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平成２８年度第１回鈴鹿市地方創生会議 議事要点録 

 
○日 時：平成２８年８月２３日（火） １４：０５～１６：００ 

 
○場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

 
○出席者：委員１０名，関係職員（取組事業担当）７名，事務局８名 
（敬称略） 

  ■委員 

    田中 彩子 （鈴鹿商工会議所 副会頭） 
    黒田 裕子 （鈴鹿市漁業協同組合 女性部 部長） 
    小谷 高広 （株式会社第三銀行鈴鹿支店 支店長） 
    清水 希容子（株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 参事役） 
    島田 武  （ＮＨＫ津放送局 放送部 部長） 
    山本 克也 （株式会社中日新聞社 鈴鹿通信局 局長） 
    大橋 高光 （鈴鹿地区労働者福祉協議会 会長） 
    麻生 洋一郎（鈴鹿市自治会連合会 会長） 
    寺尾 里佳 （鈴鹿公共職業安定所 管理課長） 
    末松 則子 （鈴鹿市長） 
   ※欠席３名 
    豊田 長康 （鈴鹿医療科学大学 学長） 
    横山 陽二 （名古屋外国語大学 現代国際学部 国際教養学科 准教授） 
    横田 美穂 （鈴鹿農業協同組合 理事） 
  ■関係職員（取組事業担当） 

    古川 滋  （文化スポーツ部長） 
    近藤 昌洋 （健康福祉部長） 
    内藤 俊樹 （産業振興部長） 
    望月 広志 （産業振興部参事兼産業政策課長） 
    菅沼 博喜 （産業振興部参事兼地域資源活用課長） 
    村田 達也 （健康福祉部参事兼障がい福祉課長） 
    宮崎 哲郎 （文化スポーツ部文化財課副参事兼文化財グループリーダー） 
  ■事務局 

    杉野 浩二 （政策経営部長） 
    中村 昭宏 （政策経営部総合政策課長） 
    伊川 歩  （政策経営部総合政策課副参事兼政策推進グループリーダー） 
    小林 真也 （政策経営部総合政策課政策創造グループ） 
    森 健成  （政策経営部行政経営課長） 
    小﨑 智弘 （政策経営部行政経営課副参事兼行政経営グループリーダー） 
    伊藤 克哉 （政策経営部行政経営課行政経営グループ） 
    儀賀 春香 （政策経営部行政経営課行政経営グループ） 
 
○傍聴者：１名 
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○内 容：下記のとおり 
 
事項１ 開会 

・事務局（行政経営課長）から開会。 
 
 
事項２ 市長あいさつ 

・平成２６年に制定された「まち・ひと・しごと創生法」に伴い，本市において

も，国や三重県が策定した総合戦略を前提として，本年３月に「鈴鹿市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定した。 
 
・戦略の策定にあたり，昨年度において，鈴鹿市地方創生会議を組織し，学識経

験者の方や産業界など，本市に関わりの深い様々な団体の皆様に御参画いただ

き，貴重な御意見をもとに，本市の総合戦略を策定することができ，委員の皆

様に感謝を申し上げる。 
 
・この戦略では，｢鈴鹿市総合計画２０２３｣が掲げる将来都市像である『みんな

で創り 育み 成長し みんなに愛され選ばれるまち すずか』の実現をめざし，
今後，進展が予測される人口減少や人口構造の変化を見据え，これらを可能な

限り抑止するための効果的な取組を推進するとともに，人口減少に適応可能

な，地域の特性に応じた安全・安心なまちづくりを市民の皆さんと進めていく

ため，人口減少抑止策及び人口減少社会適応策の２つの方向性から基本目標を

掲げ，この目標達成に向けて，基本的方向や具体的な取組を定めている。 
 
・そして，取組の進捗状況を把握・検証するためのＫＰＩと呼ばれる指標を施策

ごとに設定している。 
 
・今後は，この戦略を効果的に推進していく必要があり，推進にあたっては，  

ＫＰＩの測定結果に対する検証をはじめ，戦略に係る取組の実施内容に対し，

様々な分野から幅広く意見をいただき，新たな取組の選択に活用していきた

いと考えているので，引き続き，協力をお願いする。 
 
・本日の会議では，昨年度に戦略の策定と並行して，国から交付された交付金を

活用して実施を行った地方創生に係る取組に対して評価をお願いする。 
 
・評価といっても，堅苦しいものではなく，事務局より事業ごとに取組の結果を

説明させていただく。各委員の分野に関わる意見や，或いは市民の立場から，

意見や質問，感じられた点など，自由に発言をお願いする。また，本日は，委

員からの意見や質問に的確な答えができるよう，取組事業を担当する関係職員

も会議に同席しているので，些細なことでも構わないので，忌憚のない意見を

お願いする。 
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事項３ 自己紹介 

・出席委員より順次自己紹介 
 
※事務局からの会議資料の確認の後，鈴鹿市地方創生会議運営要領の規定に基

づき，事務局から市長に進行を交代。以下，「４ 意見交換」は，市長が座長と
して進行。 

 
 
事項４ 意見交換 

（１）鈴鹿市地方創生会議の構成員及び概要について【資料１】 

 
【末松市長】 

・それでは，事項４の意見交換に項目を進めさせていただく。 
まず，今年度，第１回目の地方創生会議であり，今年度から新たに委員になら

れた方もお見えになるので，あらためて，本会議の概要等について，資料に基

づき，事務局のほうから説明させていただく。 

 
【事務局】 

・鈴鹿市地方創生会議の構成員及び概要について，資料１に基づき説明。 

 
※説明内容について，委員から意見や質問等なし 

 
 
（２）平成２７年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の取組事業結果

について【資料２，３】 

 
【末松市長】 
・続いて，意見交換の２つ目の事項，本日の会議の主題である，本市が平成２７

年度に取組を行った事業内容及び結果について，事務局から説明させていただ

く。 

 
【事務局】 

・平成２７年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の取組事業結果につ

いて，資料２及び資料３（※当日配布の資料３（補足資料）を含む）に基づき

説明。 

 
【末松市長】 
・事務局からの説明に対して，意見・質問等があれば発言をお願いする。 
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【寺尾委員】 

・④の「若者等ふるさと就職支援事業」について，市内企業とＵＩＪターンを希

望する人材をマッチングさせるセミナーや面接会などを開催されたというこ

とを伺ったが，いつ，どこで，どういうイベントを開催されたのか，リーフレ

ットやチラシ，ポスターの作成費も結構，費用をかけているが，どのような形

で周知をされて，何社ぐらい，何人ぐらい参加されて９人就職に至ったのか，

実績を教えていただきたい。 

 
【産業振興部長】 

・就職総合企業からプロポーザル方式によって事業提案を受け，名大社を選定

し，この事業を委託した。 

・就職のマッチングをするために合同企業説明会を１０回開催しており，名古屋

市内で９回，津市で１回，併せて１０回で２２２名の方が鈴鹿のブースのほう

へ来ていただいた。 

・併せて啓発セミナーも名大社と市が協力して実施しており，名古屋，東京，寝

屋川，京都，伊勢市で計１２回開催し，併せて５０名の参加者があった。 

・周知方法としては，名大社の合同企業説明会のＷｅｂサイトに鈴鹿市の求人情

報を掲載し，昨年度は，市内企業１２社の情報を掲載した。 

・実績については，市内企業３社で９名の採用があり，内訳としては，新卒者２

名，転職者７名である。残念ながら９社については採用ができなかった。また，

９名の内，県外から４名が鈴鹿市内への採用である。 

 

【末松市長】 

・仕事の内容や職種は？ 

 

【産業振興部長】 

・１社は，食肉加工業の丸協食産で６名を採用，うち新卒者は１名。２社目が鉄

工業の内山鉄工で２名を採用，うち新卒者は１名。３社目がヨシザワという包

装資材の会社で１名を採用し，９名ともに正規雇用である。 

 

【寺尾委員】 

・そうすると名大社のＷｅｂ上に鈴鹿市の情報を掲載するという形で周知し，合

同企業説明会に市内企業のブースを設置し，それに対して補助をするような

イメージか。そうすると，ポスターやチラシはどこで配布されたのか。大学と

か？ 

 

【産業振興部長】 

・当日配布資料の２枚目のＡ３版の２つ折のものを合同企業説明会の場で配布

しており，当然，学校等にも配布している。 
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【寺尾委員】 

・あらかじめ「いつ」「どこで」という告知があったわけではなく，合同企業説

明会の参加者に対して鈴鹿が応援しているということか。 

 

【産業振興部長】 

・なかなかピンポイントで情報発信を行うことは難しいため，名大社という大手

のＷｅｂサイトに市内企業の求人情報を掲載し，サイトを見ていただくという

周知方法とした。 

 

【寺尾委員】 

・先ほどの説明の２２２名の参加というのは，名大社の合同企業説明会への参加

者数ではなく？ 

 

【産業振興部長】 

・合同企業説明会の鈴鹿市内企業のブースへ来ていただいた方の人数である。 

 

【寺尾委員】 

・鈴鹿市がこのような取組をされているということを知らなかった。あらかじめ

知っていれば連携もできたと思う。 

 

【産業振興部長】 

・昨年度は，事業が急に決まったということもあり，周知が行き届かなかったと

認識している。今年度は企業の数も増やしており，できる限り周知を沢山行う

とともに情報共有も図らせていただきたい。 

 

【寺尾委員】 

・今年度の時期等はもう決まっているのか？ 

 

【産業振興部長】 

・今年度も既に合同企業説明会に企業情報を出している。 

 

【寺尾委員】 

・名大社のＷｅｂサイトで検索すればわかるのか？今年度は何回開催する予定か？ 

 

【産業振興部長】 

・今年度の資料を持参しておらず，この場でお答えすることはできない。 

 

【末松市長】 

・今年度の内容については，後ほどお知らせさせていただく。 
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【島田委員】 

・⑤の「目指せ起業家応援事業」について，創業に至った方が１人いると説明が

あったが，どのような事業か具体的に教えてほしい。 

 
【産業振興部長】 

・ラーメン店である。 

 
【島田委員】 

・ロボット関係のセミナーを実施したとあるが，創業したのは飲食業だったとい

うことか。 

 

【産業振興部長】 

・昨年度，セミナーは１回ではなく，４回開催した。ロボット関係の講師を探し

たが，難しく招聘できなかった。そこで１回目のセミナーではベンチャー企業

で電気自動車を製造されている京都のＧＬＭという会社の創業者を，第２回目

は，ドトールコーヒーの創業者，第３回目は女性をターゲットに，「もっと鈴

鹿がもっと元気になる」をキーワードに株式会社イー・ウーマンの代表取締役

をそれぞれ講師に招き開催した。また，第４回目はより具体的な創業に向けて

の技術的な内容で開催し，４回合計で１３３人の参加者があった。 

・また，セミナー受講者に対する個別相談による対応も行い，結果，現在，創業

に向けて準備をされている方が１名，既にラーメン店を創業されている方が１

名という状況である。 

 

【末松市長】 

・実績値は「０」ではなく「１」ということか？ 

 

【産業振興部長】 

・今年度に入ってから創業されたので，昨年度末の実績値としては「０」である。 

 

【末松市長】 

・やはり，割合的には飲食業が多いのか？ 

 

【産業振興部長】 

・そうである。創業された方も元々はカフェでの創業を目指していたが，特色を

出すのが難しいということでラーメン店での創業となった。 

 

【山本委員】 

・起業家発掘のためのセミナーや事業は，平成２８年度以降も継続して行う予定か？ 
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【産業振興部長】 

・この事業は，継続しないことにはフォローアップができないため，平成２８年

度においても市の単独事業として実施させていただいており，現在，地方創生

推進交付金の申請を国に行っている。 

・また，商工会議所や三重県でも同様の事業を実施されており，創業支援につい

ては関係機関や団体と連携した取組が必要なことから，平成２９年度について

は，枠組み等も見直し，もっと連携した取組を行いたいと考えている。 

 

【山本委員】 

・連携するのであれば，現在，鈴鹿大学が「ビジネス・イノベーション研究セン

ター」を設置し，数ヶ月に１回ぐらいの割合で，起業者や先駆的なことを行っ

ている方を招いて，学生や一般市民を対象にセミナーを実施している。このよ

うな地元の大学とも連携していけば良いのではと考える。 

 

【産業振興部長】 

・そのような話も大学側から伺っており，そのことも含め，連携の枠組みも広げ，

事業の在り方も見直していきたいと考えている。 

 

【末松市長】 

・本市は地元の大学と学官連携協議会議という会議体を持っており，その中でも

このことが話題になっている。 

 

【田中委員】 

・先ほどから話を伺っていると，平成２６年度も２７年度も年度末にバタバタと

事業を実施し，非常に短い期間で事業を完遂しなければならないということで

あるが，もう少し期間に余裕を持って実施すべきでは。例えば，就労支援であ

れば，商工会議所にも部門があり，一緒にできれば良いと考えるが，今後は，

もう少し余裕のある事業実施の可能性はあるのか？ 

 

【産業振興部長】 

・現在，市内企業はどこも人材不足で，なかなか従業員が集まらないという状況

にある。そのような中で，今年度の新たな取組として，市内教育機関や市内企

業，各種団体，商工会議所や行政を含めた関係機関が，もっと情報共有を行い，

市内企業が求める人材が確保できるような連携会議を立ち上げたいと考えて

いる。 

 

【田中委員】 

・ある程度の予算が確保できているので，それをできるだけ活用できると良いと

いう感じを受けた。 
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・③の「障がい者就労農福連携事業」について，市内農福連携事業所全体が関わ

れる直売所整備と事業の内容にあり，１，５００万円近くの交付金が使われて

いるが，これは何処に整備され，直売所はどの場所にあるのか？ 

 

【健康福祉部長】 

・直売所は「Ｃｏｔｔｉ菜（こっちな）Ｄｅｌｉ（デリ）」という名称で，中江

島町の「ラ・ヴィータ白子」という貸店舗を改修し，そこで社会福祉法人「朋

友」と契約を締結し，弁当を製造・販売している。また，アンテナショップと

して，市役所の１階でも，弁当や野菜，組紐やアクセサリーなどを販売してい

る。 

 

【末松市長】 

・白子保育所のところを右折し，白子駅に向かって右手に店舗があり，そこの空

き店舗をセンターキッチンという形で調理場を設置し，主に弁当を作っている。 

・その弁当を作っている方々も障がいを持たれた方で，そこに健常者で調理師免

許を持ったジョブトレーナーという方が１人，指導しながら弁当を作っている。 

・弁当の原材料となるのが，各就労事業所などで作っている野菜や地場産のもの

をほぼ１００％に近い形で使用している。 

・ただ，そこだけでは不十分であるため，販売のほかにも宅配や市役所１階に市

民の皆さん向けに販売スペースを設けている。 

・各事業所の悩みとして，野菜などが生産できるようになってきたが，その先の

出口がなかなか見つからないということと，定期的に野菜ができるので，定期

的にそれを活用するにはどうすれば良いかということ，これらの悩みをグルー

プで話し合った結果，センターキッチンのようなものがあれば，弁当の製造を

はじめとする一連のサイクルができるのではないかということで，オープンし

ていただいた。 

・｢朋友｣を中心とした協議会も組織していると思うが，名称は？ 

 

【健康福祉部長】 

・仮称であるが「アグリ雇用推進協議会」という組織があり，いずれ法人化する

予定であると聞いている。 

 

【末松市長】 

・加入している法人の数は？ 

 

【健康福祉部長】 

・８法人が加入している。 
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【末松市長】 

・まだスタートし始めたところで，１年も経っていない状況である。 

 

【田中委員】 

・話を伺い，なかなか良いサイクルができていて，良い取組であると思った。今

日もこちらに来る際に，１階で何か販売していたので，何かと思っていた。 

・もう１点，ＫＰＩの指標で，特売施設の利用者数が，５０人の目標に対して，

１，１３３人の実績であり，非常に効果的であったということであるが，目標

設定が低かったのでは？ 

 

【健康福祉部長】 

・これには色々と理由があり，「Ｃｏｔｔｉ菜（こっちな）Ｄｅｌｉ（デリ）」の

施設整備契約が今年の１月にようやく成立し，なかなか開店の目処が立たなか

ったこともあり，年度内に１日は開店するよう，最低限の目標を設定した。 

結果的には３月中旬に開店することができ，約２週間の営業を行うことができ，

それに併せ，アンテナショップも開設できたことから実績値が増えたというこ

とである。 

 

【山本委員】 

・直売施設の利用者数については，アンテナショップの利用者数も含まれている

のか？「Ｃｏｔｔｉ菜（こっちな）Ｄｅｌｉ（デリ）」だけの利用者数か？ 

 

【健康福祉部長】 

・両方含めての数である。 

 

【清水委員】 

・⑦の「文化の薫る歴史街道活性化事業」について，鈴鹿というと，鈴鹿サーキ

ットや本田技研というイメージがあるが，パンフレットの地図に「すずか」と

いうひらがな書きを見て，やさしい感じというか，昔の時代にタイムスリップ

するような穏やかな印象を持った。鈴鹿には，鈴鹿サーキットのほかにも，こ

のような歴史文化があるということ，このような事業を行われているのは，す

ごく良いことだと思った。また，東海道だけではなく，伊勢街道という２つの

街道が通っているのも鈴鹿市の特徴だと思い，このような事業は，交流人口を

増やすという目的のほかにも地元の人や若者にとって，地域を誇りに思うとい

うことに繋がると思うので，是非，今後も続けてもらいたいと思います。 

・⑥の「伝統産業創生事業」についても，地域の伝統・歴史・文化を非常に大切

にしているということかと思う。今は全国的にも後継者不足が非常に深刻だと

聞いており，今，手を打たないと手遅れになるというようなことを聞いている

が，現状はどうかということと，今後，引き続き⑥と⑦は事業をされるという

ことであるが，具体的にどのような取組を考えているのかを伺いたい。 
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【文化スポーツ部長】 

・マップについては，職員が全部歩いて，何処にどのようなものがあるのかを１

つ１つチェックしながら，イラストを含め，すべて手作りで作成したものであ

る。 

・２７年度はハード事業も実施しており，佐佐木信綱の生家に土蔵があり，屋根

が撓み，虫食いがひどく，ほとんど活用もされず，いつ崩れるかわからない状

況であったのを，この事業を活用して休憩室に改修を行い，街道を歩かれる方

に利用いただいている。 

・今回の事業実施にあたっては，ＪＲ東海の東海道本線や武豊線の車内に吊下げ

広告を掲載したり，ＪＲ西日本と協力したウォーキングイベント等の際に手ぬ

ぐいや缶バッチを配るなどの集客増加に努め，ＫＰＩも７．８％という高い結

果となった。 

・２８年度については，伊勢街道バージョンを作成しており，織田信長が落とせ

なかった山路弾正が城主であった高岡城という城址があり，そこをスタートに

神戸，玉垣，白子を通り，磯山までを現在，歩いて作成しており，９月頃には

出来上がる予定であり，単年度ではなく継続して実施しているところである。 

・ただ，非常に残念なのが，当初，国からの指示もあって，５年間で事業計画を

立てたものの，１年経過した時点で，国から翌年度から交付金はなしといわれ

たため，今年度からは市の単独事業として，引き続きマップ作りや佐佐木信綱

の特別展を実施したいと考えている。 

 

【産業振興部長】 

・⑥の「伝統産業創生事業」について，伊勢型紙は着物を染色するための染め型

紙であり，着物の販売額の減少や市場規模の縮小に伴い，新規の職人も入って

こない状況にあり，現在，商売としてやられている型紙を彫る職人も全て６０

歳以上，中には８０歳を超える方もおり，１０年後には職人がいなくなる恐れ

がある。 

・職人がいなくなると，この伝統産業自体がなくなってしまうので，新たな職人

の育成がこの伝統産業を残す一番重要な点であり，随分前から伊勢形紙協同組

合とも協議を行い，４年前から，ある事業者が自主的に女性を１人雇用してい

る。ただ，１人では人数的には当然足らないので，今回の事業を活用し，職人

希望者を募集したところ２人の応募があったので，現在，職人について修行中

であり，今年でようやく２年目になったところである。その２人も２０代の女

性である。 

 

【清水委員】 

・職人を希望される方は女性が多いのか？ 
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【産業振興部長】 

・男性が生活できるだけの収入がなかなか確保できないというところに一番問

題があると考える。ある程度技術を身に着け，商品として世の中に出せるよう

なところまで行けば，ある程度の収入にはなるが，職人技を身に着けるには非

常に時間がかかる。昔は親方が生活の面倒を見ながら技術を教えていくという

やり方であったが，現在，そのような徒弟制度は難しく，型紙をやりたいとい

う若い方は沢山いるが，親方の方が受け入れができないということで断ってい

た時代がずっと続いてきた。このような背景の中で今回の事業でも２人の熱心

な女性の応募があったということである。したがって，型紙については，現在，

３人の女性が職人として研鑽を積んでいる。 

・一方，鈴鹿市には鈴鹿墨も伝統産業であり，千年以上の伝統がある。こちらに

ついても，現在，３人の職人がいるものの，うち２人は高齢でほとんど作るこ

とができず，実際には１人だけである。その方の息子が，後を継ぐということ

で，市から助成は行っていないが，父親が息子に技を仕込んでおり，伊勢型紙

の３人と併せて，現在４人の方が新たに職人となるべく研鑽を積んでいる状況

である。 

 

【末松市長】 

・なかなか生業にならないこともあり，職人の親方に言わせると，本来，伊勢型

紙は男性の仕事で，彫り方や道具も男性向きに作ってあるが，一生涯の仕事に

するとは今の状況の中ではなかなか言いにくいとのことである。趣味で伊勢型

紙をする方は沢山おり，その意味で，別に男女を差別するわけではないが，ど

ちらかというと女性のほうがこの事業に入りやすかったというのと，引き受け

手も心置きなく教えることができるということで，逆のマッチングというとこ

ろもあり，現在，女性の若い職人希望の方が３人修行されている状況である。 

・１人は早くから始めたこともあり，自分の商品や染め物など，若干，商売的な

ことも始めてきており，あとの２人は，本市の伊勢型紙の伝統産業の事業や夏

休みの伊勢型紙教室など，色々なイベントも手伝ってもらいながら，現在，頑

張っているところである。 

・今後，行政として，職人の育成だけではなく，流通面でもサポートしていかな

ければならないと考えている。 

 

【田中委員】 

・②の「福祉ロボット推進事業」のＨＡＬについて，「･･･現在，医療機器の認証

に向けた取組が進められ･･･」とあるが，ＨＡＬを医療保険下で使用し，請求

ができるようなところまでいけば普及していくと思うが，医療機器としての

認証の見通しなど，現在，どのような進捗状況なのか？ 
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【健康福祉部長】 

・ＨＡＬの医療保険適用の件については，平成２８年４月からＨＡＬ医療用下肢

タイプによる歩行訓練が保険診療適用となってはいるものの，対象者が筋ジス

トロフィー，筋萎縮性側索硬化症などの難病者に限るということである。 

 

【田中委員】 

・広く普及というところまでは，まだまだということか？ 

 

【健康福祉部長】 

・普及には時間がかかるかもしれない。あまり詳しくはないが，医療機関が導入

した場合，歩行運動処置に１日につき１，８００点，導入後５週間以内が２，

０００点を１日につき９回までの加算で３，８００点とのことである。 

・市内では鈴鹿病院でのリハビリが対象となるが，保険適用実施もまだというこ

とで，普及もこの程度，まだまだ実験段階という状況である。 

 

【田中委員】 

・この事業についても効果的ということで，ＫＰＩの２つ目の指標では，研修会

等の受講者目標５５人に対して実績が４８２人ということで，興味をお持ちの

方は沢山おられると思うが，講習会となると参加者は多いのか？学生が多いの

か？ 

 

【健康福祉部長】 

・就労マルシェや健康フェアなどの色々なイベントで周知を行ったことで参加

者数も伸びたと思われる。また，ロボットの貸出しも行っており，患者さんが

実際にロボットを装着し，訓練を行っているということもあり，病院別では，

鈴鹿中央総合病院では，急性期治療における中枢神経系を中心とした機能回復

で１５症例を実施していただいており，回生病院では，延べ３９名，鈴鹿病院

では６名の難病患者歩行訓練に利用をしていただいている。なお，３病院とも

に，今後も継続して実施していきたいという回答である。 

 

【田中委員】 

・継続してやっていきたいということで，わかりました。 

 

※その他，意見や質問等なし 

 
 
（３）平成２８年度地方創生加速化交付金の取組事業内容について【資料４】 
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【末松市長】 

 次に，３つめの事項の，本市が今年度において実施している平成２８年度地方

創生加速化交付金を活用した取組事業の内容について，事務局から説明をお願

いする。 

 

【事務局】 

・平成２８年度地方創生加速化交付金を活用した取組事業の内容について，資料

４に基づき説明。 

 
【末松市長】 
・事務局からの説明に対して，意見・質問等があれば発言をお願いする。 
 

【清水委員】 

・東京オリンピックに向けて，新虎通りが色んな自治体で話題にあがっている

が，鈴鹿市ではどのようなアイデアや展示などを考えているのか？ 

 

【産業振興部長】 

・鈴鹿の一番の強みはものづくりの力である。そこで，可能であればであるが，

例えば，東京パラリンピックに向けて，競技用の車椅子や補装具的なものなど，

現在，そのようなものを扱う市内企業はないが，もしできれば素晴らしいと考

えている。それと，先ほどもあったように，鈴鹿の素晴らしい伝統産業のＰＲ

や，モータースポーツ関連など，新虎通りに設置するブースを活用して，全世

界に情報発信していきたいと考えている。 

 

【末松市長】 

・この東京オリンピック・パラリンピックについては，本市をはじめ，多くの自

治体が，東京一極集中ではなく，それぞれの地域に活性化できるものをという

ことで，連合会を組織し，全国的には６５０を超える自治体が参画して取組を

進め，その中の１つとして，新虎通りを活用した取組を提案しているところで

ある。 

・ものづくりが得意な自治体や観光が得意な自治体，また何かインバウンドに関

する取組ができないかなど，６５０も自治体があると色々な意見もあり，今か

ら４年間をどのように計画を立て，１年毎にどのような団体で，どのようなテ

ーマで取り組んでいくかを協議しており，例えば，東京のメインである新虎通

りで，それぞれの地域のお祭りをテーマパークのように１年を通じて開催した

り，先ほど申し上げたようなものづくり技術をそれぞれの自治体が持ち寄るな

ど，これを機会に地域同士がつながりを持ち，何かの際には，そこから災害協

定に発展したりなど，そのような地域のネットワークにも活用できないかとい

うようなことを，現在，話し合っているところで，色々なアイデアはあるもの

の，まだ，まとめられていないところである。 
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・現在，具体的な内容が決定したわけではないが，今のうちから東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けて取組を進めていかなければ，なかなか活性化には

繋がらないということで，取組を進めているところであり，副会長市が交付金

の申請を行っているが，このような形で交付金が認められたのは初めてという

こともあり，しっかりと活用していきたいと考えている。 

 

【田中委員】 

・Ｎｏ３の「障がい者就労農福連携事業」のＫＰＩの２つ目の指標である「福祉

的就労から一般就労者への移行者数」については，この事業の大きな目的であ

ると思うが，目標が「０人」というのは実績の見込みがないということか？ 

１人ぐらい実績があっても良いのではないかと思うが，一般就労者への移行に

は時間がかかるということか？ 

 

【健康福祉部長】 

・本来であれば，目標値を設定したいのはやまやまではあるが，一般就労への移

行はなかなか難しいというところがあり，正直な数値を計上させていただいた。 

 

【田中委員】 

・２９年度以降になれば一般就労に移行する方が１人か２人は出てくるだろう

という見込みはあるのか？ 

 

【健康福祉部長】 

・やはり，いきなり一般就労への移行というよりも，１つ目の指標にもあるジョ

ブトレーナーと一緒に就労するというのがまずは第一目標と考えている。 

 

【田中委員】 

・まず，１つ目の指標にあるジョブトレーナーを１０人養成し，それから２つ目

の指標にある一般就労への移行を目指すということか？ 

 

【健康福祉部長】 

・２８年度に目標値を設定しておいても良かったのかもかも知れないが，実際に

はジョブトレーナーと一緒に就労するというような目標は，もちろん立ててい

る。 

 

【田中委員】 

・少し弱気である。まあ，２９年度に実績値があれば良いが，２９年度も実績が

「０」にならないように。 
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【末松市長】 

・現在，ジョブトレーナーの養成を進めており，講習や研修も進んできており，

実際，現場での研修に入っている方もみえるので，２９年度以降には実績値を

計上できるよう努力してまいりたい。 

・全体を通して，意見があればお願いしたい。本日，発言のない方はいかがか？ 

 

【小谷委員】 

・全体的なことで決して苦言ではないが，民間企業の立場ということで発言する

と，事業を進める中では様々な事象等もあると思うが，やはり費用対効果の効

果が一番大事であると思うので，全般的に実績としては，「非常に効果的」と

いうのはなかなか難しいと思うが，「効果があった」ではなく，「相当程度の効

果があった」，すなわち上から２つ目以上を目指してもらいたい。 

 

【末松市長】 

・総合計画策定の際にも同様の話があり，どこまでを結果として求めるかという

ことで「大体，良かった」ではなく，やはり「良かった」というところに結果

を持ってこなければ，なかなか意味がなく，小谷委員の言われる通りだと思う。 

 

【大橋委員】 

・④の「若者等ふるさと就職支援事業」で，概要に書いてあるとおり，鈴鹿市の

若者が津市や四日市市などの市外に就職するというのを肌で感じている。鈴鹿

市には工業高校がないので，鈴鹿市でものづくりをしたいと思っていても，津

市や四日市市の工業高校に進学して，そのままそれぞれの市で働くというケー

スもあると思うので，鈴鹿市に住んでいる人が鈴鹿市で働けるような取組を，

是非，進めてほしいと思う。 

 

【政策経営部長】 

・鈴鹿市内に工業高校がないということが市外への就職の要因の１つであると

いう大橋委員の意見は，まさにその通りであると思う。市外の学校に就学して

しまうと，大体が市内には帰ってこずに市外に就職してしまうという，そのよ

うな流れが高校を卒業しても，また，大学を卒業しても傾向としてある。本市

もものづくりのまちであるので，技術者が少ないという産業振興部長の意見に

もあったように，技術者を育てるということ，それと親御さんもやはり，自分

の子どもは地元で生まれ，学び，地元で働いてほしいという意向も強いという

ことを聞いているため，昨年から市内の県立高校に工業科を設置いただくよう

三重県知事や教育委員会に対して要望を行い，現在，取組を行っているところ

である。 

・三重県のニュアンスとしては，工業高校のような新たな学校を設置すること

は，時代に逆行することになり無理であるが，工業科や工業課程であれば可能

性もあるということで，地方創生関係の具体的な取組としては挙げていないが，

今後は,商工会議所等の産業界とも一緒に連携しながら，実現に向けて取組ん

でまいりたい。 
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【末松市長】 

・中学２年生を対象に行ったアンケートでも工業関係の学科や課程があれば進

学したいという生徒も非常に多く，また，保護者の方も進路の一つとして選び

たいというような回答もあることから，市内県立高校への工業課程の創設に向

けて努力を続けてまいるので，応援をお願いしたい。 

 

【麻生委員】 

・初めて会議に参加させていただき，⑥の「伝統産業創生事業」の取組を聞いて，

鈴鹿墨では後継者が１人しかいないということや，伊勢型紙の収入が確保でき

ないということに愕然とした。伝統産業というのもそれだけ難しいということ

を，今日初めて知った。 

 

【末松市長】 

・第一次産業の分野から，最後に黒田委員，いかがか？ 

 

【黒田委員】 

・色々と話を伺い，やはり漁業者も人数が減っており，女性部も仕事を持ってい

たりで，なかなか部長の引き受け手も少ないのが現状である。 

・鈴鹿市漁業協同組合では，平成２１年か２２年頃に，新しい人を入れるという

事業があったように記憶している。前組合長が叔父であったこともあり，津の

ほうに主人が面接に行き，新たに３人の若い方に入ってもらい，うち２人はそ

のまま現在も続けてもらっている。 

・漁業は，親から子どもというのが多く，新しい人が外から入ってくるというの

はあまりなく，女性部に至っては，親との関わりもなく，仕事もし，子どもも

小さいということで，組合活動にも全然参加できず，年に何回か行っている浜

掃除にも参加できない部員が多い。 

・漁業も段々，人数が少なくなってきており，親子や親戚でしていることころが

多く，新しく若い人を入れることができないという方も沢山みえて，これから

どうなっていくのかという心配がある。このことは，漁業組合の役員が考える

とは思うが，今日，色々な話を聞いて，そのことが心配になった。 

 

【末松市長】 

・すごく良い課題をいただいたと思う。企業であれば色々な方が来て働くことも

できるが，家内産業であったり，伝統産業であったり，一次産業もそうである

が，外から来てくれる方や，来たくても受け入れる場所や環境が整っていない

など，そういうことが地方創生につながっていないというところもあると思う

ので，今後，そういったことも，また地域のことも含め，この会議の議題にな

ると考えるので，是非，それぞれの立場で意見をいただきたい。 
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・それから，起業の話が少し出て，ラーメン屋という話が出たが，この間，信用

保証協会の方から，今，一番起業するのが多いのは，やはり１番は飲食業で，

２番目がエステやネイルなどの美容業，３番目が介護の事業所を個人的に開業

される方ということで，資金が大体４～５００万円を借りて事業を始める方が

非常に多いという話を伺った。そこに少し支援という形で行政がバックアップ

をすることで何か起業ができるのではないかということも聞いたので，商工会

議所や金融機関の皆さん方ともタイアップをしながら，こういった事業を通じ

て起業支援もできるのではないかと思う。また，寺尾委員に発言いただいたよ

うに，事業の情報についても，もう少し積極的に提供させていただくよう努力

したいと思う。 

・事業採択の期間が非常に遅く短い中で，事業を実施しなければならず，少しド

タバタするところもあるが，いたしかたないとは思いながら，できるだけ有効

に地方創生の事業を活用しながら頑張ってまいりたい。 

・本日は，色々と沢山の意見をいただいた。このような意見を実績報告の中に入

れて国に対して報告をさせていただく。また，お気づきの点があれば事務局ま

で意見をいただければありがたい。また，２８年度の事業等々にも評価をお願

いしたく，忙しいとは思うが，引き続きお願いを申し上げる。 

 

 

事項５ その他 

 

【末松市長】 

・それでは最後に，その他の事項として，事務局から報告があれば，お願いする。 

 

【事務局】 

・次回会議では，総合戦略に位置付けられた施策や取組が効果的に推進が行われ

ているかを，ＫＰＩ指標の実績値等をもとに意見をいただき，今後の推進に繋

げていきたいと考えている。 

・ＫＰＩの実績値については，年度末に行政評価の手法により測定を行う予定で

あるが，指標によっては年度末の時点では実績値の把握が困難なものもあるた

め，今年度末に開催を計画していた第２回目の会議については，全ての指標の

実績値が出揃う，来年度のなるべく早い時期に開催をさせていただきたいと考

えており，会議の日程等が決定次第，早急に案内をさせていただく。 

 

【末松市長】 

・日程等については，しっかりと連絡させていただく。 

・以上をもって，平成２８年度第１回鈴鹿市地方創生会議を終了する。 

以上 


