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○白井商工政策副課長 皆さん、こんばんは。 

 定刻、少し過ぎましたけれども、ただいま

から第８回の新城市産業自治振興協議会を始

めさせていただきます。 

 本日の出席者は委員１４名中１０名でござ

いまして、過半数の出席者となりましたので、

会議は成立しております。報告させていただ

きます。 

 それでは、ここから協議会運営規則第３条

の規定によりまして、議長の鈴木会長に進行

をお任せいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 皆さん、こんばんは。 

 座ってお話ししたいと思います。 

 今日は第８回目になりました。新城市産業

自治振興協議会です。 

 先ほど、ちょっと打ち合わせをしていたの

ですけれども、いよいよ市長への答申に向け

た準備に入ってきています。 

 きょうは産業自治という言葉の意味にもつ

ながるような、そんな話し合いができるかな

というふうにも期待しております。 

 この間は、実は、ある中小企業の経営者の

皆さんと僕の職場の、名古屋の職場で随分長

い時間、御一緒する時間がありまして、その

時に、この産業自治という言葉、語り合った

夜は飲みながら語り合いましたけれど、中小

企業は産業自治ということを考えるときに、

実践するときに２つあるだろうと。１つは雇

用、地元で暮らして暮らしを立てている人た

ちを雇用するということを通じて雇用の関係

をつくっていくということが１つはある。 

 もう一つはやはり、そういう働き続けてい

る人たちを、ただ職場を提供するだけではな

くて、働きながら地域の祭りであるとかイベ

ントであるとか、あるいはＰＴＡであるとか、

さまざまな地域の中での暮らしのいろいろな

場面に従業員が一社会人として、企業人とし

てもっと気軽に参加していける、そういう職

場づくりをやはりしていかなければいけない

と。 

 そのためにも、当然、事業の安定は必要な

のだけれども、しかし、そこのところをしっ

かりとやはり意識していかないと、中小企業

の経営者として産業自治というものは言葉だ

けになってしまうと語ってくれました。 

 一方で、先日は刈谷市の中小企業振興基本

条例の検討会に出た折に、そこでは大手企業

の部長さんが企業として、大企業として産業

自治にどう関るか。これは会社としてのＣＳ

Ｒ、当然、そのいろいろな基金とか、あるい

は財団を持っていることもあるので、そうい

う既存の仕組みを通じて積極的に関っていく

ことも大事であると。 

 それと一方で、先ほどの中小企業と同じよ

うに従業員が仕事をしながら、同時に会社の

ある地域、あるいはそれぞれが生活している

地域に深く関って、そして地域社会人として

生きていけるように会社としても雇用関係を

整備していこうということをおっしゃいまし

た。そのことが、そういう経験が実は海外に

出ていったときに生きる、海外の複雑な習慣

であるとか文化であるとか風習であるとか、

さまざまなことに、会社はこうだというふう

に押しつける、もうこれは一番の不審不安を

あおることになってしまうと。やはりグロー

バルの中でもこういう地域ということを、働

く人のことを考えて地域を見ていくというこ

とが、日本での経験がすごく海外に生きるの

だということもおっしゃっていました。 

 我々が今やろうとしていることは、そうい

った点では、地域産業総合振興条例に基づい

て、大手企業、中小企業、個人事業者、それ

ぞれが自分というところを通じて、あるいは

働く人たちを通じてまちを良くしていく、そ

ういうことに直接関っていけるように、そし

て関った結果としてそれが良いものであれば、

逆に今度は地域から称賛される、そのような

関係というものをこれから答申に中に盛り込

んでいくような段階になってきたかなという
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ふうに、今日を迎えるに当たって思いました。 

 そういうことで、今日は限られた時間であ

りますけれども、また皆様に御審議いただく

ことが多くありますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○白井商工政策副課長 ありがとうございま

した。 

 続きまして、次第に沿いまして進めさせて

いただきます。 

 ２番目の報告事項となります。 

 前回、第７回の新城市産業自治振興協議会

の協議結果について簡単にまとめたものを発

表させていただきます。報告させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○西田主任 まず西田から、第７回協議会で

の新しく仕事を始める人への支援として出た

主な意見を４点ほど御報告させていただきま

す。 

 まず１点、きちんとお金を稼ぎ事業を続け

続けていけるようにする支援。 

２点目に地域の困りごとや地域資源を活用す

るような事業の担い手を見つけること。 

 ３点目、事業だけではなく、担い手の気持

ちに寄り添いながら、少し前を照らし一緒に

前へ進んでいくような支援。 

 最後４点目に、行政や金融機関、商工会だ

けではなく、市民や事業者など地域全体で担

い手を応援し、支えていけるような雰囲気づ

くりが必要なのではないかという御意見をい

ただきました。 

 次に、そこで、今ある支援というものを考

えてちょっと探してみたのですが、今年度か

ら、新城市と金融機関、商工会と創業支援事

業というものを策定いたしました。こちらは、

市内での新たな産業の担い手を育成するため

に、創業、起業に必要な基礎実務やノウハウ

が習得できる研修会や相談会などを連携して

開催しております。具体的には、資料に入っ

ている、一緒にチラシをつけさせていただい

たのですが、このような奥三河創業塾という

ものを開催しております。こちらは全５回に

なるのですが、こちらを受講してもらうと、

そういったノウハウが取得できることと一緒

に、登録免許税や信用保証の特例などを受け

ることができるというような仕組みです。 

 ただ、こちらの仕組みとしましては、具体

的にはカフェやパン屋とか、あとは美容室、

ネイルサロンなど、これまで具体例の多くあ

る事業への支援というものを想定しておりま

して、例えば、地域の困りごとを稼ぎながら

どう解決していくかであったり、地域でどう

お金を稼いで地域に還元して持続させていく

のかというような事業計画の段階での支援が

できないものですから、新たな支援としまし

て資料の、チラシの後ろにつけさせていただ

いている、地域産業支援相関図（案）という

ものを左上のほうに、伴走支援事業というも

のを市でしていきます。 

 こちらは、ソーシャルビジネスやコミュニ

ティビジネスといったものを、その事業の相

談窓口として、月１回のミーティングとして

方向性の確認とか、次回までの目標設定、事

業の進捗管理などを事業者さんと一緒に考え

ながら、伴走して進んでいくような仕組みで

す。 

 この資料、はねていただいて、後ろには創

業支援事業と、金融機関と新城市の包括協定

というものを説明としてつけさせていただき

ました。内容としてはこちらをご覧ください。 

 私からは以上です。 

○加藤商工政策課長 それでは、今度、私か

ら、今、西田から説明がありました相関図で

すけれども、相関図（案）左側に伴走支援事

業（仮称）とありますが、こちらの方、皆さ

んが第６回、第７回で支援が必要だといった

ものを図にするとこのような形になります。

その下に長くソーシャル・ビジネス、ローカ

ル・ビジネス、若者、女性起業・創業地域自

治区と書いてありますが、ここのところで地
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域の課題を考え出そう、また、その考えたも

のを解決するということは、こちらに資料１

というＡ４の紙が１枚、皆さんの手元に判こ

が押してあるもの、資料１の方に、前からお

話をさせていただいておりますけれども、新

城市は市民自治と、裏面に行きますと地域自

治、それと産業自治というこの３つの自治で

政策を考え、進めていこうと思っております。 

 資料１と書いてあります市民自治の方を見

ていただくと中段になりますが、新城市自治

基本条例の第４条には、まちづくりを進める

に当たっての基本原則というものを明らかに

しています。 

 まず１つ目は、市民主役の原則ということ

で住みよいまちにするために市民一人一人が

行動すること。 

 ２番目は、参加協働の原則で、市民が市政

について参加できる仕組みを整え、市民、議

会、行政または市民同士がお互いの立場を尊

重しながら協力してまちづくりを進める。 

 ３つ目は情報共有の原則。市民がまちづく

りに取り組めるように、議会・行政は情報を

積極的に分かりやすく適時市民に提供。まち

づくりに関する情報と意識の共有を図ります。 

 市民も自分たちが持っている地域の情報等

を積極的に提供し、さまざまな活動が互いに

有効に機能するように努めますとあります。 

 裏面を見ていただきますと、今度は地域自

治、こちらは新城市の自治基本条例に、第１

７条には地域自治区について定めています。 

 新城市は大きく新城を１０個の地区に分け

て地域自治区というものを設けているのです

が、こちらには地域事情を踏まえた施策を適

切なときに実施するためには、地域をよく知

っている、実際に暮らしている住民の意見が

重要です。そのためには、市長権限の一部を

地域へ移し、現場で解決する仕組みが必要で

す。 

 地域の特色を生かした地域ごとの市民意見

を市政に反映し、身近な地域課題を素早く解

決する仕組みとして、地域自治区制度という

ものを定めております。 

 この産業自治振興協議会では、第６回、第

７回は、特にこの地域で出た課題を解決する

ようなコミュニティとかソーシャルビジネス、

またはローカルなビジネスとか小さなビジネ

スというものを、また、若者、女性とかが考

え出した課題を、その中から芽となって出て

きている、これは産業にしたらいいのではな

いの、というものを伴走支援事業で拾い挙げ

ていただいて、最終的には地域で稼いで、そ

のお金で地域の中を回していこうということ

を、今新城市は考えております。 

 それで、その中で、市民自治とか地域自治

というところではこちらに、Ａ３になります

が、平成２５年度から地域自治区が始まりま

して、地域活動交付金というものを今出して、

各地域がそれぞれいろいろな取り組みを挙げ

ています。中には防災用品を買うなんていっ

て手を挙げたりしている人もいれば、今後、

まだまだ地域の活動として何とかなっていく

のではないかというものもあれば。また、

「めざせ明日のまちづくり事業」というもの

は、地域ではなくて団体、数名で出来ている

団体、地域から外れても団体の方に対するま

ちづくり事業で補助金を出しています。この

「めざせ明日のまちづくり事業」という中に

先回のシルクのお話のコミュニティビジネス

というものもこの中に入っています。 

 最後には、若者チャレンジ補助金といいま

して、１５歳から２９歳までと年齢が制限さ

れておりますが、若者たちが取り組みたい、

やってみたいということに対して補助金を出

すということで、こちらは何かに取り組んで

いくという気づきのために、今、交付金とか

補助金とか出しております。 

 ですから、これからは地域の方、市民の方

たちが課題を解決するために何か興していく。

その中から産業となるべきことは、皆さんが

今までお話ししていただいたように支援する
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ことが大事、サポートすることが大事だとい

うようなことにつながっていくと考えていま

す。 

 今日はそのところから、こちらに作手地域

旧菅守小学校跡地の利用というものがお手元

にあると思います。これを少し参考に、皆さ

んそれぞれの立場とか市民の立場からどうい

うことが支援できるかということをお話しし

ていただきたいと思います。 

 こういう仕組みが必要ではないのかという

ことではなく、今日は、もう具体的に、どう

いうことが支援出来るということをお話しし

ていただきたいと思います。 

 それでは、少しこちらを説明させていただ

きます。 

 はねていただいて１ページ目になります。 

 １ページ、真ん中のあたりになります。取

り組みのきっかけとあります。こちらは作手

の地域になりますが、まず、小学校が作手の

端っこ、南部と北部の方に小学校があったの

ですが、その２校が廃校になりました。 

 小学校というものは、田舎ですと地域の中

心であって、コミュニティの場にもなってい

る。何かあることに、もう年寄り、老人、敬

老会みたいな方たちからお母さんたちの会、

また、子ども園の子も小学校に来たりと、運

動会にしろ学芸会にしろ、地域の伝統文化に

関しても、結構小学生が中心になって歌舞伎

をやっていたりお祭りのお囃子とかをやった

りというふうなことをしてきたのですが、そ

の小学校が廃校になってしまう。そうすると、

もう地域みんなが集まるようなところがなく

なってしまうよねと、元気もなくなるという

ことで、何とか小学校の跡地を利用したいと

いうことから、この小学校の跡地のことを考

える組織が生まれました。 

 平成２４年にグループ、つくでスマイル推

進協議会ということで組織を、平成２４年に

考え始めまして、平成２６年に組織を立ちあ

げて事業を進めていく訳ですけれども、これ

は旧菅守小学校という北の方にある学校と、

南の方にある協和小学校という学校。２カ所

で取り組んだのですが、きょうは菅守小学校

の方を説明させてもらいますが、活動の概要

の中に、旧菅守小学校区では廃校とされた旧

菅守小学校を交流拠点施設と考えまして、地

区全体を里山博物館と見立て、特色ある都市

農村交流を図るということで、国の事業を使

って体制整備を始めました。 

 小学校の給食室、すごく、人数が２０人と

か３０人とか小さいところだったので、給食

室の隣にカウンターがあって、そこからラン

チルームといって、この部屋の半分ぐらいの

ところ、もう内装は全部木の、木で囲ってあ

るようなところで、みんなで給食を食べると

いうところがあったので、そこを使って、ま

ず食事、地域の特産を使った食事を提供しよ

うということから始まっております。 

 愛知百名山とかにもなっているような竜頭

山という山があったりして、そこも登ったり

できるよねと、作手にはバイクの方がたくさ

ん遊びに来るものですから、そういう方たち

もいるよねと、あと、サーキット場があるの

です。一周１．５キロメートルぐらいのサー

キット場が。２つあるのですけれども、その

奥の方にもサーキット場があって、そこへ車

に乗って来る人もいるということで、レスト

ランを始めました。 

 ２ページ目、中段になりますが、本年度、

これ、平成２７年度と平成２８年度の内容が

書いてあるのですが、廃校を交流拠点として

四季折々の料理を提供して、平成２６年８月

６日に始めて約２年で６，０００人弱のお客

さんが、今、来ているそうです。 

 また、地域のシンボルでは、と書いてある

のですけれども、小学校に桜の木が、学校な

のでよく、たくさん植わっていたのですけれ

ども、そちらがてんぐ巣病という病気に、ソ

メイヨシノだったので病気にかかりやすくて、

病気になってしまいました。これは、本日、
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見えていますが、松本さんのところにお願い

して、ＵＦＪさんからお金をいただきまして、

しだれ桜を植えたり、植栽をしております。 

 ピザ釜をつくったり、技術室もあるので木

工体験ができるようにして、そちらの体験も

少し来てくれております。 

 ハイキング調査というものも、皆さんで山

道を調査したりしながら、お客さんが来てい

ただけるような整備をして活動をしました。 

 ２ページ、一番下には、情報発信というこ

とで、つくでスマイルというインターネット

のサイトを準備させていただきまして、地域

の方にライターにもなってもらうように、ラ

イターの勉強会もさせていただいて、今、市

内外から、今年の５月末時点ですが、５月は

９，８００件ほどのアクセスがあったという

データが出ております。 

 ３ページ、ここの取り組みの結果なのです

けれども、いかんせん、地域の方たちが国の

お金をいただいて、条件整備、給食室を使え

るようにしたり隣の調理室で加工品が出せる

ように保健所の許可をとって営業しているの

です。取り組みの結果は見たとおりなのです

が、初めて廃校の有効活用を試みました。交

流人口、売り上げが目標を上回りました。廃

校により地域がさびれ、活気がなくなってい

く中で、今回の事業によって地域の人が協力

するようになって、活性化への機運が見られ

るようになりました。 

 今後は、いかにこの取り組みを継続してい

くかが課題となります。 

 また、廃校を活用したということで、テレ

ビとか雑誌に取り上げられました。うまくい

きました。 

 といって、普通に平成２８年も取り組んで

いるという状況です。 

 今、３ページ目の取り組み結果というとこ

ろを見ているのですが、人がたくさん来てよ

かった、テレビや雑誌にも取り上げられまし

た、というところで満足しておりまして、こ

れからは何も手を加えていかなければ、こん

なことはよそでもやっていますし、というと

ころを伴走支援事業のようなことをしていく

には、これで皆さんだったらどういう支援が

していけるかというところをお話ししていた

だきたいのですが。次、５ページ目は、国の

事業を、このような事業を使ってこのような

ことをしましたということが、５、６、７ペ

ージと書いてあります。 

 ９ページ目が、平成２６年度、自分たちの

実績の評価。 

 １１ページ目が平成２７年度の自分たちの

評価。 

 １３ページ目が平成２８年度の取り組みの

状況。 

 １４ページ目が実施結果です。１４ページ

目、一番上は利用者。これは土日祝日しか営

業しておりません。２番目は平成２７年度の

売り上げ。一番下は平成２８年度７月中旬ま

での売り上げとなっております。 

 このように、地域活動交付金とはちょっと

違いますけれども、今後、新城市で地域活動

交付金とか「めざせ明日のまちづくり事業」

というものを、市民自治とか地域自治という

ところで年に数個ぐらいは何とかしてあげた

いというものが出てくる可能性があります。

そういうものをぜひ皆さんが、どのような形

で支援がしていけるかということを皆さんで

これから協議していただきたいと考えており

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 ありがとうございました。 

 またきょうも二手に分かれて議論していた

だきたいのですけれども、今、加藤さんから

説明があったように、ここはつくでスマイル、

作手の地域自治区の皆さんがつくでスマイル

という事業体を立ち上げて、そして、現在、

菅守のこの廃校跡地を活用しての山間地レス

トランのような事業の実験的なことを始めて

いる。 
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 そうは言っても、国の交付金なども活用し

ながら、交流人口は増えている。この地区は、

こういう、今は御高齢の方とか農協とか、あ

るいは民間企業とか、そういったところを退

職された方たちが力を合わせて、今、こうい

う事業を興して、そして、さまざまな経験者

が皆さんの協力も得て、サイトも作ってイン

ターネットの情報サイトを作って発信をしな

がらとりかかっているのですが、これをやめ

ると、そうすると、作手地域の人口の流出と

か交流人口の拡大への見通しに暗雲がかかる

と。この事業そのものがいいとか悪いとかで

はなくて、これからはこういう事業の自立と

いうことが、この作手地域自身を、社会とし

ての発展につながっていく、あるいはこの事

業をやらないと作手地域のこれからの人口減

少、さらには独居の高齢の方たちの無縁化が

始まっていくというようなことにつながって

いってしまうのです。 

 ですから、何としてもこの事業が、現在、

始まった交付金等を活用したコミュニティを

つくっていく活動として、今、始まっていま

すけれども、これをどう支えていくことがい

いのか、どのような方向がいいのか。もう本

当、皆さんの御経験をベースとして、こうい

うことをやったらいいとか、そういう話し合

いを、前向きな話し合いをぜひ繰り広げてい

ただきたいと思います。 

 御自身の経験あるいは情報、こういったも

のを寄せ合って、どうこれを、やはり支えて

いくことが作手の地域自治の発展につながっ

ていくのか、山間地の崩壊を防ぐ大きな手だ

てになっていくのか、新しいＩターン、Ｕタ

ーンの人たちの職場をつくっていくことが、

いろいろな角度から、きょう、話題等、交わ

していただけたらなと思います。 

 そういう趣旨ですので、どうぞよろしくお

願いします。 

 今から二手に分かれますけれども、進行は

また佐藤さんと松本さんにお願いをして、グ

ループの皆さんが活発に意見の交換とか議論

ができるように、またお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、時間なのですけれども、皆さん

の、今、お手元の時間で、８時半をめどに一

度議論をしていただけるようにお願いしたい

と思います。その後で、それぞれのグループ

で出された論点、ここのところを進行いただ

く松本さんや佐藤さんでもいいし、皆さんに

一言ずつ言っていただくということでもいい

と思いますので、そういう時間を使って、９

時には終わるようにしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 では、これからの時間、どうぞ御協力よろ

しくお願いします。 

○白井商工政策副課長 ありがとうございま

す。 

 それでは、２つのグループに分けさせてい

ただきます。 

 まず、Ａグループは佐藤さんのグループと

させていただきまして、菊川さんと石田さん

と澤上さん。 

 Ｂグループは松本さんをリーダーとして、

河合さん、梅津さんと大石さん。 

 村松さん、済みません、Ａグループでお願

いいたします。 

○鈴木誠協議会長 いいですか。 

○白井商工政策副課長 名前を呼ばれていな

い方はいらっしゃいましたか。 

 よろしいですか。 

○西田主任 済みません、伴走支援事業で、

僕、先ほど御説明した中で、すごくさらっと

説明し過ぎたので、もう少しちょっと具体的

にお話ししたいなと思うのですが、よろしい

ですか。 

○鈴木誠協議会長 はい、いいですよ。 

○西田主任 まず、これまでの協議会の中で、

皆さんに出していただいた意見の４点、きち

んとお金を稼げるようにすること、担い手を

見つけること、寄り添って前に進んでいける
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ような人がいること、みんなが応援する雰囲

気づくり、この４点について、ちょっと踏ま

えながら支援事業として御説明させていただ

きますと、まず、この伴走支援者というのは、

地元の起業家とか、そういった起業家を支援

したい方をイメージしています。この起業家

たちに相談するような窓口を設けて、そこで

企業家たちが寄り添って伴走支援していくわ

けですが、お金を稼ぐ仕組みとしましては、

その起業家に支援するようなプロの専門家と

か、あとは地元の事業者とかに相談してもら

うようなイメージでいます。 

 担い手を見つけるというところは、先ほど、

加藤から説明させていただいたように、地域

から上がってくるような事業の芽をそこで育

てるようなイメージでいます。 

 最後、みんなで応援するような雰囲気づく

りということですが、新城市から下の方に伸

びているような赤い線で各種補助金とか情報

発信というところですが、この情報発信とい

う部分で、事業者さんたちの情報を発信する

ことで、市内の事業者さんや市民の方にそう

いった方がいるということをお伝えして、例

えば、そういった資金に困っている部分があ

れば資金提供をしたり、事業者さんであれば

自分の持っている技術でこのような支援がで

きるとか、そういったような情報をこの伴走

支援事業の中で示していただけるようなこと

ができればと思っております。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 よろしいですか。 

○西田主任 はい。 

○鈴木誠協議会長 では、また２つのグルー

プの中で議論を進めながら、また事務局から、

このようなことをイメージしていると、ヒン

トでも出してもらっていいと思いますし、も

う、そこを超えてどんどんとそれぞれの御経

験を、この資金を使ったほうがいいとか、こ

こは協力できるとか、いろいろと、今日、お

披露目していただける情報があってもいいの

ではないかなと思います。 

 では、早速始めましょう。 

 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、よろしくお願いしま

す。 

 今お話があった、２年かけて立ち上げてみ

て、そこそこやってみたけれども、３年目以

降、では、これを大きく育てていくときにど

のような伴走の支援、皆さんだったらアイデ

アとしてありますかということを話していき

たいと思うのですけれども、皆さんはきっと

この、今、私の小さいｉＰｈｏｎｅの画面で

恐縮ですけれども、このページはご覧になっ

たことはありますか。つくでスマイルという

ページ。 

○澤上花子委員 ないです。 

○石田靖典委員 一応、僕もライターの１人

です。 

○佐藤真琴委員 どうですか。 

○石田靖典委員 講習は受けたのですけれど

も、結局、トマトが忙しくなり過ぎて、何も

出来ずに。 

○佐藤真琴委員 講習は受けたけれども、本

業が忙しいということですよね。 

○石田靖典委員 本業が始まったら何も出来

なくなってしまって。 

○佐藤真琴委員 これはボランティアなので

すか。 

○石田靖典委員 ボランティアです。 

○佐藤真琴委員 １本書いたら幾らとかフィ

ーはあるのですか。何も、ゼロ。 

○石田靖典委員 はい。 

○佐藤真琴委員 なるほど。 

 お聞きしたかったのは、私、何かすごく勉

強不足で知らなかったのですけれども、これ、

３月で更新がとまっているのです。 

 最後が３月の何かイベントの「つくで田舎
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レストランすがもり」の営業日について書い

てあるのですけれども、そこから先、書いて

いないので、これはみんな見ているのかなと。 

 誰が書いているのだろうとちょっと思った

のですけれども、なるほど、そういうことだ

ったのですね。 

 特に、これ、では、何か書いてくださいと

か、来るのですか。 

○石田靖典委員 ないです。 

○佐藤真琴委員 では、書かなかったらゼロ 

記事。 

○石田靖典委員 もう、とりあえず好きにや

ってという形で、ＩＤとパスを渡されて、た

しかどなたか、記事を書いて送るだか何かす

ればよかったと思ったのですけれども、講習

を受けたのが２年以上前。研修生では３年近

くになるのかな。 

○佐藤真琴委員 ３年前に受けて、もうその

ままになってしまっているのでしょうか。 

○石田靖典委員 はい。 

○佐藤真琴委員 では、これは、ちなみに、

では、どんなことがあったら石田さん、書き

続けていましたか。１回書きましたか。 

○石田靖典委員 書いていない。もう無理で

した。本業、もうとりあえずは研修生時代の

冬だったかに講習を受けて、もうそこから開

業の準備だ何だとなってしまって、そのイベ

ントがあれば書いて、作手もちょこちょこと

イベントがあるので、書こうと思えば書けた

とは思うのですけれども、いかんせん、私が

イベントに参加しなかったということがあっ

て。あと、秋もつくで祭りという形で、作手

の中では多分一番大きい祭りみたいなものを

やっていて。来月ですとラリーが、鬼久保の

ラリーがあって、ちょこちょこと人を呼べそ

うなイベントはやっています。 

 ただ、講習を受けた人たちが、やはりちょ

っと年配者が多かったので。 

○佐藤真琴委員 その人たちが書かないので

はないかなという感じ。 

○石田靖典委員 うん、パソコンの使い方も

どうなのという方たちが多かったので、多分、

更新を上げているのは、地域おこし協力隊と

かあの辺で来られている方がメインで上げて

いるのではないかなと思うのですけれども。 

○佐藤真琴委員 では、これ、情報をアップ

し続けていくためには、何かどのようなサポ

ートがあったら、サポートというのは、何か

石田さんを支えるという意味ではなくて、何

か書く人を支えるとか、どのような書き手が

いたらこの情報発信はできるのでしょうか。 

○石田靖典委員 一番早いのは、役場の人間

に頼むことが一番早いといえば早いですね。 

○佐藤真琴委員 それは、やはりみんな忙し

いという。 

○石田靖典委員 作手だと、サラリーマンを

やっている人も、結構、土日に居なかったり

とかしますし、やはり工場勤務が多いので、

夜勤とか。あと、地元の祭りといっても、小

さい子供がいる方は行くのですけれども、い

ない方は行かない。どちらかというと主婦を

つかまえた方がいいと思うのですけれども、

主婦自体数が少ない。 

 あと、そのつくでスマイル自体を多分知ら

ないということがあると思うのです。 

○佐藤真琴委員 その辺はどうなのですか。

つくでスマイルは知っていた。 

 そもそもつくでスマイル自体が、つくでス

マイルの認知度が低いですか。 

 ちなみに、この中でつくでスマイルを知っ

ていたという方は。 

○石田靖典委員 僕も地域おこし協力隊の子

にライターになってと言われて、そこでこう

いうものをやっているのだという形で知った

ので。多分、誘われなかったら、言われなけ

れば、知らないままかもしれません。 

○佐藤真琴委員 それ、どうしたら声がけが

出来たのですか、もっといろいろな人に。 

○石田靖典委員 広報誌とかにもちょこちょ

こと載っていたと思うのですけれども、多分、
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読んでいないです、みんな。 

○佐藤真琴委員 広報しんしろみたいなもの

ですか。 

○西田主任 はい。 

○佐藤真琴委員 では、広報の仕方が何か違

ったらいいなという感じなのですか。 

 どんなふうに変えていったら、例えば、村

松さん、御存じなかったですよね。 

○村松 東委員 レストランさえ知らなかっ

たです。 

○佐藤真琴委員 やってたんだ、みたいな。 

○村松 東委員 道の駅しか知らないです。 

○石田靖典委員 あの奥です。あそこから２

０分ぐらい奥です。 

○村松 東委員 北の方にですか。 

○石田靖典委員 北の方にです。ずっと奥で

す。 

○村松 東委員 豊田から抜けるあちらに曲

がるのではなくて、ずっと真っすぐ。 

○石田靖典委員 ずっと真っすぐです。 

○村松 東委員 あの道はどこに行くのだろ

うといつも思っていたぐらいで。 

○石田靖典委員 あれをずっと奥に行くと滝

があって、滝のところでどん詰まりになって

いてＴ字になっているのです。左に行くと足

助の方に行くと、右の方は設楽の方に行くと

いう道があるのです。 

○村松 東委員 本当にかなり奥にあるので

すね。 

○佐藤真琴委員 ものすごいローカルな説明

をしないと分からないぐらい認知度が低いと

いうことだけは分かったね。 

○石田靖典委員 正直、菅守小学校自体、交

通の便がすごく不便なのです。ですので、そ

の菅守小学校をメインに行くのだったらいい

ですけれども、その通り道に寄っていこうと

なると、まず通ることはないです。 

 ３０１号線から外れてしまうのです。 

○佐藤真琴委員 もうメインの道路から外れ

てしまっているから。 

○石田靖典委員 外れてしまうので。 

○佐藤真琴委員 では、何か通りすがりに見

るなんてことは。 

○石田靖典委員 いや、ないです。 

○佐藤真琴委員 もうない。 

○村松 東委員 あの道の駅に何か看板とか

作ったりして誘導するような。 

○石田靖典委員 小さなものはありました。

でも、岡崎とか豊田から行く人は、３０１号

線から上がってきたり、３０１号線から下っ

ていたりするではないですか。そうすると、

その３０１号線から外れて１０分ぐらい車で

行かないとないので、知らない人は知らない

し、寄らなくてもいいかなとなってしまう。 

○佐藤真琴委員 広報先として、道の駅とい

うお話があったのですけれども、地域の方は

道の駅は行くのですか。 

○石田靖典委員 あまり行かないかな。 

○村松 東委員 作手の人がということです

ね。 

○佐藤真琴委員 そう、そう。つくでスマイ

ルユーザーみたいな人。行かないのかな。 

○石田靖典委員 あまり行かないですね。 

○西田主任 客層が地元の人が３割ぐらいか

な。７割が外部の人で、外部の人も何で知っ

たかというと、もっくる新城にチラシを置い

てもらうようにしているので、そこでもっく

るのコーディネーターが食事するならこちら

がいいですよと案内していただいて来るお客

さんが多いのと、地元の３割というものも卒

業生、ＯＢの方がよく来ます。 

○佐藤真琴委員 そのＯＢというのは、あの

小学校の。 

○西田主任 そうです。卒業生。 

○佐藤真琴委員 卒業生。 

○西田主任 はい。 

○佐藤真琴委員 ＯＢ、ＯＧが来るというこ

とですね。 

○西田主任 はい。 

○佐藤真琴委員 ということは、もうそれ以
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外の人は、地元の人は知らない。 

○西田主任 活動自体も多分そんなに知らな

いのかなと。 

○石田靖典委員 一応、やっているのは知っ

ています。 

 ただ、開業当時は結構ちょこちょことみん

な行っていたみたいですけれども。 

○佐藤真琴委員 それで、新しい人を、お客

さんをつかまえ続けないと経営が苦しくなり

ます。きっと立ち上げの２年は珍しいことも

あって、みんな、広報もちょっと載ったから

来たけれども、リピートして年に５回は行く

という施設ではないのですか。 

ということは、やはり今の状態のままですと

苦しくなってしまいますね。 

○澤上花子委員 シシ肉などを使ったジビエ

料理だったということで、そういうものを好

まなければ、最初は珍しくて行っても、もう

２回目はいいかなという人が。でもそれを珍

しくてやはり外から呼ぶ、地元ではなく外か

ら呼んで観光にするとか。 

○佐藤真琴委員 １回体験みたいな。 

○澤上花子委員 うん。 

○佐藤真琴委員 さあ、それは厳しいです。 

みんな知らなくて広報もできていないという

ことは、やはり経営が苦しくなるのではない

ですか。 

○澤上花子委員 そうだね。 

○佐藤真琴委員 だから、どうしていったら

いいですか。菊川さんは企業だったら、もし、

これ、集客していくとしたら、何が足りない

のですか。 

○菊川倫太郎委員 そもそもこれ、あれなの

ですか。私、ちょっと聞き逃したから分から

ないですけれども、誰が運営しているのでし

たか。 

○佐藤真琴委員 そもそも誰が運営している

のですか。もう運営母体すら分からないとい

う話になってきました。 

○石田靖典委員 誰がトップかはちょっと分

からないですけれども、働いている方は菅守

地区のおじいちゃん、おばあちゃんがメイン

になります。 

○佐藤真琴委員 運営母体はどこなのですか。 

○石田靖典委員 どこなのだろうな、個人に

なるのかな。 

○西田主任 運営母体はつくでスマイル推進

協議会で、構成員は卒業生の地元の菅守地区

の方。 

○菊川倫太郎委員 これ、誰が困るのですか。

お客さんが来なくて収入が減っていくことで。 

○石田靖典委員 結局は、その菅守小学校を

残そうというものが第一の目的みたいなもの

なので。 

○菊川倫太郎委員 ああ、そういうこと。 

○石田靖典委員 多分儲けようということは、

そこまでないのではと思います。 

○佐藤真琴委員 これ、小学校を残そうとい

う話でやっているではないですか。本当にこ

の方法がいいのかどうかということは、ちょ

っと議論はここの時間では出来ないので、そ

れは今回横に置いておかせていただいて。 

その小学校を残すために、やはりある程度

この事業が回って、たとえ補助金であっても

きちんとインパクトを出し続けて、補助金を

もらい続けなければいけない訳ですよね、き

っと。そのために、私たち、その周りのちょ

っと心ある人たちは、どのような、もし自分

だったらどのような支援ができるかなという

ものを幾つかちょっと挙げてみたいのですけ

れども。 

 では、村松さんだったらどのようなものを

思いつきますか。立場として。 

 もうちょっと一個人でもいいですし、もう

立場としてでも。 

○村松 東委員 支援、難しいですね。 

○佐藤真琴委員 何かお手伝いできることと

いうようなレベルでも全然。 

○村松 東委員 新城市民として利用してあ

げるということが現実的に、地域でやってい
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ることを続けていくためにみんなで行ってあ

げるという、リピーターになってあげること

ぐらいですかね。 

○佐藤真琴委員 そうですよね。飲食店とか

は、結局それですもんね。 

○村松 東委員 そうですね。そのためには、

本当にこのレストランのことを知らなかった

ですし、ネットで検索しても写真もあまり出

てこないですから。メニューも出てこないし。 

○佐藤真琴委員 写真も出てこないのですか。 

○村松 東委員 はい、せっかくこういうサ

イトがあるのに、この中にレストランのサイ

トを作ったらいいではないですか。 

○石田靖典委員 やっているのは大体６０歳

を超えたおじいちゃん、おばあちゃんなので。 

○村松 東委員 ただブログの集まりみたい

になってしまっているだけで、せっかくこう

いう、このお金がかかってこういうものがあ

るのだったら、ここに載せれば簡単かなと思

うのですけれども。せめて外観とか食べると

ころとかメニューが載っていたら。 

○佐藤真琴委員 利用してもらうために、ウ

エブの中にもっと見えるように、見える化し

ていくという感じですね。ちなみに、食べロ

グモレッティも入っていないですよね、きっ

と。 

○村松 東委員 食べログは載っていました。 

○佐藤真琴委員 載っていました。 

○村松 東委員 写真が３枚あります。 

○石田靖典委員 本当でしたら、中でやって

いる方がブログでも作ってずっと上げ続けて

くれればいいのですけれども。 

○西田主任 ちなみに、今年から地域おこし

協力隊の子が入って調理を担当しているので

すけれども、調理と一緒に情報発信の方もと

いうことで、フェイスブックページとか立ち

上げて、そちらでも情報発信などをしていま

す。 

○佐藤真琴委員 仕組みがあっても、出来な

いものは出来ないではないですか。 

○西田主任 はい。 

○佐藤真琴委員 これはどうしたら出来るよ

うになるのかなと思うのですけれども、どう

したら出来るのですかね。 

 みんな行くということもいいですよね。 

 行きましょうと声をかけるには、どうした

ら声をかけたくなりますか、澤上さん。 

 友達３人誘って行きたくなるかな。４人で

ちょっと行っちゃう、みたいな。 

○澤上花子委員 私も１回行ったことがある

のです。 

○佐藤真琴委員 どうでしたか。 

○澤上花子委員 本当に学校の跡なので、給

食室みたいなところにこんなテーブルが並ん

でいてい、みんなでばっと何か食べるイメー

ジ。 

○佐藤真琴委員 なるほど。 

○澤上花子委員 だから、こじんまりしてい

る訳でもなく、広い部屋の中でテーブルごと

に食べているイメージ。地元の人たちが集ま

って、キャンプみたいな感じで来る人がそこ

で昼に食事をとるとか、そのような感じなら

楽しいかもしれない。子供たちも。川遊びが

あって何かがあって、では、そこで御飯を食

べてというなら、家族で来るなら楽しいかな

というのはあります。 

○菊川倫太郎委員 何かあれなのですか、ノ

スタルジーを感じるようなつくりなのですか。 

 そういう訳ではないのですか。 

○佐藤真琴委員 普通の給食室ですか。 

○菊川倫太郎委員 普通の食堂という感じな

のですか。 

○澤上花子委員 普通の給食室というイメー

ジはありました。黒板に何か、黒板にいろい

ろなものがチョークで書いてあったのですけ

れども、今日のメニューとか書いてありまし

た。 

○佐藤真琴委員 デザインセンスの話。 

○澤上花子委員 はい、学校の跡地。 

○菊川倫太郎委員 何か私のイメージだと、
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学校を残したいというところから始まってい

るので、例えば、我々とかもっと年配の人か

らしたときに、ノスタルジーを感じるような、

何かそんなものだとちょっと魅力がある。そ

れこそ、もう、まだ小さいけれども、小学生

が使っている机と椅子に座って何か食べると

か、いや、そうなっているのかどうか知らな

いですけれども。 

○澤上花子委員 そうですね。そういうもの

を残せば、また楽しいかもしれないですね。 

○菊川倫太郎委員 そういうものはすごく、

それだと興味が湧いてくるかなと。 

○佐藤真琴委員 その魅力を持たせるという

ことですよね。 

○澤上花子委員 何かテレビで見たことがあ

ったのですけれども、その小学校の跡地を教

室ごとに、おしゃれに。 

○菊川倫太郎委員 何か私も見た。 

○澤上花子委員 見ました。 

○菊川倫太郎委員 どこかで何かありました

よね。 

○澤上花子委員 うん。 

○菊川倫太郎委員 ぶらり旅的なやつで何か

やっていましたよね。 

○澤上花子委員 そう、そう。それで、教室

に入ると、その教室ごとに何か違いがあるの

だけれども、黒板をきちんと残してあって、

それを何かうまく活用しているのです。 

○佐藤真琴委員 雰囲気をつくっているので

すね。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 そういうものは、何か、ど

うしたら出来るのですか。それ、何かお金を

使ってデザイナーを入れるしかないのですか

ね。 

○澤上花子委員 と思うのだけれども、それ

かそこに、そういう子を雇うとか。例えば、

そういうセンス。 

○菊川倫太郎委員 もともとコンセプトです

もんね、そこは。 

○澤上花子委員 そういうセンスのある子を、

ちょっと改善してもらうためにまちのそうい

う主婦を使うとか。 

○菊川倫太郎委員 先ほどあった、地域の方

の交流できる施設として残すみたいな、何か

そういう意図もなかったから、別にそれが本

当の、もともとのコンセプトだったら、余り

そうやっておしゃれにするとかなんとか、ノ

スタルジーとかいうことは余り関係なくて、

多分。その場所を残すことがありきなのです

よね、きっと。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○菊川倫太郎委員 やはり、先ほど、誰が運

営していて誰が困るのですかという話をしま

したけれども、やはり、一応、商売でやって

いるから、金銭面で誰が困るのだというとこ

ろがないと。 

○澤上花子委員 だから、そのホームページ

も、多分、それだと思うのです。 

○菊川倫太郎委員 そう思います、やはり。 

○佐藤真琴委員 ちょっと話が飛んでしまう

のですけれども、当事者がいないということ

かなと思うのですけれども、そういうことな

のですかね。 

 例えば、自分の自宅を改造したカフェとか

だったら、お客さんが来なかったら超困るか

ら、超頑張りますよね。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 そういうことですよね。 

○澤上花子委員 そういうことです。 

○佐藤真琴委員 言い出しっぺがもっと頑張

るような仕組みだったらいいかなというふう

に思われると。では、自分がもし言い出しっ

ぺだったら、何か３つぐらいやれることは、

花子さんだと何かありますか。何をやります。 

○澤上花子委員 言い出しっぺだったら。 

○佐藤真琴委員 うん。 

○澤上花子委員 そうだね。そうしたら、本

当にそこでしか食べられないスイーツとかつ

くる、私の場合は。 
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○佐藤真琴委員 いいですね。 

○澤上花子委員 私はお菓子だから。ここに

来たら特別にこれが食べられるよ、というよ

うな、そのランチの中につけるとか。 

 でも、食材は本当に難しくて、私も、今、

そのスイーツクラブという新城市が立ち上げ

てくれたものに入って作って、もっくるで販

売ということになっているのだけれども、シ

イタケのパウダーとかホウレンソウのパウダ

ー、梅とかは、地元でもたくさんあるから、

それを使って作ってと言われても、やはり難

しくて。それ、好みがすごくはっきりするか

ら、もう梅、だめ、と言ったらだめなのです。 

○佐藤真琴委員 これ、梅を使った瞬間にだ

めと。 

○澤上花子委員 そう、だめ。だから、一生

懸命作ったのに、本当に戻ってくることが多

くて、もっくるに置いても。 

 何か自分は頑張って作っているのに戻って

きてしまうって、本当、悲しい、と思いなが

ら、それの繰り返しで、でも、それを続ける

べきなのか、それはもう全部自己負担なので、

何かこれをやっていたら回っていかないなと

思いながら、そこはもう悩んで今やっている

のだけれども、けれど、やはり食材を活かす、

本当にその食材でもみんなが食べてもらえる

ようなものを作るということは本当に難しい

なと思いながら。でも、何かその食材をうま

くもっとみんなに知ってもらうために作り続

けなければ、それはみんなの所には届かない

から、その作り続けていくための支援か何か

あると、そうやってそこのジビエの料理でも

何でもそうだと思うのだけれども、何か続け

ていくための支援が欲しい。 

○佐藤真琴委員 例えば、そのつくでスマイ

ルのそこの食材で何かメニューを改善してい

くときに、食材ありきなのかおいしさありき

なのかもちょっと選んだほうがいいけれども、

どうしてもそれを続けるのだったら支援があ

ったら続けられるかなということですか。 

○澤上花子委員 そう。 

○佐藤真琴委員 ここには食材ありきだった

ら結構冒険ですよね。売れなくても作らなけ

ればいけない。 

○澤上花子委員 そう、私、今、そういう状

態なので。 

 私は好きなのですよ、シイタケを入れたも

のは意外と風味がよくて。野菜とかもいいと

思うのだけれども、でも、この食材を使って

と言われて指定されてつくったところで、こ

れ、誰が食べるのだろうなと、やはり私もシ

イタケ嫌いと言われたら、もうそれでアウト

だし。 

○佐藤真琴委員 売れなくてもそれを作り続

けるための支援が何か欲しいかなということ

ですか。 

○澤上花子委員 そう。私は今やっていてそ

れを思うから、多分、そこでも。 

○佐藤真琴委員 現場の声ですよね。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 あとはもう一個ぐらい。 

雰囲気とかはどうしたら変わるのですか。 

○澤上花子委員 雰囲気か。 

○佐藤真琴委員 主婦の人に変えてもらうと

かいう。多分主婦はユーザーに近い人という

意味だと思うのですけれども。そういう意味

ですよね。 

○澤上花子委員 何かそういう知識を持って

いる子はやはりいると思うのです。センスの

ある子というか。 

 何かそういう子を、そういう子で何も仕事

をしていないとか、パートで雇えるような形

になれば、そこでその子が活かしていけるも

のが何か出てくるのかなとか。その子の収入

にもなるし。 

 そうすると、年配の方にない知恵が生まれ

る、持っている人が多分いるから、何かもっ

と若者が寄るような、そういう施設に改善で

きるのかなと思ったり、でも、それはどうか

な。 
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○佐藤真琴委員 働く場所を提供すると、働

く場所というかその仕事のコンテンツとして

ここにデザインをやってくださいということ

を提供すると、いろいろな人が関わってくれ

てもっと若い人とか利用するかなという感じ

ですか。 

○澤上花子委員 そう、そう。そうです。 

○佐藤真琴委員 客層が広がるかもしれない

ですね。すばらしいですね。そうしたら、何

かこの給食室にわくわく感がでて、女の子３

人誘って４人で御飯を食べに行こうとなりま

すよね。何かキッチュなバーとかカフェとか

でも、別にすごい綺麗とかではないですよね。

何か雰囲気づくりがうまいなというところが

いっぱいありますよね。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 雰囲気、大事ですよね。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 そうか。 

○澤上花子委員 やはりそこで何か食べる物

にそんなに差がなくても。 

○佐藤真琴委員 ちょっといい気分みたいな。 

○澤上花子委員 そう。 

○佐藤真琴委員 楽しい気分。 

○澤上花子委員 その空気に触れるだけで何

か良くなるという。 

○佐藤真琴委員 楽しいという雰囲気は大事

だと。 

○澤上花子委員 そう。 

○佐藤真琴委員 そう雰囲気がよくなったら、

ウエブとか広報の話に戻りますけれも、それ、

写真に載っていたら男性陣は行きますよね。 

○村松 東委員 うーん。 

○澤上花子委員 やはり男の人と女の人の違

いが。 

○村松 東委員 いや、田舎にもし、そこを

目指していくのだったら、例えば、五平餅と

か、都会ならパンケーキとか、何か食べたい

ものがないと行かないかなと。雰囲気ではち

ょっと。 

○石田靖典委員 僕はあそこを通ったことが

何回かあるのでわかりますけれども、僕も同

じです。 

○村松 東委員 何か本当に、ここだったら

食べたいものがあるとか。 

○菊川倫太郎委員 よっぽどのことですよね。

そこでしか食べられないものですよね。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○菊川倫太郎委員 味なのか、それが材料な

のか。 

○村松 東委員 作手は五平餅がありました

か。 

○石田靖典委員 あります。 

○村松 東委員 それだったら行くかな。 

そういうものがもしみんなに広まったら、そ

こでやっていたら食べに行くかなと。 

○石田靖典委員 あれも、本当に地元の人間

とごく限られた人間ぐらいしか知らないです。 

○村松 東委員 そうなのですか。 

○石田靖典委員 地元の人間も多分知らない

人は知らないです。 

給食室ですが、僕だったら、もう方向を変

えてしまって、バイカーとか車で上がってく

る連中のイベント会場という感じで開けてし

まって、イベントがあるときにピザ釜を使っ

てピザを焼いたり、あとは飲み物を提供した

り、あとはちょっとしたつまみとしてフライ

ドチキンとかフライドポテトとかそういうも

のを提供するような場に変えてしまいます。 

○澤上花子委員 道の駅みたいな感じで軽く

入れるような。 

○石田靖典委員 そうですね。道の駅、あそ

こは校庭があるので、車とかバイクとか結構

停めることができますし、あとは自転車も結

構上がってくるので。 

○佐藤真琴委員 自転車で行くのか。 

○石田靖典委員 ただ、ルート的に外れたと

ころにあるので、サイクリングで来る人も結

構いるので、その人たちのために場所を提供

するとか。 
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○佐藤真琴委員 先ほど、何か村松さんがお

っしゃった、すごい真理だなと思って。そこ

まで行かないとどうしてもその本当の欲求を

満たすことができないようなものがあったら

行くという話があった、それは真理ですよね。 

もしくは、そこまで行くもともと欲求がある

人は、バイクの人とか自転車の人とか、そう

いう人にそこで楽しんでいただくという、そ

ういうふうにしていったらこれはいいのかも

しれないですね。 

 今、これは、お話を皆さんでしてくださっ

たことは、まさに伴走支援とかそういうもの

そのものだと思うのです。誰も本気になって

このようなことを話さないではないですか。

当事者になって考えてみたり意見を言うとい

うことが、もう伴走支援そのものだと思うの

です。 

 こういうその場、そのものをつくってみる

ということが１つ、それは有効だと思います

か。 

○菊川倫太郎委員 菅守小学校は市の持ち物

なの。 

○西田主任 はい。 

○菊川倫太郎委員 土地も建物も市の持ち物

ですもんね。だから、今、何もしなくて、取

り壊すお金も困っている。でも、そのまま置

いていたらそれなりに管理費がかかる。管理

費ぐらいは何か稼げるようにというような感

じなのですか。 

○西田主任 結構、菅守については、地元が

もったいないから使いたいという意見があり

ます。 

○菊川倫太郎委員 それが最初で先なのです

か。 

○西田主任 はい。 

○佐藤真琴委員 菅守、つくでスマイル、こ

ういうものを何か支援していくときに、皆さ

んに何か情熱は湧きますか、今の状況で。 

 何かないのかなとすごく思っているのです

けれども。 

 何か情熱が湧かないことは助けられないか

なと、ファシリテーターの人がそんなことを

言ってはいけないのですけれども、情熱が湧

かないものは助けられないかなと思うのです。 

どう思われますか。 

○石田靖典委員 正直、作手の中でもかなり

北の方なので。 

○佐藤真琴委員 やはりそうなのですね。 

○石田靖典委員 うん。 

○佐藤真琴委員 先ほどから聞いていると、

すごい僻地にあって、あえて行かないだろう

みたいなところに。 

○石田靖典委員 うん、かなり僻地です。 

○佐藤真琴委員 それで、そんなにコンテン

ツとして何か地元の人は別にという。それで

も残さなければいけない何か理由は、そこそ

こある訳ですよね、きっと。新城としての課

題としてある訳ではないですか。 

○澤上花子委員 でも、そこに雇用が増えた

ということですよね。働きに来る方が、地元

の人が。 

○西田主任 はい。 

○澤上花子委員 働きに来て。 

○佐藤真琴委員 一応、雇用は生まれている

のですね。 

○澤上花子委員 うん、ですよね。 

○佐藤真琴委員 でも、これ、結構、新城の

問題だと思うのですけれども、壊すお金は皆

さんの税金ではないですか。 

 これ、本当に有効活用できたら、ランニン

グが出てプラスになるわけではないですか。

税収になるわけではないですか。今の時点だ

と、多分、コストセンターですよね。お金ば

かり出ていってしまう、放っておいても何も

やらなくても出ていってしまう、やっても出

ていってしまう。だったら、改善した方が皆

さんの市のためにはいいですよね。 

○石田靖典委員 自分の得になるというもの

が感じられない。 

○佐藤真琴委員 自分事でもない。 
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○石田靖典委員 そこでうちのトマトを買っ

てくれて、置いてくれて、売れるというのだ

ったら、多分、こちらからも必死になると思

うのですけれども。多分、トマトも産直とか

で買って使っているとは思いますけれども、

でも、産直も別に普通に他市では売れるので、

今は。 

○佐藤真琴委員 その情熱は、そうですよね、

別に新城市の税収とか、普段、余り皆さんの

生活には関係ないですよね。 

○石田靖典委員 ないですね。税収が減った

ら公務員の給料を減らせという話になってし

まうので。 

○佐藤真琴委員 西田さん、ピンチだよ。 

給料のことを真剣に考えた方がいいのではな

いの。 

 これ、では、誰が当事者なのですか。 

○石田靖典委員 わからないです。当事者が

その菅守、あの地域の人間が当事者だとした

ら、そこの当事者が盛り上げていくのが一番

いいとは思うのですけれども。 

○菊川倫太郎委員 周辺には、基本的には何

もないのですか。 

○石田靖典委員 ないです。 

○菊川倫太郎委員 そこに集客があって、周

りも潤うとかということも。 

○石田靖典委員 ないです。 

○佐藤真琴委員 ないのだ。 

○石田靖典委員 ないです。 

○佐藤真琴委員 そんなに何もないところな

のですか。 

○石田靖典委員 何にもないです。 

○佐藤真琴委員 もう、何か私の想像を、今、

超えているのですけれども。 

○石田靖典委員 あるのは、１００メートル

間隔に家があったり、でも、あそこは何もな

いです。菅守地区は。 

○村松 東委員 そんなところで１日３０人

来るって。 

○佐藤真琴委員 それも脅威ですよ。 

○村松 東委員 そんなところで３０人、来

るんですね。 

○石田靖典委員 菅守地区は昔からやってい

るトマトハウスがちょろっとあって、あとは

本当に、こう言っては何ですけれども、極め

て過疎化が進んだ地区があるぐらいです。 

○佐藤真琴委員 そんなところに、村松さん

がおっしゃるとおり、土日しかやっていなく

て人数が来るということが、何か私にとって

みれば驚異です。 

○澤上花子委員 でも、子供は連れていって

あげたいなとは思ったり。やはり何か、あそ

こ、作手はパン屋があったりとか、何かちょ

こちょこ探せば。 

○石田靖典委員 結構雰囲気のいいコーヒー

を出すところだとかもあるので。 

○澤上花子委員 そう、そう。あるのです。

だから、そういうところも兼ねながら、そこ

で御飯を食べて、一日作手で遊んで帰ってく

るとか、やはりそういう家族連れをターゲッ

トにすれば。 

○石田靖典委員 作手は遊ぶところがあまり

ないのですよ。 

○澤上花子委員 そうか。 

○石田靖典委員 あそこも「わっ」というも

のがないのです。 

○佐藤真琴委員 でも、今おっしゃったパン

屋があって、カフェがあってとか、その作手

コンテンツ、プラス、ポジティブな意味の作

手コンテンツ。 

○澤上花子委員 あと、あれも、動物の広場

もありますよね。 

○石田靖典委員 ありますね。牧場もありま

す。 

○澤上花子委員 そう、牧場もありますよね。 

○石田靖典委員 先ほども言いましたサーキ

ットもあって。 

○澤上花子委員 そう、そう。だから、子供

を連れて行けば、多分、一日遊んで、上って

も帰ってこられる。 
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○佐藤真琴委員 何でそういうことをウエブ

に書かないのですか、石田さん。 

○石田靖典委員 いや、僕に言われましても。 

○佐藤真琴委員 ライターなのに。 

○石田靖典委員 僕だって本業が忙しいので

すよ。 

○佐藤真琴委員 それ、本業が忙しくて書か

ないわけですよね、結局。 

○石田靖典委員 みんな、作手の人は結構、

何やかんやいっていろいろなことをやってい

るのです。多分、定年を迎えてからの方が働

いているという人ばかりなのです。 

○佐藤真琴委員 どういうことですか。 

○石田靖典委員 定年を迎えて会社をやめて

から、シルバー人材へ行ったり、シルバー人

材の方で草刈りとかを請け負いながら自分の

田んぼのことをやったりとかしているので、

何か働いていたころよりも全然休んでないよ

と言いながらやっている。そう言いながら６

５歳とか７０歳ぐらいのじいさんが。１軒だ

け「松」という居酒屋があるのですけれども、

そこにたむろして、みんな飲んでいる。 

○佐藤真琴委員 居酒屋もあるのではないで

すか。 

○石田靖典委員 あります。お食事処「松」

というものがあって。 

○菊川倫太郎委員 あるじゃない、何だかん

だ言っても。 

○石田靖典委員 何やかんやいってあるとい

えばあるのですけれども、ただ、点在してい

るので、ぽつぽつと点在しているので。 

○澤上花子委員 それをめぐるこういうマッ

プみたいなものがあったりすれば、ここへ行

って、こう行って、お母さんはパンが欲しい

からパンを買って、みたいな。子供は動物と

遊んで、みたいな、そういう１つのコースに

してしまえば。 

○佐藤真琴委員 そうすると、地元の人も何

か。 

○石田靖典委員 ルートにしても、絶対に車

でないと絶対に巡れないルートです。 

○菊川倫太郎委員 それはもうしようがない

ですね。 

 それは車にもう、初めからそこに絞るしか

ないではないですか、そこだったら。 

○澤上花子委員 そう、そう。 

○佐藤真琴委員 こういうルートづくりをし

て、マップにしますよというようなことを、

結局やれるのは。 

○石田靖典委員 一応、史跡めぐりというル

ートはあります。 

○佐藤真琴委員 既にあるのですね。 

○石田靖典委員 でも、それはウエブに出て

いないですね。 

○石田靖典委員 一応、道の駅には看板が出

ています。１時間か２時間、もっとあったか

な。結構長いコースでしたけれども、作手に

行ったときに、作手に来たときに、一応、僕

一人で巡ったのですけれども、２時間、３時

間ずっと、結構ありました。 

○菊川倫太郎委員 今はやりの日本一の星空

みたいな、ああいうものが、山の中だったら

星もきれいだったりして、何か阿智村でした

っけ、あちらで有名ではないですか。この辺

もきれいなのではないですか。山の中だった

ら。 

○西田主任 そうですね。 

○石田靖典委員 一番いいのはあれです、松

本さんに頼んで、お金、ちょっと億単位で借

りて、温泉を掘って、宿泊施設を建ててやれ

ば、多分、一発で客が来るようにはなると思

いますけれども。 

○佐藤真琴委員 やはり温泉とかコンセプト

ですね。湯谷温泉があるではないですか。 

○石田靖典委員 あちらとは全然違います。 

○佐藤真琴委員 何が違うのですか。 

○石田靖典委員 離れ過ぎています。 

 あと、多分、作手の方は高いので、標高が。

多分、その水脈を掘り当てるまでかなり深く

掘らないといけないので、多分億単位です。 
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○佐藤真琴委員 作手で、何か作手で温泉と

かおもしろそうですね。今、鉱脈は分かるの

でよね、かなりの確率で。 

○石田靖典委員 多分、掘れば出る可能性は

あるとは思います。湯谷温泉があって、本宮

の湯があるので、掘れば当たる可能性はあり

ますけれども、ただ、費用がすごくかかる。 

○佐藤真琴委員 そういうわくわくするよう

なことは、ちょっと考えられたらおもしろい

ですよね。 

 何かわくわくしませんか。 

○石田靖典委員 いや、僕、多分あれです、

ＢＩＧとか当てたら、多分、道の駅を買い取

って、あそこに温泉を掘ります。校舎をぶっ

潰してあそこにロッジとか建ててとかやりま

す。多分、トマトをやるよりそちらの方がも

うかると思います。 

 あそこ、本当にお客がすごく来るのです。

バイカーも来て、自転車で来る人もいて、そ

れで車もいっぱい来て。 

○佐藤真琴委員 その道の駅はもっくるです

か。 

○石田靖典委員 いえ、違います。つくで手

作り村というものがあるのですけれども。 

○澤上花子委員 豆腐屋もあったりしますよ

ね、上のところ。 

○石田靖典委員 あります。 

○佐藤真琴委員 手作り村には、人はたくさ

んずっと来ているのですか。 

○石田靖典委員 もう毎日です。やはり冬の

間は少ないですけれども、季節がよくなる春

先から秋の終わりぐらいまでは平日でも結構

人は来ています。 

○佐藤真琴委員 何でつくで手作り村には別

にそんな、こんな戦略とか考えなくても人が

来るのに。 

○石田靖典委員 人が来るだけで、ルートが、

手作り村は国道３０１号線沿いにあるのです。

この菅守小学校は、３０１号線を外れて１０

分ぐらい車で行かないと。 

○菊川倫太郎委員 それでも１０分ぐらい。 

○佐藤真琴委員 それでも１０分ぐらいなの

ですね。 

○菊川倫太郎委員 もっとかなと思った。 

○佐藤真琴委員 でも、それだったら、もし

魅力があれば、そこに来てから、例えば、１

０分ルートを外れて、つくで手作り村のイン

パクトが強過ぎちゃってここの名前を忘れて

しまいました。 

○石田靖典委員 菅守小学校。 

○佐藤真琴委員 そう、菅守小学校。 

 菅守小学校になぜ行かないのですかね。こ

れもルートになれば行くのかな。何が違うの

ですか。 

○石田靖典委員 一応、手作り村だと、道の

駅なので御飯を食べるところがあるのですけ

れども、それ以外にフランクフルトがあるの

です、美河ポークの。 

○佐藤真琴委員 ちょっと行ってみたいです

ね。 

○石田靖典委員 なのでそれ、大体、バイカ

ーとかはそこでフランクフルトを食べて、ま

た豊田の方へ行ったりとか新城の方に下りた

りとかするので。 

○澤上花子委員 何か野菜を売っていたり、

私も作手に行くとそこへ寄るのだけれども。 

○佐藤真琴委員 地元の人が来ている。 

○澤上花子委員 野菜が安かったり、本当に。 

○佐藤真琴委員 もう、ちょっと時間なので、

ちょっと終わりにしたいなと思うのですけれ

ども、まとめたいなと思うのですけれども、

今日のそもそものコンセプトは、伴走支援と

かするとしたら、皆さんは何ができますかと

いうことを話し合うということと、今後、同

じような、作手みたいに立ち上げてみました、

何とかうまくいきました、でもこの先、どう

しましょうということが年に３本ぐらいは出

てくるだろうという加藤課長の課題意識があ

って、それをどう拾っていくかと、事業をど

う自立させていくかという２つの御質問があ
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ったのです。 

 ちょっと後ろの方は何とも言えないのです

けれども、この伴走支援をするとしたら何が

出来るのかということは、何か皆さん、最初、

もう事業を継続できないみたいな話だったで

はないですか、もうみんな諦めムードしかな

かったのですけれども。こう出ていったら、

例えば、マッピングの話とかも出てきました

し、本業が忙しいから書けないけれども、主

婦の人とかそういうコンセプトを持っている

人に書いてもらったら書けるのではないかと

か、みんなで利用したらいいのではないかと。

利用するためにはおいしくしなければだめだ

けれどとか、もちろん、改善も欲しいのです

けれども、その課題の抽出と改善方法のその

提案とか出てきたと思うのです。 

 私が何かちょっと離れたところから聞いて

いてすごく感じたことは、皆さんが真剣に考

えてくださる、これが一番価値なのではない

かなと思うのです。 

 私自身も創業者なので、１人でやっている

とそこが煮詰まるのです。ここしか見えなく

なってしまうのですけれども、それをみんな

がつついてくれるということ自体がその伴走

支援、地域の人ができる伴走支援、しかも経

営のプロでなくても、本当に市民で多様な面

を持っている人たちが関ってくれる一番の価

値なのではないかなと思ったのです。 

 ここから拾っていけば、やることはすごく

たくさん出てくるではないですか。例えば、

おいしくすることは当たり前ですよね。ちょ

っとジビエをやめてしまうというような話も

考えたほうがいいし、バイクとか車の人が来

るのだったら、もうそちらの方に振っていく

ようなことも考えられるだろうし、マップを

作ることもそうですし、デザインを作ってく

れるような、訴えかけるような仕組み、主婦

の人たちを始め女性、女性とか男性に関らず、

ある程度若いエネルギーを持っている人たち

が関っていけるような仕組み、運営に関れる

ような仕組みを作ってみたら若い人が流れ込

むのではないのとか、いろいろ出来ることが

出てきます。 

 このテーマ出しみたいなことができる仕組

みはいいなと思ったのですけれども、何か他

にどうですか。菊川さんとか、聞いていてこ

ういうものは伴走支援で自分たちが出せる価

値だなと思ったことは何かありますか。 

○菊川倫太郎委員 伴走支援というものとは

ちょっと違ってきますけれども、やはり誰か

旗振りの人が、多分いない。さっきも全員が

無責任みたいなちょっと言い方をしましたけ

れども、やはり誰かリーダーというか、いな

いのは。 

○石田靖典委員 誰か責任を負わないと、多

分。 

○菊川倫太郎委員 ちょっとうまくいかない

ですよ、やはり。誰かがやってくれるのだろ

うと多分なってしまいます。 

○佐藤真琴委員 何か本来、その、何かこの

絵があったではないですか。このソーシャル

とかコミュニティビジネス、ローカルビジネ

スもスモールビジネスも。基本、ビジネスと

ついていることは、誰か立ち上げ人がいるの

で、協議会ではないから。 

 こういう人たちがいると、おのおのが責任

者で、たとえ自分のお金でなくても、自分の

何か責任においてやっているので必死になる

と思うのですけれども。 

○菊川倫太郎委員 誰も出資していないの、

地域の人が１人１万円ずつ出しているとか。 

○西田主任 １０万円ずつ出しています。 

○菊川倫太郎委員 １０万円以上出している

の。 

○西田主任 はい。 

○石田靖典委員 でも、それが返ってくる訳

ではないのですよね。 

○西田主任 はい。 

○石田靖典委員 １０万円出して年利何％と

かで返ってくるということはないですよね。 
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○西田主任 ないです。 

○佐藤真琴委員 配当金とかなしで。 

○西田主任 なしで、地元のそこを保存した

いという人たちが、具体的な額はいろいろ多

分あると思うのですけれども。 

○菊川倫太郎委員 それで立ち行かなくなっ

て、では、閉めますといっても１０万円は返

ってこない。 

○西田主任 はい、返ってきません。 

○菊川倫太郎委員 うちは分らないですけれ

ども、やはり何かスポンサーがつけば違うの

でしょうけれども。 

○佐藤真琴委員 スポンサーにお尻をたたか

れないようにしたいですね。事業部だったら

どうしますか。 

○石田靖典委員 平成２７年度の収支を見る

と収入の部の半分が交付金ですから。伴走者

として、先ほどもありましたスポンサーです

か、お金を出すから、そのかわりきちんとや

ってねと。 

○佐藤真琴委員 伴走者はスポンサーにもな

って、そのかわりリターンを。 

○石田靖典委員 そうすれば、リターンを返

すためには必死にならないといけないではな

いですか。自分たちも考えて。 

○佐藤真琴委員 何にしろ必死さが必要とい

うことですね。 

○石田靖典委員 やはり借金をしないとだめ

ですよ。 

○佐藤真琴委員 わかります。返すの大変で

すよね。 

○菊川倫太郎委員 本当、そこです。うちな

んか、うちというか会社の話をしてもあれで

すけれども、タイヤの販売会社とかは、直営

のお店を出していたりするので。それは会社

が直営しているものとオーナーがあって。直

営のお店というのは、結局、サラリーマンで

はないですか。オーナーがやっているものと

はそれは比べ物にならないです。直営は仕事

として、そこの店長で行っているから、もち

ろんそれなりに頑張ってはいますけれども、

潰れても首をくくらなくてもいいわけです。

やはりそこの必死さは違います。 

○澤上花子委員 そうですね。 

○菊川倫太郎委員 うん、これは本当に。 

○佐藤真琴委員 必死になってもらうような、

何か仕掛けも欲しいということですか。 

○菊川倫太郎委員 そうでしょうね。 

○石田靖典委員 あとは会社化してしまうか

ですね。株式会社でもいいし有限会社でもい

いですし、会社化してしまって。 

○菊川倫太郎委員 今は何なのですか。 

○佐藤真琴委員 協議会なのです。 

○菊川倫太郎委員 協議会というだけで、そ

ういうことなのですか。 

○佐藤真琴委員 出資してみんなでわいわい

なのです。営利企業にしていくということで

すよね。 

○石田靖典委員 有限会社菅守小学校でもい

いですし、そういう形にして本当に責任を誰

かが負う、言ったら悪いですけれども、誰か

がトップになって、その菅守小学校を守るた

めに収益を上げていこうと。 

○佐藤真琴委員 直営とオーナーがやってい

るＦＣの必死さの違いは、まさにそういうこ

となのですね、きっと。 

○菊川倫太郎委員 それは実際にそうでしょ

う。 

○佐藤真琴委員 たとえすごく立地が悪くて

もすごく頑張れば何かあるかもしれないでは

ないですか。 

○菊川倫太郎委員 そうですよ、本当、今、

言ったみたいに直営店がすごく一等地に出す。

でも、一方でオーナーはもともと自分の家が

あったところに店とか出したから、そんな便

が良くなかったりするのですけれども、やは

りそれなりに頑張ってしまうのです、やはり。 

○佐藤真琴委員 何かその、へんぴでも何か

頑張っていてクオリティーが高かったら、周

りの人は応援したくなりますよね、それを。 
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 皆さんが応援したくなる、皆さん、ちょっ

とこういう立場で考えてくれませんかと言わ

れて。 

○澤上花子委員 でも、現地の人としゃべっ

てみないとわからないですけれども、ここだ

けの想像だけで言ってはいけないので。本当

に頑張っている人も、やはり一生懸命作って

いる人もいる、土日だけ経営するということ

にも週末だけですよね、それもやはりずっと

やっていたら大変だから、ということで絞っ

てやっているだろうし。 

○佐藤真琴委員 それ、現地の人たちの声を

何か拾って発信していたら、また違うのです

かね。 

○澤上花子委員 いろいろな試行錯誤をして

やっていると思うから。 

○鈴木誠協議会長 佐藤さん、そろそろ、ま

とめていただければ。 

○佐藤真琴委員 では、その仕組みの話と。 

○菊川倫太郎委員 地域の割と高齢の方も含

めて非常に盛り上がっているのかなとイメー

ジがあるけれども。何かテレビとかで見たこ

とがありますけれども、おばさんと言ったら

だめですけれども、お母さん方がボランティ

アで料理を作っていて、うまくて安いものを

出しているとか、何かそんな、よくあるでは

ないですか。何かそんなイメージ、地元のマ

ダムたちが、よっしゃ、私たちがやってやる

ぜ、みたいな感じでやっているみたいな、だ

と、何かそういうものも１つのモデルとした

らいいなと思うけれども、今はそんな感じで

もないのですよね。 

○佐藤真琴委員 その現実的な姿を何かもう

ちょっと出せるようなことも、皆さんで出来

るかどうかはちょっと別として、そういう役

割の人がいても、それも１つ伴走支援の形な

のかもしれないですね。 

○澤上花子委員 やはりその情報を流したい

けれども、どう流したらいいか分からないと

いうところが多分あると思う。３年、これだ

けやっていて、それだけ浸透してないという

ことは、その宣伝の仕方がやはりうまくでき

ていなくて。 

○菊川倫太郎委員 確かにフェイスブックが

あります、載っていますよね。 

○澤上花子委員 ありますよね。 

○佐藤真琴委員 みんなでいいねをしましょ

うか、とりあえず。まずはそこからですね。 

○澤上花子委員 そうだね、１人が。 

○佐藤真琴委員 １人１人いいねすれば、今、

５いいねはいきますよ。 

○菊川倫太郎委員 それが励みになるのです

よね。 

○澤上花子委員 今、何人ぐらいいいねにな

っているの。 

○佐藤真琴委員 何いいねぐらいですか。 

○西田主任 ２０８です。 

○佐藤真琴委員 ２０８いいねが多いのか少

ないのかわからないです。 

○西田主任 少ないです。 

○佐藤真琴委員 少ないですか。 

 でも、今ここで５いいねぐらい増えたから。 

○澤上花子委員 これを見た人がきっと友達

がいるから。 

○佐藤真琴委員 またそう、３００人ぐらい

はすぐいく。 

○澤上花子委員 そう、そう。まず見るよね。 

○佐藤真琴委員 市役所の職員に全員いいね

してもらうとか、それも支援だから。やる、

たくさん。お金がかかる。 

 何かいろいろ実は出来ることがありますね。

そんなこと、普段自分ではやらないですけれ

ども、みんなが。 

○澤上花子委員 でも、やはりこういう雰囲

気を見ると、小学校の給食の、給食を食べる

感覚で、ここで何か食べるのがコンセプトに

なってね。 

○佐藤真琴委員 そこに、でも、わくわくを

感じるかどうかですよ、お客様。 

 だって、先ほどの村松さんの、いや、それ
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でも僕は行かないなと言ったことが全てだな

と思う。 

 その市場調査では行きますけれども、みん

なに、少なくとも伴走支援をするような人た

ちとか、少しそれに関るような人たちぐらい

は行きたくなるような、やはり場所にするお

手伝いというものは、皆さん、それぞれでも

あるのです、きっと。私もやってみて思いま

したけれども。 

○澤上花子委員 でも、菅守、きのうアップ

されているものね。 

○佐藤真琴委員 そう、菅守全体では。 

○澤上花子委員 フェイスブックでは。 

○佐藤真琴委員 何かあるのですけれども。 

○菊川倫太郎委員 何か意外と上がっていま

すよ。意外と。 

○澤上花子委員 上がっている。フェイスブ

ックは熱を入れているのかな。 

○菊川倫太郎委員 先ほどのサイトはだめ、

３月でだめになってしまいましたけれども、

フェイスブックは意外と、何となく。 

○澤上花子委員 載っていますよね。 

○菊川倫太郎委員 うん。活性している感じ

はあります。 

○佐藤真琴委員 フェイスブックの活性って

よく分からないですけれども、ちょっとみん

なでたまにいいねをしましょうか。これ、御

縁ですから、もう。 

○澤上花子委員 でも、見ていない人は全然

見ていないし、フェイスブックも。 

○佐藤真琴委員 そうですね。 

○澤上花子委員 やってないと、本当、ネッ

トの世界を全然知らない人もいるし。 

○佐藤真琴委員 でも、そういう細かいこと

をやれる人がもっと増えないと難しいとかい

ろいろな課題が出ました。話せる場がやはり

あった方がいいですね、皆さん。 

○西田主任 つくでスマイルのホームページ

も地元の人が見ないからといって、地元情報

誌を作って、つくでスマイルのホームページ

の記事を載せて回したら、みんながみんな、

おばあちゃんたちが見てくれて、こんなこと

をやっているのだと。 

○澤上花子委員 そうだね。 

○佐藤真琴委員 やはりデジタルではなくて

紙だったのだ。 

○西田主任 デジタルではなくて紙ベース。 

○佐藤真琴委員 チラシだよ、チラシ。それ、

ニーズに合っていないのだよね、やっている

ことが。やれそうなことをやっている。やら

なければいけないことではなくて。 

 そのマーケティングとかちょっとお手伝い

できるといいですね。でもお金がかかってし

まうので、マーケティングとかすると。 

○菊川倫太郎委員 新城ラリーとかでもチラ

シをちょっとでも、配るだけでも随分違うか

もわからないですね。 

○佐藤真琴委員 そうですね。そのときに新

城ラリーの会場から近いのかな。 

○西田主任 近いです。サテライト会場が鬼

久保で、そこから少し走ったところです。 

○佐藤真琴委員 では、何かラリーのときに、

例えば、ちょっとチラシを配ってみて。 

○石田靖典委員 ルートが逆。総合公園と鬼

久保公園と考えると、行かないルートです。

通らないな。 

○西田主任 わざわざ行かないといけないと

ころにある。 

○佐藤真琴委員 わざわざ行っても、それで

も欲しいものがあったら行くという男性諸君

の声をポジティブに拾って。 

○西田主任 おいしいもの。 

○佐藤真琴委員 おいしいもの。そもそもそ

こみたいな話ですけれども。 

 何かたまにメンバーが代わって、皆さんの

声を拾うようなことをやったりすると、ちょ

っと皆さん、行きたい気になりませんかね、

ならなかったかな。 

 でも、ちょっと興味は持ちましたけど。 

○菊川倫太郎委員 １回は行ってみようかな



－23－ 

と思う。 

○佐藤真琴委員 ちょっと話のネタに。ここ

でも４人、お客さんがいる。 

○菊川倫太郎委員 ここはこんな感じかとい

うことは、確認したいなという感じはしまし

たけれども。 

○佐藤真琴委員 そう、ファンを増やすので

すね、そうやって。 

 わかりました。 

 では、あとはちょっと皆さんに、発表のと

きにちょっとお助けを願うかもしれませんけ

れども、何か自分の思うことを言っていただ

ければと思います。 

 では、こちら、一旦締めます。 

 ありがとうございました。 

○鈴木誠協議会長 そしたら、皆さん、そろ

そろこちらに戻っていただいて。 

 お願いします。 

 

（松本班討論開始） 

 

○加藤商工政策課長 昨日、河合さんが来る

前に雑談ですけれども、昨日は市民自治会議

というものがあったのです。市民自治の方た

ちのこういう。 

○松本吉生委員 区長さんという方がいらっ

しゃる。 

○加藤商工政策課長 とかもいらっしゃいま

すし、自分で手を挙げた方も、企業の方もい

たりするのですけれども、企業の方が、梅津

さんとか、松本さんとか皆さんそうですけれ

ども、仕事が終わった後に地域のために頑張

ろうといって出てくるのだから、私たちも貢

献しているので、こういうことを、私が今日

ここに来ていることを、企業の人も会社の経

営、横浜ゴムさんもそれを理解してもらって、

会社としてでもあるし、個人としてでも新城

市のために貢献しているのだからということ

で、ＣＳＲ的な社会的貢献ということを、会

社側も認めてくれるような仕組みにして欲し

いですと言っていました。私たちがこうやっ

て頑張っていることを会社の社長にも認めて

欲しいと言っていました。 

○松本吉生委員 僕たちでいうと、個人別の、

当然、業績評価、いわゆる成績ですよね。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○松本吉生委員 あとお店の成績表。銀行全

体だと決算書となってきますけれども、お店

の成績表、要はＫＰＩの中に必ず財務と社会

がありますから、その社会のところで地域貢

献をしろと、お金を出してあげれば何ポイン

ト、一緒に行ったら何ポイントというものが

あって、それで評価してくれるような、一応、

形になっているのです。 

○加藤商工政策課長 そうですよね。そうい

うことを会社の方もなってくれるといいです

よねと、私は単なる傍聴者でぼやっと聞いて

いたら、そんな発言をする人がいたので。 

○松本吉生委員 褒めてほしいんだ。褒めて

育つタイプですよ、多分。 

○加藤商工政策課長 何と立派な方なのだ、

この人はと。 

○松本吉生委員 褒められて育つタイプだか

ら褒められたい。 

○加藤商工政策課長 すごいと思いました。 

 済みませんでした。それでは討論をお願い

します。 

○松本吉生委員 では、よろしくお願いしま

す。 

 どうしましょう。伴走支援事業、もう具体

的にということなのですよね。 

○加藤商工政策課長 そうです。具体的に、

例えば、河合惠元さんならみんなで見て、頑

張れるやつだったら、いいよ、お金を出すよ、

そのかわり死ぬ気で頑張れよと。 

○河合惠元委員 ごめん、これ、やっている

のを知らない。 

○加藤商工政策課長 え。 

○河合惠元委員 これをやっていること自体

知らない。 
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○加藤商工政策課長 そうですよね。そこか

らです。 

○河合惠元委員 だから、皆さん、知ってい

るかどうか知らないけれども。 

○加藤商工政策課長 ほとんど知らない。 

○大石奈保委員 私はここから情報が。 

○加藤商工政策課長 それは分からないです

けれども。 

○河合惠元委員 お金を出しているから、知

っているわね。 

○松本吉生委員 お金とか、いや、きちんと

行って、言ってきましたよ。それももともと

知っていたわけではなくて、加藤さんから紹

介いただいて、こういうものをやっているの

で。 

○加藤商工政策課長 河合惠元さんが前回の

協議会のときにお話ししてくれた、情報を出

すのが下手なのだよと言って、地域が頑張れ

るような風土をつくっていかなければだめだ

よという発言があったのです。まさにそれで。

○河合惠元委員 一応、国のお金をもらって

いるのでしょう。 

○加藤商工政策課長 もらっています。 

○河合惠元委員 市は全然絡んでいないの。 

○加藤商工政策課長 絡んでいないです。 

○河合惠元委員 絡んでいない。 

○加藤商工政策課長 はい。地域で手を挙げ

ると、地域にくれるという国の補助金がある

ので。 

○河合惠元委員 地域にくれるの。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○河合惠元委員 市は通さない。 

○加藤商工政策課長 市は通さない。 

○河合惠元委員 何にも。 

○加藤商工政策課長 直交といって、直接、

国が交付するという制度なのです。 

○河合惠元委員 市が絡んでいないから、そ

の市が絡めばいいけど、という話だったの。 

○加藤商工政策課長 農業課は絡んでいるの

ですけれども。 

 ただ、市は皆さんの税金、予算とか国から

もらった交付金を、市を通ったものはこうい

事業でこういう計画を立てて、こういうふう

に使いましたといって、議員さんとかいろい

ろな人が見たりするのですけれども、直接、

国に手を挙げて団体にお金が入ったので、市

の会計を一切通らず回っているので、議員さ

んからも市民からも誰からも何も言われず活

動ができているという。 

○松本吉生委員 逆に言うと、でも、その認

知度は低いかもしれないけれども、ある程度

うまくいっているということですよね。その

人数が増えていくとあれではないですか。 

○加藤商工政策課長 人数が増えたりはして

いるのですけれども、田舎の人たちに満足で

いっぱい来てくれているよねと、新聞やテレ

ビも取り上げてくれたよねと。 

○河合惠元委員 お金だけ出せばいい。 

○加藤商工政策課長 そう。お金は出すけど

口は出さないというものが。自分たちだけで

何とかしようと、河合製作所さんから１，０

００万円、浜ゴムさんから２，０００万円、

ＵＦＪさんから。 

○河合惠元委員 １億円出してと。 

○加藤商工政策課長 という形でやっていっ

たらどうだということを。 

○河合惠元委員 でも、ここの１つの、この

中にこれが入っているとしたら、どうやって

登録するのか知らないけれども、これは情報

発信できるよ。 

○加藤商工政策課長 そうですよ。情報発信

はできます。これから皆さんが情報発信をし

ていかなければだめだと言ってくれているの

で、うちの方も情報を出すところと。 

○河合惠元委員 だから、応援するというこ

とでしょう。 

○加藤商工政策課長 そう。もう応援する形

に変えていくようにしていきます。 

○河合惠元委員 応援してほしい人、手を挙

げてということでしょう。 
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○加藤商工政策課長 そうです。手を挙げて

きたものを事業者の方たちとかいろいろな方

たちが何をしてくれますか。 

○河合惠元委員 だから、ここの人は素人で

はだめなの。 

○加藤商工政策課長 そうなのです。なので、

プロなのです。 

○河合惠元委員 セミプロなのだね。ここに

プロがいて、セミプロがいて、プロはただで

は動かないものだから、ここはお金を出さな

ければいけない。 

○加藤商工政策課長 そうです。なので、こ

この人たちに、当然、痛みも伴わないと頑張

れないですよね。 

○河合惠元委員 お金をもらう以上は成功さ

せなければいけないとか。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○河合惠元委員 いろいろな手を使うけれど

も、ボランティアだったら、そんなのやって

いられないもんね。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

 典型的なのは、先ほどの奥三河創業塾と書

いてあるものの後ろにあるセミナーなのです

けれども。 

○河合惠元委員 ここがもし来たら、この人

たちは、勉強するじゃない。 

○加藤商工政策課長 床屋になったり、そう

いう人。 

○河合惠元委員 こちらに、当然、市も入っ

ているよね、これ。 

○加藤商工政策課長 うん。 

○河合惠元委員 言ってみれば、これがイコ

ールになる。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○河合惠元委員 では、いいですね。 

○加藤商工政策課長 そう、そう。 

 こちらはこれでいいのではないかと、普通

の床屋とか何かやるのは。 

○河合惠元委員 これを全世帯に配っている

の。 

○加藤商工政策課長 商工会は全戸に配った

のかな。回覧かな。 

○河合惠元委員 回覧なんか使うわけがない。 

○加藤商工政策課長 使っていない。では、

全戸配布したのかな。どれだけ配ったの。 

○白井商工政策副課長 これですよね。 

○加藤商工政策課長 うん。 

○白井商工政策副課長 これは、作手は回覧

制度がないので全戸に配ったのですけれども。 

○加藤商工政策課長 作手は全戸配ったそう

です。 

○白井商工政策副課長 その回覧という制度

がないので。ただ、新城と鳳来は組回覧です。 

○梅津浩史委員 回覧板。 

○白井商工政策副課長 そうです。回覧板で

回しています。 

○梅津浩史委員 見ていないな。 

○松本吉生委員 こういうものはホームペー

ジにも載ったりするのですか。 

○加藤商工政策課長 ホームページに載って

います。 

 セミナーを受けた後、まだそれでもどうし

たらいいか分からないとか、商売を始めてい

てもどうしていいか分からないというときに、

河合さんのところとかどこかへ行って相談を、

とにかく相談に乗ってやるわ、解決できない

かもしれないけれどと。そのかわり、その相

談内容によって私の知っている人を紹介して

あげるよと、それだけでも。 

○松本吉生委員 でも、それが一番うれしい

のですよね、多分。 

○加藤商工政策課長 そうなのですよ、きっ

と。きっとそれがうれしいのではないですか。 

○河合惠元委員 そういうものを商工会も紹

介の１つの窓口にして、誰か紹介してほしい

とか、商工会の会員にお願いして、そうすれ

ばもっと広がる。 

○加藤商工政策課長 あと、今までやったこ

とがないような商売というか、この地域にな

いような商売なんていうものは、もうソーシ
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ャルな部分、ニッチな部分とか、商売になる

かならないのか分らない、みたいなことがや

りたいという人がたまにいるのです。 

○松本吉生委員 いいじゃん。 

○加藤商工政策課長 そういう人は、ここで

は何ともならないのです。 

○河合惠元委員 何で。 

○加藤商工政策課長 なかなかこういうとこ

ろでは紹介し切れないというところが。 

○河合惠元委員 例えば。 

○加藤商工政策課長 例えばですけれども、

お茶の木の実がありますよね、お茶の実みた

いな、お茶の実を絞った油がすごく体によく

て、その油を作って売りたいのですよと、や

ればいいじゃん、ですよね。 

 そのような感じでは、お金を借りるにして

も。 

○松本吉生委員 いや、それは無理です。 

○加藤商工政策課長 あり得ないので。 

○河合惠元委員 だから、それを事業計画す

るわけでしょう。 

○加藤商工政策課長 そう。なかなかそのよ

うなものを相手にしてくれません。 

 今の若者とか、先ほど言ったまちづくりに

補助金とかいうものを目指していて、だけど、

地域のために何かしていきたいという人は、

そういうものが多いのです。 

○梅津浩史委員 ちなみに、その油、それは、

誰々先生がいいとかいう保証はあるの。 

○加藤商工政策課長 それはあるみたいです。

よく分からないですけれども。 

○梅津浩史委員 そうすると、先ほど河合さ

んが言ったように、きちんとそういう保証が

あって、いろいろ特許権があって、全部やる

のでどうですかというプロセス。 

○加藤商工政策課長 ただ、それが生業にな

らないのです。 

○梅津浩史委員 生業にならないの。 

○加藤商工政策課長 ただやっていくだけだ

と。販路もないですし。 

○松本吉生委員 それはそうですよね。 

○梅津浩史委員 前回、そんなことがここに

書いてあったような気がしたけれども。 

○河合惠元委員 だから、それを教えている

のでしょう。ここに行く前の話だと思うのだ

けれども。そこの伴走支援の。 

○松本吉生委員 走る前にちょっと、スター

ト前に教えてあげないと。 

○加藤商工政策課長 そうです、ここから要

るのです、多分。 

○松本吉生委員 そこへ行くまでにもう一個

要るのかもしれない。 

○加藤商工政策課長 そういうのって誰がや

るのですかね。 

○河合惠元委員 だから、そんなマニュアル

があるのではないの。これとこれと、事業を

進めるに当たって、これとこれをクリアしな

いとできないよ、みたいな。 

○加藤商工政策課長 では、河合さん、もう

極論を言うと、そこを地域の事業者さんたち

で何か応援、できることがない。 

○河合惠元委員 余裕はないです。 

○加藤商工政策課長 そこなのです。 

○河合惠元委員 だから、決まった１から１

０までをクリアするならいいよ。まずクリア

して。 

○加藤商工政策課長 そこも１つ大事で、今、

働いている人は、自分のことで精いっぱい。

子供がいて、横浜ゴムさんへ働きに行ってい

るような人は、自分のことと家のことをとか、

地域のつき合いとかで、そんなことをやって

いられるかという話。 

 そうしたら、よそからそういう人を呼んで

くるだけ。 

○河合惠元委員 ここでも、もしかしたらい

いかもしれないけれども、ここでも。 

○加藤商工政策課長 それで、役所では何も

できないのです。役所の中で知識を持ってい

る人はいないのです。 

○梅津浩史委員 いないと思う。 
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○河合惠元委員 そんなことはないと思うよ。 

○加藤商工政策課長 いないですよ、何をや

っていいかなんて。 

○河合惠元委員 では、その事業計画も出し

ていない人がこんなことをしたいと言って相

談に来てもいいよね。 

○加藤商工政策課長 うん。 

○河合惠元委員 せめてここの計画がないと、

次、何もしてあげられないよと、ここまでや

りなさいということでいいじゃん。 

○加藤商工政策課長 その計画がつくれない。 

○河合惠元委員 だから、フォーマットがあ

って埋めてきて下さいと。 

○加藤商工政策課長 それ、一緒に話を聞い

てあげて、計画を作れる人がですよね。 

○松本吉生委員 金融機関が得意。 

○加藤商工政策課長 そう、そう。それで、

金融機関も豊信さんとか、松本さんの前では

言いにくいですけれども、豊信さん、蒲信さ

んは、いろいろなセミナーを開いていて、相

談に乗りますよと。 

○河合惠元委員 そうだね。これはおもしろ

そうだなと、そこには事業計画がある程度な

いと、そんなものね。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○松本吉生委員 事業計画ぐらい作れる人で

ないと、経営が大丈夫かなというのがありま

す。あなたは本当に本気ですかと、正直に言

うと思うところがあります。 

○加藤商工政策課長 まあね。 

○松本吉生委員 金貸しの立場から言うとで

すよ。それは一緒に伴走して育てたいという

気持はありますけれども、金貸しの立場にな

ってしまうと、本当に大丈夫みたいな。必ず

返してもらうのですよ、あげるわけではない

のですよ、みたいなところがあるので、ちょ

っと。 

○加藤商工政策課長 なので、覚悟がないと

だめでしょう。 

○松本吉生委員 それなりに書き上げるとか、

そういう覚悟は見せてほしいです。 

○梅津浩史委員 何か昔の、何とかの門みた

いな。 

○加藤商工政策課長 何とかの門とは。 

○梅津浩史委員 出資してくださいといって。 

○松本吉生委員 ラーメン屋のデビューみた

いな。 

○梅津浩史委員 そう、そう。 

○加藤商工政策課長 これも平成２５年くら

いだったので、地方創生みたいな走りだった

のです。それで、地域が計画書を作って出し

てきたら、よかったら審査して、よかったら

採択して、お金、交付金を出しますよという。 

○梅津浩史委員 交付金だから返す必要はな

いのだ。 

○加藤商工政策課長 返す必要がないのです。 

○松本吉生委員 その後のフォローもないの

ですか。交付金の。 

○加藤商工政策課長 会計検査院の人が検査

に来ます。 

○松本吉生委員 それだけで。 

○梅津浩史委員 きちんとその事業に合って

いるかどうか、どういう使い方をしているか

だけ。 

○松本吉生委員 すごいですね。 

○加藤商工政策課長 全然いけますよ。 

○梅津浩史委員 そうなると、やはりワンク

ッション、ほかにアドバイザーではないけれ

ども。新城市内でなくてもいいのですよね。

どこか探してきて何か作ったらどうですか。 

うち、よくあるのです。講師メンバーといっ

て作るのだけれども、そういう、今言われた

人たちをどうこう、そこへ向けるかという、

要は案内してやるしかないのではないですか。 

 今、皆さんが言っているように、ここまで

来ると、今度は本当に支援をしなければいけ

ないので、その前に訳の分からないことを言

ってきた場合に、一回ここへ行ってこいと。 

○河合惠元委員 それは商工会に使えるので

はないの、それは。創業支援の。 
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○加藤商工政策課長 していますよ。 

○河合惠元委員 何かわからない人は商工会

へ行って相談してよと。 

○梅津浩史委員 そこから始めて話を聞いて。

真っ当かどうか。 

○加藤商工政策課長 そこです。 

○河合惠元委員 例えば、私がその相談を受

けますと言っても、何もできない。 

○加藤商工政策課長 そう、そう。なので、

やはりこの伴走者の前にワンクッションがあ

るのです。 

○河合惠元委員 商工会を使えば。 

○加藤商工政策課長 普通に商売をやる人、

よくある、先ほど西田が言ったように、パン

屋とか床屋とか水道屋とかいうようなものし

か扱わないかな。 

○河合惠元委員 そんなことはないよ。 

○加藤商工政策課長 本当ですか。 

○河合惠元委員 会員を増やさないといかん

から。 

○加藤商工政策課長 本当ですか。 

○河合惠元委員 増減は余りないのだけれど

も、そういうこともやらなければいけないの

でないの、商工会は。 

○加藤商工政策課長 そうですか。 

○松本吉生委員 では、お茶の実も乗ってい

ただける。 

○加藤商工政策課長 お茶の実のことも行っ

て話をすればいいのですけれども。その後で

す。 

○松本吉生委員 誰か先生を。 

○加藤商工政策課長 それは役所に来ても何

とかなります。 

○松本吉生委員 だって、何年もかかるでし

ょう。 

○加藤商工政策課長 そうです。少なくとも

３年はかかります。 

○河合惠元委員 例えば、それを聞いたら、

うちの前の茶畑、誰も手入れをしていないも

のがあるからそれを借りたらとか、そんなこ

とはアドバイスできるけれども、それ以上は

できない。 

○加藤商工政策課長 河合さんのところだと

何か支援してやるよとか、うちとして何かで

きるよといったら何ができるのですか。 

○河合惠元委員 そのお茶の木。 

○加藤商工政策課長 いや、お茶の木ではな

くて何か商売をやりたいという人。 

○河合惠元委員 友人を紹介するとか。 

○加藤商工政策課長 ですので、今まで自分

が商売をやってきた経験上の知り合いみたい

な人は紹介できるということですよね。 

○河合惠元委員 それできるけれども。 

○松本吉生委員 でも、先ほどのお茶の実の

話でも目の前に買ってほしいところがあると

言えば、だって、そこに行ったら、今度は仕

入れがただですよね、その人。 

○加藤商工政策課長 うん、ただでもいいか

らきれいにしてくれと、だけでもね。 

○松本吉生委員 そうですよね。ただきれい

にしてほしいと、多分、無所持の人はそう思

っているから、仕入れがただになるではない

ですか。それ、すごくよい話ですよね。 

○加藤商工政策課長 お茶畑だけでも６０ヘ

クタールだか７０ヘクタールぐらい、今ある

のかな。 

○河合惠元委員 あるの。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○河合惠元委員 遊んでいるの。 

○加藤商工政策課長 いや、今はまだ何とか

なっているのですけれども、あと１０年した

ら半分は太陽光になるか荒れ果てるかどちら

かです。 

○松本吉生委員 太陽光はもう。 

○加藤商工政策課長 もう遅いですよね。 

○松本吉生委員 太陽光はきついですよ。 

○加藤商工政策課長 きついでしょう。 

○松本吉生委員 どうします、では。その菅

守小学校の具体的な支援策。 

○河合惠元委員 だから、このお金が、交付
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金がいつまであるの。 

○加藤商工政策課長 交付金は終わりました。

平成２８年は自力でやってください。お客さ

んがたくさん来てよかったねと、新聞にも取

り上げられてよかったよねと、それで終わり

で、平成２８年に向かっているということが

問題なのです。 

○河合惠元委員 何人の従業員がいるの。 

○加藤商工政策課長 ３人です。 

○松本吉生委員 これ、当然、支援金がなか

ったら赤字ということですか。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○河合惠元委員 今回の１回だけだね、これ。 

○加藤商工政策課長 そうなのです。 

○松本吉生委員 それはそうですよね。 

○加藤商工政策課長 私は、今年がだめだっ

たら早くやめた方がいいよと言っています。 

○河合惠元委員 今は一生懸命やっているけ

れども、それ以上のことはできないから。 

○加藤商工政策課長 だけど、地域としては、

物すごく人が集まったり来たりしないとなく

なってしまうので、何とか学校を残しておき

たいと。残しておけばいいじゃん、という話

です。 

 だけど、協力してくれる人だと、今、地域

の人だけでも２００人ぐらいいろいろ関って

くれている人がいます。 

○河合惠元委員 そうなの。 

○加藤商工政策課長 はい。延べですよ。延

べ人数。若干お金を出したり、昼御飯を食べ

させたりしているみたいです。 

○河合惠元委員 だから、自分たちで全部出

せばいいじゃん。 

○加藤商工政策課長 お金は。 

○河合惠元委員 一応出資金を出して。そう

したら一生懸命やるのではないの。 

○加藤商工政策課長 なので先ほど、最初に

言ったように、やはり痛みを伴った方がいい

と。 

○梅津浩史委員 これ、土日だけでしょう、

やっているのは。 

○加藤商工政策課長 そうです。土日祝。 

○白井商工政策副課長 土日祝です。 

○河合惠元委員 では、土日だけでもいいか

なと思う。土日祝だけで。 

○加藤商工政策課長 あと、１２月、１月、

２月、３月もやめておけば。 

○松本吉生委員 ２００日ですね。 

○加藤商工政策課長 作手の冬なので来ない

です。 

○大石奈保委員 雪がね。 

○加藤商工政策課長 そうです。山びこの丘

でも冬場なんか来ないから、季節営業にする

べきなのです。 

○河合惠元委員 やはりあれだな、冬は寒い

ところを知らない人を呼ぶ。 

○加藤商工政策課長 北海道とかでやってい

ますよね。 

○河合惠元委員 北海度の人に来てもらって

もしようがない。 

○加藤商工政策課長 いや、北海道の方だと

地吹雪を感じてもらう。 

○松本吉生委員 秋田とかも。 

○加藤商工政策課長 やっていますよね。 

○河合惠元委員 だから沖縄の人、例えば。 

○加藤商工政策課長 あらぐすくの人ですか。 

○河合惠元委員 あらぐすくを呼ぶとか、人

数は少ないけれども。 

○松本吉生委員 あれ、何かおっしゃってい

ましたけれども、前、沖縄の材木の交流する、

その人たち。 

○河合惠元委員 そう。それらと冬の間に交

流するとか、こちらの小学校は向こうに行か

せてもらうとか。 

○加藤商工政策課長 その方がおもしろい。  

○大石奈保委員 ちょっと何か、この菅守の

内容が山びこの丘とちょっとかぶっていると

ころとかもあって、事業内容とかおそば屋さ

んとレストランだったり、体験事業をやられ

ていたりということで、若干かぶっていると
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ころはあるのかなとは思ったのですけれども、

やはり先ほども言われたみたいに、せいぜい

９月までとか、利用人数的には多くて、紅葉

の時期まではレストランは粘れるかなと、紅

葉が終わってしまうと、もうよしかなという

感じです。 

 だから、先ほど言われたみたいに、期間営

業とかにされるということも考えていた方が

いいのかもしれないのですけれども、うちも

そうですけれども、いかに閑散期と言われる

時期に魅力の創出をしていって、お客さんを

呼び込むかということがずっと課題なのです。

ですので、どういうふうなことを今後されて

いく、どういう形態で行かれるのかにもよっ

て、トップシーズンとそうでないシーズンと

の差がぐんと広がってしまうことになるのか

なとは思うのですけれども。 

○加藤商工政策課長 今、大石さんがお話し

してくれた中で、閑散期のときにお客さんが

来ないのが課題なのですよと、多分、思って

いるだけだよね、みんな。それをずっとそう

やってきっと思っているでしょう。ずっと課

題でしょう。解決策は、自分たちでは考えら

れないよね、今。 

○大石奈保委員 この方たちが。 

○加藤商工政策課長 いや、自分たち。 

○大石奈保委員 私。 

○加藤商工政策課長 うん。 

○白井商工政策副課長 思っているだけだか

ら。 

○加藤商工政策課長 ずっと何年もきっとそ

うだと思うのです。 

○大石奈保委員 はい。 

○加藤商工政策課長 それを誰かに相談する

とか。 

○松本吉生委員 伴走支援者。 

○大石奈保委員 うちは指定管理なので、行

政が入っていますので、いろいろと計画して

いただいて、いろいろなところから有識者の

方とかが来てくださってお話ししてくれたり

ということを。 

○加藤商工政策課長 ずっとやっているよね。 

○大石奈保委員 ありましたけれども。担当

課の方がいろいろなところ、同じような、類

似施設とか、あと、コンサルタントの方とか

来てくださって、いろいろとお話を聞くので

すけれども、やはり自分たちの中でこういう

ものをやってみようとかああいうものをやっ

てみようと、もしかするとうまくいかないか

もしれないけれどもやってみようというよう

な流れが出来ていった方が、結果的に、最終

的には実を結ぶというか。 

○河合惠元委員 それはやらせてもらえるの。 

○大石奈保委員 それはやらせてもらえます。 

そうなのですけれども、そういうときに必要

なものは、こういう人たちも必要なのですけ

れども、逆に言うと、こちらの人たちとの交

流のほうが大事。 

○松本吉生委員 同じようなとか、悩みがあ

ったり。なるほど、それはそうだ。 

○加藤商工政策課長 これもここよ。 

○大石奈保委員 ここの人たちの前に、こち

らが絶対大事なのです。 

○加藤商工政策課長 そう、そう。だからこ

ういう人たちも。 

○大石奈保委員 集まって協力し合えるとか。 

○加藤商工政策課長 こういう人たちのちょ

っと頑張った人がここよ。 

○大石奈保委員 ここで結果が出ている人が

ここに来ればいいのかなと私は思ったのです

けれども。 

 そうすると、ここの中で苦労しているから、

それが直接相談の支援内容になっていったり、

例えば、こういうふうに困ったときに、ＵＦ

Ｊさんにお話ししていったら助けてくれたよ

とか、河合製作所さんに話をしていったら。 

○加藤商工政策課長 すぐお金を出してくれ

る。 

○松本吉生委員 無料で１，０００万円用意

してくれるとか。 
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○大石奈保委員 とかいうことを、支援もそ

うなのですけれども、ちょっとしたアドバイ

スだったり、横のつながりができる場を設け

ることの方が私は大事かなと。 

○河合惠元委員 ここがうまく、ここをこう

うまくコントロールしてみんなが集まる機会

をつくるとかだよね。 

○大石奈保委員 そうですね。今、こうやっ

てこの会に出させてもらっているので、新城

の中でいろいろなことをやっている方がいる

という場に来させていただいて、河合さんは

こういう考え方なのだとか、澤上さんがそう

いうこともやっているんだ、みたいなことが

分かるのですけれども、山びこの丘のあの山

の奥で自分たちだけでやっていると、そうい

う情報が入ってこないので、困ったなと思っ

ていることがそこで停滞しているだけ。先ほ

ど言われたみたいに。ずっと閑散期はどうし

ようと言っているだけだよねというのか、そ

の停滞している状態だと思うのですけれども、

でも、多分、ここが集まって何だかんだとい

う中で、うちもそうという話になっていって、

では、どういうふうな流れをつくっていった

らもっと上に行けると思うとか、もしかする

とそことそこがうまくつながれば解決できる

かもというような話になっていったりしない

かなと思うのです。 

 だけど、ここからいろいろ教えてもらうこ

とは、余り、それぞれの現場を知らなかった

り。 

○加藤商工政策課長 実経験がないから。何

も。 

○大石奈保委員 そう。あと、やはり都会の

ことを言わる方とかが多くて。 

○加藤商工政策課長 それはセミナーの先生

とかそうですよね。 

○大石奈保委員 そう。この山奥で、この山

びこの丘では無理です、それ。みたいなこと

を言われる方が多いので、私だったらここで

のつながりを求めたいなという気はします。 

○加藤商工政策課長 商工会は異業種の交流

会みたいなものはやっていましたか、多分。

情報交換会。やっていないですか。 

○河合惠元委員 総会があったり理事会があ

ったり。 

○加藤商工政策課長 ありましたよね。あと

工業部会があったり、そういう。 

○河合惠元委員 商工部会とか交流会とか、

そういうものはある。 

○加藤商工政策課長 ありますよね。 

 河合さんたちと○○の森さんたちとかが話

し合いをするというと、部会の上の人たちだ

けの、理事会とか総会とか。 

○河合惠元委員 総会は、そんなもめること

もないね、大体。 

○加藤商工政策課長 大体は手をたたいて終

わりですよね。事務局が何かしゃべることが

あったりして。 

○河合惠元委員 そう、そうでないこともあ

るけれども。 

○加藤商工政策課長 商工会の中で商工会議

の交流会みたいなものはないのですね。 

○河合惠元委員 そこでも。 

○加藤商工政策課長 会員同士の話という話

になってしまうの。 

○河合惠元委員 それは個々になるよね、き

っと。 

○大石奈保委員 先ほどのお茶の実の話も、

例えばなのですけれども、自分で起業して、

機械を導入したり販路を確保したり、最初か

ら考えていったら、いや、無理だろうと話し

に。 

○加藤商工政策課長 うん、無理、無理。 

○河合惠元委員 幾らあるの、お金とかね。 

○大石奈保委員 そう。やはりなってしまう

ではないですか。 

○加藤商工政策課長 それで、例えば石田君

たちが役所と農協さんと一緒になって農業を

やりたい人といって、大体これぐらい稼げる

よと、来いよと呼ぶではないですか。そんな
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こと、お金がない人に任せたりしないので、

金蔵を持っている、親の持っている家は持ち

家とかということも聞いて、農協に通帳を作

ってもらって、ではおいでよみたいな、当然、

そういうことをする。 

○松本吉生委員 それはそうですよね。 

○河合惠元委員 幾らまで。 

○加藤商工政策課長 とりあえず３００万円

ぐらいはないと、というところで。 

 それで、暮らしていけないので、最初の２

年ぐらいは。少なくとも３００万円はないと

だめだよと。 

○河合惠元委員 でも農業、それは大変だろ

うけれども、もうかると言って。 

○松本吉生委員 言ってますよね。 

○加藤商工政策課長 あの人はもうかると言

っていますよね。 

○松本吉生委員 だって、可処分所得で１，

０００万円だと言ってる。 

○梅津浩史委員 それで全部１人でしょう。 

○松本吉生委員 すごいです。 

○梅津浩史委員 相当大きな企業ですよ。 

○大石奈保委員 大きいですよね、なかなか。 

○河合惠元委員 冬場、アルバイトしている

と。 

○加藤商工政策課長 そうですよ。 

○河合惠元委員 いいなと思って。 

○加藤商工政策課長 ほかの人は１２月から

２月まで働いていない人がいます。 

○松本吉生委員 そうですね。だからみんな、

人によったら海外へ行く。 

○加藤商工政策課長 旅行に行っていますよ。

釣りが大好きな人はほぼ釣りをしています。 

○松本吉生委員 あとはこっちで、仕事もお

もしろいし、これもあるしみたいな。 

○加藤商工政策課長 そうそう、ちょっとと

か言って連れてきてください。 

○河合惠元委員 そんな。文句を言うなよと

いう感じ。 

 でも、本当は休みがないかもしれないけれ

ども、ここからここまで。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 何かつくっている何とか村

とか、リーダーのある。 

○加藤商工政策課長 信州にあるやつですよ

ね。 

○河合惠元委員 半年休みなしで働いて、半

年遊んで。 

○加藤商工政策課長 レタスをつくっている。 

○梅津浩史委員 船員さんはみんなそうです

よ。 

○松本吉生委員 そうですね。 

○梅津浩史委員 船員さんは半年行って半年。 

○松本吉生委員 漁船に乗ってこいみたいな、

根性をたたき直すためにみたいな。 

○河合惠元委員 どちらかというとそういう

方が俺は向いている気がする。 

○加藤商工政策課長 短期でがっと稼いで。 

○河合惠元委員 そう、そう。短期でなくて

もいいから。 

○梅津浩史委員 昔、期間社員なんか多かっ

たです。バブル期は半年働いて、昔、結構も

らえたではないですか、失業保険を。それが

終わるまでは遊ぶと。また働くという。 

 それが今のつけになっているところも多い

のだけれども。 

○加藤商工政策課長 あと、似たような境遇

の人たちというか、そういうところのつなが

りのところが一番大きいのでは。 

○松本吉生委員 でも、今度企業展をやるで

はないですか、この前おっしゃっていた。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○松本吉生委員 あそこで何か創業セミナー

みたいなこともやったら、人は来たりしない

ですか。何かやりたいけれども、やはりどの

ようにしてやったのだろうみたいな。 

○加藤商工政策課長 やりたいのだけれども

という人がいるのですか。もうそもそも論に

なってしまうのですけれども。 

 金融機関、信金さん、メガさんはいいので
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すけれども、よそで稼いでいるので。信金さ

んとかのために、やはり何か商売を始める人

もそこそこいないと、信金さんもお客さんの

取り合いです。 

○河合惠元委員 ＵＦＪさんが個人に動いて

いるもの。 

○加藤商工政策課長 なので信金が苦しくな

ってしまうのですね。 

○松本吉生委員 集金はしていませんので大

丈夫です。 

○加藤商工政策課長 ＵＦＪさんと、メガさ

んと地銀さんが動くと、信金さんもびくびく

してしまっています。 

 そんなことはないですか。 

○松本吉生委員 そんなことはないです。お

互い、棲み分けをしていますので。 

○河合惠元委員 でも、作手のあれは土日だ

け。でも、こんなものだね。頑張ってという

感じ。 

○加藤商工政策課長 そう、こんなものなの

です。 

○河合惠元委員 借り賃はあるの。 

○加藤商工政策課長 借り賃はないです。何

かリースしているものがある。 

○松本吉生委員 でも、営業日数割で５，０

００円は高いですね。あれ、ずっと借りてい

るからか。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○松本吉生委員 営業日だけで割るとこうな

ってしまう。 

○加藤商工政策課長 営業日だけでは済まな

いので。 

○河合惠元委員 ずっとただで貸してくれる

の。契約しているの。 

○加藤商工政策課長 どこですか。 

○河合惠元委員 市が。 

○加藤商工政策課長 建物。半分が市の倉庫

になっているので。 

○河合惠元委員 でも、市が貸してちょっと

銭を取ればいい。 

○事務局 市は、今、銭を取ってないです。 

○河合惠元委員 取れば、もっともうけても

らってとかさ。 

○加藤商工政策課長 そう、そう。最終的に

は貸し賃を取って、そのお金を市は地域に回

すとかしていきたいのです。 

○松本吉生委員 でも厳しいですよね。 

○加藤商工政策課長 厳しいです。 

○梅津浩史委員 ざっと見て３５０万円だも

のね。 

○加藤商工政策課長 商工会には入っている

のです。 

○河合惠元委員 入っているの。 

○加藤商工政策課長 入っている。 

 去年までの商工会の副会長だった方がメン

バーに入っています。 

○河合惠元委員 ノウハウを持っているので

は。 

○加藤商工政策課長 商工会に相談に行って

いるかどうかよく分からないのです。入って

いるというだけで。 

○河合惠元委員 １回もここへ行ったことが

ないから分からない。 

○梅津浩史委員 場所も分からないです、こ

こ。どこだか。 

○河合惠元委員 菅守、結構奥です。 

○松本吉生委員 めちゃくちゃ奥です。 

○加藤商工政策課長 めちゃくちゃ奥です。 

○松本吉生委員 一番奥です。 

○事務局 このまま行って大丈夫という。 

○梅津浩史委員 一番奥なのはいいのだけれ

ども、道沿いなのかどうか。 

○松本吉生委員 道沿いにつくってある。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○河合惠元委員 川のところだよね。 

○白井商工政策副課長 はい。 

○加藤商工政策課長 そうです。 

○松本吉生委員 そうなのですか。 

○加藤商工政策課長 はい。何回も行ってい

ますけれども、飯は食ったことがないのです。 
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○大石奈保委員 これは、ターゲットにして

いるのは観光ですか。 

○加藤商工政策課長 いいところを突きまし

た。やれば来る、お客さんが来ると、作手に

はいっぱい来ているから、という発想です。 

○河合惠元委員 では、あそこの川はよい川

だね、きれいだし。 

○松本吉生委員 釣り堀。 

○河合惠元委員 簗場などをやればすぐ、夏

は。 

○加藤商工政策課長 そうなのですよね。 

○松本吉生委員 つかみ取りとか。 

○河合惠元委員 夏休みシーズン。 

○加藤商工政策課長 遊べますよと言って。 

○河合惠元委員 そこでがっと稼いであとは

やめるとか。 

○加藤商工政策課長 その時期だけで、以外

は何もやっていないですよね。 

○梅津浩史委員 鳴沢あたりもそうですよね。 

○大石奈保委員 そうですよね。 

○河合惠元委員 鳴沢はすごくいいロケーシ

ョンだね。 

○加藤商工政策課長 いいですよね。 

○梅津浩史委員 そう、そう。僕たちは組合

で、昔、借り切って使ったことがある。 

○松本吉生委員 そうですか。鳴沢の滝。 

○河合惠元委員 鳴沢の滝、本当にいい。 

○梅津浩史委員 今でもまだやっていると思

います。 

○松本吉生委員 今やっているのかな。 

○梅津浩史委員 もうちょっとでやめるので

はないかな。 

○松本吉生委員 ここは何かシャワー施設な

どなかったりしないですか、当然。 

○加藤商工政策課長 ないです。 

○松本吉生委員 ないですよね。 

○加藤商工政策課長 はい。 

○梅津浩史委員 だから、もし発展させると

すると、オートキャンプ場なども。 

○河合惠元委員 それはキャンプ場も、無理

だろうね。 

○松本吉生委員 そのグラウンドで何か使わ

せるみたいな、やはり無理だと思うのです。 

○加藤商工政策課長 そんなことはないです。 

○松本吉生委員 だってシャワーがない、使

うかな。 

○加藤商工政策課長 ああ、そこですね。 

○松本吉生委員 ただ、今、企業でいうと、

昔、運動会をやっていたではないですか。 

○事務局 はい。 

○松本吉生委員 今、また復活しているでは

ないですか。コミュニケーションを増やせと

かで、運動会屋とかいうものがすごくもうか

っているではないですか、今。 

○加藤商工政策課長 前、テレビでやってま

した。 

○松本吉生委員 そんなものと。 

○加藤商工政策課長 もうかる方法はマニア

ックな人たちの団体のオフ会みたいなものを

開けば。 

○松本吉生委員 オタですか。 

○加藤商工政策課長 オタで。サバゲー。 

○松本吉生委員 サバゲーね。 

○加藤商工政策課長 サバゲーは現場を見に

行ったけど、地域の人が、迷彩服を着たよう

な人とか来て、鉄砲を撃つなんて嫌だからや

めてくれてと断られました。 

○松本吉生委員 サバゲー、それはたくさん

いそうだな。 

○加藤商工政策課長 ３，０００円の金で１

００人集まって、３０万円ですよね。３０万

円置いていくので遊ばせてくれ。５０対５０

の。 

○梅津浩史委員 今、探している。うちの人

も探している。 

○松本吉生委員 場所がないから。 

○加藤商工政策課長 それも室内も２階の室

内を使って、裏山をつくってサバゲーをやれ

と。 

○河合惠元委員 あそこは民家あったかな。 
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○加藤商工政策課長 ないです、近くに。 

○松本吉生委員 裏は山ですよね。 

○加藤商工政策課長 山です。周りに何もな

いので。金を出すよという者もいれば、あと、

コスプレ。 

○松本吉生委員 コスプレ、そこで。 

○加藤商工政策課長 教室で。黒板で。 

○大石奈保委員 ありますよ、うちも。コス

プレして泊まりたいと。 

○松本吉生委員 コスプレして泊まる。 

○河合惠元委員 それをやろう。 

○加藤商工政策課長 鳴沢の滝のところでコ

スプレ、レイヤーさんを１人置いて。 

○大石奈保委員 撮影会ですよね。 

○加藤商工政策課長 何千円か払って撮影会

とかやる。 

○松本吉生委員 へえ。 

○加藤商工政策課長 すごく人が集まってお

金になるのです。 

○河合惠元委員 それをやろう、それでいい

じゃん。 

○松本吉生委員 手っ取り早く。 

○加藤商工政策課長 １回二、三十万円なん

て簡単に、場所を貸すだけです。 

○河合惠元委員 嫌なわけがないということ

で。 

○加藤商工政策課長 嫌だって。 

○河合惠元委員 嫌なの。 

○大石奈保委員 地域の方が。 

○松本吉生委員 とは言っても、本当はやる

のに一番いいですよ。周りに何もなく山に囲

まれていて、ちょっと、本当に奥へ行ったと

ころなので。 

○加藤商工政策課長 やって、ほいと２０万

円とか３０万円、ありがとうねと行けば、こ

んなものでこんなにくれるのかと思わせなけ

ればいけないと思うのです。 

○松本吉生委員 １つ１００万円ですよね、

そうしたら。 

○加藤商工政策課長 そうです。休みの日に

やっただけで。 

○松本吉生委員 そうですよね。 

○梅津浩史委員 それで食事までしてくれれ

ば。 

○松本吉生委員 むしろ。 

○河合惠元委員 需要がある、ないので困っ

ている。 

○加藤商工政策課長 鳳来西地区なんて、あ

んな立派な建物でサバゲーをやっていいよな

んて言ったら。 

○河合惠元委員 小学校を使うことも。 

○加藤商工政策課長 やっていいよと言った

ら、高台で見えないので、全然いいです。 

○河合惠元委員 １軒、２軒だな。押さえれ

ばいい。 

○加藤商工政策課長 惠元さん、何人か若い

人を呼んで、教室のサッシを１回全部外して、

朝。それで何十万円か置いていったものを御

苦労さまと１０人ぐらいの子に５，０００円

ずつ渡してまたはめておいて。 

○河合惠元委員 割ってしまうから。 

○加藤商工政策課長 割ってしまうから。そ

れだけやっても。 

○河合惠元委員 そんなもの自分でやればい

い。 

○加藤商工政策課長 それもそうだし、来た

人がやってもいいし、お金を払ってもお金は

残ります。 

○松本吉生委員 そうですよね、小学校もあ

り。 

○加藤商工政策課長 サバゲー好きな人たち

に現場まで見に来てもらったのですけれども、

地域の人が理解できなかった。 

○松本吉生委員 サバゲーの人ものりのりな

のですか。 

○加藤商工政策課長 のりのりです。 

○松本吉生委員 これはいいです、みたいな。 

○加藤商工政策課長 室内でできるところが

全然ないのです。 

○梅津浩史委員 室内はないでしょうね。 
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○河合惠元委員 全国から集まる可能性があ

る。 

○加藤商工政策課長 あります。屋外だと結

構そこらでやっていて、岡崎に小さい、こん

な部屋の中でぱんぱんと撃つぐらいならあり

ますけれども。 

○松本吉生委員 だって、外に出ないという

ことですよね、基本的には。住民の人だって

別に。 

○加藤商工政策課長 全然、できる。 

○松本吉生委員 防弾ガラスにしよう。 

○大石奈保委員 鳳来寺高校の跡で、校舎の

中でバイクをやったではないですか。ああい

う使い方もありなのですか。 

○加藤商工政策課長 どこですか。 

○大石奈保委員 その学校で。 

○加藤商工政策課長 あり、あり。 

○大石奈保委員 もう全然どういうふうに使

ってもいいよという。 

○加藤商工政策課長 怒られる。怒られるの

で、段階を踏んでやっていけば。 

○河合惠元委員 借りる条件は何。俺が借り

るにはどうすればいいの。 

○加藤商工政策課長 計画を作って、こうい

うふうに使いたいのだけれどもいいかと。 

○河合惠元委員 違う、違う。市の持ち物で

しょう。 

○加藤商工政策課長 今、教育委員会の持ち

物なので、教育委員会にこういうことをやり

たいのだけれどもといって。 

○河合惠元委員 では、おりるの。 

○加藤商工政策課長 折衝次第です。 

○梅津浩史委員 あと、事故があったときは

どうするのだとなる。 

○事務局 そうですよね。 

○梅津浩史委員 警察あたりが。消防署がだ

めと言う可能性が。 

○河合惠元委員 実弾を使うわけではない。 

○梅津浩史委員 いや、そこの階段から落ち

てとか。 

○加藤商工政策課長 そういうものは個人で

保険に入っていれば。 

○松本吉生委員 そういう保険も入ってもら

って、代理店とかで。誰かの会社に、新城の

代理店に落とすと。 

○河合惠元委員 その事業をやるといって貸

してくれるかと言ったら。 

○梅津浩史委員 だから、彼らにやってもら

わなければいけない。 

○加藤商工政策課長 今だと、先ほども言っ

た地域活性化ではないけれども、地域で学校

の跡地を使ってやりたいと言えば、すぐオー

ケーです、今の時代。地域でやりたいと。 

○河合惠元委員 学校は買えないの。 

○加藤商工政策課長 買えます。 

○河合惠元委員 幾ら。 

○加藤商工政策課長 分からないです。でも、

普通の価格です。 

○松本吉生委員 解体費を考えたら、買うの

はゼロではないですか。だって解体費、学校

の校舎はやはり相当かかりますから。でも、

何か行けそうですね。土日だけやったら、も

う相当ですよ。 

○河合惠元委員 買ってしまえば文句は言わ

れないよね。 

○梅津浩史委員 そうですね。 

○松本吉生委員 戦国の聖地からサバゲーの

聖地へ、みたいな、作手が名前変わって。 

○河合惠元委員 貸してくれる。 

○松本吉生委員 個人的に５万円を。 

○加藤商工政策課長 だったら私も２万円ぐ

らいなら出してもいいかな。 

○松本吉生委員 でも、何か、それ、行けそ

うな感じがします。ニーズがあるし。 

 それで、余り手をかけなくていいではない

ですか。 

 例えば、これ、やっていると、食べ物を食

べさせるために食材も入れて、それはもしか

したら売れなかったら廃棄しなくてはいけな

いというリスクもあるし、人を雇わなければ
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いけないとか。 

○加藤商工政策課長 そうですよね。手間が

かかればかかるほど金はかかりますので。 

○河合惠元委員 サバイバルの、食事もサバ

イバルにしてイノシシを解体からやってもら

うとか。鹿の解体から。 

○大石奈保委員 飲食はリスキーですよね。 

○加藤商工政策課長 リスキーだよね、飲食

は。 

○大石奈保委員 うちは、今、キャンプ場を

リニューアルしたではないですか。キャンプ

場をリニューアルして、自分たちで全部持っ

てきてやってよというサイトを、逆に今、そ

ういう方が需要が高いので、必要最小限のも

のしか置かないという場所なのですけれども。

変な話、宿泊施設、ほかにも幾つかタイプが

あるのですけれども、ほかのきちんとしたお

部屋に入ってもらうより、テントを使ってく

れた方がありがたいです。何もやらなくてい

い。 

○加藤商工政策課長 オートキャンプ場でね。 

○大石奈保委員 そう。 

 もう全部持ってきて、自分たちでやって、

もうきれいに片づけて帰っていくというだけ

なので。 

○加藤商工政策課長 オートキャンプで風呂

に入っていくだけだものね。 

○大石奈保委員 そう。 

○河合惠元委員 トイレがあってシャワーが

あって。 

○大石奈保委員 そう、お風呂場があってと

すれば、それでよしなので、その方が。 

○梅津浩史委員 うちはよく県民の森を使う

ので、県民の森は予約して、これだけ買いま

すと言って買っていくので。 

○松本吉生委員 県民の森でバーベキューか

何かするのですか。 

○梅津浩史委員 バーベキューをするのです。 

 うちは全国から来るので、持ってくるわけ

にはいかないので、あそこの喫茶店で全部用

意していくれる。片づけも自分たち、大石さ

んが言われたように。 

 ただ、ペットボトルだけ捨てたらいかん。 

 だから、今言われたように地域との軋轢が

あると、なかなか難しい。だから、最終的に

は先ほどの地域自治区あたりでもう一回話し

合いができればいいでしょうね。 

○加藤商工政策課長 そこですね。 

○梅津浩史委員 ここは本当に、集まる場所

をつくらないと。 

○加藤商工政策課長 やはり地域のことなの

で。 

○河合惠元委員 掃除はしてもらわないと。 

○松本吉生委員 社会にたまっている不満を

そこではき出させることによって、犯罪がな

くなる。 

 

（審議委員会に戻り、会長によるまとめ） 

 

○鈴木誠協議会長 皆さん、どうもありがと

うございました。 

 時間も随分使って盛り上がっていたと思い

ます。 

 それでは、松本さんからはやめて、今日は、

では、佐藤さんからお願いします。 

 いつもは松本さんの心臓をばくばく状態に

させてしまうので、今日は佐藤さんの方から。 

 まず、全体の大きな流れを紹介してもらっ

て、メンバーの人から一言ずつコメントをも

らって、どのようなその伴走がこれからは出

来るのか、必要なのかということを、今日は

アイデアを出し合っていただこうと思います。 

 では、佐藤さん、よろしく。 

○佐藤真琴委員 全体で、まず、すごく認知

度が低くて、知らないという人が何人かやは

りいらっしゃって、行ったことがある人が、

何と１人しかいなくて、もともとルートから

外れているとか、その立地的な難しさとか、

運営母体がどこか分からないとか、情報発信

不足であるとか、とにかく分からないという
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状況がたくさん出てきました。 

 その中でも、その話をしていくと、では、

その中でもどうしたら行きたくなるのかとい

うお話にちょっと触れていって、そこに遠く

ても、行きにくいけれども、本当においしい

とか本当に欲求を満たすようなものがあれば

行くし、ここまで来る人はやはりいらっしゃ

るので、そういうニーズに合わせていくとか。

実は、よくよく聞いていくと、その作手地区

の周りには、みんなが集まる居酒屋とかパン

屋とかおしゃれなカフェとか、子供を連れて

いきたいなと思うような場所とかがあると言

うのです。そういうツアーのマップのコンテ

ンツを作ってみたらどうかとか、ポジティブ

な、建設的な意見もたくさん出てきました。 

 もちろん、その課題もたくさん出てきて、

メニューとか雰囲気の問題とかいろいろある

のですけれども、そういうものももっと地元

の人で、主婦層の皆さんとかユーザーであろ

う人たちを巻き込むような仕組みがあったら、

もっと若者が流れ込むのではないかとか、仕

組みとしてのあり方も、その提案もたくさん

ありました。 

 私、聞いていてすごく思ったことは、皆さ

ん、最初はあまり乗り気ではなかったのです

けれども、当事者としてやはりこういう機会

があると、バーチャルボードミーティングみ

たいな感じで、仮想理事会みたいな感じで、

自分が理事になった気持ちで一生懸命考えて

くれる。その考える場所とか機会というもの

がすごく貴重な伴走の支援なのではないかと、

作手の人たちだけで頑張っていても、やはり

難しいところがあっても、いろいろな人が考

えることで課題が見えてきたりやり方が見え

てきたりすると思いました。 

 あと、細かいことは皆さんからお話しいた

だきたいと思います。 

○鈴木誠協議会長 そうですね。では、一言

ずつ補足してもらって。 

 では、菊川さんから、では、佐藤さんのグ

ループの人たちにお話しください。 

○菊川倫太郎委員 この伴走ということなの

で、余り否定的なことを言ってもあれなので

すけれども、いろいろ考えているのかな、他

にもいい考えがあるのではというところはあ

ります。 

 ですので、やはりこういった場も１つでし

ょうし、いろいろなアイデアをみんなが寄っ

てたかって出して、それを取り入れていくと

いうような機会であったり、そういう、当事

者と思われる方々が、いかにそういうふうに

思っていけるのかというようなところを地域

の人であったり、新城市もそうかも分からな

いですけれども、そういった人がやはり刺激

をしていくということも大事なのかなと思い

ました。以上です。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 では、そちらは村松さんですね。 

○村松 東委員 今、言われたようなこと、

交付金ありきの事業になっていると思うので、

主体の、される方たちの責任を持つ方をきち

んとつくってやっていただく方がいいかなと

思うのと、伴走者という形でこういう会議み

たいなものがそういうところに添えればすご

くいいのだろうと思いますし、伴走者側も主

体が誰か、誰かに責任という言い方ではない

かもしれませんけれども、今加藤さんが一生

懸命されていますけれども、そういうメイン

の人が集まると、より、互いに責任を持って

いけるのかなと思うので、支える側も支援す

る側も、マンツーマンではないですけれども、

ある程度、団体と団体でやるよりは、何かツ

ートップが決まってやると、より話がリアル

に進むのかなとは思いました。 

 以上です。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございます。 

 では、石田さん。 

○石田靖典委員 僕も責任者を決めて、しっ

かりと、会社経営ではないですけれども、利

益を出すような形で運営していくようにして
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いった方がいいと思います。 

 あと、やっていらっしゃる方は、大体、地

域のお年寄りが多いので、やはり若い人を入

れて、イベントを立ち上げて、話し合って、

そのイベントを継続していくような形を作っ

ていった方がいいと思いました。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございます。 

 では澤上さんお願いします。 

○澤上花子委員 若い人が行きたくなるよう

な場所づくりをする、学校という雰囲気を味

わってもらいたくて、そのためにその場所を

残していくのもやり方かもしれませんけれど

も、とにかく魅力ある店づくりをするのがい

いのかなということは思いました。 

○佐藤真琴委員 ちょっと１つだけ補足を。 

○鈴木誠協議会長 いいですよ、どうぞ。 

○佐藤真琴委員 皆さんから今、そのリーダ

ーとか当事者がいないとか旗振り役がいない

という話があって。実際のところは、やはり

見てみないと分からないし、ここでデータだ

け見てやはりという話ではなくて、本人たち

と話し合って聞いてみたいですし、本人たち

の声が上がってきて、外に出ていないという

ことがすごく問題なので、一生懸命やってい

る現場の皆さんの声を拾ったりインタビュー

して、きちんと出していく、 本当のところ

を出していくということが支援に１つ必要な

のではないかなという気がします。  

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 では、Ｂの方でお願いします。松本さんか

ら。 

○松本吉生委員 冒頭、佐藤さんもおっしゃ

っていましたけれども、情報がなかなかなく

て、ここでしている人を、私はたまたま知っ

ていたのですけれども、１４ページのこの収

支を見ると、平成２７年度を見ると収入が７

６０万円で、そのうち交付金が３２０万円、

支出があって差し引きがマイナス２２万２，

０００円になっていて、そのうち交付金が３

２０万円だと、実態的には３５０万円以上の

赤字です。 

 ただ、一方、平成２８年度の、年度ですか

ら、７月１５日まである、暖かい時期だけ見

ると、多分、年度でこうやってきて、いろい

ろなことが、無駄なことが省けてきたと思う

のですけれども、２１０万円の収入で支出が

１７０万円で、４６万３，０００円の黒字が

残っているということで、当然、冬は寒いか

ら人が来るのが少ないので、夏は来る人が多

いのでという中での数字だとは思うのですけ

れども、やはりそういうものを踏まえた動き

が必要なのではないかと。 

 もしかしたら期間営業かもしれないですし、

もしかしたら、その寒い、もしくは雪が積も

るのですか、ここは。 

○白井商工政策副課長 雪よりも凍結です。 

○松本吉生委員 凍結。 

 何か分からないですけれども、寒いという

ものを売りにしたような集客の仕方とかとい

うものがあるのではないかなという感じです。 

 いろいろな意味でそういう知られていない

世界に人を呼ぶようなやはり魅力づくりをし

ていかなければいけないなという話があった

のと、逆にその知られていないからこそ、も

しかしたらマニアみたいな、逆にそういう使

うユーザーの方が余り人に知られたくない人

たち。そういう人たちを呼ぶかどうかという

問題はありますけれども、そういった人たち

というニーズもなきにしもあらずだと思うの

で、例えば、そういった人たちを何か呼ぶよ

うな仕組みもいいのかなというようなお話が

みんなから出ました。 

 それと、あと、伴走支援者のところなので

すけれども、当然、ある程度知識がある方、

あと、成功体験とかを積んだ方ということも

当然必要ですけれども、伴走支援者というと

ころに行く前に、やはりこの、こういったソ

ーシャルビジネスとかローカルビジネスを始

める若者、女性、そういう起業、創業される

人同士の何かコミュニティみたいなものをつ
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くって、お互いのその悩みとか、その問題点

とかいうものを出していけば、何か逆に、そ

のいろいろなことが話しやすいのではないか

と、ちょっといろいろ知識があったり、うま

くいった人の話だと、自分がうまくいった話

と知識がある方だと、こうやればうまくいく

みたいな話かもしれませんが、実はそういう

ものが困っている人たちにはマッチしていな

いという部分もあるのかもしれないですしと

いうことで、お互いに事業を始めた方々のそ

の悩みを共有化していかねばいけないので、

そこは、またその伴走支援者がそこをなだめ

ていかねばいけないのですけれども、この黄

色の中での交流（ソーシャルビジネスとかロ

ーカルビジネスを始める若者、女性、そうい

う起業、創業される人同士の）みたいなもの

も何かしたらいいのかもしれないという話が

出ました。 

○鈴木誠協議会長 はい。ありがとうござい

ました。 

 では、梅津さん、お願いします。 

○梅津浩史委員 今、松本さんがいったよう

な形ですが、これは少し考えないといけない。

マニアックという話が出ましたが、そうする

と、どうしてもやはりその地域で受け入れが

たいとか、そういうものがあると、どうして

も壁ができる。ある意味、いろいろなものを

受け入れていかないと、やはりここの事業は

なかなか難しいかな。それにはこの地域自治

の、まずは自治でこんなこと、それはやって

みて、提案しながら進めていかないと、やは

りなかなか難しいかなと。こういうような、

今の状態でいくと、やはり皆さんも思われる

ように、このままどんどん小さくなっていく

か、もしくは、やる人がいなくなって、最後

にはという、ではここからどうしようかとい

うのは、先ほど言われたように、こういうネ

ットワークも必要だと思いますが、やはりそ

こでやっている人たちがいろいろなものをこ

こで、こんなことはどうと言われたときに、

受け入れ側が、この地域も含めて出来るかど

うかがやはりもう一つのネックになっている

のかなと、それが出来るようになって、初め

て次はお金を出してくれる人たちが出てくる

というような流れが出てくれば、僕、経営者

ではないので分からないのですが、そんな形

が見えてくるのかなと思いました。あの話を

しながら。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 では、大石さん。 

○大石奈保委員 立地的な問題だったり、あ

とはターゲットをどういうところに絞るのか

という話も出たのですけれども、まずは地域

の方たちがどういうふうな形で存続させてい

きたいのか、この先、どういうビジョンを持

っているのかということを一度固めた方がい

いのかなとは、個人的には感じました。 

 大きな施設になると思うので、敷地が広い

ので、維持管理だけでも結構大変なのです。

それに加えて飲食ということで、ちょっとリ

スキーなのかなという話も出たのですけれど

も、どういうニーズがあるのか、あとは自分

たちがどういうビジョンで行きたいのか、そ

れをいろいろと検討した上で、バランスがと

れているかどうかということが問題なのかな

というふうに思ったりもして。菅守レストラ

ンの場合だと、先ほど、梅津さんが言われた

ように、この相関図で言う、まだここの段階

にもなっていないのかなという感じがするの

で、そこの部分がはっきりしてからでないと、

その先の支援というものが見てこないのかな

というふうにも感じました。 

○鈴木誠協議会長 ありがとうございました。 

 では、最後、河合さん。 

○河合惠元委員 菅守小学校自体は知ってい

て、場所も知っていて、そのいいロケーショ

ン、川が流れてみたいな、民家があまりなく

てみたいなことは分かったのですけれども。

ただ、行政側にお願いするのは、例えば、こ

れを題材にするぞと、いつ決めたか知らない
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けれども、いや、これ、ちょっと行ってきて

とか言ってくれた方がありがたかったなと、

事前に。 

 これ、題材にするにはちょっと知らない人、

行ったことがない人がいるから行ってみてと

いうのがあるとよかったかなということは思

いました。 

 結局は、その３人がそれを運営していると

いう話になるのですけれども、やはりどうい

うつもりでそれをやり出したのかとか、大石

さんが言われたようにビジョンがどうなのか

とわからない中で議論しても、なかなか思い

当たらないというか。 

 単純には、あそこはいい川があるから、夏

だったら簗場をやればまちから人が勝手に来

るよと思ってしまうのです。果たしてその３

人の方が年配の方でとか、歳は関係ないかも

しれないけれども、パワーがあるかどうかと

かということもちょっと分からないので、妄

想での話し合いになってしまうなと感じまし

た。 

○鈴木誠協議会長 どうもありがとうござい

ました。 

 では、予定の時間を５分過ぎてしまったの

で、今日の、ここでの話をまとめるのは後日

また議事録を起こしながら論点整理をして皆

さんに届けたいと思います。 

 確かに、今日、河合さんがおっしゃったよ

うに、こういう議題、話題を１つサンプルと

して出して、みんなで前向きに議論しようと

いうことであれば、ぜひ、これを出すからと

いうことで情報提供していくのは、確かにそ

れは大事なことです。これからのちょっとや

り方でぜひ参考に加藤さんもしてくれると思

いますので、いい意味での教訓になったと思

います。 

 ただ新城市で、作手で「つくでスマイル」

をやっているということは、多分、みんな知

っているだろうという前提に立ってしまって

いる部分もなきにしもあらずだったかもしれ

ません。新城の１０の地域自治区の中で、山

間地域で、例えば、コミュニティビジネスを

手がけていくという１つ、モデル的な取り組

みでもあるということです。ただ、それが今

は事業者、起業者側が熱心にやって、それを

行政がサポートをしている。行政の資金は、

これはどうしても税金、補助金でしかない。

でも、それがずっと続くわけではなくて、そ

こからどうやって自分たちのやりたい仕事や、

やりたい人たちに関ってもらって、大きくし

ていくのかというところの次の段階を見据え

て、どのようなサポートができるのだという

ところにまだ行ってなかったので、そのあた

り、今日、皆さんのいろいろなヒントを得て、

行政支援の、次の段階のサポートなりをどう

していったらいいのか、どういう視点でどの

ような方法がいいのかというところを今日は

たくさんヒントをもらえたのかなと思います。 

 僕、今日、この資料を見ていて、ちょうど

奥三河創業塾で中小企業診断士の大岩さんと

いう方が講師ででていますが、いろいろと事

業をやっていく中で中小企業がコミュニティ

ビジネスとなると、単にその事業を大きくし

ていく、そして、成長させていくということ

以外に、本当に行政がこのようなことを協力

してくれ、あんなことをやってくれないかと

いうような、こういう社会性のある地域の本

当に、お年寄りのお世話であるとか配食であ

るとか、それから子育てと、それから介護の

両立というような、そういうダブルケアの話

であるとか、実はいろいろな相談があって、

関っていかなければいけない。そうすると従

来の、その事業を大きくしていくということ

だけにとらわれないような、そのような視点

も持たなければいけないということも実はあ

ったりして、そういうときに、どういうサポ

ートが出来るかというときに、この前、コミ

ュニティ診断士という制度をつくって、最終

的には知事に認証してもらうというところま

で持っていって、１５０人ぐらい認証する制
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度をつくって、実際、僕はちょっと講義をや

って、自分だけでは足りないので、こういう

中小企業診断士の方とか銀行の方とか入って

もらったのです。その、実際にコミュニティ

診断士、実際にはコミュニティビジネス診断

士を目指したのですけれども、それにはいろ

いろな人が実はなってくれて、名古屋のアナ

ウンサーとか、それから、警察署長のＯＢと

か、それから元銀行マンとか、元大手企業の

営業部長だった方とか、それからパイロット

とか、皆さん、いろいろなところで自分なり

の活躍をしてきた人たちが、もう、そういう

ことよりももっと自分の経験なり知識なりを、

その地域づくりとかコミュニティづくりとか、

自分の知らないことに向かおうとしている団

体に協力していきたいという人が、そういう

講座に参加して、そして、認証を受けるまで

チャレンジして、試験も受けてもらい、それ

で登録をしてもらったのですけれども。いか

んせん、そんな多様な人たちに頼るほどのテ

ーマがなかなか見つからなかったということ

で、結局、使い切れなかったという現状があ

るのですけれども。ただ、やはりこういうソ

ーシャルだとかコミュニティということにな

ると、もう通常のそのビジネスライフではな

いようないろいろなことが出てくるし、出さ

なければいけないのだろうなということもあ

るのですね。 

 そういうことも想定しながら、これから、

この伴走支援者というところを一体どうやっ

て作っていくのか、そのようなことも具体的

に新城では、徐々にやはり考えていかなけれ

ばいけないのだろうなと、皆さんの話を聞い

ていて本当に思わされました。また僕もチャ

レンジしていきたいなと思います。 

 それでは、今日はこの第３番目の協議内容、

菅守小学校跡地を利用したビジネスの発展を

どうして導くかというところを皆さんにヒン

トをいただきましたので、これをもとにして

もっと案を考えていきたいと思います。 

 それではその他、４として加藤さんから。 

○西田主任 資料の最後につけさせていただ

いたのですが、１０月８日、明後日になるの

ですが、プロボノ体験ワークショップという

ものを旧鳳来地区の鳳来館というところで行

います。 

 本日、ちょっと提案させていただいた伴走

支援ということで、そういったような内容の

ワークショップになっておりますので、もし

お時間、御都合がつきましたら、ぜひ御参加

いただけたらと思います。 

 以上、紹介させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○佐藤真琴委員 ぜひ私も、途中参加になり

ますけれども、参加しに行きますので、ぜひ

お願いします。 

○白井商工政策副課長 ありがとうございま

した。 

○西田主任 本日、このプロボノ体験ワーク

ショップの主催者である鳳来館の安形さんが

お見えになっておりますので、ちょっと御紹

介させていただきます。 

○鳳来館の安形氏 報告させていただきます、

安形と申します。 

 イベントをやるのですけれども、今日たま

たま佐藤さんとこの会合の前にお話ししてい

て、顔を出していいですかと言ったら、いい

ですよとおっしゃったので、ちょっとぷらっ

と見に来たらちょうど伴走支援のことをやっ

ていたので。僕たちはﾌﾞﾗｻﾞｰとか、もちろん

佐藤さんもそうなのですけれども、先輩起業

家とか起業の人たちの伴走支援を受けて、今、

ここにいるのですけれども、すごく助かった

ので、そういったものを地域で増やしていき

たいなと、そういうような活動をしておりま

す。 

 １２月３日にプレゼン大会もやりますので、 

プレイベントということでさせていただきま

す。もしよかったら、お時間が合うようでし

たらお越しください。済みません、お邪魔し
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ました。 

○鈴木誠協議会長 いい企画ですね。 

○白井商工政策副課長 安形さん、ありがと

うございました。 

 それでは皆さん、ありがとうございました。 

 それで次回、また１１月の日にちを連絡さ

せていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 また、１１月、元気でお会いしましょうと

いう感じでございます。今日はお疲れさまで

ございました。 

 ありがとうございます。 

○河合惠元委員 そこまでにここへ行ってこ

いよみたいな感じじゃないの。みんな行って

よ、みたいな。 

○白井商工政策副課長 はい、ぜひ菅守へ。 

○鈴木誠協議会長 一回行ってきて、次回、

ここに集わないと。 

 それから、もっと別のところに行った方が

いいということなら事前に。 

○白井商工政策副課長 事前に連絡させてい

ただいて、ぜひこちらへということも情報を

提供させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○鈴木誠協議会長 では、皆さん、次回まで

に菅守に行って、レストランで食事をしてき

て、その感想も含めて、また次回集まりまし

ょう。 

 では、今日はどうもありがとうございまし

た。 


