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○事務局 皆さん、こんにちは。 

 定刻になりましたので、ただいまから第３

回、新城市産業自治振興協議会（拡大協議

会）を開会します。 

 開会に当たりまして、新城市産業自治振興

協議会鈴木会長から御挨拶申し上げます。 

○鈴木誠協議会長 皆さん、どうもこんにち

は。 

 きょうは、まだ春先ではありますが、風が

随分強いのですが、ただ、かつての冬のよう

な鋭さはなくて、随分暖かみを増した風が吹

いてまいりました。ただ、よく見ると、風の

中に黄色いものがたくさん混じっておりまし

て、皆さんの鼻あたりを強く刺激するのでは

ないかと思いますけれども、どうぞ遠慮なく

くしゃみなどをしていただいて結構ですので、

これからの時間、よろしくお願いいたします。 

 新城市で地域産業総合振興条例が誕生し、

そして、その条例に基づくまちづくりを進め

ていくに当たって、しっかりとそれを進めて

いくための後押しをしていくための産業自治

振興協議会、こういうものが誕生いたしまし

た。 

 ただ、誕生したとはいっても、これから、

実態を作っていくわけで、この協議会は多く

の市民の参加を得て、そして、事業者の皆さ

んと連携して、これから新城市のまちづくり

を産業面からゆるぎないものにしていくため

に、どのようなことに着眼をし、どのような

取り組みをしていくべきなのか、今日はその

学びの場をいただきました。 

 この後、紹介をしていただきますけれども、

北の大地、北海道の帯広で中小企業を支えな

がら、そしてさまざまな地域の資源にブラン

ドをつけて、そして全国に北海道帯広の産業

を満たしていく、そういう試みを、今、熱心

に取り組んでいるお話をこれから聞かせてい

ただけるのだろうと思います。 

 きょうのお話の中で、私たちは産業を通じ

てまちづくりを進めていく上での必要な観点

や方法やさまざまなノウハウ、人としての取

り組みの仕方、このあたりを広く、今日は学

ばせていただける、そのような機会になるの

だというふうに楽しみにしております。 

 なお、余談でありますけれども、この産業

自治振興協議会を立ち上げるに当たっての条

例づくりに関らせていただきました私の学生

が、今年３月に無事に卒業いたしました。 

 ただ、その学生たちが、この新城市での経

験を非常に感謝していたということを今日は

ここでお伝えさせていただこうと思います。 

 従来ですと、若者たちは大企業であるとか

給料の高いところであるとか、まずそういっ

たところに目が行きがちなのですけれども、

ここで実際に地域の皆様方の事業への取り組

み、心づもり、御苦労、展望、さまざまなこ

とを学ばせていただきながら、これから社会

に役立つ企業ということをよく勉強させてい

ただきました。 

 その中の１人の学生は、ダイニチ工業とい

うところに就職をしました。これは「日本で

一番大切にしたい会社」という本の中に取り

上げられていて、離職率が１％以下、そして、

多くの身体障害を持つ人たちを雇用しながら

働く者が最も働きやすい生きがいを持てる、

そういう職場づくりを心がけている会社、こ

れが新潟市に本社があるのですけれども、そ

ちらの方に目を向けて、そして自分は社会に

役立つ仕事をしてみたい、働きたいというこ

とで、その会社に仕事を求めてまいりました。

実は、そのようなものの見方というものも与

えていただいたのは、この新城市でありまし

た。彼に代わってお礼を申し上げながら、こ

れからの振興協議会を進めてまいりたいと思

いますので、今日はよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、私、今、マイクを渡されました

ので、講演に入ります前に、きょう協議会に

お呼びしました講師の方も含めて、まず、こ

れまでの経緯について紹介を事務局からして
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いただこうと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、新城市地域産業総合振

興条例がどのような過程で出来てきたのかと

いうことを、少し説明させていただいた上で

講演の方をお聴きいただくといいかなと思い

ますので、まず、御説明をさせていただきま

す。 

 前の方のスライドを見ていただきたいと思

います。 

 こちらは、条例策定過程に参画した人たち

の数を上げさせていただいております。まず、

平成２６年７月から産業自治審議委員会とい

う委員会を立ち上げまして、その委員の方た

ち、１６名の方を委嘱させていただき、９回

に及ぶ審議委員会を開催してまいりました。 

 第１回目のときに、やはり市内の産業の現

状というものをしっかり確認したほうがいい

だろうということで、実態調査を行うという

ことで計画をさせていただき、審議委員会の

中でワーキングチームというものを作らせて

いただいております。 

 ワーキングチームは、審議委員の方、それ

から市の職員の方、それから審議委員会から

推薦をされた方という形で１３名の方にお世

話になり、４回のワーキングを行いまして、

下のヒアリング調査、アンケート調査という

ものを実施してまいりました。 

 ヒアリング調査につきましては、７９の事

業者の方にお願いをし、企業、それから個人

事業主の方も含めてお願いをさせていただい

てヒアリングをさせていただきました。 

 また、アンケート調査は、その事業者の方

たちの従業員の方たち８５６人のアンケート

もとらせていただきながら進めてまいりまし

た。 

 実態調査は、先ほど鈴木誠会長からもお話

があったとおり大学生だとか、それから委員、

それから市の職員も含めて２１の班をつくり

まして、延べ５１名の方たちにも参加してい

ただきながら進めてまいりました。 

 また、最後のところには、先進地の視察と

いうことで、いろいろな方たちにお世話にな

り、それから女性の起業家の方たちとの意見

交換をさせていただきながら、約１，２００

名の方たちによって新城市の地域産業総合振

興条例を作ることが出来たという状況がある

ということは御確認いただきたいというふう

に思います。 

 さらに、今、この産業自治振興協議会は、

この１月から発足しまして２回の振興協議会

で審議をしてまいりました。その内容につい

て、若干触れさせていただきます。 

 まず、新城市の特性と危機というふうにこ

こに書かせていただいておりますが、セール

スポイント、ここは売りだよ、という部分と、

ウイークポイント、ここが危機だよ、という

内容を、今、鈴木会長を初め委員１４名の方

たちによって、このようなことがあるのでは

ないかということを感じて協議してまいりま

した。 

 セールスポイントにつきましては、やはり

若者総合政策だとか女性議会といって、やは

り次世代を担う方たち、新たな力になる方た

ちの意見をいかに吸い上げていこうかという、

こういう場所ができてきたこと、それから、

交通インフラの飛躍的発達という形で、２月

１３日の新東名の開通、こういうものもセー

ルスポイントとして挙げられるのではないだ

ろうかと、それから、地域自治区制度、こち

らも各地区の自治区の方たちが一生懸命にな

って、どのような課題があるのだろうかとい

うこともお話をされ、その内容で市長に建議

したり、そういう活動ができてきているとい

う状況もあります。 

 振興協議会の中で、特に最後の部分、地域

の資源が豊富だということを他の市からお見

えになった委員の方から相当の発言をいただ

いています。やはり、もう一度地域の資源を

見つめ直すということが必要ではないだろう
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かということで協議もいただいております。 

 半面、ウイークポイントとして、やはりこ

こは産業的には危機だという部分をこの下の

ところに挙げさせていただいております。 

 まず、生産労働人口の減少ということで働

き手がいなくなってくるという部分の内容で

ありますとか、それから、インフラの利便性

が向上したことによる逆の反作用的な人口流

出というものも考えられるのではないだろう

か。それから、まだまだ若者の多様な雇用の

場の不足という部分はあるのではないかとい

う内容もいただいています。 

 それから、女性のスキル、能力を発揮でき

る機会が不足しているのではないかと。まだ

まだ女性がこの市内でそういうスキルを生か

して、働き手として、それから、創業・起業

という部分で、まだまだそういう機会が不足

しているのではないかという内容もございま

した。 

 それから、既存企業における労働力の減少

ということで、大企業の委員の方から、やは

りこんなに減っていく人口の中では、やはり

企業としてそこで活躍する人たちを見つけて

いくことはなかなか難しいというような内容

もいただいています。 

 ですので、やはりこの中では、産業自治振

興協議会の中では、やはり危機感による新た

な取り組みというものがどうしても必要だろ

うということで、今回の講演会の内容を先例

地として、帯広市に学ぶという形で今回の機

会にさせていただいたということで御理解い

ただきたいというふうに思います。 

 初めの部分としまして、御紹介をさせてい

ただきました。 

 どうもありがとうございました。 

 今回の講演の内容としましては、産業条例

によるまちづくりへの挑戦ということで、ま

ちをどう変えたのか、北の大地から学ぶとい

うことで講師の方を御紹介させていただきま

す。 

 帯広市産業振興協議会顧問の岩橋浩様でご

ざいます。 

○岩橋浩氏 どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 講師の略歴について御紹介させて

いただきます。 

 １９５２年、昭和２７年に帯広市にお生ま

れでございます。 

 １９８７年に東京からＵターンされて、株

式会社ホクコーを創業され、現在は同社の代

表取締役でございます。 

 北海道中小企業家同友会帯広・十勝支部の

幹事長を歴任されたり、帯広市の条例の部分

の内容として、帯広市中小企業振興協議会 

副会長も歴任されております。 

 それから、産学官金連携組織ということで、

帯広畜産大学を事務局に置く、とかちネット

の会長でもあられます。 

 こういう職歴を歴任されておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ここから講師の方にバトンタッ

チして、講演を進めさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○岩橋浩氏 川合課長様、御紹介どうもあり

がとうございます。 

 改めまして、ホクコーの岩橋と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 日曜日と月曜日、連休にかけて最後の仕上

げをしていたのです。どうもうたた寝をして

しまいまして、ちょっと鼻かぜをひいたみた

いなので、それでなくても聞き取りにくい声

が非常に聞き取りにくいよと女房に怒られて

出てきました。何とぞ御勘弁をお願いします。 

 まずもって、新城市地域産業総合振興条例

の制定おめでとうございます。また、条例制

定に関った皆さん、行政の職員の皆さんも含

めて、大変御苦労様でございました。 

 これから産業自治振興協議会に関る皆様、

既に自覚も決意もされていると思いますが、

前途は多難で簡単に出来ることではありませ

ん。新城市の将来は、皆さんの双肩に掛って
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います。責任は非常に重大ですので、産業政

策、中小企業政策の勉強も含めてぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。 

 これからちょっと着席してお話させていた

だきますのでよろしくお願いします。 

 帯広市に条例が制定されて１０年が経ちま

す。個人的に条例には不足部分があって、部

分改定が必要と考えていますし、ひと区切り

の総括が必要かと思っていましたので、２月

の中旬に北海学園の大貝先生を通して依頼が

あったとき、これを契機にまとめてみようと

考えて、今回、お受けした次第でございます。 

 ですから、これからの話には私の個人的な

総括が含まれていると考えていただきたいと

思います。 

 新城市の条例の議事録は全部で９回ありま

した。拝読いたしました。帯広市の事例を参

考にしていただき、携わってきた者といたし

まして、ちょっと感動でございました。 

 帯広市の条例制定前後、道内はもとより、

本州の各都市で、取り組みの話をしました。

実を言うと、名古屋でも一度しております。

帯広市で条例が制定された２００７年４月に

中小企業家同友会の全国総会で、名古屋で条

例の取り組みの話をしております。それ以降

市役所ですとか、私の会社にも全国のさまざ

まな自治体、関係者、議員の方ですとか大学

の先生などが来ました。ですが、実際に帯広

市の取り組みを参考にしていただいているの

を読んだことは初めてなので、非常に格別な

感動を持った次第でございます。 

 新城市の条例の議事録を読んで、幾つか感

じたことをお話ししますと、まずトップダウ

ンは違うなということです。帯広市の場合は、

最初にどう行政を口説くのか、そのために論

理構成をどうするのか、組み立てるのかとい

うところから始まりましたので、新城市の場

合とはスタートが違います。 

 ただ、帯広市も幸いなことに、当時の商工

観光部の次長が個人的に条例の勉強をずっと

していましたので、非常にスムーズに取り組

みが進んでいったということがございました。 

 あと、条例の名称に、新城市の総合という

名前が使われていることに若干違和感を感じ

たのですが、穂積市長の地域連帯の輪を産業

の舞台の中に築くという強い思いが込められ

ていることを知り、非常に強い共感を持った

次第です。 

 ２つ目は、本当に先ほども出ていましたが、

よく調査され、条文の一言一句にこだわって

議論を重ねられたなと、議事録に出た言葉を

使わせていただくと、豊かな地域愛に頭が下

がる思いでした。 

 ３つ目ですが、鈴木会長が条例に前文を持

つことを前提に話をされたということに１０

年の歳月を感じたということです。帯広市が

取り組みを始めた１０年ちょっと前ですが、

県の条例には前文を持ったものがありました

が、市レベルの条例では、前文を持った条例

はほとんどなかったと思います。条例といえ

ば、引き合いに出される墨田ですとか、八尾

市の条例にはありません。帯広と同時期に富

士市で制定されています。これにもありませ

んし、少し前に制定されています燕市ですと

か習志野市にもありません。帯広以前に出来

た条例で前文を持っていたものは、恐らく平

成１５年４月に施行された八王子市いきいき

産業振興条例くらいではないでしょうか。こ

のことは後でも話しますが、１０年前に私た

ちが格闘しながら条例に盛り込んでいったこ

とが、今では条例を作るに際して当たり前に

なっていることが結構あります。そこに１０

年間の歳月を感じ取った次第でございます。 

 本題に入る前にもう一つお話させていただ

きます。 

 新城市は地域産業総合振興条例ですが、帯

広市は、中小企業振興基本条例です。私たち

は、帯広市が大企業のない、少なくとも企業

城下町ではない田園商業都市という認識から、

中小企業振興基本条例を作りました。 
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 では、そもそも地域産業政策と中小企業政

策とは何が違うかということです。 

 お手元に配られている資料をずらっと見ら

れた方は、あれれと思っている方がかなりい

らっしゃると思いますので、この違いに関し

て最初にお話をしておいた方がいいと思いま

すので、考えをお話しします。 

 地域には、さまざまな産業が存在します。

さまざまな産業の中で、地域振興、発展にと

って有力であろうと思われる産業を選択して

成長を積極的に支援していくことが地域産業

政策です。ですから、企業規模の大小は問わ

れません。これに対して中小企業振興政策と

は、中小企業基本法で定められた企業、要す

るに規模を区分基準において該当する企業に

対して、産業を問わず分け隔てなく実施する

政策のことを言うのだと思います。これは、

慶応大学の植田先生の資料が非常に分り易い。

実は、これを見るまで私もよく理解ができて

いませんでした。 

 この図のように、重なる部分もありますが、

実はそうではない部分もある。例えば、呉服

屋さんですとか、文具屋さんですとか、ラー

メン屋さんですとか、居酒屋さん、これらの

お店は産業政策では漏れる可能性、目が行き

届かなくなる可能性があります。ですが、豊

かな市民生活を過ごすためには、これらのお

店、まとまりとしての商店街は欠かすことの

できない存在です。この産業政策と中小企業

政策、２つを同時にすることは何ら矛盾はあ

りませんし、同時進行が必要なことだと考え

ています。 

 ただ、両者の違いだけは意識しておく必要

があると今は考えております。 

 帯広市は、６年前に米沢市長になりました。

「フードバレーとかち」を産業政策の旗印に

掲げて、食と農業の成長を軸に豊かなまちづ

くりを進めています。 

 このためには、企業・産業の連携が不可欠

です。穂積市長も連携づくりを重要課題と考

えておられるようなので、帯広市での連携が

どうなっているのか、十勝で最も大きい異業

種交流、連携組織、中小企業家同友会につい

て簡単にお話しし、他については時間があれ

ば最後か質問時間にお話ししたいと思います。 

 中小企業家同友会を知らない方もいっぱい

いらっしゃると思います。全国の各都道府県

全てにあります。会員数が４万５，０００人

ということになっていまして、商工会議所の

会員は125万社ですからまだまだ小さい組織

です。その中で、北海道は５，０００社、愛

知も大きくて３，８００社が加入しています。 

 いわゆる３つの目的というものがありまし

て、『よい会社をつくろう』、『よい経営者

になろう』、『よい経営環境をつくろう』、

これを合い言葉に日々活動している経営者の

組織です。 

 十勝支部は、会員数が９００、うち、農業

経営者が１５０人入っています。 

 委員会は１０、部会数が１１、この中でも

農業経営部会ですとか、あと、農商工連携部

会というものがあります。年間会合数が６５

０回、だから１日平均すると、２つか３つの

会合が事務局内で行われているという組織で

す。 

 農商工連携部会の組織の下には、主なもの

だけでも４つの研究会があって、極めて実践

的な活動をしております。 

 委託事業と書きましたが、条例づくりを行

政と取り組みを始めて以降、委託事業を受託

することが非常に多くなりました。現在では

６件、年間２，０００万円の予算で動いてい

ます。 

 ちょっと変わったものを書きましたけれど

も、ＪＩＣＡの委託事業で、これは１，００

０万円の規模ですが、モンゴルで試験貯蔵を

実施中ということもやっております。共同事

業として、厚労省の実践型地域雇用創造事業、

これは雇用対策になっているのですが、これ

が３年間で２億４，０００万円、単年度で８，
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０００万円の予算で動いています。このトッ

プは、帯広市の商工観光部の部長になってい

ますが事務局は同友会事務所にあります。 

 産業振興会議の現在の構成の中で現在は１

３名で動いていますが、ほとんどが同友会の

メンバーです。 

 これは、要するに経営者たちがしょっちゅ

う顔を合わせているということなのです。顔

を合わせていれば、あいつはいいやつだとか、

あるいは能力があるだのないだのと自然にセ

レクトされて、好きな者が集まってくるとい

うことが起きます。 

 好きな者が集まるということは、どういう

ことかというと、お互いに信頼できる関係を

日常的に作ることができるということです。

これは、実は、連携にとっては非常にいいと

いうか、最も大切なことなのだろうと思いま

す。みんな経営者ですから、何かやりたいな

ということが必然的に起こってくると思って

います。こちらの地域は分りませんが、今、

こういう言い方をすると怒られるかもしれま

せんが、十勝はバブルの状況です。６次産業

化バブル。十勝の採択件数は１５０件という

ことになっていますので、６次産業化という

ことを言えば、どこからでもお金が出てくる

という雰囲気になっています。 

 もう一つは、海外です。海外に輸出を目ろ

むと言ったら、お金が出てくるというような

状況に、十勝はあります。 

 そういう状況なのですが、先ほど言ったこ

の研究会の中で、これらは全て地に足をつけ

た研究会を立ち上げていますので、ぜひ１つ

でも多く本格的な事業が立ち上がってくれれ

ばなと考えている次第です。 

 事前にいただいた質問の中で、なぜ条例づ

くりに取り組んだのですか、その意思は何だ

ったのですか、というお話がございました。 

 見ていただいたら分かるとおり、私の問題

意識は、スライドの赤字部分は絶対入れ欲し

いということで入れてもらった文言にありま

す。 

 企業活動の停滞、雇用力の創出、地域経済

の活力、もう全ては経済です。地域経済がど

うなるかによって、その地域が決まっていく

という認識が私の中にはありました。 

 「日本全体の人口が減少局面に移行してい

く中でも、魅力と活力で人口が増加する地域

もあることを厳しく受けとめ、地域の「雇用

力」の創出が極めて重要」という表現をしま

した。 

 このとき、増加という地域は、実は沖縄県

と滋賀県が念頭にありました。１０年前、デ

ータでは沖縄県と滋賀県がまだ増加するとい

う数字が出ていて、直近の数字では、どちら

も微減するという、平成２３年くらいに微減

するということになっていますが、後から話

しますが、実は人口の減り方は平均的に減る

訳ではないということなのです。 

 ちょっと戻ってしまいますが、これから帯

広・十勝について説明に入りたいと思います。 

 なぜ、地域をきちんとみなくちゃならない

かということについて、専修大学の黒瀬先生

のご指摘を引用させていただきます。 

 実を言うと、こういう作業が協議会とか、

私が絡んでいた振興協議会とか、委員の問題

意識やレベルを合わせていくという作業が非

常に大切になるわけです。みんなが分かって

いるような雰囲気で進んでいても、実は分か

っていないということが結構生じますので、

なぜ地域の分析が必要なのかということにつ

いては、とにかく最初に理解しておいてもら

わなければならないということで書きました。 

 「中小企業が同じ業種でも地域が異なると

経営の特徴や問題点も異なる。また、中小企

業は地域経済の担い手であるから、国民経済

的には重要度の薄い中小企業でも、地域経済

の発展にとっては重要な中小企業もある。そ

のためには、中小企業育成政策は地域による

差があって当然であり、助成を受けることに

関しても地域の実情に応える弾力性が必要」
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今考えれば、実は全く当然のことを言ってい

ます。でも、この本が出版された当時、国の

中小企業基本法はどうなっていたかというと、

「地方の政策は国の政策に準じて策定する」

という具合になっていました。それが現在で

は、第６条の地方公共団体の責務「地方公共

団体は、その地方公共団体の区域の自然的経

済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及

び実施する責務を有する」。こういうふうに

変わっています。ごくごく当たり前なことで

帯広市の施策と新城市の施策が同じである訳

がないと私は思っています。 

 よく私が例に出すのは、帯広市と釧路市、

釧路市は遠洋漁業の拠点であって炭鉱があっ

て王子製紙なんかの大企業の城下町と言われ

たところです。そういう地域と帯広市みたい

な田園にある商業都市と中小企業の施策が、

あるいは産業施策が同じである訳がありませ

ん。こういうことをまず自分たちの地域がど

ういう地域なのかということを確認しながら、

皆で共通認識を持って課題を明確にして克服

していく作業が、条例はもう出来ましたから、

これから施策を作るに際しては、最も大切な

ことになるのだろうと思っています。 

 私の非常に乏しい表現力では難しいかもし

れませんが、これから帯広市のことを話しま

すので、十勝の風景や街の雰囲気や風の香り

を感じ取っていただければ幸いです。 

 帯広市は、１８８３年、依田勉三が静岡で

組織した晩成社の入植で歴史が始まります。

北海道の他の土地が、屯田兵という官製の開

拓でした。ですが、帯広は唯一、民間開拓の

始まりで、このことが後々、十勝人の精神構

造に影響を与えたという人もいますし、私も

含めてですが、帯広が民間開拓に始まったこ

とは結構誇りを持って話をします。 

 最初の画面は、帯広市を紹介した風土と自

然環境と農業をまとめたものになります。十

勝の人口が３４万５，０００人、これを書い

たときは１６万８，０００人でした。これは

後から触れますが、実を言うと、帯広市の人

口が速報値では増えています。１６万９，０

００人になっていました。 

 面積は愛知県の倍あります。農業産出高が

３，２３３億円、北海道が１兆７０５億円、

愛知県が３，０８０億円。皆さん御存じのと

おり、愛知県は全国有数な農業県という面も

ありますが、それ以上に十勝の農業産出額は

大きいということです。ただ、域際収支は、

１，５００億円の赤字ということになってい

ます。 

 気候ですが、年間の日照時間が２，０００

時間を超えています。大陸性気候、雨が少な

いので農薬の使用量は全国最少です。これは

北海道のデータですが、全国平均の４割とい

うデータがあります。 

 とてもおいしい水があります。明瞭な四季

があります。私の結論は、世界で最も自然環

境に恵まれた地域の１つであるということが

私の結論です。 

 でも、もともとは不毛の火山灰地でした。

長年かけて農業基盤の整備に国費を投入して、

食糧自給率1,100％、あるいは日本の穀倉地

帯と言われるような十勝になったということ

です。 

 左のデータを見ていただきたいのですが。

平成元年十勝の農家戸数は１万戸ありました。

平成２２年には６，０００戸です。幸いなこ

とに耕地面積は減っていません。耕作放棄地

がないということです。ですから、１戸当た

りの平均耕作面数は、３８ヘクタールになっ

ています。ＥＵの１戸あたりの平均面積が１

７ヘクタール弱です。ＥＵの中で耕作面積が

多いのは、イギリスが５１ヘクタール、ドイ

ツが２９ヘクタール、フランスは３１ヘクタ

ールですので、十勝の農業というものはもう

既にＥＵを凌駕しているという具合に言うこ

とができると思います。 

 農業所得ですが、これはあくまでも所得で

す。経費を除いて１戸の農家に入るお金です。
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元年は７４０万円だったものが、今は十勝の

平均で１，２００万円になっています。ただ

これは、町村によって非常にばらつきが大き

いという具合になっています。少ないところ

では、陸別町、松山千春さんが生まれた足寄

の隣村です。年に何回か冬になるとオーロラ

が見える地域で、しばれフェスティバルとか

やって、一番寒い地域だというふうに言われ

ています。これは大体７２０万円くらい。中

札内村は、ここは合併を拒否しましたが、１

戸あたり１，８５０万円ありますので、これ

は拒否するだろうなと思っていました。 

 今、話したことをざっくりと数字で確認し

てみようと思います。 

 左のほうの大きな数字で確認してもらいた

いのは、特化係数という左から３行目の数字

になります。特化係数というものは、国のあ

る産業の構成比を分母において、例えば十勝

のその産業の構成比を分子にしたものです。

同じ構成であれば１になりますから、数字が

大きければ大きいほど、その地域の産業構成

の特色を表す数値だというふうに考えていた

だければ分り易いと思います。 

 言ったとおり耕地と畑作が３．４、日本の

平均の３．４倍もありますよと。畜産が３．

６倍、林業も２．７倍あって、と畜・肉・酪

農品が２倍、その他の食料品が１．８９倍と

いうことで、この特化係数を見れば、やはり

そうなのだねということが数字上で確認でき

ると思います。 

 ちなみに、この『産業連関分析入門』とい

うものは、宮崎大学の先生が書いてくれまし

た。条例が出来たときに十勝に来て、私の会

社にも来てヒアリングをしていきました。そ

のお礼にということで会社に送ってきてくれ

た本で、そこからの引用になっています。 

 右の人口で小売販売額を割ってもらえれば、

帯広市の小売販売額が、北海道でもずば抜け

ているということがすぐ分かると思います。

１６万８，０００人の人口で２，６３５億円

ということです。ですので、北海道の中では

ずば抜けた小売販売額、商業都市であるとい

う裏づけがこれから出ると思います。 

 その上が個人的に思っている十勝の課題で

す。先ほど話しました十勝は３，２３３億円

の農業総生産があります。ちょっと時間的な

ずれがありますが、十勝の食品加工業の製品

出荷額は３，０００億円しかありません。粗

利額、粗付加価値額は９００億円ない。要す

るに３割ないわけです。これは北海道から比

べても少ないですし、特に愛知県と比べると、

ものすごく差があるということです。愛知県

はいろいろなところから、全国や世界中から

原料を集めて加工して販売している地域です

から、こういうことになるのかもしれません

が、それにしても同じような農業総生産の十

勝がなぜこんなに製品出荷額が少ないのか。

倍ぐらいあってもいいのに、付加価値額はせ

めてまずは北海道ぐらいになったら、もっと

もっと地域が豊かになるのではないかなとい

うことが私の思いでございます。 

 次に、これは最初に述べたことの補足にな

ります。 

 平成２１年は１７万人の人口がありました。

２０３５年には３割減の１２万１，０００人

という予測になっています。これは北海道総

研というところの予測で、ちなみに人口問題

研究所の予測では１４万人という数字です。 

 このとき、日本の人口予測は、先ほど話し

ましたが、均一に減っていくわけではなくて、

１割強しか減らないわけです。 

 たまたま、深夜にＮＨＫを見ていたら、ノ

ルウェーの北極海底ガス開発の特集が出てい

まして、そこでは、６０カ国から３，０００

人の人が集まって働いている。 

 この番組を見て思ったことは、どんなに自

然環境が厳しくても、その労働環境に見合う

報酬が得られれば、人は世界中から集まって

くるということです。 

 だとするならば、世界で最も自然環境に恵
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まれた十勝の人口が日本の人口が１割しか減

らないのに３割も減少するというくらいに予

測されているのは、十勝の基幹産業、農業に

なりますが、それが瓦解することになると予

測されているのではないかなと私は思いまし

た。 

 これは、読んでもらったらすぐ分かります

ので、ちょっと違う側面から。 

 十勝の農業人の精神構造というか頭の中身

をちょっと類推して欲しいと思うので、そち

らのお話をさせてもらいます。 

 ３年前、私は同友会で政策委員長をやって

いたときに、ＴＰＰに関係して２人の先生に

来てもらって講演をしてもらいました。 

 １人が慶応大学の渡邊先生、日本とメキシ

コのＦＴＡの首席交渉官だった方で、『ＴＰ

Ｐ参加という決断』という著書があります。

恐らく、読まれた方がいっぱいいるのではな

いかなと思います。 

 ただ、呼ぶためには、同友会の承認を取ら

なければなりませんから、役員会議にかけま

した。もう大反対の嵐でした。辞めるとか出

ていくとか、非常に喧々諤々というか、もっ

ともっと雰囲気が悪かったのですが、当時の

支部長が何とか取り回してくれて、「耳は２

個あるのだから、反対ばかりの意見ではなく

て、賛成の意見もたまには聞いてもいいでし

ょう。」と説明してくれて、呼ぶことになり

ました。 

 ３年前、新宿のホテルのレストランでラン

チをとりながらお願いしました。賛成派の方

が反対派の牙城である十勝に来るということ

は、かなり決意してもらわないとだめだと思

いましたので、直接お会いしてお願いしまし

た。 

 何とか来ていただけることになって、その

後、来ていただいてお話していただきました。 

 去年の１１月にフェイスブックの友達にな

り、「岩橋、また帯広に行くね」と言われた

から、何があったのかなと思ったら、反対の

牙城であった農経部会が渡邊先生を呼んで勉

強会をやると、講演会を開くということでし

た。 

 次の日、半日、昼御飯を食べて、それから

ずっと勉強会をやっていたという事実があり

ます。その話はまだ終わらないので、今年の

２月、今度は小麦の生産者が渡邊先生を呼ん

で、ずっと勉強したという事実があります。 

 もう一人は、また賛成派になるのですが、

キヤノングローバル研究所の山下先生。たま

たまＢＳフジで反対派の理論的支柱である東

大の鈴木先生との論争を聞いていたというか

見ていましたが、私としては山下さんの方が

好きで、それで山下さんに来てもらうことに

なりました。 

 既に一回賛成派を呼びましたので、このと

きは、それほど反対はありませんでした。 

 講演の前に、管内の近郊の農家を幾つか見

てもらいました。そのときに言ったことは、

「岩橋さん、十勝は畑作４品目の輪作で成り

立っているというけれども、もうそんなこと

ではないよね。」と言うわけです。畑作４品

目の輪作で十勝の畑作が成り立っているとい

うことは、ＴＰＰ反対の理論的根拠なのです。

というのは、同じものを同じ土で作っていた

ら、害虫が発生しますし、土壌が劣化する。

連作障害が起き生産力が落ちます。だから輪

作をきちんとやらないといけないという論理

構成なのです。だから、１品でも抜けたらだ

めだと。 

 でも、現実は、生産額の規模から逆算して

いくと、野菜のほうが多いのです。畑作４品

目には野菜は入っていません。実は野菜が２

５０億円くらいで３番目くらいに多い金額に

なっています。畑作４品目には補助金が出る

ということです。 

 講演会の終わりごろに、「小麦なんか作っ

ている場合ではないよね、もうかるからでし

ょう。」と山下先生が言いました。新城市は

小麦を作っていないみたいですから言います
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けれども、十勝の農家の人が種をまいておけ

ば自然に出てきて、畑の作物としては一番手

間がかからないものだということです。実は

８割補助なのです。こんなものが続くわけが

ない。山下さんは御存じのとおり農水省出身

で、ガットの室長を務められた方ですから、

もう国内農業に関しても海外の農政に関して

も非常に詳しい方です。で、ＴＰＰなり自由

化を進めていけば、今の小麦に関る補助金制

度は続くわけがないと。 

 先ほど３，２３３億円と言いました。前の

年が２，８００億円なのです。４００億円も

なぜ増えたのか。当時は、増えるとしたら、

畑作ではなくて、要するにもう耕作面積は増

えるわけではないですから、増えるとしたら

肉牛だよねと、酪農だよね。１００億円か２

００億円は増えますよねと。 

 案の定、１００億円か２００億円は、その

うちの酪農と肉牛が占めています。 

 あともう一品、何が増えているかというと、

実は小麦なのです。小麦が大量に増えること

によって、１５０億円くらい増えているわけ

です。 

 これは絶対にまずいよねと、多分、みんな

思っているのだと思います。こう話しても、

皆さんはそう思うと思います。 

 でも、十勝の農家はさすがに鋭くて、もう

農協単位で、小麦の作付面積を減らしていき

ましょうという動きになっています。そして

生食用のジャガイモを増やしましょうと。生

食用のジャガイモを増やすということは、生

食用のジャガイモは関税がかかっていません

ので、これは競争力がこれからもあるという

ことです。 

 言いたかったことは、最盛期、２万戸を超

えていた農家が１万戸になって、高々２０年

間で６，０００戸まで落ちて、これからまた

２０年くらいで３，０００戸まで減るという

ことです。そういう中をこれから絶対に生き

抜くのだという農家の考え方はこういうこと

なのだという事実だけ思っています。 

 十勝の課題とすれば、６，０００戸もあっ

た農家が３，０００戸に減るのだったら、１

万５，０００人くらい人口が黙っていればい

なくなりますから、これをどうやって十勝に

とどまってもらうか。これは政策的にどうな

るかということが大きな課題だろうと思いま

す。 

 要するに、ない袖は振れないので。依存分

配型（中央からお金をもらってきて行政サー

ビス、福祉などにお金をばらまきましょうと

いうこと）はもうだめですよということです。

通じないよと。 

 とにかく自治体経営を自立創出型へ転換

（最初に地域としてお金をどれぐらい作って

いくかということを考えて、その中で行政サ

ービスのあり方も考えて進んでく）しないと、

地域はこれから生き残れません。そういうこ

とではないのかなと思っているところです。 

 これからようやくだんだん核心に近づいて

きました。制定までということで、２０００

年にヨーロッパ小企業憲章が採択されました。

バックにはシンク・スモール・ファーストと

いうイギリスの中小企業に対する理念があり

ます。２００３年７月に中同協の総会で、私

がヨーロッパ小企業憲章の分科会に出ました。 

 ちなみに、ヨーロッパ小企業憲章を勉強し

ましょうと言い出したのは、愛知同友会です。

その前の金融アセスメント法も愛知同友会が

言い出しなので。愛知同友会はものすごく優

秀な経営者の集まりだという認識があります。 

 このときに全く分からなかったのです。話

も分からないですし、三井先生の本を読まれ

た方は分かると思いますが、非常に難しい。

話も難しいですし、本も難しいので、よく分

かりませんでした。 

 ただ、このときに帯広市に条例があるとい

うことで事務局に電話をかけたら、ＦＡＸで

送ってきてもらいました。後から話しますけ

れども、もう一つの要因が、その帯広市の旧
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条例を見たときに、これを変えなければいけ

ないと思ったということです。 

 それから２年半くらい、個人的に中小企業

政策ですとか、中小企業史ですとかいろいろ

中小企業という名前のつく本を片っ端から読

んでいきました。産業政策も含めて。 

 そして、自分の中である程度、条例を作る

のだったらこういうものだねというのが出た

ときに、当時、私が幹事長でしたので、条例

プロジェクトを作りましょうということで、

渡辺さんに会長になってもらうようにお願い

しました。 

 渡辺さんは、当然、中小企業条例は何なの

と最初に言われました。いろいろ話していて、

渡辺さんは本当に優秀ですし、紳士ですし、

敵がいないのです。会議所と行政、市役所の

信頼もものすごく厚い方なので、この人さえ

委員長にできれば、条例はできたものと、そ

のように思いました。 

 そして、何とか口説いて、渡辺さんをトッ

プにしてプロジェクトを作り上げました。 

 次の年の早い時期に、私と渡辺さん２人で、

帯広市と会議所にお願に行って、基本的に条

例を見直しましょうということで一致した次

第です。 

 大きな動きがあったのは、その年の１１月

に市長とのふれあいトークというのがありま

した。帯広市の方から条例骨子案が提示され

ました。 

 どういうことを話したかというと、まず、

私たちが要望していたことについて、きちん

となっているかということです。前文はあり

ました。その内容について、大体いいでしょ

うと。ただ、弱いよねと。本当はもっと膨ら

ませて、本文だったらもっと膨らむという具

合に思っていたので、いいでしょうというこ

とになりました。 

 これは後から聞いた話しですが、「中小企

業の条例ごときに前文なんて・・・」という

庁内の意見もあったということですから時代

を感じます。 

 そして、基本条例として欲しいとお願いし

ました。基本が入っている条例というものは、

地方自治体では本当に少ないのです。帯広市

では多分４つくらいしかないと思います。新

城市はもうちょっと、２つか３つくらいです

よね。少ないと思います。 

 ですので、基本を入れるということが、地

域の条例にとって１つのポイントになるとい

う認識がありましたので、これは入れてほし

いと。あと、Ａ４用紙１枚にまとめましょう

ということです。 

 そして、周辺町村との連携について、帯広

市の実態を反映した条例をぜひ作りたいと、

前文の中に帯広・十勝という文言が入りまし

た。 

 最初、私たちにすれば、ごく普通のことだ

ったのです。何の危機感も何もなく、やった

ね、という感じだったのですが、先ほど、名

古屋で条例の話をしたときに、同友会が終わ

った後に、七、八人くらいでテーブルディス

カッションをしました。 

 私のグループの中に名古屋市の職員がいま

した。「岩橋さん、よく帯広・十勝なんてい

う表現が地方自治体の条例で出来ましたね」

と言われました。 

 なぜかなと思ったら、帯広市の行政区域か

ら外れているわけです。十勝というものが。

ほかの行政区域のことを帯広市が言うという

ことはいかがなものかと。行政のプロにした

ら、それはあり得ないことだという訳です。

そのとき、初めて職員が非常に頑張ってくれ

たのだということを実感した次第です。 

 そして市の責務を、これは、市長の責務に

してもらわなかったら市の責務だったら責任

が曖昧だということです。ただ、今でもいろ

いろな条例で、どちらかに統一されている訳

ではない。 

 次の中小企業云々育成については、商工観

光部の次長の強い思い入れがあったので、こ
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れは入っています。 

 大きな問題だったことは、協議会をどうい

うふうに設置するかということです。これは

最後まで悩みました。条例設置にするのか要

綱設置にするのか。新城市の協議会は条例設

置になっています。条例の中で最後の方に設

置しますよと書いてあります。帯広市の条文

にはありませんので、要綱で設置しています。

その違いが分からなかったのです。分かって

いたことは、要綱の方がプライベートな諮問

機関だから弱いと思っていました。ただ、実

際はどうなのだろうかと。ある日、北海道の

同友会の大会のときに札幌市の職員に話を聞

いたら、条例設置にすると委員が偉くなると

いう話をしました。それでやめましょうとい

うことで帯広は要綱設置を選びました。 

 等の問題について、最初は帯広市中小企業

等振興基本条例になっていました。今振り返

ると、現在は小規模企業基本法なんかが出来

ていますから、ひょっとしたら会議所のあり

方の方が正しかったのかもしれませんし、小

規模企業基本法が中小企業基本法とは別枠で

出来ているということを考えれば、私たちの

進み方が間違っていた訳ではないかもしれな

い。ただ、これは分りません。 

 帯広市は、最初は、全面改定としてやりた

いと言ったのですが、最終的には現行条例を

廃止して、新条例として制定するということ

で一致しました。以上が私たちが格闘してき

た主な中身になっています。恐らく新城市の

条例は、私たちが格闘してきた中の１個１個

について、全部そういう歴史を汲みながら作

られたものだと思います。ですから、私たち

の格闘を知っていただければ、とてもありが

たいなということも含めてお話をさせてもら

いました。 

 帯広市の旧条例、要するに二重構造論に基

づいて高度化近代化という概念です。中小企

業というものは低度で前近代的な存在だよと

いうことです。さらに、癪に障ったのは、市

長は中小企業を診断指導するという市長の責

務があったわけです。中小企業というか経営

をやったことのない人が、何で中小企業の経

営者にものが言えるのかと、そう思いました。

これは、中小企業は経営者としてのプライド

は全く持っていない訳です。ですから、これ

は変えないとだめだと思いました。 

 どういう具合に変えようかということはこ

ちらに書いたのですが、私が今説明している

ものはイギリスの経済学者、ちょっと名前は

忘れてしまいましたが、森の理論を提唱した

学者がいます。原本は随分探したのですが見

つけられず読んでいません。私の解釈も含め

てお話させていただくと、うっそうたる大木

の森林の下には、森林を維持するために多様

な植物的な、生物的な、自然的な多様な生態

系があって、なおかつ次の時代の大木になる

べく芽を出した新芽もあるのだよという認識

の仕方です。 

 ですから、この中で中小企業が前近代的だ

とか低度だという考え方は、今の理論の中に

はない訳です。実は二重構造論が出されたと

きに、日本の学者でもそれは一元的じゃない

の、松下電器が小さなところから大きくなっ

ていきましたから、そういう例もあるから、

それは一面的過ぎる中小企業観でしょうとい

う批判があった訳ですが、要するに旧条例は

こういう条例になった訳です。 

 何が問題かというと、今なお、これは私た

ちの頭の中に非常にはびこっているというか

根づいていると思っています。例えば、私の

息子がそこそこの企業に入ったり、娘がちょ

っと有名な皆が知っている会社に入ったりす

ると、やはりうれしい訳です。でも、恐らく

これは、違うのだと思うのです。 

 一番分り易い例でいくと、大企業と中小企

業の粗付加価値率を比較すると、日本はＥＵ

に比べると十数％中小企業が少ないわけです。

なぜかという説明は、要するに系列化されて

いるからです。系列化の歴史があるから。そ
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ういう歴史を永遠と背負っている。あなたた

ちは低度で前近代的な存在なのだから、大企

業より十数％粗付加価値率が低くてもしょう

がないよね、こういう意識が今なおはびこっ

ている。ですから、だとすると、これを変え

ない限り、起業・創業を要とした条例は絶対

できないということです。 

 そうですよね。だって病人なのですから、

中小企業は。前の法律でいけば。病人を増や

すようなことをする訳がない。そのためには、

中小企業に対する見方を変えなくてはならな

いということだと思います。 

 帯広市では、創業を要とした条例を作らな

くてはならないと思って、施策のいの一番に

起業・創業が入っています。こんな条例は全

国でも帯広市だけです。これは幾つかポイン

トがあると思うのですが、起業・創業を促す

ということは、ライバルを生み出してもいい

よということなのです。普通の会社であれば、

同業者が増えるのは嫌だということは、自然

な感覚な訳です。でも、地域全体をとったと

きに、それは、今の企業、我々経営者も腹を

くくりましょうということです。 

 そのときのプロジェクトのメンバーと、

「岩橋さん、条例ができて会社が良くなった

ら、社長は国産車ではなくベンツに乗るんじ

ゃないの。社員はみんなそう思うよ。」とい

う話をしました。それでいいのと、いや、違

うのだと。創業・起業をいの一番に置いてい

るということは、我々中小企業も経営者も血

を流す覚悟がある、それくらいの覚悟をもっ

て地域振興に取り組むのだという決意の表れ

が、いの一番に創業・起業を置いたというふ

うに考えていただければ幸いです。 

 もっと現実的なことは、右側の下にある雇

用の増減に関する開廃業の寄与度というデー

タです。バブルの平成元年から３年の一時期

を除くと、既存の企業はほとんど雇用を増や

していません。特に平成３年以降に関しては、

既存の企業は平成６年までの短い間ですが、

雇用を減らしていくということになっていま

す。 

では、どこで賄っているかというと、それ

はもう全部創業・起業なのです。創業・起業

さえ活発になれば、雇用は絶対減ることがな

いということです。日本の起業率・創業率は

３％から４％です。圧倒的に低い。ＥＵやア

メリカは８％から、多いところでは１０％を

超えていますので。 

 ただ、日本は少産多死、死んでいく方が多

いですから企業数が減っていっている。ただ、

ＥＵにしろ、アメリカにしろ、多産多死、な

お且つ創業・起業率は先ほど言ったように１

０％を超えていますから、要するに起業者が

増えた訳です。ですから、雇用の衰えがない

ということがあるのだろうと思って。私はと

にかく創業・起業を要にした条例を作らなけ

れば地域は良くならないという思いを強く持

った次第でございます。 

 ちょっと長くなりましたが、この辺が私に

とっては非常に問題なところなのでお話させ

ていただきました。 

 これは、新城市の方にもぜひ覚えておいて

ほしいのですが、帯広市の条例もそうでした

が、新城市の条例も非常に完璧なものです。

というのは、これは帯広市の条例で書いてい

ますが、指針を定めるに際し、地域の中小企

業関係団体と密接に連携することが定まって

います。市長の責務もそうです。新城市の第

９条もそういう論理構成になっています。 

 では、ほかの地域の条例がどうなっている

かというと、実は千葉県の条例の例を挙げま

したが、県の責務、要するに実施に当たって

は、その内容に産学官民の連携を図る。中小

企業者等の努力では、施策の実施について協

力する。施策そのものに関しては県が作るも

のであって、そこに我々中小企業者の意見が

入る余地はないということです。そういう協

議の場を持たなくてもいいということです。 

 実際に千葉県は、多分、条例でも要綱でも
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こういう協議会みたいなものは設置していな

い。少なくともこの条例では無かったと思い

ます。ですので、こういう形の中身の条例を、

例えば市で作ってしまったら、本当は帯広市

みたいに侃々諤々とやりたいといっても、出

来ないわけです。条例は法律ですから。法律

で定められたことしかできない訳ですから、

定められていないのにそんなことは、私にす

れば要求する方がおかしいということです。 

 ですので、新城市の第９条、非常に重要な

条項になります。ぜひこれを生かして地域の

ために作っていただきたいと思います。 

 どのように施策までいったのかということ

について、話をさせていただきます。 

 第３条に５つの項目を出しました。５つの

項目に発展の方向を挙げて、それに基づいて

４つの部会を設置しました。モノづくり・創

業部会、経営基盤・人材部会、交流部会、こ

れは観光もひっくるめてもうちょっと幅の広

い感じです。産業基盤部会、これは３つの部

会が終わった後に共通して中小企業の発展に

とって必要な基盤的要素を挙げて整理しまし

ょうというということで、この部会に入った

のは、３つの部会の部会長、副部会長、プラ

ス１人か２人でした。そういうことで討論し

てきました。 

 どのように委員を選考したかというと、業

界の中堅よりちょっと上の方、ただし長老は

呼ばないと決めていました。ただし、経営者

教育の場ではない、あくまでも中小企業振興

策を討議する場なのだということです。 

 中小企業振興協議会の論議経過です。読ん

でいただければそのとおり、１年間に７４回

やっています。 

 これで提言書をまとめて私たちが言ったこ

とを行政がまとめてくれて、市長に提出して、

「産業振興ビジョン」という形になりました。 

 よくされる質問で、なぜこんなに７４回も

出来たのかという話があります。「私たちも

実はやりたかった」のだと。 

 この理由は２つあって、１つは先ほど言っ

たように、条文の条項がそうなっていないと

いうこと、もう一つは、私たちが無報酬でや

ろうと決めたからです。これは私と渡辺さん

で話して決めました。ずっと無報酬でいきま

しょうと。自分たちのことを考えて、地域の

ことを考えて、自分たちのためにやるのだか

ら、報酬なんてもらえる訳がないと、これは

単純な理論です。 

 ですから、産業振興会議も、今も報酬はも

らっていません。ずっとこれだけは続いてい

ます。 

 これで一体何が変わったかというと、実を

いうと会議を無制限に出来るようになった。

報酬をもらうと市は出すための予算づけが必

要です。報酬予算を委員の数で割ると、回数

が出てくる。５回だとか８回だとか。ところ

が、もらわなければ好きなだけ出来る訳です。

この議論は不十分だからまたやりましょうと。

我々はそういう具合にやってきました。それ

で７４回もやってしまったということなので

すが、行政はかなり懲りたかもしれません。 

 この辺りが、やはり人事異動があるのです。

気がついたら、一緒にやってきたメンバーが

行政側に誰もいなくなっていたという事態が

起こりました。一緒にやってきた職員は非常

に優秀で情熱にあふれていました。７４回と

いうことは行政側の方は前の準備もしますし、

終わった後も議事録を残したりもするので、

ものすごい回数をこの協議会に費やしたとい

うことだと思います。出来たということは、

いわば行政側が出されたデータに基づいて話

すだけではなくて、私たちもいろいろな資料

やデータを集めて、これはどうなっているの、

ああなっているのということを討論していっ

たということです。でないと行政側から出さ

れた資料だけで討論したらこんな回数には絶

対になりません。 

 そして、委員も勉強が必要だということは

こういうことです。 
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 もうちょっと進みますと、モノづくり・創

業部会の部会長だったので、これからどうい

う具合に提言まで行ったかということをお話

します。 

 モノづくり・創業部会は、第３条の第１項、

起業・創業及び新技術・新事業開発の支援と

いうことでした。論議の基本的視点で創業と

いうことと今ある会社が新技術や新事業開発

を支援するという２つに分かれ、創業は創業

で、新技術・新事業開発には何が必要なのか

といったときに、産学官が連携できたらいい

と、中小企業は自社での研究施設もありませ

んし、研究開発費もある訳ではありません。

ですから、例えば畜大みたいなところですと

か、十勝財団みたいなところと一緒になって

研究していけばやりやすい、そういうところ

がいっぱい集まって産業クラスターが形成さ

れたらいいですねと。産業クラスターという

ものは、今はあまり使われていませんが、そ

ういう思いでした。 

 そこから地域ブランドをよりブラッシュア

ップできるような製品が１個でも２個でも生

み出されたらいいねということで、こういう

論理的な組み立てをしましょうということで

産学官連携について何が必要か、クラスター

形成について何が必要か、地域ブランド形成

については何が必要かということを話してき

ました。 

 これを話すと長いので、創業だけでいくと、

具体的な施策の実施期間を短期・中期・長期

に分けて提言しました。最終的にまとめたの

は行政ですが。 

 短期は、相談機能の強化、これはすぐに出

来るということです。 

 ちょっとかかるのは、支援機能の検討です。 

インキュベーション施設の設置、これは残念

ながら今も出来ていません。職業観教育・起

業教育、これも残念なことに今も出来ていま

せんが、一応、中期的な教育として、提言と

して中期的な目標に置きましょうということ

で提言しました。 

 それが産業振興ビジョンの中でどのように

なって、現在、どのように展開しているのか

ということについてお話ししたかったのです

が、ちょっと送ったデータと流れているデー

タの乖離があるみたいで、簡単に口頭でお話

しさせていただくと、例えば、先ほど言いま

したものは、重点プロジェクトとして採用さ

れて創業・起業支援プロジェクトプログラム

ということになっています。創業・起業応援

と創業・起業の実践という２つの項目に分か

れて、十勝イノベーションエコシステム、創

業起業支援システムとしてまとめられて、事

業費７，８５５万１，０００円、昨年度の実

数です。当然、数値目標が出ますが、平成２

７年から平成３１年までで、２７０件企業を

起こしましょうと、相談件数は７５０件にし

ましょうということです。 

 政策は作っただけでは絵に描いた餅になる

だろうと思います。そこに予算がついて、そ

れを実践する、実行する、これが出来るのは

行政しかないと思っています。特に予算にな

ると議会対策が必要になると思いますので、

絶対行政は外せないと思います。 

産業振興ビジョンということです。この中

ではおおむね２つのことが書かれています。 

 １つは、４番目の帯広市の第六期総合計画

の分野計画であります。もう一点は、１０年

で５年経ったら見直しましょうという、そう

いう位置づけで産業振興ビジョンが作られま

した。 

 目指す地域産業の姿として、『地域力を活

かした活力ある地域産業の形成』、「５の施

策の方向性」と「２０の基本施策」、「７の

重点プロジェクト」と「５２の展開事業」と

いうことでまとめられて、産業振興ビジョン

で提出されました。 

 産業振興会議なのですが、ビジョンの進捗

管理と見直しを目的として出来た訳です。 

 第１期の産業振興会議は、主な取り組みと
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して、「地域経済リサーチ小委員会」という

ものと「十勝帯広地域ブランド化推進委員

会」というものが出来ました。 

 地域経済リサーチ小委員会は、十勝の経済

について、継続的に数字上で把握していると

ころがない、国勢調査をしても５年に１回だ

から遅いということで、何とかそういう措置

が出来たらいいということで、そういう会社

や組織を作れないかということで立ち上げた

ものです。結局、採算が合わないということ

で、これは立ち消えになりました。 

 十勝帯広地域ブランド化推進委員会は、実

を言うと、帯広市の取り組みがいろいろなと

ころで注目を浴びて、ちょうど産業振興会議

になる前後に中央から人が帯広市に入ってき

ました。１つは道の経産局から担当課長補佐

が、大きな手土産を持って入ってきました。

日銀から信金に入ったそうだったかもしれま

せん。地域ブランド化推進委員会というもの

は、道の経産局からお金を持ってきて入った

方が作られた委員会です。ちなみに、そうは

言っても委員長は私がやっていました。２年

間で二千何百万円かの予算がついていました。

そして、まとめられたものが、十勝帯広ブラ

ンドショーケースという形で、こちらの結構

厚い報告書として出来ています。 

 ちなみに、この事業は特許庁がお金を出し

ていました。それで全国のいろいろなところ

に視察に行って、地域ブランドを作っている

と思われるところの視察に行って、地域ブラ

ンドはどのくらいにしていったら作り易いか

ということを、ショーケースのようにして分

り易く整備しましょうということで作ったも

のです。 

 第１期の産業振興会議の会長は、商工会議

所の副会頭の曽我さんが会長になりました。

副会長が私と商工会議所からもう一人出まし

た。形的には２人は商工会議所から出ている

という形になっていました。渡辺さんは、し

かるべく時期にきちんと商工会議所の副会頭

に、会長職についてもらって帯広・十勝経済

界を挙げてこの産業振興会議で全てを揉んで

いく、そうゆう役割・責務=帯広経済・条例

推進のエンジン役を産業振興会議が担うと考

えていました。 

 ところが、第２期になったときに、突然行

政の人が来まして、私に副会長を終えて顧問

になってくださいと。このとき、会長、副会

長、私、３人全員役職を降ろされて顧問とい

う形になりました。私の個人的な思いとして

は、条例づくりから協議会をやって、産業振

興会議の第１期でようやく会議所の副会頭を

会長に据えることができた、これからだと思

った次の時期に、こんなことになってしまい

ました。これは行政のおっかないところです。 

 第３期なのですが、第２期について、行政

は非常に反省したのだと思います。ただ、覆

水は盆に返らずで、会長は同友会のメンバー

です。 

 第４期も会長が同友会のメンバーというこ

とになって、会長だった副会頭は顧問も辞め

商工会議所は斜を向く片肺飛行が現在も、こ

れは残念ながら続いています。 

 これが総括みたいになるのですけれども、

同友会の言葉で言えば、『よい会社をつくろ

う』、『よい経営者になろう』ということは

１人でもできるのですが、『よい経営環境を

つくろう』ということは１人では不可能です。

地域づくりということは不可能なので、同じ

方向を向くために条例を作って、共に考え、

進む仲間をどれだけ増やせるかが鍵。その中

心の円になるものが振興会議なのだろうと思

います。 

 帯広市では、これまでの最初の振興会議か

ら現在の振興会議まで８年から１０年の経験

がありますので、ほぼ１００名を超える経営

者が入ってきています。その中で、やはり少

なからず経営者の意識改革が起こっているの

だろうと、それくらいに考えています。 

 ２つ目が、行政との垣根が低くなって、利
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用しやすい施策・制度設計が可能になるとい

うことです。プレイヤーは行政ではなく、あ

くまで民間なのです。ですので、必要なこと

は経営者の背中を押してくれる施策や制度設

計なのです。必要なときにちょっと水をくれ

たり、肥料をくれる、それを簡単にやり易い

制度設計をして欲しいということなのです。

それが出来れば、恐らくそれ以上を望むこと

はないと思います。民間の経営者であれば。 

 ３つ目が、職員の意識改革ということにな

りますが、先ほど、いなくなったと言いまし

た。ずっと一緒にやってきたメンバーがいつ

の間にかいなくなった。これは決して悪いこ

とだとは思っていません。この中で意識改革

が起こった職員が他の部署に行って、それを

広めてくれれば、これはものすごく早く市役

所内の意識改革が進んでいく訳ですから、こ

れはぜひともやって欲しいと思うのです。 

 これは速報値なのですけれども、帯広市の

人口が増えたということになっています。前

回の国勢調査、平成２２年には１６万８，０

５７人でした。直近データ、平成２７年の国

勢調査の速報値では、１６万９，３８９人、

１，３００人ほど増えたということになって

いますが、ただ、行政の判断では、住民票ベ

ースでは横ばいというような判断をしている

ようです。 

 ただ、見て欲しいものは、２００８年に２

０１５年の帯広市の人口の推計値というもの

が出ています。これは１６万３，０００人で

した。それから比べても６，０００人くらい

多くなっている。これは決して悪い数字では

ない。少なくとも減少を食い止めているとい

うことでいけば、頑張っているということだ

と思います。 

 企業数も北海道では唯一増加している地域

になっています。これは平成２６年経済セン

サスが微増していると、左下に出ています。 

 問題は、この転換がいつから始まっている

かということ、これは市役所の調整官が用意

してくれたデータなのですが、平成２１年く

らい、ちょうど条例が出来てさまざまな会議

が始まったあたりくらいから、社会減が止ま

って増加とか横並びということになったとい

うこと。 

 これは、まだ、実を言うと、文献が出来て

いないので、今、帯広市の中ではなぜなのだ

ろうという話になっています。 

 ただ、私たちがやってきたことは、決して

マイナスにはなっていないだろうと、控え目

に言うと、そう思っているということです。 

 結びに代えてということですが、帯広・十

勝を創業・起業に最も適した地域に変革し、 

生きがいと賑わいにあふれた地域へ進化した

いと。これは私の思いです。 

 １０周年を機に見直ししたい、前文はＴＰ

Ｐを備えているから、もうちょっときちんと

書き込んだほうがいいと思っていますし、教

育条項がないことはちょっとまずいよねと、

大企業との関係もよく考えたらこれは入れた

方がいいかもしれないということです。 

 これはぜひ読んでほしいのですが、「欧州

における地域活性化のための中小企業政策」、

これはネットでこのまま入れたら出てきます。

商工中金の系列の研究所が、去年の１０月く

らいに出したものです。その中で、イギリス

の首相補佐官が言っていることが、「イギリ

スの起業環境は過去最高であり、中小企業は

黄金時代を迎えている」。今、イギリスはそ

れくらい自画自賛しているということです。 

 ちなみに、左下にデータが出ていますから

見てください。 

 起点を１００とすると、１５１まで増えて

いるということになっていて、これは、ある

時に明治大学の先生のデータでものすごい勢

いでイギリスの中小企業が増えているという

数字を見つけました。ただ、増え方が、私と

しては信用できないから出所を探ろうと思っ

ていました。やはり、うそを書く訳はないと

いうことで正しかったのですが、こういう数
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字で上がっている。 

 イギリスはなぜこういうふうになっていく

かというと、初等教育から高等教育の各段階

に至る起業家教育の制度化・国家戦略化をや

っているからだということで、不十分ながら

これを意識して教育をやっているからこうい

うふうになっているのだということです。 

 ですので、日本もこれをやらない限り、少

産多死の現象は収まらないし、そうすると働

き場はなくなるし、たまたま今は好景気です

から、働き場はいっぱいあって、人の奪い合

いみたいになっています。かく言う我社も募

集しても全然人が来ないという困った状態に

なっていますが、続いてもたかだか２０２０

年くらいまでです。それ以降はどうなるかと

いうと、そんなに続くと思いません。そうな

ったときに、困らないように、今から準備し

ておかないとだめだということです。 

 思ったことは、地方自治体でも出来ること

があるということです。教育委員会に対する

働きかけ、市の組織ですので、これは間違い

なく出来ます。例えば、今、帯広市でやろう

と思っていることは、産業振興会議のメンバ

ーを教育委員会に必ず入れるように義務化し

てほしい、これを要求していこうと思ってい

ます。教育委員会のメンバーも産業振興会議

に入るかどうかは別として、必ず何人かは傍

聴に来てほしい、とにかく中小企業の現場を

知ってほしいということです。それを教育現

場に反映させてほしいということが１点。 

 もうちょっと出来るかなと思っていること

は、教科書に副読本があるみたいで、そこに

働く姿が出てくるものが、農協の職員だった

りファイヤーマンだったりするみたいで、実

際に中小企業で働いているお父さんたちの姿

は、全く描かれていませんということでした。

それでは理解は深まらないということで、副

読本について変えることも、これは市が発行

しているのであれば変えることは可能ですか

ら、出来るであろうと。 

 これはまだ調べていないのですけれども、

先ほど話しました八王子市いきいき産業基本

条例の中では、教育機関等と連携し、起業家

精神を持った人材を育成する、真正面から書

いている条項があります。実はこれを最初か

ら知っていたら、帯広市の条例に入れてくれ

と言いました。教育委員会の人が難しいと言

っていましたので、これは無理なのだろうと

思っていて、ずっといろいろなところの条例

を調べたのですが、八王子市の条例にあった

訳です。そして言ったのですが、もう採決さ

れるひと月かふた月前くらいだったので、も

う手直しできませんということで押し切られ

ました。 

 でも、間違いなく出来る訳です。やってい

るところがあれば出来る訳だと思います。 

 もう一点は、まちづくりです。都市のアメ

ニティのレベルが高いですとか、排他的では

ないですとか、あるいは子弟の教育に困らな

い、この辺が共通にして創業するときに選ぶ

都市の基準になっています。もっともっとい

ろいろな要素があったのだと思いますが忘れ

ました。ぜひこの辺は、もし必要であれば新

城市の会議で深めてもらって、新城市が創

業・起業に適した地域になっていけばいいの

かなと。 

 実を言うと、イギリスがこれだけ創業・起

業が増えていますが、ノンエンプロイメント

とかセルフエンプロイメントと言われるよう

に、１人親方とか１人会社が増えている訳で

す。まだ雇用を持たないまでも、とにかく会

社を作って自分で何とかやっていこうと、そ

れから、できたら人を増やしていきましょう

ということで、それがものすごい勢い。 

 少なくとも会社を作って、多少の収入があ

れば、失業保険なんかは申請しなくてもいい

ですし、うまくいけば化けるかもしれません。

化けることは、地方自治体にとってみれば、

１，０００人に１つあればいい訳です。それ

で御の字ですよね、と思います。 
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 ですから、そういうこともひっくるめて、

ぜひどのようなまちづくりにしたら、創業・

起業が活発になるかということはたくさんデ

ータがありますので、その中で調べながら進

んでいって欲しいと思います。 

 もう時間が終わりましたか。超えましたか。 

○事務局 超えていないです。まだ大丈夫で

す。 

○岩橋浩氏 そうしたら、次、民間と行政と

の連携はどうなっているのかということで、

既に実際にどのように進んでいるのかという

ことで、代表的な十勝の産学官金連携組織２

つを書きました。 

 先ほど、私の紹介の中で出てきましたけれ

ども、とかちネットとは、畜大の地域連携室

を軸にして、会員数が１１５名。十勝総合振

興局とは、十勝にある北海道の出先機関です。

そして帯広市、帯広信用金庫。行政機関、金

融機関が入っています。 

 取り組みは、現在、２つをメインにやって

いまして、北海道ＨＡＣＣＰの推進というこ

とと、食品衛生管理者講習の実施に向けた取

り組みを何とか畜大でやってもらいたいとい

うことになっています。 

 ちなみに、北海道ＨＡＣＣＰに関しては、

帯広市も数値目標を持っています。帯広市が

補助金を出して１社、最高６０万円を出して、

とにかく北海道ＨＡＣＣＰ、地域ＨＡＣＣＰ

を取りましょうということで、今、進めてい

ます。 

 実を言うと、去年の８月か９月に愛知から

３人の方が帯広に見えました。どうも帯広市

は地域ＨＡＣＣＰの先進地域みたいになって

いるみたいで、うちの会社に来ましたし、畜

大で保健所の人も交えて一緒に討論しました。

何とか愛知でも地域ＨＡＣＣＰを推進したい

けれども、なかなかうまくいかないというよ

うな話をしていました。 

 ということもありましたので、ちょっと話

は戻りますけれども、何で食品衛生管理者講

習の実施に向けた取り組みか。現在、チーズ

工房は、明治のとかちっちという大手を除い

て、十勝には小さな工房が３５工房あります。

その中で、さまざまなチーズを作っています。

ワインも池田町にあります。スイーツも柳月

や六花亭があって、ショートケーキが百二、

三十円で買える地域になっています。スイー

ツもおいしいし肉もおいしい。残るものは何

なのかといったときに、ハム・ソーセージが

無いという話です。なぜ無いかというと、こ

れは原因が明快でして、先ほど言ったチーズ

は、食品衛生責任者の講習、これは１日の講

習で取れます。ハム・ソーセージというもの

は、管理者となり、今すぐ取れるものは、医

師、歯医者、それから獣医師、あとはハムメ

ーカーに３年以上勤めていて、その勉強をし

た者とか、かなりハードルが高い。だから管

理者は少ないのです。その食品衛生管理者講

習は、全国で１カ所、年に１回やっています。

東京で３５日間３０万円、みっちりですから、

もう向こうに泊まらなくてはいけない。下手

したら１００万円までかかるという話になり

まして、とてもとてもできないから、帯広に

は畜大がありますので、ぜひ畜大でやって欲

しいということで、今、一生懸命お願いをし

ている最中です。管理者講習は既得権の牙城

と言えば牙城になるのかもしれませんから、

そういうこともあるのかもしれません。 

 もう一つが、ヒューマンネットとかち。こ

れは十勝圏振興機構(＝十勝財団)というとこ

ろがやっています。目的は書いてあるとおり

です。会員は取らずに、申込者に開催情報を

提供している。 

テーマは旬な話題の提供で、去年の１２月に

『中小事業者の生産管理』ということで、当

社に５０人くらい、もうちょっと多かったか

もしれません。見学に来て、それから当社の

ＨＡＣＣＰに向けた取り組みの発表というこ

とをやりました。 

 毎回、１，０００人くらいに案内をしてい
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るそうです。参加者は８０人くらいと言って

いました。 

 もう一つ、実は信金も非常に大きな役割を

果たしています。フーデックスジャパンは御

存じなの分りませんが、幕張で年１回、３泊

４日、日本中から食品メーカーが集まってき

て出展しているところです。大体、出展しよ

うと思ったら、最低でも５０万円から６０万

円かかるという話になっていますが、１０万

円だけ出してくれれば、あとは信金が持ちま

しょうということで、一社１０万円、北海道

十勝物産館というものを信金で作って、１０

万円だけ出してくださいと、出展料に関して

はそれだけですということでやっています。 

 当社も結構出ていました。ただ、なかなか

成果が出てこないので、最近はやめています

が、私たちが出ていたころは十二、三社だっ

たのですが、今回これを機会に調べてもらっ

たら、現在では二十二、三社が出展している

ということです。これは集まれば、日本中か

ら人が来て見てもらえますので、非常にいい

と言えばいい感じになっています。 

 信金はいろいろやってくれて、１つ、中小

企業のものづくり、食品関係のものづくりに

関しては、ずっと熱心にやっています。東武

百貨店池袋店がありまして、北海道物産展で

は日本一の売上げを誇っています。大体２週

間で６億円の売上げがあります。そういうと

ころでカリスマバイヤー、そういう売り場を

創り上げた内田さんという方がバイヤーでい

らっしゃって、その方が東武を辞めました。

辞めて自分でオフィス内田というものを開い

たときに、最初に声をかけたのが帯広信金で、

月１回来て、帯広の食品メーカーのものづく

りに対してアドバイスをして欲しいと、これ

は現在も毎月１回、内田さんは来てやってい

ます。大体１０社くらい、いろいろな商品を

持っていってアドバイスをもらって、当社も

何回か行っています。ただ、当社は内田さん

から推薦されて、池袋東武の北海道物産展に

８年から９年、年３回出展している関係にあ

りアドバイスをいただく機会は多くあります

から、この場に行くのは年１回あるかないか

です。 

 また、「十勝晴れ」という日本酒を造って

います。十勝は水田がなくなりましたので、

わざわざお酒用のお米を作る水田を作ったわ

けです。 

 なぜ、こんなことをするかです。多分、お

米のおいしい地域は、年々ちょっとずつ北に

登ってきているという話があります。いずれ

十勝がその地域になれば、そのときに技術が

なくなっていたら、変えようにも変えられな

いですから、これは今から、小さくてもいい

から育てていこうという深謀遠慮なのかなと、

私は思っています。 

 そういうことを、信金は地域連携推進室か

な、そこが一生懸命やってくれています。そ

の成果がなんだかんだと言いながら、先ほど

言ったように企業数が少し増えて、人口が減

らなかったり、ひょっとしたら少し増えてい

るかもしれません。そういうことだと思いま

す。 

 先ほど、ブランドショーケースということ

で、こういうブランドマークを作りましたと

言いましたが、どちらかというと、私は懐疑

的でした。そのときは、もう十勝ブランドと

いうものは、十勝財団でやっていましたので、

幾つもやってもしようがない。 

 実を言うと、商工会議もありますし、十勝

商工会でも十勝ブランドを持っている。この

時点で、十勝に３つのブランド認証機関があ

った。４つ作ってどうするのかという、正直

言えば私の気持ちだったのですが、他のブラ

ンドを推進している地域が見えるということ

で、それは何も言わずにいきました。大変勉

強になったなと思っていますが、１つ言える

ことは、こういうものを作っても継続できな

いと、維持管理する組織がないとこんなもの

は進まない訳です。それを作る気がありませ
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んでしたから、これはあっという間に立ち消

えました。今は特許庁に申請して認定された

ままであると思いますが、実態は無いも同然

だということになっています。 

 十勝ブランドを支えるには、先ほど言った

ように、安心・安全をいかに制度的に担保す

るかということで、ここで重要になるものが、

先ほど言った北海道ＨＡＣＣＰになります。

幸いなことに、帯広・十勝は、北海道の中で

も地域ＨＡＣＣＰの最も進んだ地域というこ

とになっています。 

 いろいろ雑駁で、あちこちいきながらお話

ししましたが、私としては、とにかく帯広・

十勝でいっぱい起業が出来て、働く場が常に

あるような地域であり続けたい、そうすれば

人々は豊かな生活を送れるだろうし、街並み

はいつも賑やかで、おじいちゃんやおばあち

ゃんの声や子供たちの声があふれるような街

を、中心街を維持できるだろうと、そういう

思いでおります。 

 ぜひ、そういう市にこれからも変えていき

たいと思っていますので、新城市の皆さん、

取り組み始めたばかりで非常に大変だと思い

ます。繰り返しになりますが、皆さんの双肩

に掛っていますので、めげず、ひるまず、頑

張っていただきたいと思います。 

 これからもよろしくお願いします。 

 どうも御清聴ありがとうございました。 

○事務局 岩橋先生、どうも御熱心に御講演

いただきまして、大変ありがとうございまし

た。 

 いま一度、拍手をお願い申し上げます。 

 ここからは、申しわけありません。５分程

度休憩をとらせていただいた後、協議会とし

て、鈴木会長からまとめをいただき、意見交

換等もさせていただいて、というふうに予定

をしておりますので、今から７時までという

ことで、トイレ休憩だけ取らせていただいて、

次のまとめの方に入らせていただきたいと思

います。 

 では、ここで一旦、休憩をさせていただき

ます。 

 よろしくお願いします。 

（休憩 午後６時５７分） 

（再開 午後７時００分） 

○鈴木誠協議会長 時間が過ぎておりました

ので、急いで始めていきたいと思います。 

 これからは、ちょっと私の方にマイクを渡

されましたので、今のお話を受けて、ほんの

少し感想めいたことを最初に述べさせてもら

って、それから私の方から岩橋さんに１つ、

２つ、質問を投げかけて、その後で回答をい

ただいてから、皆さんからも質問を出してい

ただきたいと思いますので、どうかその間に

御準備をお願いしたいというふうに思います。 

 まず、今日の話を聞いていて、私は、まず

帯広・十勝というか北海道と聞いただけでブ

ランドというふうに思いまして、いいなとい

うふうにいつも思ってしまう、単純にそう思

ってしまって、北海道の方たちの暮らしであ

るとか、それから生活の様子ということ以前

に北海道イコール食のブランド、レクリエー

ションのブランドというふうな先入観でどう

も見てしまうところがあります。 

 事実、ちょうど今手元のところに十勝・帯

広ブランドショーケースという冊子があるの

ですけれども、ここにはスイーツであるとか、

あるいは小豆であるとか、麦であるとか素材

からその素材を使った加工品までどれも北海

道ならではだな、なんていうふうに勝手に思

ってしまう。 

 実際に皆さんも、特に女性の皆さんも、例

えばジェイアール名古屋タカシマヤとか、名

鉄などで北海道展があると、すぐに向かって

いくのではないでしょうか。北海道展がある

と一番繁盛するというふうに言われています。

この時期はちょうど、今、確か、ジェイアー

ル名古屋タカシマヤで北海道展をやっている

のではないかなと。そうすると、三越で始ま

って、それから名鉄で始まって、さらにはど
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こどこでというふうに、どんどん北海道展が、

それだけ素材や素材を加工した商品の宝庫で

あると、つまりそういうものを作る人たちの

宝庫でもあると、創作意欲をどんどん湧かし

てくる、そういう土地柄なのかなというふう

に思って聞いておりました。 

 最初、そんなふうに思っていましたが、実

は必ずしもそうではなくて、そのような創業

意欲とか、あるいは商品開発のための工夫で

あるとか、実はその辺のところはまだまだ最

近のことであって、実のところは国のお金で

あるとかに大きく依存した公共事業にやはり

支えられなければいけないとか、あるいは国

のいろいろなプロジェクトに支えられていか

なければいけないという依存心がまだまだ多

かったと、だから、そういう風土というもの

を打破して、本当に地元のいい資源に目を向

けて、それを活用して生き残っていく道、あ

るいは働く場を作っていかなければいけない

という、本当に差し迫った危機感を持つ地域

というものも北海道の一面だったのかなと。 

 そういう努力と、そして成果というものが

我々の、実は、暮らしに、最近、よく何々展

という形で届いている面もあるのだろうなと

いうふうに思えてなりませんでした。 

 実際に北海道に行ってカニ何とかと言うお

店に入ると、北海道だからカニだというと実

はあれは、名古屋の資本だったりもしますよ

ね。東京や大阪や名古屋や福岡の資本がどん

どん北海道の方に出店をして、実は北海道の

素材を使って、独自のブランドを使って、そ

して本土から訪れる観光客を満たしていると

いうことが現実で、まともに競争したら、多

分、北海道の企業はかなわないということが

まだまだ現実としてある。 

 そういう中で、もっと地元の人たちの働く

場所や、あるいは所得というものに結びつい

て、人が本土に向かわずとも北海道の土地の

中で幸せに暮らしていける、そういう社会を

作っていかなければいけない、その危機感が

今回の条例作りというものの中にもあるのだ

ろうなというふうに思いました。 

 ちなみに、皆さん、この中で聞きたいので

すけれども。帯広に行かれたことがある人は

いますか。 

 いますね。 

 といってもそんなに多くはありませんね。 

 北海道というと、札幌というふうにイメー

ジするかもしれません。札幌は、１００万を

超える大都市なわけですよね。それに対して

帯広は１７万弱という、愛知県でいうと安城

市よりも規模が小さいくらいです。でも、北

海道ではとても大きな街ですよね、帯広とい

うと。 

 ですから、そういう北海道というと札幌、

札幌は今のように北海道中から人口やお金を

集めて繁栄していますけれども、それ以外の

ところはなかなかやはり自助努力をしていか

ないと非常に苦しい、そこを今までは国に依

存してきた。しかし、これからはそんな時代

ではないということを先を見通して、そして

今のような中小企業が頑張って働く場所をた

くさん作って、若者たちが意欲の持てるそう

いう暮らしができるようにという努力をされ

てきたのだろうなというふうに聞いておりま

した。 

 今日の話の中で私はちょっと聞きたいこと

が実はあったのですけれども、例えば、起

業・創業というふうによく言うのですけれど

も、これを男性と女性に分けて考えると、起

業・創業、なかなかそちらに気持ちと行動が

向いにくいのは男性の方ということが現実で

す。これは、特に男性の場合は実際の企業、

民間の企業、特に愛知県なんかは非常に多い、

そういったところでまずは就業するという選

択に向かっていく訳です。そして結婚すると、

これもまた愛知県の場合、全国的に同様です

けれども、男性や女性が働いて、そして女性

がまず出産を機に仕事を辞めていかれるケー

スが多い。そして子育てに入って、そして子
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育てを終えると女性がどうするか考える。男

性はそのまま雇用が安定しているということ

もあって働き続けていることが多いわけです。

ですから、起業・創業というと、そのマーケ

ットはどうしても男性は少なくなる。もし、

男性に起業・創業を求めるとなると、働いて

いる職場を退職してからのケースが愛知県の

場合は圧倒的に多いのです。つまり、６５歳

を過ぎてからの起業・創業。なかなか難しい

面があるのです。 

 これが、例えば、人口が増えている沖縄の

場合は、２０代・３０代の雇用を吸収してく

れる安定した会社が非常に少ないのです。で

すから、１０代・２０代から、例えばバイト

を始めて、バイトをしながら、実はスピンア

ウトして、自分で居酒屋を始めていくとか、

あるいはスナックを運営するとか、いろいろ

な道に入っていってそこで起業の経験を始め

ていくのです。 

 ところが愛知県の場合はそういうことをせ

ずともというところがある。ですから、愛知

県の場合でいうと、起業・創業というと、男

性ではなく女性、特に一度結婚して、そして

子育てを終えた、例えば３０代・４０代の女

性の皆さんの起業・創業に期待がかかる部分

が非常に多いわけです。 

 北海道の場合は、その辺はどうなのか。北

海道も先ほどから話を聞いていると、やはり

大手企業が非常に少ない。中小企業がライバ

ルを作ってでも起業・創業をして、そして若

い人たちに雇用の場を作っていかなければい

けないというふうに言いました。その点では

沖縄と非常によく似ている部分があるのです

けれども、北海道は、今のようなすぐれた素

材がたくさんあるところ、そこで帯広・十勝

のこの条例作りを通じて、例えば、女性の皆

さんが地元の故郷の優れた自然環境やあるい

は素材というものに目を向けて、自分で何か

起業を始めていこう、スイーツを開発してい

こう、それを例えば行政にもサポートしても

らおうと、そのような女性の人たちの起業・

創業に向かう意欲を喚起するような機会にな

ってきているのかどうか。 

 女性でなくても若い人たちが大手企業に就

職するだけではなくて、地元で仕事を始めて

みたい、そんな参入意欲を掻き立てるような

きっかけに、この条例がなってきているのか。

つまりは産業振興会議のビジョンづくり、そ

のビジョンを具体化していくための起業促進

であるとか、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターン

の促進であるとか、地元企業の情報を外だけ

ではなくて地元の人たちにもどんどん向けて

いく、そういうことを産業振興会議でやると

いうことをおっしゃっていました。そのあた

りで、若い世代の、特に女性を中心とした就

業意欲、起業意欲をどんなふうに掻き立てて

いるのか、そのあたりをぜひ聞かせていただ

きたいというふうに思いました。 

 その辺は岩橋さんへの質問ということで投

げておきたいと思いますが、もう一つだけ、

きょうの話の中ですごく参考になった点が一

点ありました。それは何かというと、ちょう

ど資料の１０ページのところに、やはり教育

機関と連携して、起業家精神を持った人材を

育てていくというところでした。ここのとこ

ろは、これから新城市でも何かうまく工夫を

して取り組んでいかなければいけないところ

ではないかなと。学校を出てからでは遅いよ

うな気がするのです。キャリア教育というと

ころです。 

 実は、新城は中学生議会であるとか、それ

から、全国でも非常にユニークな若者条例を

作って若者総合政策という取り組みを始めま

した。これは今すごく注目をされているもの

なのです。こういう若者にターゲットが行き、

そして若者たちが活躍する機会を応援すると

いうことを新城は愛知県はもとより、全国的

にも率先して行っています。そのときに若者

たちが活躍するということは学校に行きなが

らなのか、あるいは仕事を、既存のものをや



－24－ 

りながらなのか、つまり、余暇としてやるの

か、そうではなくて、自分の能力を開発して

チャレンジする、そういうまちとして新城が

これからあるのだということを子供たちと一

緒に考え合っていく、そういう若者の起業家

精神をこれから作っていくというところに、

今、新城が一生懸命取り組んで注目をされて

いる若者政策のもう一つの軸足を、これから

持っていくことも大事なのではないかなとい

うふうに思えてなりませんでした。 

 なぜなら、新城というところは、非常に就

農意欲を持った若者たちが入ってきて、そし

て自分でチャレンジして農業を始めていこう、

あるいは農事組合法人を作っていこうという

意欲を持った人が、実は中部地方、関東地方

の中でも最も多いところでもあるのです。そ

ういう若者たちの就労・起業というものを応

援する、そういう風土なり先輩たちが多いと

ころとするならば、それを学校教育とうまく

連携して起業家精神、新城ならではの起業家

精神を創っていくということも大事なのだろ

うなと、もう既にやっているかもしれません

けれども、聞いていて、外の目から見て、そ

んなことを感じさせてもらいました。 

 それではちょっと感想も含めて、岩橋さん

に質問を投げかけてみましたので、お答えで

きる範囲で結構ですので、よろしくお願いし

ます。 

○岩橋浩氏 ものすごく難しい質問だと思い

ます。 

 女性起業家が増えているかどうかというこ

とをどのように測るかといったときに、私の

中では、同友会における女性経営者のメンバ

ーの割合がどうなっているのかということが

一番測り易いことになるのですが、そこもそ

んなに増えているとは思いません。 

 というのは女性経営者というよりは、同友

会にいる女性経営者の方は、実は奥様なので

す。 

 注目すべき起業家という方は、やはり女性

で、十勝にもいっぱいいます。ただ、それが

増えているかというと、そうは思えません。 

何が原因かということはちょっと分りません。

あえて言えば、小さい頃からそういう教育を

されていないからだということに、私として

はなってしまうのです。 

 というのは、先ほど子供の例を出しました

が、こういう私は、例えば、今ならやせ我慢

してでも自分で会社を作りたいと言ったら、

いいよと言うかもしれませんが、仮に１０年

くらい前だったら、それよりきちんと一回は

働いてごらんというふうに言うかと思う訳で

す。 

 それは私の中にものすごくはびこっている

大企業信奉みたいなところがあって、やはり

皆さんも持っていると思うのです。比べたと

きに、果たして努力に見合った報酬が、自分

で会社を作ったからといって、必ずしも約束

されるわけではない、これが難しいところな

のです。 

 大企業であれば、そこそこの所得水準は、

多分、保障されると思うのですが、自分で会

社を作って始めた途端に何の保障もなくなる。

そういう覚悟を持っておまえは出来るのかと

いうことです。私はこう見えても創業者なの

で、「えいや！」でやってしまった訳なので

すが、それを子供たちに「えいや！」とやっ

てもいいと言うか、というとやはり正直言え

ない、というところがあります。 

 これは、何度も繰り返しなりますが、教育

のあり方の問題だと思います。これは何世代

にも渡るのかもしれませんが、当然、変えて

いくしかない。教育は、変な話ですけれども、

６０年も７０年もかけて、今みたいな私の人

間の考え方を作り上げたわけですから、これ

を打ち消すためには、やはり何十年もかかる

かもしれない。でも、どこかで切り替えてい

かないと、いつまでたっても少産多死という

働き場が常に減っていくという、その現状は

なくならないのだろうと思います。 
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 何回も言いますけれども。ＥＵやアメリカ

は、１０％前後の創業率になっています。一

つ問題があるとすればＥＵやアメリカは、や

はり再チャレンジの制度がそこそこあるとい

うことなのです。日本でいうと、要するに１

回失敗すると、夜逃げしたり全てを失って再

起ができないということになりますが、どう

もＥＵなんかではそうでもないような制度が

あるような。なかなかどういうことなのかと

いうことは探しても見つからないのですが、

どうもあるようで、そういうことができるよ

うに再チャレンジができる、２度目、３度目

のチャレンジができる、１度や２度の失敗は

当たり前で、何度か失敗してもやり続けて出

来るよという風土が、文字どおり風土として

根づいているということが恐らく大切なのだ

ろうと思います。風土として根づくにはやは

り時間がかかるのだろうと思います。済みま

せんけれども、答えにならないと思いますが。

そういうことで御容赦ください。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

皆さんもちょうど今、フランスとかベルギー

などでテロが起きていますけれども、若い人

たちが仕事がないものですから、世の中のい

ろいろな不満を見つけて、そしてあのような

ことを繰り返してしまう。少しでもやはりあ

のような悲惨なことを起こさないようにする

ために、いろいろな働き口、あるいは能力の

開発を応援しているのです。とても小さな会

社を作ることから応援して、そして、商売相

手を見つけて紹介したりということをどんど

んやっていくのです。そのための創業資金と

いうものが、実は日本からたくさんお金が、

我々の投資信託等々を通じて、実はヨーロッ

パやアメリカの方にたくさん流れていって、

我々の貯蓄の部分がそうやって投資を通じて

世界の若い人たちの雇用づくりに利用されて

いる面も本当はあるのです。 

 それで、皆さんの方からここでちょっと質

問を投げかけていただきたいなというふうに

思いますけれども、どんなことでも結構です

ので、北海道の挑戦、我々はそこからどのよ

うなことを学んだらいいのかという大きなフ

レームで今日はこの会を設けましたけれども、

どうでしょうか、皆様方。 

○男性参加者 私は農業をやっておりまして、

今日は大変貴重なお話をしていただいて、あ

りがとうございました。 

 その中で、農業を振興していく関係の中で、

特産物のブランド化をいろいろとたくさんさ

れていると思うのですけれども、６次産業を

今は誘導して活発にやっているというお話が

ありましたけれども、新城市でも６次産業と

いってもなかなかうまく浸透していないこと

が現状なのです。 

 それで、今後、道の駅だとかそういうとこ

ろも出来てまいりましたので、当面はいかに

６次産業化を進めていくか、加工食品を販売

していくための販路等につきましてのノウハ

ウ、どうやったらいいかということがありま

したら、教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○岩橋 浩氏 何でもそうなのですが、売り

たい数量と買いたい数量のマッチングという

ものが、一番大切なのです。こちらは１００

求めているけれども、１０しか供給できない

となったら、これはもう話はない。１００つ

くれるけれど１０しかないとなったら、あと

９０をどうやって売るかという問題になりま

す。１つはそういう問題がある。 

 ということは、どういうことかというと、

販路をどこに求めるかということになると思

います。 

デパートの物産展みたいなところは、ある

程度自由がきくし、大量に作らなくても自分

たちがある程度このくらいの数量を出来ます

よというところで選択して出ていけば、自分

たちの作ったものが年間で大体どのくらい売

れますということで販路は開けていくと思う。 

 ただ、北海道と違って、新城市の物産展と
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いうものは、多分、全国どこのデパートでも

やっていないと思いますから、では、どうす

るのかということを次に考えなければならな

いと思うのです。 

 で、帯広市、先ほど信金の例を出しました

けれども、信金は偉いなと思っていることは、

内田さんというバイヤーが、実を言うと、北

海道物産展のカリスマバイヤーということだ

けではなくて、日本中いろいろな地域を回っ

て、百貨店もそうですし、スーパーもそうで

すし、今、多いものは、これは吉本興業との

ジョイントで、吉本の顧問になっていたりし

て、これは上海ですとか向こうの方に物を売

っていこうというスタンスでやっています。 

 そういう方をぜひどこからか、１年間でも

２年間でも３年間でもいいですから、月１回

なり、半年に１回だったら忘れますから、月

１回なり来てもらって、アドバイスを受けな

がらその方に半ばマッチングをお願するしか

ない、それが出発点になるのだろうと。多分、

どのくらいで行けるかと言ったときに、その

人、例えば内田さんの頭の中に１，０００個

だったらこういうふうに売りましょうとか、

５，０００個だったらこの辺りで売れるよね

というような構図があると思うのです。蓄積

がありますから。私たちがそれをやろうと思

っても、それは無理な訳です。情報が無い訳

だから。それは専門家に頼むしかない。こう

いう方法がまず１つあると思います。 

 ６次産業化ということで行けば、先ほどバ

ブルと言いましたけれども、十勝だったら本

当に出てきていると思います。あと海外進出。

この２つに関してはお金が出てきますから、

多分。新城も政策金融公庫ですとか、何かに

相談に行けば、それは出てくるような気がし

ます。 

 十勝では、農協単位で６次産業化の事業に

ついて取り組んでいるところもあります。だ

から、新城市の農協について、ちょっと申し

訳なくて調べてきませんでしたが、やはりそ

ういうことが出来ない訳ではないから、最寄

りの金融機関に相談するということがもう一

点。これは専門家として、やはり政策金融公

庫がいっぱいノウハウを持っていると思いま

す。恐らく金融機関の中で一番持っているか

なと私は思っています。 

 あとは、もう一つ言えば、市役所です。本

来であれば市役所がその相談の窓口を全部一

括して引き受けて、ワンストップ化での相談

機能をどこかで設けましょうといったときに、

最初に候補になるのが市役所なのです。市役

所の窓口に相談へ行ったときに、この相談だ

ったら、どこの誰に相談に行ってください、

そうすれば解決策が見つかるかもしれません

よということが、市役所が出来なくてもいい

のです、それを解決してくれる人を案内して

くれればいいのです。紹介してくれれば。そ

ういうことが出来るかどうか、ちょっと、申

し訳ないですけれども、私は行政にワンスト

ップ型の機能を持ってほしいと言っていると

ころはそういうことなのです。別にオールマ

イティでなくてもいいのです。 

 ただ、情報だけはいっぱい持っていて、私

の大学の後輩の市役所職員が、今、東京の出

張所長をやっています。先程話したように池

袋東武だけは８年くらい前から、年３回出て

います、餃子を売りに。私が好きなものです

から、毎回私が行って、行くたびに、所長と

一緒に必ず飲むのです。いろいろ聞くと彼は

みんな知っているのです。私の知らない情報

を持っている。集める気になったら情報は隅

から隅まで恐らく集まるのだと思います。 

 その後輩は新聞記者から途中で市役所に入

って、それからずっときていますので、新聞

記者時代もひっくるめて、本当に細かい情報

はいっぱい持っている。そういう人をきちん

と行政は行政なりに生かすように配置してや

っていけば、行政として出来なくても、そう

いう人でこういう人を紹介すればいいという

ことが出来れば、私たちにとっては、それで
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もう１つ解決したみたいなものなので、相談

相手をとにかく探してみてください。私は新

城市の状況を知りませんけれども、帯広市の

経験から言うと、金融機関がありますし、い

ろいろあると思いますので、ぜひそれでやっ

てみてください。 

 多分、６次産業化といえばそんなに今無下

にするところはないと思います。６次産業化

でこういうことをやりたいので、ついてはこ

ういう仲間がいるからちょっと制度設計から

始めて相談に乗ってほしいと言えば、金融機

関はきちんと乗ってくれると思います。 

○鈴木誠協議会長 では、後お１人、いかが

でしょうか。どなたでも結構です。 

○男性参加者 今、よくテレビなんか見てい

ますと、若い人たちが何か特色のあるものを

創り出したときに、携帯の時代ですからネッ

トを利用して、それを独自に販売するという

形、それが瞬く間に全国に広がって、そうい

うことを利用しながら起業に成功していると

いうようなことをよく耳にしたり、あるいは

テレビで見たりするのですけれども、十勝の

あたりではそういう方で起業をして、例えば

そういう方にお話をされたような、同じ仲間

ではなくて、自分からそういうことを利用し

て成功していたようなことはございますか。 

○岩橋浩氏 実を言うと、何年か前まで楽天

に店舗を構えて売っていました。楽天に店舗

を構えれば売れるものだと思っていました。

ところが全く売れないのです。年間１０万円

も売れなかったと思います。それに、まず、

人がいない。専門で店舗を常にリニューアル

して集客できるように運営できるようなスタ

ッフがいない。片手間では出来ない訳です。 

 もう一つ大きいことは、皆そう思っている

ということは、ライバルがものすごい数でい

るということです。その中で目指すものは並

大抵なことではなくて１万社に１社か１０万

社に１社は、それはあると思います。帯広で

もコハタという雑貨屋さんが、年間それでも

１億円以上売っているという話は楽天の人か

ら聞きました。 

地元の百貨店があります。一時期、そこの

社長が、「もう帯広はいいのだ。うちはネッ

トで売るから関係ない」という話をしていた

という話を聞きました。 

 でも皆さん、よく考えて欲しいのですけれ

ども、同じ商品を帯広では超有名な百貨店か

ら買うのと、例えば高島屋とか三越、日本橋

店だったり新宿店から買うのとどちらを選び

ますか。みんな日本橋の三越だったり、新宿

の高島屋のはずです。帯広の百貨店から買う

人なんていない。これは大誤算です。これが

要するにネット商売のものすごくおっかない

ところです。頭では想像が広がるわけです。

私もそうでした。そんなに売れたらどうしよ

うかと一応計算をする訳です。実はそんなに

甘くない。餃子屋さんは全国、１つの町に１

０件くらいあるとすれば、各自治体に、半分

店舗を構えても何千何万件になる訳ですから、

その中で選んでもらうということは並大抵な

ことではない訳です。たまに試しに買ってみ

ようかなと思う人だって、何千か何万件だっ

たら、なかなかそんな人に巡り合わない。 

 かなり厳しいことを言ってしまいましたが、

現実はそういうことだと私は思っていますし、

帯広の同業者も、もう何社も楽天からは撤退

しています。維持費も出ない。半期で十何万、

年間でしたら二、三十万の経費も賄えない。

そのくらいの売り上げにしかならないという

ことが、実を言うと、ネット商売の９割は占

めている、現実なのだろうと思います。そし

てやせ我慢してやるか、それともいろいろう

ちみたいに撤退したり、ノウハウを積んでい

ずれ成功するのか、選ぶだけの頑張るだけの

体力があればいいですけれども、そちらの方

に人材を注ぐのだったら、別に他でされた方

がいいという経営上の判断にもなる訳で、そ

の辺はやはり非常に難しいところです。 

 もしやるのでしたら、腹をくくってやられ
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た方がいいかなと。自分はそれに２４時間・

３６５日かけるという、株をネットで売買す

ることと同じです。目を離せないという、そ

のくらいの覚悟と決意を持ってやって行かれ

るのであれば、うまくいくかなとは思います

けれども、片手間でやろうと思ってもなかな

かそうはいかないだろうなと私は思っていま

す。 

○鈴木誠協議会長 どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、予定の時間を少々オーバーしま

したので、きょうの岩橋浩さんの講演は以上

で終えたいと思います。 

 皆様方からの質問も以上で終えさせていた

だこうと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、皆様方からいろいろな質問もい

ただきましたし、また、お聞きになりたいこ

ともまたアンケートで出していただけると思

います。これからこの新城市の地域産業総合

振興条例を設けられた、先ほど岩橋さんから

褒めていただいた、これは産業自治振興協議

会、この活動を通じて、やはりよそに何かい

い例は、成功例は決してないと、やはり改め

て新城で何が必要なのか、何をしていくべき

なのか、これをいろいろな成功経験、あるい

は失敗経験ももとにしながら、やはり喧々

諤々と自分たちでやるしかないということを、

そこが原点なのだということにまた立ち戻ら

せてもらったような気もしました。 

 そういう場をこれからこの協議会の中で何

度も繰り広げて、職員がぶっ倒れるまでやれ

というようなエールも送っていただきました

ので、そういう、これから一生懸命な取り組

みをしていきたいというふうに思います。 

 それでは、ここで事務局の方にマイクをお

渡しして、まとめにしていただきたいという

ふうに思います。 

○事務局 ありがとうございました。 

 では、最後になりますが、新城市長のほう

から御挨拶をさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○穂積亮次市長 皆さん、大変ありがとうご

ざいました。 

 とりわけ、岩橋先生、本当にすばらしい講

演をいただきましてありがとうございました。 

聞きながら本当に心から感動させてもらいま

した。 

 今日の会議が、恐らく新城市の地域産業の

総合振興条例の実行、そして地域産業の新し

い形を創る上での大きな転換点になるのでは

ないかなというふうに聞かせてもらいました。 

 それぞれ皆さん、いろいろな形で受けとめ

たと思いますけれども、振り返ってみて、あ

のときの岩橋さんの講演会が１つの大きな転

機だったよねと、恐らく、振り返って言われ

るような、それほどの本物のすごさとすばら

しさを受けとめさせてもらいました。 

 そして、我々の地域産業、新城市の地域産

業の条例並びにその具体的な取り組みはまだ

まだ始まったばかりで、よちよち歩きですし、 

これから発展をさせていかなければならない、

そういうものでありますから、十勝・帯広と

は比べようがない訳ですし、それと比べてど

うということは言えないのですけれども、た

だ、お話を聞きながら、まだ我々の取り組み

に圧倒的に欠けているものが幾つかあるとい

うことを受けとめさせてもらいました。 

 １つは、現状の正確な分析・理解、そして

それを直視する姿勢、それから、それに基づ

く目標を持った危機感、その現状の正確な理

解からしか出てこない、明確な目標を持った、

戦略を持った危機感というものが２つめ、そ

してそれを実現するための圧倒的な勉強量、

これが今の我々の地域産業、新城市の地域産

業の振興の舞台にはまだまだ欠けているもの

だということを岩橋さんのお話から私はすご

く感じました。 

 そして、それらはどれも我々が意識してや

ろうと思えば出来ることばかりでありますの
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で、必ずそうしたものを共有させてもらって、

少しでも追いつけるように、そして新城市な

りの新しい地域産業の形をみんなで作れるよ

うに、これからまた覚悟を決めてやっていか

なければならない、そんなことを思わせても

らいました。 

 起業・創業ということに全ての焦点を合わ

せていこうということが我々の地域産業の総

合振興条例で底流にあったものだと思います。 

 また、今日の最初の事務局の方からの説明

で、新城市なりの強味というものもあるよと

いう中で、地域自治区制度ですとか、若者施

策、女性議会等ありました。これらも全て新

しい起業や創業の精神を持った、つまりは自

治をみずから地域をつくり上げていく、その

人材をつくり上げていく仕掛けでありました

し、それは産業という形になって、つまり働

く場、雇用の場をつくり上げるという形にな

って初めて生きた循環といいますか持続可能

なものになっていくと思います。そういう新

城市なりに取り組んできたことが本当に新城

市が生きるに値する暮らしやすいまちである

ための最大の目標はやはり経済、産業、雇用、

まちづくりであります。そういうことも今日

の岩橋さんのお話から学ばせていただけたと

思います。 

 岩橋さんが、帯広が北海道では唯一の民間

開拓であったという、その誇りというものが

帯広市民の中には無形のものとしてあるのだ

と、冒頭に言われました。我々もこの新城、

「山の湊 創造都市」というものを掲げまし

た。国が今までの自治体の動きは国との関係

の中でまずは地方分権というものを進めて、

国と地方は対等の関係なのだということを、

まず、拠点を築きました。 

 そして、その自治体の中での住民自治を徹

底的に進めていくのだということで、住民主

役のまちづくりというものをやってきました。

それは、ひいては、その地域自身で産業を興

し、暮らしをつくっていくという新しい自治

する市民の気概や誇りというものを回復して

いくといいますか取り戻していく、あるいは

自らつくり出していく、そんなプロセスの始

まりだと思って、私なりに取り組んでまいり

ましたけれども、その形といいますか目標と

いうものも１つ、今日は見させていただけた

なと思っております。 

 今日のこの会議を１つの大きなきっかけと

して、ぜひ皆さん方自身、我々、また、地域

産業自治振興協議会の中で、自分たちの現状

をしっかりと分析して、データを、情報を自

分たちで共有していく、それは分かったつも

りになって進んでいってはだめなのだと言わ

れましたが、まさにそのとおりで、その一つ

一つを共有していくこと、プロセスを大事に

しなければならないということ、そして、し

っかりした、単なるだめだということではな

くて、しかし、きちんとした危機意識も持ち

ながら自分たちの弱みを克服するための最大

限の努力、そして勉強をお互いに積み重ねて

いく、その取り組みなしに成果は絶対に見え

ないということも明らかになったと思います。 

 本当にすばらしいお話をありがとうござい

ました。遠くからお越しいただいて、大変い

ろいろ、お風邪のときに済みませんでした。

またこれに懲りずにおつき合いいただきたい

と思います。 

 今日は新規就農の皆さん、それから若者で

チャレンジをしてくれた皆さん、それからＪ

Ａの助け合いの運動でやっておられる皆さん、

さらには先ほど岩橋さんも取り組んでおられ

る厚労省の実践型雇用創造、うちもやってい

るものですから、それに関っていただいてい

る皆さん、そして産業振興条例の制定に関っ

ていただいた金融機関や大企業の工場の先端

で働いている皆さんもお見えであります。こ

の力を結集しながら新城市の地域産業を盛り

立てていきたいと思います。 

 本当にありがとうございました。 

○事務局 以上をもちまして、本協議会を終
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了させていただきたいと思いました。 

 どうもありがとうございました。 

 なお、アンケートの部分につきましては、

ぜひお書きいただいて、この後でも岩橋さん

への質問等もございましたら書いていただい

て、今回は意見という形の中で出していただ

いて、次の機会にぜひ生かしていきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○岩橋浩氏 最後にちょっと違うことでアピ

ールさせていただいていいですか。 

 実は、十勝に大樹町というところがありま

す。種子島から宇宙へ向けてロケットが飛ん

でいますが、この夏、民間のロケットが大樹

町から飛びます。これは決定しました。ひょ

っとすると十勝は本当にこのことも含めて大

化けするかもしれません。ぜひ、化ける前の

姿を一度見に来てください。おいしいものは

いっぱいありますし、結構、私は帯広の女性

は美人だと思っていますし、夜も楽しいです

ので、女性だけではなくて、男性陣が女性を

もてなすところもいっぱいありますので、ぜ

ひ来てください。 

 その折は、ぜひ声をかけていただければ、

極力おつき合いさせていただくようにします

ので、同友会の十勝事務所に電話をかけてい

ただいて、個人的に同友会から架かるところ

は、うちの会社ではオフィシャルになるので、

そういうことをちょっと考慮していただいて

御連絡いただければと思います。 

 本当に十勝に来て、十勝を見ていただいて、

良さを感じていただければ、それだけでも今

日はここに来たという甲斐がありますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 今日はどうもありがとうございました。 


