
[ 令和 2年 2月 定例会 ] 
 

■ＣＮＦの研究開発に取り組む高等教育機関との連携・誘致

について 
 
■工業系用途地域内の低未利用地の開発促進について 

◆18 番（小池智明 議員） お許しをいただきましたので、私はさきに通告し

てあります２点について伺います。 

 最初に、ＣＮＦの研究開発に取り組む高等教育機関との連携、誘致について

伺います。 

 昨年 11 月１日に富士市ＣＮＦプラットフォームが開設されました。このプラ

ットフォームは、ＣＮＦの用途開発を加速化させ、その実用化、普及を図り、

ＣＮＦ関連市場の創出を図る企業等を中心とする推進組織と位置づけられ、積

極的な活動、活用が期待されるところです。そして、同じ日の午後、プラット

フォームの設立を記念した富士市ＣＮＦプラットフォーム設立記念セミナーが

開催されましたが、愛媛大学の内村浩美教授による基調講演、「愛媛大学紙産

業イノベーションセンターの取組～地域に根ざした産学官連携とＣＮＦ推進体

制の構築～」は、大変刺激的で参考になるものでした。 

 議長の許可を得て配付させていただきました資料の表面を御覧いただきなが

らお聞きいただければと思います。 

 富士市と並ぶ紙産業都市、四国中央市は、平成 20 年に四国中央商工会議所と

ともに、紙産業大学院設立の要望書を愛媛大学に提出しました。紙産業の将来

に対応するためには、地域企業の将来の幹部となる人材養成、研究開発機能の

強化が必要との考えからです。受け手である愛媛大学は、大学を挙げて地域の

諸問題に取り組んでおり、その２年前の平成 18 年に四国中央市にサテライトオ

フィスを設置していたという背景もあります。平成 22 年に着任した内村教授

は、地域の方々――これは具体的には紙産業界の方々、また市民の皆さんです

――との信頼関係を築くためには、優秀な卒業生を地元企業に供給、つまり就

職させることを基本にばりばりと取り組んだそうです。技術だけでなく、経営

や現場に密着した実践教育に重点を置き、紙産業界の幹部候補生を育てるとい

う明確な目標を持った取組です。その目標に沿った綿密なプログラムと現場に

出ての体験、製造実習、中でも愛媛大学のロゴが入った封筒を作る製品製造実

習の話は大変興味深いものでした。封筒の仕様を決定し、試作し、パイロット

マシンを使い紙をすいていく。できた紙を封筒に加工するには加工会社に外注

するのですが、その交渉、調整能力も重要です。そうした場面でプレゼンテー

ションやコミュニケーション能力が鍛えられていくそうです。当初は、地元の

産業団体代表や有力者の方々から、どうせ３年もすれば潰れるだろうと冷たく

言われていたそうですが、今ではその皆さんが最大の応援団になってくれてい

るとの裏話もありました。そんな経緯を経て、平成 26 年には紙産業イノベーシ

ョンセンターが、平成 28 年には社会共創学部紙産業コースが開設され、愛媛大

学の紙産業を中心とする学部、大学院、イノベーションセンターが四国中央市

を拠点に活動を展開しているとのことです。  

 内村教授の講演から最も強く感銘を受けたことが、高等教育機関は、真に地

域産業に必要な機関であること、つまり産学官の連携の重要性です。一方、近



年の富士市におけるＣＮＦの研究開発に関する動きを見ると、平成 29 年度に

は、県が静岡大学農学部にふじのくにＣＮＦ寄附講座を開設し、青木憲治特任

教授を招聘し、着任しました。日本製紙が富士工場内にＣＮＦ研究所を開設し

ました。平成 31 年３月には富士市が富士市ＣＮＦ関連産業推進構想を策定しま

した。元号が変わって同じ年の令和元年５月には、県が富士工業技術支援セン

ター内にふじのくにＣＮＦ研究開発センターを開設し、センター内に青木教授

が指導する静岡大学ＣＮＦサテライトオフィスが開設されるとともに、企業が

入居するＣＮＦラボ３室が設置されました。同じく令和元年、昨年 11 月です

が、先ほど申し上げました富士市が富士市ＣＮＦプラットフォームの開設等、

企業、大学、県、市の様々な取組が活発化してきています。  

 こうした中で以下の質問をいたします。  

 大きく分けて２つですが、最初に、高等教育機関との連携について伺いま

す。ＣＮＦを活用した地域産業を振興していくために、ＣＮＦの研究開発に取

り組む静岡大学をはじめとする県内外の高等教育機関とどう連携していく考え

でしょうか。 

 ２つ目は、高等教育機関の誘致についてです。  

 ①このような高等教育機関に働きかけ、富士市に集積しつつある研究機関や

企業等と連携した形で取り組むコース、学科、学部、大学院等を誘致していく

考えはないでしょうか。 

 ②その際、地元産業界との連携が重要と考えます。産業界とともに誘致活動

に取り組む必要があると考えますが、いかがでしょうか。 

 ③ＣＮＦを新たな成長産業として総合計画に位置づけている静岡県と連携し

た取組も重要と考えますが、いかがでしょうか。  

 大きな質問の２つ目ですが、工業系用途地域内の低未利用地の開発促進につ

いて伺います。 

 市では、現在、本市での企業立地の受け皿として富士山フロント工業団地第

２期整備事業を進めています。県企業局に整備事業を委託する形で、令和４年

度の造成工事の完了と企業立地開始を目指しています。しかし、団地規模は

42.6 ヘクタールある第１期と比較すると、第２期は 5.8 ヘクタールと小さく、

早々に企業進出が進むことを期待しながらも、並行して新たな工業用地開発を

準備していくことが必要と考えます。また、市外からの新規企業立地に加え、

住居系用途地域で操業していても既存不適格となり増築が難しかったり、騒

音、振動等の問題を抱えていたりする既存企業にとっても、市内で移転できる

工業用地を確保することが、操業環境の向上、そしてまちづくりにおける住工

混在の解消と居住環境の向上につながり、必要なことであると考えます。昨年

３月に策定された富士市集約・連携型都市づくり推進戦略、立地適正化計画＆

市街化調整区域の土地利用方針では、市街化区域内の工業地域、工業専用地域

を工業振興区域に、また、市街化調整区域では地区計画の適用を前提とした複

数の産業地開発型候補地区を設定しています。私は、市街化調整区域での工業

用地整備については、土地取得は容易である一方、①道路、河川、上下水道等

のインフラ整備が新たに必要となる、②公共交通が脆弱なため従業員は自動車

通勤、工場への訪問客はタクシー利用等をせざるを得ないなどのことから、ま

ずは市街化区域内の既存工業系用途地域内の低未利用地、具体的には農地、耕

作放棄地、資材置き場等の工業用地開発を誘導すべきだと考えます。一方、こ

れら低未利用地が有効活用されていない主たる要因は、それらの土地が道路か

ら奥まった場所にあり、十分な接道が確保できないからとの話も聞きます。  



 こうした中、以下質問いたします。 

 (1)市内の工業用地需要、市内外別の業種、希望面積等をどう把握しているで

しょうか。 

 (2)工業系用途地域内の開発促進に当たっての課題をどう考えているでしょう

か。 

 (3)市内外の企業の市内への立地意向、工業系用途地域内の空き家、空き店

舗、空き工場、住居系用途地域内の既存不適格工場、騒音、振動等の苦情の状

況等、庁内の様々な各課が持っている情報をリンクさせ、工業系用途地域内の

低未利用地の開発促進に関する可能性調査とその上での企業立地のマッチン

グ、誘導に取り組む考えはないでしょうか。  

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（一条義浩 議員） 市長。 

              〔市長 小長井義正君 登壇〕 

◎市長（小長井義正 君） 小池議員の御質問にお答えいたします。  

 初めに、ＣＮＦの研究開発に取り組む高等教育機関との連携・誘致について

のうち、ＣＮＦを活用した地域産業を振興していくために、静岡大学をはじめ

とする県内外の高等教育機関とどう連携していく考えかについてであります

が、国内の大学等の高等教育機関では、基礎から応用までの幅広い分野におい

て、ＣＮＦの研究開発を進めており、事業者のＣＮＦの実用化に向けた連携先

として重要な役割を果たしております。この連携を促進し、ＣＮＦの実用化を

加速させていくには、大学等の高等教育機関と事業者に加え、行政も交えた取

組が求められるところであり、国におきましても、産学官の連携のもと、ナノ

セルロースフォーラムの運営や、自動車分野へのＣＮＦ材料の導入実証、評価

を行うＮＣＶプロジェクト等を進めております。  

 本市におきましても、大学等の高等教育機関と事業者をつなぐ取組を積極的

に展開しており、具体的な取組といたしましては、静岡大学の青木特任教授を

講師に招いたＣＮＦ実践セミナーの開催や大学等の高等教育機関と事業者との

共同研究を支援する産学連携ＣＮＦチャレンジ補助金制度の運用等を行ってま

いりました。さらに新年度からは、静岡大学と県が開設しておりますふじのく

にＣＮＦ寄附講座に寄附金を拠出し、市内で公開講座等を実施していただくな

ど、人材育成や事業者のＣＮＦ利活用を促進してまいります。また、富士市Ｃ

ＮＦプラットフォームには、静岡大学をはじめ県内外の大学等でＣＮＦの研究

開発を進める多くの研究者の参画をいただいておりますので、大学等が保有す

る技術・研究シーズをテーマとしたセミナーの開催や、研究者と事業者とのマ

ッチング事業を進めてまいりたいと考えております。  

 次に、高等教育機関に働きかけ、富士市に集積しつつある研究機関や企業等

と連携した形で取り組むコース、学科、学部、大学院等を誘致していく考えは

ないかについてでありますが、平成 29 年９月、日本製紙株式会社のＣＮＦ研究

所が本市に移転、翌 30 年４月には、富士工業技術支援センターにＣＮＦ科が設

置され、さらに昨年５月には、同センター内にふじのくにＣＮＦ研究開発セン

ターや静岡大学ＣＮＦサテライトオフィスが開設されるなど、ＣＮＦの実用化

を後押しするための産学官による環境整備が進められております。  

 このことは、プラットフォームを設立し、ＣＮＦ関連産業の集積化を進める

本市といたしましても、大きな追い風であるとともに、これまで取り組んでき

た県や静岡大学、産業界との連携への確かな手応えを感じているところであり



ます。また、新年度に予定するふじのくにＣＮＦ寄附講座の公開講座につきま

しても、静岡大学ＣＮＦサテライトオフィスの活用について、大学と協議、調

整を進めており、その実施により、ＣＮＦ・ものづくり人材の育成や大学等の

高等教育機関が存在しないという本市の弱みの解消も期待されるところであり

ます。 

 議員御案内のとおり、愛媛県四国中央市と同市商工会議所は、基幹産業であ

る紙産業の振興、人材育成に向けて、紙産業大学院設立の要望書を愛媛大学に

提出、この要望に応え、愛媛大学は、紙産業イノベーションセンターや社会共

創学部紙産業コースを開設いたしました。この事例は、大学が産業界や行政と

の連携のもとに、地域産業振興に向けた教育・研究開発機能を整備するとい

う、いわば地方創生に向けた産学官連携のモデルパターンともいえるものであ

ります。 

 しかしながら、愛媛大学の研究は紙全般にわたるもので、ＣＮＦはそのテー

マの１つであること、ＣＮＦはまだ市場が形成されていない発展途上の分野で

あることなどから、直ちに本市がＣＮＦに特化した高等教育機関のコースや学

科等の誘致活動を行ったとしても、その要請にお応えいただくには、課題があ

ると認識しております。まずは、ＣＮＦが様々な分野で活用され、ＣＮＦを通

して活力あふれる産業都市を構築するという認識を幅広い産業界の皆様が共有

していただくことが必要であり、そのために、今、本市が進めなければならな

いことは、プラットフォーム活動を着実に展開し、ＣＮＦの実用化を加速させ

ることだと考えております。 

 大学等の高等教育機関は、産業面、教育面のみならず、若者の定住人口の確

保やにぎわいあるまちづくりといった視点からも、本市に求められる重要な都

市機能となりますので、ＣＮＦの市場規模が拡大し、産業界の皆様のＣＮＦに

よる地域産業振興の機運が醸成された際には、速やかに大学等の高等教育機関

の誘致活動を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、産業界とともに誘致活動に取り組む必要があると考えるがいかがかに

ついてでありますが、大学等の高等教育機関の誘致のみならず、ＣＮＦの実用

化促進を図る上で、ＣＮＦ活用製品を市場に送り出す事業者をはじめとした産

業界との連携は極めて重要と考えております。このことから、富士商工会議

所、富士市商工会から富士市ＣＮＦ関連産業推進構想策定会議のオブザーバー

として、また、富士市ＣＮＦプラットフォームにも会員として参画をいただ

き、本市が進めているＣＮＦ関連諸施策や今後の方向性等について意識の共有

を図るとともに、セミナーの開催等への御協力をいただいております。今後

も、商工団体をはじめとした地元産業界との連携強化を進め、大学等への誘致

活動を行う際には、産業界の皆様とともに取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 次に、ＣＮＦを新たな成長産業として総合計画に位置づけている県と連携し

た取組も重要と考えるがいかがかについてでありますが、県は、総合計画にお

いてＣＮＦをはじめとする成長産業分野への参入を支援することとしており、

研究開発の強化やＣＮＦを活用した製品開発への支援等を柱とするふじのくに

ＣＮＦプロジェクトを展開しております。プロジェクトでは、富士工業技術支

援センターを拠点に、ＣＮＦ関連産業の創出、集積を図ることとしており、ふ

じのくにＣＮＦ研究開発センターも、この考えに基づき整備されたものであり

ます。 

 県が進めるプロジェクトは、ＣＮＦを通じて持続可能なものづくりのまちの



形成を進めている本市の考えや取組と合致するものであり、これまでに、ふじ

のくにＣＮＦ総合展示会や富士市ＣＮＦ研究会、ＣＮＦ関連セミナー等を協力

して開催してまいりました。大学等の高等教育機関の本市への立地は、拠点機

能のさらなる強化につながるものと考えておりますので、本市が誘致活動を行

う際には、県との連携により取り組んでまいりたいと考えております。  

 次に、工業系用途地域内の低未利用地の開発促進についてのうち、市内の工

業用地需要をどう捉えているかについてでありますが、本市では、豊富な地下

水や交通アクセスの優位性等により、市外企業からの新規立地要望や市内企業

の事業拡大に伴う用地の問合せが寄せられており、平成 30 年４月から令和２年

２月までの約２年間で 30 件の引き合いがありました。内訳といたしましては、

市内企業が 11 件、市外企業が 19 件で、業種は、製造業が 16 件、物流業が６

件、その他が８件であります。希望する面積といたしましては、市内企業、市

外企業ともに、5000 平方メートル以上１万平方メートル未満が最も多く、12 件

であります。 

 現在、本市では、富士山フロント工業団地第２期整備事業を進めております

が、市内における工業用地の需要は多く、需要過多の状態が続いているものと

認識しており、現段階から今後の対応を検討する必要があると考えておりま

す。 

 次に、工業系用途地域内の開発促進に当たっての課題をどう考えているかに

ついてでありますが、県が平成 27 年度から３か年で実施した都市計画基礎調査

において、市街化区域の工業系用途地域のうち、２ヘクタール以上の未利用地

が２か所で合計 4.3 ヘクタールという結果であり、一定規模以上の工場が立地

可能な用地が少ないという状況であります。このように、本市において工業系

用途地域内に一定規模以上の工場を立地できる一団の土地は非常に少ないた

め、未利用地の活用は有効な用地確保対策であると認識しております。  

 一方、空き地や空き工場等の未利用地は、用地面積が狭小で散在しているこ

とが多く、活用には制限があり、開発に当たり所有者の調整等が課題になると

考えております。また、用地確保を求める企業や開発事業者からは、周辺イン

フラが未整備であり、インフラ整備に多額の負担が生じる等の意見を伺ってお

り、開発には多くの課題があると認識しております。  

 次に、工業系用途地域内の低未利用地の開発促進に関する可能性調査と、そ

の上での企業立地のマッチング、誘導に取り組む考えはないかについてであり

ますが、本市では、市内外の引き合いに対応するため、市内不動産会社と連携

し、企業への用地情報や空き物件情報を提供するほか、立地要望を県宅建業協

会東部支部へ提供するなど、企業ニーズへの速やかな対応を図っております。 

 しかしながら、それら情報の中には、接道条件や既存建物の配置により、企

業の立地に適合できない用地も多く存在しており、現況調査の必要性を認識し

ております。本市では、５年に１度の工場配置図の改訂の際に、事業所が立地

している現況を確認しておりますが、未利用地を念頭に置いた調査ではなく、

引き合い等に対する補助的な資料として活用している状況であります。  

 議員御提案の可能性調査の実施とその活用は、企業立地のマッチング等に有

効な手段であると考えておりますので、利用可能な用地や工場、倉庫等の建物

についての調査の実施及び本市で所有している情報を活用した未利用地のデー

タベース化について検討してまいります。  

 以上であります。 



○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 市長からお答えいただきましたけれども、２回目

の質問はちょっと順番を変えまして、先に工業系用途地域内の質問をしたいと

思います。 

 今回、都市計画でいうところの市街化区域内の工業系用途地域内の開発促進

ということで質問しましたが、需要過多で、２年間で 30 件の問合せがあったと

いうことでした。ただ、答弁の中では１万平米未満のものが多いということ

で、今、もう全部埋まったフロント工業団地には、数ヘクタールの敷地を用意

して、大きなものが入っていますけれども、ああいうものじゃなくて、もっと

小さいものでいいんだよというところが多いという話でした。確かに、そうな

んだろうなというのを感じました。 

 その中で、そもそも大前提の話をちょっと確認していきたいんですけれど

も、私は、今回、市街化区域の中の工場用地の確保ということで提案をしてい

るんですけれども、今、地区計画を前提とした市街化調整区域の工業用地確保

も並行して話が進み始めようとしているんですけれども、開発の優先順位とい

うのは、都市計画の担当部長として、都市整備部長、どう考えますか。  

○議長（一条義浩 議員） 都市整備部長。 

◎都市整備部長（島田肇 君） 工業系の立地についてどうあるべきかという

ようなお話かと思いますけれども、都市計画につきましては、その基本理念に

は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、適正な制

限の下に土地の合理的な利用が図られるべきということを基本理念にしており

ます。ですので、これを基に、例えば市街化区域と市街化調整区域の区域区分

とか用途地域の設定をしながら進めているところでございますけれども、当

然、工業系の立地につきましては、まずは工業系の用途地域内に立地すべきと

は考えております。ただ、状況が許さない部分も当然ございます。それには、

当然、イレギュラーなことをやろうとすると、時間であるとか手間がかかると

いうこともございます。ですので、通常で行うべき手法以外の部分も用意され

ているのかなというふうに感じております。  

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 基本は市街化区域の中から、場合によっては補足

的にという捉え方をしました。 

 私もそういう前提で今回質問しているんですけれども、今回の質問をするに

当たりまして、私も既存の工業用地の中をかなり歩きました。地区で言うと、

吉原、富士駅北、田子浦、富士南、鷹岡地区、この中に工業専用地域じゃなく

て工業地域がかなりあるんですよ。やっぱりここは空いているなという土地が

かなりありました。もちろん何ヘクタールという、さっきの数ヘクタールとい

う用地はありません。ただ、家が建っていたり、廃工場ですとか空き店舗、そ

ういったものも散在しているという状況です。  

 そういう中で、お配りしました資料の裏面をちょっと見ていただきたいんで

すが、裏面の下です。工業用地開発のイメージとありますけれども、下の図の

左側のようなケースが非常に多かったんです。上側に青い線がありますが、こ



れは水路とか川だと思ってください。田んぼがあるな、空いているところがあ

るなと思うんだけれども、その敷地というのは、周りに家がびっしり建ってい

て、なかなか道が見つからないなと。だけれども、僕も入って確認したわけじ

ゃないからあれですけれども、中には空き家だとか廃工場だとか、そういった

のもありそうなところです。だけれども、それが地権者の意向ですとか、実際

にそこが空き家だとか、空き家を持っている人の意向なんかも調整しなきゃい

けないんですけれども、それがうまく調整できれば、右側のような形で、当

然、周辺には住居等がありますので、そちらにも配慮しながら緑地帯等をとり

ながら、このような形で開発が進むんじゃないかというのが今回の質問のきっ

かけです。 

 先ほどの３つ目の質問の答弁で、用地だとか、あるいは建物の現況調査の必

要性を認識しているということで、これから調査の実施だとか、未利用地のデ

ータベース化について検討していくということだったんですけれども、今言っ

たイメージ図の上に、私が考えるこの調査の進め方なんですけれども、ちょっ

とフローを作ってみました。 

 左側は、受皿になる工業用地の確保について、右側は、立地を希望する企業

をどう把握していくかについてです。今回、私が提案しているのは、このフロ

ーの赤い丸で囲った辺りなんですけれども、工業系の用途地域の中で、さっき

私が見て歩いたような、この辺は何とかいかないかなというようなところをま

ず候補地として出す。一つには、地権者の意向があるだろうなと。もう一方

は、関係各課で持っているいろんな空き家だとか空き店舗の情報、廃工場の状

況。こういったものを突き合わせて、この下の図にあるような格好で、ここだ

ったら何とか民間の開発行為という手法でいけるんじゃないか、あるいは地権

者がうまくまとまるんだったら、もう少し面整備ということで、区画整理なん

かもできるんじゃないか。具体的な開発手法の精査は次の段階にしても、この

あたりまでを開発可能性調査ということでやることが必要じゃないかなという

ことです。 

 一方、右のほうでは、これは産業政策課が中心になると思いますけれども、

市内に立地を希望する企業、あるいは既存の住居系の用途地域に建っている工

場はなかなか拡張ができませんけれども、逆に言うと、近隣ともめているよう

なケースもあります。ですから、そういう企業をある程度把握しておいて、例

えば環境保全課には、そういう苦情のデータなんかもあるはずですので、いや

移転する場所もありますよというような投げかけをして、可能性がある用地と

そういった移転の意向があるところをマッチングさせていくという、こんな流

れで考えていました。 

 さっき未利用地のデータベース化という答弁が最後にあったかと思いますけ

れども、これは具体的に何のデータベースを作るんでしょうか。もう少し具体

的に答弁いただけますか。 

○議長（一条義浩 議員） 産業経済部長。 

◎産業経済部長（山田教文 君） 先ほど大まかなお答えをさせていただきま

したけれども、我々も幾つか不動産業者等からいただいているデータがありま

して、具体的には、今、フローで議員がお示しいただいたような、こういった

候補地を一応、表の形ではリスト化をしております。大体、市街化区域の中で

30 か所ぐらいはございますけれども、そういったものをまず全市的に、職員が

足で稼いでピックアップをして、それぞれ可能性が高いところにつきまして



は、やっぱり民間の専門業者等の力を借りて条件整理をして、それらを開発の

難しさというか、そういったものの程度ごとに仕分けをして、議員お示しのフ

ローの右側のほうのお問合せがあった場合に、こんなところがある、すぐにこ

んなことがあるというお示しができるようなリスト化をするといった意味での

データベース化といった説明をさせていただきました。  

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 分かりました。 

 今、部長からの説明にもありましたし、市長の答弁にもありましたけれど

も、これを全て役所でやろうとすると、やっぱりできない部分が多いと思うん

ですよ。地権者、低未利用地の情報ですとか、あるいは地主の意向を一番把握

しているのは、やっぱり民間の宅建協会ですとか、このフローに書きましたけ

れども、もう１個、大きい組織で不動産協会というのがあるそうなんですけれ

ども、そういう団体の皆さんですよね。この皆さんは、都市活力再生戦略の委

員会の委員になっていただいたり、あと空家等対策計画の委員にもなっていた

だいています。私もちょっと直接お話を伺ったんですけれども、そういうこと

もあるので、ぜひそういう際には協力したい、彼らにしても仕事にもなってい

くということで、進んで民間の力を借りながら取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 こちらの２つ目の大きな質問は、これから可能性調査に取り組んでいくとい

うことで承知いたしました。 

 次に、ＣＮＦの質問のほうへと移りたいと思います。  

 今回、質問を大きく連携と誘致ということでしましたけれども、ポイントは

誘致のほうです。誘致については、今、市長の答弁の中で、条件付だったんで

すけれども、市場が拡大し、機運が醸成された際には、速やかに誘致活動に取

り組みたいと。私は、かなり前向きな答弁だったなと受け止めました。  

 最初に、今、市場拡大等が進んで、機運が醸成された際にはという条件がつ

いたわけですけれども、その機運が醸成されたという判断をする基準なり状況

というのは、どうなったら、富士市としては、その誘致に取り組んでいくんで

しょうか。その辺の判断基準がありましたら、お答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（一条義浩 議員） 産業経済部長。 

◎産業経済部長（山田教文 君） 機運という言葉を定量的に御説明すること

は非常に難しいかと思いますので、ちょっと御質問に対するお答えとなってい

るかどうか分かりませんけれども、ＣＮＦに限らず、ものづくりのまちであり

ます本市の産業を支える人材を輩出していく、育成していくという高等教育機

関が必要ではないかという雰囲気といいますか機運というものの一番大きな原

動力というか中心になる力は、このままでは人口減少の中で、この地域がほか

のまちに遅れを取ってしまうのではないかという危機感がではないのかと感じ

ております。議員からも御紹介がありましたけれども、私も四国中央市、それ

から愛媛大学の取組、内村先生のお話を聞きまして、事務方としてですけれど

も、非常に危機感を持っております。大きな紙の産地として、このままでは負

けてしまうんじゃないかという危機感を本市の産業界の皆様とも共有できたか



どうか、そのあたりが機運の盛り上がりということかなというふうに感じてお

ります。 

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 産業界の皆さんをはじめとする市全体の危機感と

いうことでしたけれども、それは分かります。ただ、行政としても、それを待

っているだけじゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。  

 これは何度も質問していますけれども、私はやっぱり大学、高等教育機関が

あることによる効果というのは多面的にあると思います。そういうことを考え

た場合、産業界を中心とした危機感、市全体の危機感だけじゃなくて、行政と

しても、それに向けて、今、もっと前向きに、主体的に取り組んでいくという

ことも必要だと思うんですけれども、その意思は、行政としていかがですか。  

○議長（一条義浩 議員） 産業経済部長。 

◎産業経済部長（山田教文 君） 先ほど議員からも御紹介がありました県の

寄附によりまして、静岡大学に寄附講座が開設されて、青木先生をお招きした

ということで、着々と進んできているわけでして、サテライトオフィスも設置

をしていただいたということがございます。それから新年度からは、市のほう

もその寄附講座にお金を出して、さらに延長するんですけれども、これにつき

ましても、やはり３年間という期限付ということでございますので、危機感と

か切迫感、早い段階で動かないと期限切れになってしまうという焦りは非常に

ございます。 

 そうした中で、ＣＮＦプラットフォームの設立をいたしましたけれども、そ

れを通じて青木先生に市内の企業の若手の研究者を集めた実践のセミナーをや

っていただいたりしております。こうしたことはどれだけ効果があるのか、地

元の産業界にどれだけ貢献しているのか、事業を展開するだけでなくて成果等

をしっかりアピールするとか、あるいは先ほどの四国中央市の取組なんかを、

プラットフォームの活動を通じて、その情報収集をしっかりして、それをいろ

んな地元の産業界の皆様に還元をしていくといったことで雰囲気を盛り上げな

がら、実際の誘致活動そのものは、いろんな企業誘致と同じかと思うんです

が、相手の御事情等もありますので、水面下の取組になるかと思うんですけれ

ども、しっかりとやっていきたいと思っております。  

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 令和元年度の取組もそうでしたし、令和２年度の

予算を見ても、かなり突っ込んだ取組が見えます。ですから、それはそれで一

生懸命進めていただきたいんですけれども、今、部長もおっしゃっていました

けれども、青木先生は確かに期限付ですよね。やっぱり早め早めの取組をぜひ

要望したいと思います。 

 ちょっと話は変わるんですけれども、私はずっと大学の話をこれまでしてき

たんですけれども、ここのところ、インターネットを見ていましたら、新潟県

三条市で来年４月に三条技能創造大学というのが開学するようなんですが、こ



れについて産業経済部長は当然御存じですよね。知っている範囲で結構ですけ

れども、どういう大学なのか、ちょっと紹介してもらえますか。  

○議長（一条義浩 議員） 産業経済部長。 

◎産業経済部長（山田教文 君） 私も工業系の大学が非常に重要だという意

識の中で、先進事例の情報収集という程度でございますけれども、三条市は御

存じのとおり、隣に燕市という市がございまして、もとから金属加工を中心と

したものづくりのまちということで栄えてきたと。ウェブサイト等を拝見しま

すと、やっぱり市内に高等教育機関がなくて、大学進学等で首都圏に若者が流

れていったり、あるいは少子化の影響等もあるということなんですけれども、

地域の産業を支える人材が非常に少なくなっている、非常に危機感があるとい

うことで、いろんな誘致活動等もされたようなんですけれども、結局、市が中

心となって大学を設置することになったということで、今年の夏にも文科省の

ほうから認可が得られる見込みだというふうに伺っております。  

 ウェブサイトに載っていました学生の募集のパンフレットを拝見しますと、

基本理念ということで、「地域全体をキャンパスとして」という文言がござい

まして、あるいは実習先として、その地元の企業がたくさん参加をされている

といったこともありましたので、非常に地域、地元に根差した大学を目指して

いるのかなというふうに感じております。  

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 今、部長に紹介していただいた基本理念を私もウ

ェブサイトで見たので、読み上げようと思ったんですけれども、今まさしく部

長が言ったことなので、もう読み上げませんけれども、愛媛大学と同じですよ

ね。自分の地域の金属加工産業を維持するだけじゃなくて、より発展させよう

という意図で、言い方は失礼だけれども、非常にとがった大学ですよね。学問

を修めようという、いわゆるアカデミックな一般的な大学じゃなくて、地域の

産業と密着した大学をつくっていこうと。私はそういう大学しかこれから生き

残っていかないんだろうなと改めて思った次第です。  

 ここで、ちょっと市長にも伺いたいんですけれども、11 月１日に、ロゼシア

ターのホールで、この講演会をやったときに、ちょうど私は市長の後ろで、内

村先生の話を聞いていたんですけれども、そのときの感想ですとか、あるいは

この三条市の取組、――昔、市長が議員のときに視察で一緒に三条市に行きま

したよね。この三条市の大学のこともある程度承知しているかと思うんですけ

れども、２つの事例を通して、地元の産業と密着した高等教育機関の必要性に

ついてどう思いますか。 

○議長（一条義浩 議員） 市長。 

◎市長（小長井義正 君） まず、愛媛大学の内村先生のお話を私も聞かせて

いただいて、愛媛大学の場合、この四国中央市の事例はＣＮＦに特化したもの

ではなくて、もともと製紙産業との関わりの強い中で、こういう学部というん

でしょうか、そういったものが出来上がってきて、そして今、ＣＮＦにかなり

力を入れて研究されているというふうに伺っているわけでありますけれども、



そういう意味においても、内村先生も非常に情熱を持って取り組まれているな

と、そして何よりも、産業界との連携が非常にいい形でできているんじゃない

かなということをお話の中でもうかがい知ることができたと思っております。

まさに、ものづくりは人づくりであるということを学術、学問を通して実践を

されている方だなと思いまして、引き続き、内村先生とは、ＣＮＦプラットフ

ォームにも参画をいただいておりますので、いろいろな場面において、富士市

にも様々な御意見、また御提言をいただけるんじゃないかということで、今後

も大いに期待をしたいと思っているところであります。  

 それから、これまでの大学、学部等の誘致についての議論について私も聞か

せていただいたところでありますけれども、まずは大学で養成をした人材が、

いわゆる地域の産業経済に役立つというか、そこで大いに力を発揮してもらう

ということが大前提ではないかなと思っているんです。そのためには、やはり

製紙産業を中心とした企業、産業界が、ぜひそういった人材も必要とするんだ

といった大きな動きというんでしょうか、市に対してでもいいですし、要請と

いうんでしょうか、本来、そういう声がまず大前提としてあるべきじゃないか

と思っております。もちろん、自治体が大学等の高等教育機関を誘致するとい

うことは、当然、そこに若者たちが通学し、そして、そこで生活をしていくと

いうことにおいては、地域、また、まちの活力にもつながってくるという部分

においては、それは大変すばらしいことであるわけでありますが、特にこの製

紙産業、またはＣＮＦに特化した学部であるだとか、そういったコースを誘致

するということは、それは当然、産業界との連携というよりは、本来、まずは

産業界からのそういった大きな声というものが大前提にあるべきじゃないか、

私はそんな思いがあります。 

 したがって、今の段階では、まだちょっと時期尚早な状況なのかな。四国中

央市の場合も、サテライトオフィスといったもので、愛媛大学がそういう研究

機関を開いていった、その延長線上の中に、そういった学部の設置がつながっ

ていくわけであります。我々も同様に、静岡大学のサテライトオフィスが富士

地域においても開設されたわけでありますから、それと、プラットフォームと

いう、昨年から、そういった様々な研究機関、企業等が参画をする場所も富士

市が開設したわけでありますので、まずは、そこのところをしっかりと捉えて

いく中で、着実に先が見えてくるというところで、恐らく大学のほうへと静岡

県とまた市行政、そして産業界が一体となって誘致活動を行っていくというこ

とが望ましいのではないかと思います。 

 しかし、大学は４年制であると考えますと、そういう人材が養成されて卒業

するのは４年後ということでありますから、結局、大学の開設が先になれば、

それだけそういった人材が育って、地域の経済に力を貸していただくのも、そ

れだけ先になるということは間違いないことでありますので、そんな悠長なこ

とは言っていられないという思いもあります。したがって、何よりも、やはり

産業界の皆さんと我々行政とがどれだけ同じような思いで、同じベクトルで、

そういった大学の学部の誘致へと向かえるか、それが大変重要じゃないかと思

っています。 

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 市長の思いはよく分かります。だからこそ、新年

度の予算でも、製品化推進事業と実用化研究事業の２つの大きな事業がありま



したよね。企業にこんな製品を作ることができるんだよというＣＮＦを使った

新しい製品を作ってもらったり、あるいはテーマを募集して研究してもらうよ

うな。それもやっぱり全部いろんな企業にＣＮＦを使ったらこんなになりそう

だよというＣＮＦの可能性を広めていく取組だと思うんですよ。それはそれ

で、市長の言うように、いろんな産業界、隅々からそういう声が上がる必要が

あるんですけれども、そのためにも、そういったことは一生懸命やってほしい

し、そうは言いながらも、この段階ではっきり言えないと思うんですけれど

も、動けるところは動いていただきたいと思います。  

 この質問は、何回か質問している流れの中で質問していることでもあるもの

ですから、ちょっと確認したいんですけれども、令和元年９月定例会で、私は

（仮称）富士市立大学等の高等教育機関の在り方に関する検討組織の設立や、

その活動スケジュールはどう考えるかと一般質問しました。市立大学をつくる

ということは別にしてなんですけれども、市長の答弁は、現時点では検討組織

を設置する前段階であり、庁内関係課による先進自治体や公立大学法人等への

視察、研究を行っていく。それとまた、令和３年度からスタートする第六次富

士市総合計画の策定過程において、議員や総合計画審議会委員の皆様から御意

見をいただき、その上で高等教育機関の誘致や設置について第六次富士市総合

計画に位置づけていくべきかを検討し、位置づけていく場合には、計画期間中

の検討組織等の設立を考えていくという答弁がありました。  

 ちょっと２つ聞きたいんですけれども、さっき例に挙げた三条市の大学なん

かは、先進地として、市としてこれから視察に行くなり、いろいろ調べるとい

うことでいいのか、それとも、もう行ってきたのか。あるいは第六次富士市総

合計画の中で、審議会は具体的にはこれから始まると聞いていますけれども、

その中でも、しっかりとそういったことも題材にしながら、なおかつ、今、市

長が答弁されたような産業界等はどうなんだということも踏まえて、審議会の

中でそういう議論をしていくということで、よろしいんですね、総務部長。  

○議長（一条義浩 議員） まずは、視察に行ってきたかどうかということで

すか。 

◆18 番（小池智明 議員） そうですね。では、１個１個いきましょうか。  

 視察に行ってきたのか、あるいは行くのか。  

○議長（一条義浩 議員） 総務部長。 

◎総務部長（川島健悟 君） 視察につきましては、総務部では企画課が大学

の誘致とか設置等について検討しておりますけれども、現段階では、三条市の

ほうには行っておりません。 

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 企画課が行くのか、産業経済部のほうが行くのか

分かりませんけれども、愛媛大学と並んで非常に参考になる事例じゃないかな

と思います。ぜひそれは進めていただきたいと思います。  

 第六次富士市総合計画の検討はどうですか。  



○議長（一条義浩 議員） 総務部長。 

◎総務部長（川島健悟 君） 第六次富士市総合計画につきましては、２月に

総合計画の審議会を開催させていただきまして、まず基本構想の案をお示しさ

せていただいたところであります。今後、各章ごとの施策を検討していく中

で、こういった大学等の高等教育機関の誘致、または設置につきまして審議会

等において議論をしていきたいと考えております。  

 以上です。 

○議長（一条義浩 議員） 18 番小池議員。 

◆18 番（小池智明 議員） 分かりました。 

 最初の市長の答弁でもありましたけれども、ＣＮＦの推進構想の中でも、富

士市の弱みとして「ＣＮＦの研究開発を後押しする大学等の高等教育機関が存

在しないこと」と明確に書かれているわけですよね。そうした中で、いろいろ

課題なり、時間をかけて合意を形成していかなければいけないわけですけれど

も、ただ、そういう中で、相手がある話ですし、軽々しく言ってはいけないと

私も思います。また、私も今回提案して、さっき市長の答弁にあったように、

ＣＮＦというのは、あくまでも紙の中の１つの分野だと、それを切り口にし

て、どんなことを学ぶのか、あるいはコースがいいのか、学科がいいのか、学

部がいいのかということすら何も整理ができていません。  

 ただ、私が思うのは、今、県にも協力いただいて、また国もある意味、補助

金を出しながら、富士工業技術支援センターを中心に、いろんな研究機能が集

積しつつあると思います。静岡大学のサテライトオフィスもできました。青木

先生、非常に頑張っていらっしゃるなと思います。私は専門外ですけれども、

会ってきました。非常にバイタリティーのある方で、企業ともフランクに話を

しながら、いろんな研究をされています。これは勝手に私が言うんですよ。ぜ

ひあの先生がいる間に、静岡大学に富士市へと進出してほしいなというのが私

の希望です。 

 ちょっと時間があるものですから、どの大学かは別にして、今、私が勝手に

言ったんですけれども、先ほど考えはよく分かりましたけれども、もし市長

に、速やかに誘致活動を始めるまでの決意が、改めて何かありましたら、ぜひ

発言をお願いしたいと思います。 

○議長（一条義浩 議員） 市長。 

◎市長（小長井義正 君） 先ほど私が述べたとおりでありますけれども、ち

ょっと加えさせていただくというか、先ほど議員が、大学等の高等教育機関が

ないのが富士市の弱みだということもありましたけれども、先ほど私も１回目

の答弁の中で、さりとて静岡大学のサテライトオフィスもできただとか、寄附

講座もあるということにおいては、ある程度そういった弱みは解消すべく取組

をしているということは、それは御理解をいただきたいと思っています。  

 繰り返しますけれども、現在のサテライトオフィスは、コースか学部か学科

か分かりませんけれども、行く行くはそういう方向へと発展していく可能性が

あるものと私も思っていますので、今、まだ国、県、また、市も非常にいい形

で進めてきていると思いますものですから、この流れをさらに一歩前に進めて

いく中で、実現ができればいいかなと思っているところであります。  


