手短

に紹介をしてもらいたいと思います。 

 詳しいことはテープに録ってありますので、

また早目にテープ起こしをして、皆さんに確

認をしてもらって、きちんと次なるテーマに

していきたいと思います。 

 では、お願いします。 

○佐藤真琴委員 こちらの班は、農業をやっ
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ていらっしゃる天野さんとケーキとか焼き菓

子作りをやっていらっしゃる澤上さんの事例

で話を進めました。 

 天野さんの農業の話ですけれども、最初は

ブランド力を強くしていくとか、束で、みん

なで、この地域で寄せ集まってここを強くし

ていくという話が出てきたのですけれども、

それとはまた別の軸で、マーケットシェアを

拡大していくために、今の事業はもちろん大

事なのだけれども、もうちょっと未来のこと

も考えなければいけないね、という話が出て

きて。子牛を育てて、子牛を次のところに売

るという仕事をされているのですけれども、

今はいいので一生懸命やってしまうのだけれ

ども、これからは子牛をきちんと肉になると

ころまで育てるところまでやらなければいけ

ないと天野さんは気づいているけれども、な

かなかそこまで周りがついて来ていなくて、

天野さんが一生懸命、次世代の人に教えてい

るような状況。そういう若い人たちの次世代

の勉強会に、例えば梅津さんみたいに経営の

ところで本当に物を作って売っているような

方たち、異業種の方を含めて次世代のための

勉強会をやってみることも、おもしろいので

はないかという話が出ました。 

 澤上さんについては、今、一生懸命、お一

人でされているのですけれども、今の経営か

らもう一歩乗り越えていいかどうか、次はど

うしたらいいのか、失敗してしまうか、やっ

ていけるか、判断が自分の中でまだつかない

ので、その自分自身のことをきちんと相談し

てくれるような、話を聞いてくれるメンター

のような方が必要ではないかという話が出ま

した。 

 それを元に澤上さんが判断して、やるのだ

ったら経営相談として、それは、今、既存の

市役所窓口とか行けるのですけれども、もう

ちょっとその前の段階で、人の支援が必要な

のではないかという話が出ました。 

 お二方とも必要なものは、つい支援とか連

携という仕組みで考えてしまって、こういう

補助金がとか、こういうサービスとか出てく

るのですけれども、一番必要なのは人なのか

なということが１番目のところの話で出まし

た。 

 ２番目は、どのような産業かということを

考えたときに、新城市は中心がないという話

が出て。今人が集うエリアで中心になってい

るものが市民病院のエリアとか、そこからア

クセスが出るような形になっているので、も

うちょっとまちづくりを全体から考え直して、

人が集う中心エリアというものがあって、そ

の周りにいろいろなものがあるということが、

そういうものはどうなのかということと。あ

とは、今、新城市で遊べる場所がないので、

名古屋とか豊川まで出ていってしまうので、

もうちょっと新城市で遊べる場所を。今、地

域に学生、大学生がいてもアルバイトをする

場所も無くて、結局、アルバイトができない

と、その地域に大学生は住めないので、大学

生が住みにくいと。外から入ってくる人も大

事なのだけれども、中で暮らせるまちづくり

がひとつ必要だという話を。 

 私、すごく大事なことを飛ばしてしまいま

した。 

 １番のところで、先ほどの澤上さんの自分

たちでチャレンジしているけれども、店舗に

イニシャルコストをかけていいかどうか分か

らないというような方たちのために、市役所

が、例えばですけれども、ピアゴみたいな回

遊できるスペースの中にチャレンジする人の

場所を借りて、そこでとりあえずやってみる

という、一歩目がやりやすくなるような場所

づくりというお手伝いがしていただけないだ

ろうかという案は出ました。 

 もとの話に戻りますけれども、２番目、３

番目のメニュー、そもそも新城市は住みにく

いという話が前提になっていますけれども、

新城市は本当にそもそも住みにくいのかどう

かという話になりまして、新城市に住んでい
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る人たちからすると、新城市は別にそんな不

便ではない、いいよ、といって満足度も比較

的高そうなのですけれども、外の人から見る

と新城市は住みにくいという前提になってし

まうのはおかしいと、ここに住んでいる人た

ちが新城市に対して満足である、ここはいい

ところだと思っていることが外にきちんと伝

わっていないという課題が１つ出てきて、そ

こは今後、本当に満足度調査であるとか、ア

ンケートではなくてきちんとヒアリングをし

てまとめたものが新城市の魅力として外に伝

わっていけばいいなという話になりました。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 とてもたくさんいいヒン

トがあったので、もう一々まとめないですけ

れども、最後のアンケートではなくて、やは

りきちんと聞いて、それでどこがいいのか、

どういいのか、そのよさをもっと伝えていけ

る方法があるのだと、そういうことをきちん

とやはり情報を作って、共有して発信してい

くということが大事だと思います。 

 ありがとうございました。 

 今のＡチームのところでどうですか。何か

補足というか。いいですか。 

 天野さん、よろしいですか。 

○天野勇治委員 いいです。 

○鈴木誠協議会長 では、松本さん、お願い

します。 

○松本吉生委員 Ｂ班です。今、佐藤さんと

先生からもありましたけれども、やはり情報

の共有とかそういうものが一番重要かなとい

う話がありました。 

 この１、２、３にあるような「稼げる」と

か「実現する」という話もそうだったのです

けれども、もうちょっと川上のような話にな

りまして、意外とニーズや課題はそこらじゅ

うに転がっているのかなと。例えば、何かや

りたいけれども人が足りないから出来ないと

か、もしくは、ちょっと今は忙し過ぎて、余

力、時間が生まれないので、新しいことにチ

ャレンジ出来ないとか、いろいろ皆さんが思

っているところは、実はたくさんそこらじゅ

うに転がっていて、そのニーズ、課題という

ものを整理する仕組みがもしかしたらないの

かなと。 

 そのニーズや課題についても、例えば、自

分一人で悩んで、例えば、申し訳ないですけ

れども、行政に相談しに行くということでは

なかなか解決できないのだけれども、それが、

例えば他の産業の方とか他の方にちょっと聞

くと、「いや、それはすぐ解決できるよ。」

というような話が結構たくさんあったりする

のではないかなという話が出ました。 

 ですので、いろいろなニーズや課題、要は

そういった情報があるのだけれども、それら

の情報を調整する仕組みとか人というものが

いれば解決ができるのではないかと。課題や

ニーズを解決するということは、そこにビジ

ネスが生まれているはずなので、そこでやは

り稼げるのではないかなというような話があ

りました。 

 もう一つは、例えばニーズや課題を自分が

持っていて、いろいろ個別で相談しに行くと、

例えば、何かの許可をもらうのであれば、行

政に行って許可をもらったりとか、お金が足

りなければ銀行、信用金庫に行って相談する

とか、情報がなければ相談はするのだけれど

も、やはり自分一人でやっているとなかなか

いろいろな幅広い情報が集まらないというこ

とで、例えば、そういうふうに一人が個別で

やるのではなくて、それをみんなで集まって

それを一気に解決してあげるような仕組みが

出来たらいいのではないかという話をしまし

た。 

 ですので、個別の、例えばこういったもの

があるので、こういったことで活用できたら

いいなという話もあったのですけれども、ち

ょっとその前のような、川上のような話で、

いろいろなニーズや情報があるので、それを

調整する仕組みをしっかり作っていけば、新
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城市内でいろいろ新しいビジネスが生まれた

り、例えば、外からいろいろお金を引っ張っ

てくるようなことが出来るのではないかとい

う話をしました。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 ちょっと、今、松本さん

はすごくきれいにまとめられたのですけれど

も、話を聞いていたらもっとおもしろい話を

たくさんしていたような気がして、というの

は、「はい」と言って、ＵＦＪが５００万円

投資しますという話を。 

○松本吉生委員 よく歌手になりたい人が前

で歌って、いろいろな事務所が、○○プロダ

クションとかがその人を採用します、どこそ

こが採用します、という番組がありましたけ

れども。例えば、皆さんがいろいろな知恵と

かアイデアを持っていますので、そういうも

のを何か発表して、分からないですけれども

いろいろな産業界、金融界、いろいろあると

思うのですけれども、その人たちがわっと出

て、それはこうしたらいい、ああいしたらい

いよというふうに何かすぐに解決してあげる

ような仕組みができたらいいなという話です。 

そこで、わからないですけれども、カワイ製

作所がそこに１，０００万円投資しますとか。 

○佐藤真琴委員 交渉してもらいますよ。 

○松本吉生委員 やはり時間がかかるとか、

ゴールが見えないと、やはりなかなか皆さん、

お忙しい中なので、新しいこととか変えてい

こうということが少ないと思うのですけれど

も、そういうものを何か行政の方も産業界の

方も一緒になって、一気に解決されるような

仕組みがあったらいいと思いました。 

○鈴木誠協議会長 余りその成果というか、

でき上がりばかりを期待するのではなくて、

先ほどマインドということを大事にしないと

という話もされていませんでしたか。 

○松本吉生委員 マインド。 

○鈴木誠協議会長 そういう心持ちというか

気持ちというか、何か仕事を興してみようじ

ゃないかというチャレンジです。チャレンジ

ャーです。 

○松本吉生委員 そうですね。余り気楽に考

えられても困るのですけれども、やはり何か

したいという人の気持ちが、「こんなにいっ

ぱい障害があるからちょっとなかなか、時間

もないし」ということではなくて、何かアイ

デアを出した時に、時間がきゅっと詰まって、

みんなで考えたらいいものが。例えば今日も

そうですよね。いろいろ話しているといろい

ろ出るという話ですから、こういうような場

を何かうまく作れるようになると、そういっ

たマインドがもっと盛り上がるのかなと。

「私もやってみよう、私はこのようにやって

うまくいったけれども、あなたも是非やって

みたらどう。」という話になるかもしれない。

例えばケーキ屋さんを開くとか、先ほど、石

田さんがトマト、ちょっと不揃いなものをも

ったいないというパートのおばさんが言って

いて。でも、それに関わっている暇がない。

きれいなものを採らなくてはいけないし、そ

ちらに回す人もいない。もったいないけれど

もポイポイしている。でも、何かそういうも

のをみんなが集まってぱぱっと考えて、「そ

ういうふうに出したらいいのではないの、例

えばこんなことをしたらいいのではない

の。」ということをある程度時間を短く、み

んなで考えてあげる仕組みみたいなものがあ

るといいのですけれども。あまり夢みたいな

ことばかり言われてもそれは困るので、難し

いところなのですけれども。 

○鈴木誠協議会長 どうでしょうか。松本さ

んのチームの皆さん、加わった河合さんや村

松さんや石田さん、いかがでしょうか。 

○河合惠元委員 個人ではできない事業がや

はりあると思うのです。もうちょっと広い、

行政も絡んでもらわなければいけないとか金

融機関とか、プロジェクトというものは、や

はり市民側から提案しても、提案する場所が

ないのです。行政の企画課の人なの分わから
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ないですけれども、これからまちをつくって

いくというところではもちろん考えておられ

るとは思うのだけれども、市民が考えるビジ

ネスというか地域ビジネスというものを個人

的に話しても、それより上に上がっていかな

いとかという気がするのです。 

 それを公のところでちょっと考えてみるか

というような、そういう場というか仕組みと

いうか、というものがあってもいいのではな

いかなと思いました。 

○松本吉生委員 例えば、新城市はこの前、

太陽エネルギー、ひまわりエネルギーという

文化会館の上にパネルを設置したり、公民館

の上に設置して、それを市民からファンドを

募ってやるというような話を、もともとそう

いうことをやっている会社があって、新城市

でもやったということですけれども、僕もち

ょっとそういうアイデアに気づかなかったの

ですけれども、もしかしたら、太陽光のあの

話が出てきたときに、市民の方でもしかした

らそういうアイデアを持っていた方がいたの

ではないかなと。それは業者さんが来てやっ

てくれたのですけれども。もしかしたら、自

分たちでそういうことを思いつかれていた、

でも一人ではやはりできない、いろいろ縛り

があるからと思ってやらなかった、かもしれ

ない。ちょっとこの前、行政とかいろいろ公

的なところの屋根を貸すという話が出て、そ

う思いました。 

○鈴木誠協議会長 空き家を貸す、屋根を貸

す、田畑を貸す、川を貸す、いろいろな新城

市には余剰なものがたくさんあるかもしれな

い。しかし、それを活用して「何かみんなで

始めてみない。」という提案の中から思わぬ

ものが生まれる可能性があるという話ですよ

ね。 

 それを良しとして、そういうことを応援す

るという資金的な援助であるとか、あるいは

資金ではなくて人の、専門家のお手伝いであ

るとか、そういうきめ細かなサポート体制あ

るいは情報の共有の場を作っていくことも大

事だということですね。 

 村松先生とか石田さんはどうですか。何か

それぞれ、お気づきのことは。 

○村松 東委員 そうですね。今言われたよ

うな、こういう一部の方が代表で集まる場の

ようなものがもうちょっと、意見を出したい

人が集まる大きな場があってもいいのかなと

思います。直接その意見が通るところという

か、それか、インターネットやホームページ

みたいなものでもいいのかもしれません。 

○鈴木誠協議会長 なるほど。石田さんはど

うですか。先ほど、ビニールハウスの骨組み

を木でつくるという話、あれをちょっと、も

らったというふうに思いましたけれども。 

○石田靖典委員 あれはたしか農業新聞か何

かで、東北かどこかで試験的に作ったという

ものを見て、こういうふうにできるのだとい

うものを見たのです。 

 新城市は木が豊富にありますので、木でビ

ニールハウスを作って、観光地ではないです

けれども、そういうものがずっと連なってい

たら、きれいな観光地になるのではないかな

とちょっと思った感じです。 

○鈴木誠協議会長 そういう発想からどんど

ん、着想から広げていって形を作れたら、そ

れはおもしろいだろうという、今日のまずは

話題提供をしてもらいました。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、今日、時間がもう１０分過ぎて

しまいましたので、きょうの協議はここまで

にしておきたいと思います。 

 確認ですけれども、新城市がすごく過ごし

やすい生活の場となるためにはどのような工

夫が必要なのかということや、産業として稼

いでいくということだけれども、ヒト・モ

ノ・カネ・情報というものをどううまく組み

合わせていくような、そんな仕掛けがあった

らいいだろうか、あるいは仕掛けということ

だけではなくて、実際に始めてみる場をどう
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作ったらいいのかという具体的な話題提供が

ありました。 

 では、そのあたりをヒントにいただきなが

ら、今日の議論の到達点がどこなのかという

ことを、一回、事務局で整理して、委員の皆

さん全員のところに今日の到達点を一応確認

に伺いますので、またチェックしてください。

よろしくお願いします。 

 事務局の、課長もそういうことでよろしい

でしょうか。 

○事務局 はい。 

○鈴木誠協議会長 では、これ以降は事務局

にお返ししますのでお願いします。 

○白井副課長兼商工政策係長 それでは、４

番目のその他でございまして、部会について

というふうにうたって書いてあるのですけれ

ども、これにつきましては、済みません、ま

ことに申しわけございませんが、次回の会議

でもう一回ちょっと、こちらでもう一回考え

させていただいて、次回の会議でお話しさせ

ていただきたいというふうに思っております

ので、まことに申しわけございません。 

 それで、次回の会議予定でございますが、

こちらは８月下旬というふうにうたわせてい

ただいておりますが、９月上旬になるかもわ

かりませんので、また日程が決まり次第御連

絡を差し上げますのでよろしくお願いします、

という２点でございます。 

 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 冒頭も言いましたように、

次は９月にするとしても、１カ月以上あるの

で忘れてしまう。ですから、きょうまでの議

論の成果と、それから次に持っていくところ

をお一人一人確認に、最低１回は行きますの

で、場合によっては２回ぐらい行くかもしれ

ません。そこでアイデアを出していただいて、

そして次につなげていくというふうにして、

すき間のない協議会にしていきたいと思いま

すので、どうぞ御協力をよろしくお願いしま

す。 

 では、また日程については皆様方に相談さ

せていただいた上で決めます。 

 では、どうも今日はありがとうございまし

た。 


