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会議録

会議の名称
令和３年度第２回新城市市長選挙立候補予定者公開政策

討論会実行委員会

開催日時 令和３年６月２日（水）午後６時３０分から

開催場所 新城市役所本庁舎４階（オンライン会議）

会議の次第

１ あいさつ

２ 検討

３ その他

欠席委員
片桐委員

遠山委員
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１ あいさつ

委員長及び事務局から簡単なあいさつがされた。

２ 検討

新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会の開催予定日、開催予定場所及び説

明会について

事務局から市政モニターアンケートの結果及びティーズの他の放送（１０月９

日・１０日（ケーブルテレビフェスタ）、１０月１６日・１７日（豊橋まつり）及び

三遠ネオフェニックスのホーム開幕戦（日程は不明）が放送の可能性がある。）の中

継と重なった場合には、録画での放送になるおそれがある旨説明を行った。

委員長 アンケートの結果を見る限り、６０歳以上からの土日開催の要望

は少なく、３０代・４０代・５０代の方が多く、平日夜に参加がで

きない方から出てきているのかなと推測されます。

また、今年は衆議院の総選挙があるため、日曜日は難しいようで

す。制限が多い中ではありますが、平日の夜とするか土曜日とする

か御意見いかがでしょうか。

委員 アンケートでも２８．４％の方が土日の開催を希望されていて、

３会場であれば、少なくとも１会場は休みの日にする価値は十分に

あると感じました。

委員 現在の現役世代の仕事の様子、曜日の使い方が重要かと思いま

す。働く世代はどのように考えているのでしょうか。

委員 ３０代ですが、自分も含め周りの状況は、一概にこの日・この曜

日とは言えないのかなと思います。工場勤めの友人であれば３交代

で曜日は関係なく仕事をしていますし、色々な曜日にすると行きや

すいという感覚はあります。また、共働きが増えていることも実感

しています。夫婦のどちらかが休みで家にいる場合でも子どもがい

る場合には夜でも難しかったり、多様化しているかと思います。

委員長 週末の開催を議論しているのは、アンケートの結果もあります

が、平日夜７時からの開催ですと豊川・豊橋で仕事をしている方は、

帰ってきてからの参加は難しいことがあるのではないかというこ
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ともあります。

ただ、少し古いですが、２０１１年の県議選では、青年会議所が

祝日の昼に開催しましたが、人数・世代が平日の夜の開催とそんな

に変わらなかったということがあり、青年会議所の中では、意欲の

ある人は都合をつけて来ますし、そうでない人は来ないという話に

なりました。アンケートの結果がありましたので、議論をしていた

だいていますが。皆さんの御意見をいただいて決めていきたいと思

います。

委員 確認ですが、開催の回数は３回と決まっていますか。

委員長 決まってはいません。前回それなりに好評ではありました。数を

増やして４回・５回・６回とすることも考えられますし、１回のみ

とすることも考えられます。

委員 前回の討論会が３回になったのは、各地区でということがあった

からだと思います。また、立候補予定者が３名であったこともある

気がします。前回の回数は、各立候補予定者側の意見をもとに話合

いをした結果だと思いますが、今回は立候補予定者の考えや意見を

考慮せずに、日程・場所を決めることでいいのですよね。

委員長 条例が関係しますので、事務局側からはどうですか。

事務局 制度上、立候補予定者の確定前に決定されますので、やむを得な

いです。

委員 場所ですが、新城地区まで出てくることが負担になる方もいます

ので、３回は必要かと思います。１回は土曜日にして、ほかは平日

で良いと思います。今後の状況は分かりませんが、コロナで集まっ

てお酒を飲まないので、金曜日の夜がいいかなと思いました。平日

の真ん中よりも金曜日の方が行きやすいような気がします。

委員長 前回の実行委員会で農繁期で夜の方が良いのではないかとあり

ましたが、農業をされている立場からするとどうですか。

委員 夜が良いと思います。もう１つ、コロナがあるのでこれからどう

なっていくかはわかりませんが、時期的にお祭りが重なってくるか
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と思います。９月よりも１０月の方が影響があると思いますが。

委員長 お祭りの状況はどうですか。鳳来は春が多いです。作手地区・新

城地区はどうですか。

委員 作手は秋が多いです。

委員 富永神社の方は、確定の情報はまだ来ていません。

委員 順番としては、千郷・富永・八幡の順で開催されると思います。

委員長 土曜日の文化会館での開催としては、告示日直前の２３日開催は

現実的ではないので、そうすると空き状況で１０月２日かなと思い

ますが、お祭りが重なるのでしょうか。

委員 ２日の場合には、千郷が重なると思います。翌週が富永で、さら

に次の週が八幡です。事務局の方でその確認はできますか。

事務局 地元の職員に聞くくらいではできますが。神事は行うと思います

ので、コロナ禍での開催の規模がどうかですよね。

委員長 文化会館は２日が空いていますので、この日で開催をするかどう

かについて、いかがでしょうか。

委員 土曜日の夜というのは良いと思います。１０月はまだコロナの影

響があると思います。全てが土曜日というのは厳しいと思います。

実行委員会は、市民自治会議に議論の結果を出すことになります

が、しっかりとした狙いがないと良くないと思うので、反対にそれ

がある曜日・時間であれば良いと思います。

委員長 今の理由付けの話は、前回の検討であったメッセージとリンクす

るかと思いますので、例えば、アンケートを参考にして、普段は来

られない世代に来てもらうために新城地区は土曜日にしましたと

いう理由付けもできると思います。仕事も生活も多様な時代で、ど

の日程を選択しても賛否はあるかと思いますので、理由・スタンス

だけはしっかりと決めたいと思います。

委員 話合いの中で、多様な事情があると実感し、難しいなと思いまし

た。１０月２日の文化会館は、３会場だとすると土曜の開催があっ
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ても良いと思いますので、賛成です。

委員長 １０月２日の新城開催に異論がある方はおられますか。

委員 開催回数が決まっていない段階で、新城を決めてしまうのはどう

かと思います。前回のように鳳来・作手で開催をするのか決定をし

た上で進めるべきかと思います。

委員長 そうですね。それでは先に、前回の開催は新城・鳳来・作手の３

会場で、その前は、新城での１回開催のみでしたが、今回はいかが

でしょうか。

委員 地域的なことを考えれば、各地区で行うのがベストだと思いま

す。

委員 私も同意見です。広い新城市ですし、新城まで来にくい方もいる

と思いますので各地区での３会場開催が望ましいかと思います。

委員 ３会場に賛成です。コロナですので１会場ではなく、３会場に分

散した方が良いと思います。

委員 配信のみのものが１回くらいあってもかなと思いました。３会場

に足して１回くらい。

委員 ３会場の結果として疑問が出てくるかと思います。それを踏まえ

た争点が出てきた場合に補足の１回として、質問を練り上げて実施

するのは良いかと思います。

委員長 では、４年前にならって各地区で１回ずつでよろしいですね。事

務局に質問ですが、立候補予定者が多い場合や補足の１回というの

はありでしょうか。

事務局 条例としては、事前に開催予定日を定めることとなっていますの

で、追加ではなく、あらかじめ決めておく必要があるかと思います。

委員長 わかりました。では、各地区１回ずつの計３回で進めたいと思い

ます。新城は２日の土曜日で良いのではないかということでした

が、鳳来・作手はいかがでしょうか。

委員 前回は木曜日でしたね。作手は平日でも人はいました。鳳来はど
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うでしたか。

委員長 鳳来は用意した席では足りなかったため、席を追加したくらいで

す。

委員 作手や鳳来では、金曜日でないとダメということでもなく、平日

の夜いつでも良さそうな感じですかね。

委員長 そうだと思います。

委員 鳳来で開発センターの大会議室以上の会場はありそうですか。

委員長 そうすると学校の体育館くらいだと思います。

委員 多いのであれば会場は変えても良いかと思います。日としては、

週の初めは忙しいと思うので、半ばが良いかと思います。

委員長 青年会議所が実施する場合は木曜日が多かったです。

委員 農作業の繁忙期が外れる時期があれば、それに合わせて鳳来・作

手の順番を決められるかと思いますが、繁忙期が外れたりします

か。

委員 夜であれば作業はしませんので、良いかと思います。

委員 作手は稲刈りが１０月の始めごろには終わりますし、鳳来も同時

期です。

委員 そうですね。１０月の第２週には終わっています。

委員長 平日の夜という中で、４年前は木曜日に実施しましたが、それに

ならってということでいかがですか。

よさそうですね。そうしますと、新城が１０月２日ですので、１

０月７日・１４日かなと思いますが、どちらを鳳来・作手にしまし

ょうか。

作手の会場は交流館になりますよね。

委員 はい。

委員 前回が、作手・鳳来・新城でしたから、反対の順番で開催するの

でどうでしょう。特に決め手がありませんので。

委員長 そうですね。では、１０月２日に文化会館・１０月７日に開発セ
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ンター・１０月１４日につくで交流館でよろしいですか。

委員 コロナの関係で現在は収容可能人数の半分ですよね。聴きに来ら

れた方が入りきるのでしょうか。

委員長 ４年前は、作手・鳳来といっぱいでしたので、そこは制限される

ようになってしまうと思います。

委員 収容するのか制限するのかを先に決めないといけないと思いま

す。

委員長 会場を考えるに当たって、制限することは出てくるだろうなと思

います。ワクチン接種が進んでいますが、１０月にどのような状況

になっているのか、イベント等の収容人数が、現在の５０％からど

のように変わっていくのかは、誰にも読めないと思います。現状か

ら考える限り、５０％は収容できるかと思いますが。前回が１００

人・１５０人と来ましたので、２００人規模の会場を鳳来・作手で

設けるとなると学校の体育館になるかと思いますが、コロナ禍にお

いて児童・生徒が使う学校にそれだけの第三者が入ることは適切で

はないと思います。そうすると入場の制限については、やむを得な

いとして、事前予約をどうするのかということはありますが、市民

の方には理解していただくしかないと思っています。いかがでしょ

う。

最悪の場合にはオンラインでという事態もあるかもしれません

が、予測できませんので。

委員 この点について検討しないで進めることは、私たちの役割として

は不適切かと思いましたので話を出しました。異論があるというわ

けではありません。

委員長 ありがとうございます。私が意見を述べましたが、皆さんよろし

いですか。

委員 今回は、中継や配信はあるということで良いのですよね。

委員長 ＹｏｕＴｕｂｅやティーズの生中継・録画放送も可能な範囲であ

る予定です。
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新城の時間を決めていなかったですね。夜か昼間か。

事務局 土曜日の午後はコロナのワクチンの接種が行われています。１０

月の摂取率は、おそらく６０％には達していないくらいのようで

す。

委員長 色々なことがありますね。

委員 夜の場合に、コロナ禍での会場の退出時間はありますよね。今は

どうでしょうか。それで開始時間が変わると思います。

事務局 県が現在出している緊急事態宣言期間中の時間は、イベント等で

は夜９時までとなっています。状況によって変化しますが、現在の

緊急事態宣言期間中ではその時間です。

委員 ワクチン接種の時間は、何時までですか。

事務局 午後５時までですが、その時間には終了して外に出ている想定で

す。

委員 午後５時以降であればワクチン接種をした方も聞くことができ

るということですね。

事務局 はい。

委員 そこに合わせてはダメですか。ワクチンを接種して、チラシを配

って、会場にという流れで。

委員長 どうしましょう。他の会場と同様に夜としますか。

委員 土曜日仕事の人多いですよ。

委員 今回の討論会は、まちづくりの一環というふうに言われていま

す。先程の流れは面白いアイデアだと思いました。選挙はまちづく

りという本を読みましたが、その中では１つのイベントと捉えるの

が面白いのではないかという意見があったと思います。そうであれ

ばワクチン接種のあとに来てもらうというのも面白いと思います

し、コロナ禍ですので難しいことは理解していますが、会場に出店

などを出して家族で来てもらうのも面白いのではないかと思いま

した。堅苦しいイメージを払拭して選挙に興味をもってもらいたい
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というのも今回の討論会の目的だと思いますので、具体的なアイデ

アは今後になりますが、接種後の開催は良いなと思いました。

委員長 いかがでしょうか。

委員 旧新城東高校での接種は、全地区の方が対象でしょうか。

事務局 全地区の方が対象ですが、作手には月曜日に接種会場が設けられ

ていますので、中心となるのは新城地区・鳳来地区の方です。

委員長 事務局に質問ですが、開催日だけではなく時間も市民自治会議ま

でに決めるのでしょうか。

委員 ワクチン接種のあとに開催までの待ち時間がありますよね。それ

をなくそうとすると、時間を早くすることになるかと思います。開

催時間も２時間で討論しきれるのか、妥当なのでしょうか。そこも

考慮が必要かと思います。

事務局 先程の質問ですが、開催に必要な事項ということで時間も決めて

いただきたいと思います。

委員 前回はどのくらいかかりましたか。

委員長 前回は、どこも２時間前後でした。

委員 それは主催者側で決めたものですか、それとも自然とその時間で

終了したということですか。

委員長 討論会は、事前に質問や時間を定めますので、短くなることはあ

っても長くなることはほとんどありません。前回も導入、自己紹介

等で３０分、３人の候補者がそれぞれコーディネーターを３０分ず

つくらいで務めて１時間３０分で、２時間前後でした。青年会議所

が行っていたときも、２時間３０分・３時間となると聞いている方

もきつくなってきますので、２時間前後で企画していました。

委員 立候補予定者の人数次第かと思いますが、それも現時点では分か

りませんので、過去そのくらいであったということであれば妥当か

と思います。集中力の問題もあるかと思いますので、そこはどうで

しょうか。
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委員長 前回も、前々回の立候補予定者が２名だったときも２時間で開催

しています。４人立候補予定者が出るということもありそうです

が、２時間で終わるようにしたいと個人的には思っています。聞い

ている方が大変ですので。

そうすると、新城は、午後７時くらいから２時間とするのか、午

後３時くらいから午後５時までとするのか、そのくらいかと思いま

すが。

委員 ワクチン接種の最後の方は５時には終了していますが、早い時間

に接種する方もいますので、その方たちは、どうしても待ち時間は

ありますよね。全員同時の接種ではないので。そうすると、先程の

意見のように、イベントのように打ち出していくのも面白いかと思

います。きっと、行こうと思う人は、接種の時間に関係なく参加す

ると思いますので、それよりもコロナワクチンの接種もあるけど討

論会もあるよとする方がキャッチーと言いますか、その方がコロナ

でずっとマイナスイメージですが、今後の新城へのわくわく感も含

めると楽しい感じになるかなと思います。

委員 人が集中して聞いていられるのは９０分と言われている中で、時

間としては２時間が妥当かなと思いました。終了が９時という制限

がある中で午後７時スタートとなると、自分も子どもがいる中で、

土曜日は昼間に遊んで、夕飯を早めに食べて、会場に行ける方は行

って、家で見るという方は家でということを想像しますと、時間も

土曜日の夜の方が、子育て世代からすると良いのかなと思いまし

た。

委員長 ありがとうございます。そうすると、２日の夜ということでよろ

しいでしょうか。

では、新城会場の開催日時は、２日の１９時からで決定したいと

思います。

説明会は今日決めますか。

事務局 はい。立候補予定者の最初の申込期限が、最初の開催予定日の３
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０日前ですので、それよりも前の良い時期にということになりま

す。開催方法をどうするかということもありまして、委員の皆さん

に協力していただきたいですので、皆さんの都合の良い日程での設

定になるかと思います。

委員長 委員も出るとなると、土日か平日の夜かになりますが、委員長と

出られる方だけとなると平日の昼でも良いかと思ます。陣営につい

ては、大事な説明会ですので、どなたかが出てくるでしょうし、選

管が行う選挙の説明会も平日の昼間ですので。単純に１０月２日の

３０日前の２週間前となると、８月１９日の木曜日となるかと思い

ますが。

委員 委員が公募で選ばれて進めるというところに今回の醍醐味があ

ると思っていますので、委員がなるべく多く参加するのが良いので

はないかと思います。

委員長 そうしますと、土曜日の昼というのはどうでしょうか。８月２１

日の昼は皆さんいかがでしょうか。

委員 大丈夫です。

委員 今のところは大丈夫です。

委員 私も大丈夫です。

委員 法事が入るかもしれません。先の話ですので分かりませんが。重

なったらすいません。

委員長 はい。

委員 昼間というのは午後ですか。

委員長 まだそこまで考えていませんでしたが、どちらが良いですか。

委員 午後からが良いです。午前中は仕事をするかもしれません。

委員長 では、８月２１日午後２時に市役所会議室でどうでしょうか。

事務局 本庁舎４階の会議室が空いています。

委員長 では、８月２１日午後２時から本庁舎４階会議室で行います。

開催予定日時は、１０月２日（土）、１０月７日（木）、１０月１



12

３ その他

次回の日程

６月３０日（水）午後６時３０分から（オンライン会議）

閉会

４日（木）、新城・鳳来・作手の順番で午後７時からということでい

きましょう。

事務局 状況によって、もし完全オンラインとなった場合ですが、本庁舎

４階会議室は、木曜日が現在埋まっています。

委員長 非常事態の話ですので、今回の検討内容としては今日の内容とし

て、この点についてはまた次回以降にしましょう。


