
○議長（三宅 耕三君）   次に４番、石垣智矢議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ４番、石垣智矢。 

 おはようございます。石垣智矢です。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、早いもので今年も残すところ１カ月を切りました。議員となり本日で４回目の

一般質問ですが、今までに傍聴に来ていただいた方々、そしてテレビ放送を見ていただいた方々

からたくさんの御意見をいただきました。本当にありがとうございます。寒い季節になってま

いりましたが、私は今までと変わらず熱い一般質問を繰り広げさせていただきたいと考えてお

りますので、どうか熱い御答弁をよろしくお願いいたします。 

 それでは一般質問を始めさせていただきます。本日は通告書に従って２点の質問をさせてい

ただきます。１つ目は東員インターチェンジ周辺地域の開発について。２つ目は本町のＰＲ戦

略についてです。 

 それでは１つ目の質問に入ります。本町は本年８月に東海環状自動車道東員インターチェン

ジが開通し、人の流れ、物流の拠点として今後さらなる期待がされております。大型ショッピ

ングセンターもオープンしてから約３年が経過し、町内のみならず町外の方々にも安定的に足

を運んでいただくまでにいたりました。しかし、何年も前から高速道路や大型ショッピングセ

ンターの建設計画が進んでいたにもかかわらず、いまだに東員インターチェンジ周辺地域及び

三和地域の開発は進んでおりません。この現状を危惧して東員インターチェンジ周辺地域の開

発推進を要望する請願書が長深自治会、南大社自治会、中上自治会の各自治会長そして員弁川

用水第二土地改良区理次長から提出され、議会で全会一致で採択され、意見書を提出させてい

ただきました。私はその請願書の紹介議員にもなっております。住民の方々の熱い要望がある

ということをわかっていただいた上で、ご質問をさせていただきたいと思います。 

 平成２８年９月定例会で東員インターチェンジ周辺地域開発に係る意見書が提出されたのを

受け、今後の東員インターチェンジ周辺地域の開発をどのように考えておられるのかお伺いし

たいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   熱い答弁を、近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   おはようございます。熱い答弁ということでなかなか難し

いことを議長さんから言われましたけど、石垣智矢議員が中学校のときにちょうど会長をなさ

ってみえました。あのとき私、ちょうどＣＡＴＶでカメラを回して、熱い人がやっぱり若いも

んがおるなあということでいろいろ見ておりましたけども全然お変わりなしで。済みません。

ではご答弁を申し上げます。済みません。 

 石垣議員の東員インターチェンジ周辺地域の開発についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 東員インターチェンジのある三和地区では平成２５年１１月に大型ショッピングセンターが

オープン、本年８月１１日には東海環状自動車道東員インターチェンジが供用開始されるなど、

新しい交通網の接続点、新たな交流の拠点としてさらなる発展が期待されてございます。本年

７月には、インターチェンジ周辺の地元自治会の皆さんからは東員インターチェンジ周辺地域

開発の請願、これがなされました。さきの９月定例会では議会の皆様から同内容の意見書もい



ただいたところでございます。このようなことから、町の将来像を位置づける第５次東員町総

合計画、これでの具現化を目指し、長期的な視点から町の将来像を描くとともに、土地利用の

基本的な方向を示すため、平成１９年に策定をいたしました東員町都市計画マスタープランの

改定を現在進めております。 

 次に、東員インターチェンジ周辺の現時点の立地可能な開発としましては、東員インターチ

ェンジが供用開始されたことによりまして、このインターチェンジを中心に半径１キロメート

ルの範囲、これの農業振興地域の農用地を除く土地におきまして、大規模な流通業務施設の立

地が可能となってございます。また、東員インターチェンジ周辺の住居系の開発、これにつき

ましては当地区には住居系の、いわゆる市街地が形成されておりません。このことによりまし

て、神田・員弁地区のようなミニ開発はできません。このことから当地区で住居系の開発に関

して立地が可能な手法、これを今現在三重県と事務レベルでの協議を重ねて行っているところ

でございます。しかしながら、本町は積極的に誘致をする開発の手法としては大変難しいとい

うことで、その中でも地元自治会の発意・熱意によりまして地区計画の方法、これしかござい

ません。住居系の開発に関しましては、まず地元自治会での十分な協議を行っていただき、検

討していただきたいと考えてございます。この地元自治会での協議が調い成熟した状態になれ

ば、構想の実現に向け本町も積極的に支援をさせていただきます。いずれにしましても、地元

住民の皆様との合意形成、これを図りながら地区計画の立案に向け、町・地元が一体となった

まちづくりを目指してまいりますので、どうかご理解賜りますようお願いを申し上げます。以

上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございました。それでは再質問のほうをさせていた

だきたいと思います。ご答弁の中にありました、現在マスタープランの改定を進めていただい

ておるということなんですけれども、９月に意見書を提出させていただきまして、９月に提出

させていただいてから、どのような会議が行われて、その会議の内容というものはどういうも

のであったのか、少しお伺いしたいと思います 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ご答弁申し上げます。先ほどの答弁でも申し上げましたけ

ども、本年７月に地元から東員インターチェンジ周辺地域開発の請願を受けてございます。ま

た９月定例会でも議会から同様内容の意見もいただいておるということで、大変重く受けとめ

ておるところでございます。当該地区の土地に関しましては、先ほど申し上げましたけどもか

なり難しい条件が調わないと開発等々についてはできないということで、以前から既に役場内

では町長のトップダウンもありましたけども、都市計画部門それと農用地の転用部門、これに

ついて協議を重ねてございます。その中の内容としましては、ちょっといろいろ難しい話にな

ってきますので、ここではちょっと一言で言えませんけども、いずれにしましても農地転用は

できて、開発ができるような形に持っていこうということで、今しっかりオール東員で頑張っ

ておりますんで。それと同時に三重県のほうへも事務レベルのほうで協議を重ねてまいってお



ります。そんなことで、しっかり町としての事務方としてはどういった方法がいい、ああいっ

た方法がいいということでしっかり協議を重ねておりますんで、どうかご理解賜りますようお

願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。意見書のほう重く受けとめていただい

ているということで、そして以前から農用地開発に関しても、県とも事務レベルの協議でお話

されているということで、やはり意見書が出ましたので、今まで以上に何とか開発を進めてい

ただきたい、開発の道を模索していただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 そして、最初の答弁の中に、住居系の開発などがなかなか積極的に行政が取り組むことが難

しいと、そして地元の自治会の方々から声を上げていただく方法しかないという、そのような

ご答弁があったと思いますけれども、私も開発についていろいろとお調べさせていただきまし

たらある資料に目がとまりました。市街化調整区域における地区計画の県同意に関する指針と

いう資料がございます。こちらの資料はネットからでもだれでも見ることのできる資料でござ

います。この資料の中に活力創出型地区計画の第１項であります、既存集落活性化型地区計画

というものがございます。これは人口減少などによって、既存集落、つまり自治会に当たるわ

けですけれども、既存集落の活力が衰退傾向にあるまたは衰退が予想される集落について、集

落住民の総意により策定された計画に基づく区域に限り適用できるというふうな既存集落活性

化型地区計画というものがあります。部長は多分自治会の声をというのはこのことを言われて

おるのかなというふうに思っておるんですが、私も資料を見たら、まさにここを何とか行政の

方々にも町民の方々にお示ししていただきたいというふうに思ったわけでございます。この計

画を住民の方の中で一体どれだけの方が理解されておるのかどうかということに私はすごい疑

問を感じました。ですので、今までに既存集落活性化型地区計画の内容をしっかりと住民の方々

に説明されてきたのでしょうか。また三和地域から請願書も出されておるということで、三和

地域の方々に今後徹底周知をしていく、そのような必要があるとお考えであるか、そしてその

やり方などもしっかりと考えておられるのであればぜひともご回答いただければと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お答え申し上げます。まちづくりというのはやっぱり多く

の住民の皆様のコンセンサスを得ない計画というのは全くだめであろうと私は思ってございま

す。これはまちづくりの基本中の基本でございますけれども、その中で当然東員インターチェ

ンジ周辺につきましては、地域の皆様、住民の皆様、この方のご意見が一体どうなっているの

かということで、今回初めてこういうご請願をいただいたということで、先ほども申し上げま

したけども、かなり前向きな計画があるということも少し聞いてございます。 

 議員、よく勉強されてみえますけども、既存集落活性化型というのは確かにございます。こ

の計画でないとなかなか住居系については東員町についてはできない。これが唯一であろうと

いうことで、今現在、三重県と協議を重ねておるところでございます。それは、これで確実に



いけるよという話になれば地元に入りまして、しっかりこういった計画ありますということで

ご説明をしていきたいと思います。また、私どものほうも、この計画についてはいろんなとこ

ろの事例を今取っておりますんで、それも含めながら今後進めてまいりますのでよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。三和地域の方々にいろいろお話を聞か

せていただきますと、やはり地元の声というものが必要だということをやはり皆様御理解して

いただいていない方々、そしてまだわかっておられない方々というのが多数おられましたので、

何とかその説明をしていただきたいと、理解していただくそのような動きを取っていただきた

いと思ってご質問をさせていただきましたけれども、先ほど部長がおっしゃっていただいたこ

の計画が唯一であると、そして確実にできるという方向であれば説明に踏み切りたい、事例な

んかも集めているということですんで、今後しっかりと説明をしていただく日が来るというこ

と言っていただきましたので、私は安心させていただきました。ぜひともご説明していただく

ようにお願いいたしたいと思います。 

そして、先ほどお話させていただきました既存集落活性化型地区計画。地元の声が大事だと、

そして自治会皆さんの考えや意見が必要なんですよというお話でありました。地域住民の声が

開発の道につながるということなのであれば、１番最初の答弁の中にありましたマスタープラ

ンの改定です。こちらでマスタープランの内容に三和地区のまちづくり、アンケート結果とい

う項目がございます。三和地区のまちづくりアンケート結果です。これはマスタープランの中

にある平成８年に東員インターチェンジ周辺の土地利用計画策定のために行われたアンケート

になっております。内容は流通機能を中心とした地域整備についてや複合的地域整備について

などのアンケートが三和地区の方々を対象に行われておりますが、先ほども言わせていただき

ましたが、平成８年ととても古いアンケート結果です。私平成８年だとまだ小学校６年生か中

学校１年生ぐらいのもので、かなり古いというふうなことがわかっていただけると思いますし、

また東員インターチェンジ、そして大型ショッピングセンターの建設前という、建設前のアン

ケートでございますので、現在とは全く違う環境のアンケートだということなんです。このア

ンケートだけのマスタープランというものでは、東員町の将来像を描くにふさわしい十分なマ

スタープランとは言えないのではないかと私は考えております。ですので、そこで三和地域を

対象に再度三和地区のまちづくりアンケートを行っていただきたいというふうに考えておりま

す。そして、そのアンケート結果をぜひともマスタープランに加えていただきたいと思ってお

りますけれども、そのあたりいかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   アンケートにつきましてはちょっと置いといて、まちづく

りにつきましてはやっぱり地元に入って、しっかりどちら側でもない、いわゆる中間的な立場

で、いわゆるファシリテーター的な役割を果たす方がどうしても必要になってきます。その方

の力によって、地元の合意形成というのはしっかり図られます。何しろ今の時代、町長かねて



から申し上げておりますように、私たちが私たちで決められないことが多くあります。これが

本当に中央・・・なのかっていうと、本当に私も腹の中でくそっと思うときが何回もあります

けども、そういったところ、しっかり地元の意見集約しながらやっていくのにはこのアンケー

トというのは大変有効であり、１番いい手段であると私も考えております。議員おっしゃるよ

うに、もう既に平成８年ですか、アンケート取ったのが、もう２０年たつと。２０年ていうの

は本当に、じゃあそのときの２０年前の東員町をそのときの計画が描いてたのかというとこれ

も少し疑問が残るところでございますんで、しっかり２０年、３０年後考えながらこのアンケ

ートも何とかとれるようにしっかり私も努力してまいります。そのアンケートの結果をもとに、

地元の住民の方々とお話し合いを続けながら、よりよい住居系の地区計画ができるように努力

してまいりたいと思いますので、どうかご理解いただきますようによろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございました。アンケートが有効だということはし

っかりと理解しておるということで、ぜひともアンケートとれるように進めていきたいという

お話でございましたので、アンケート何とかとっていただいて進めていただければというふう

に思います。インターチェンジ周辺地域の開発というのはやはり住民の方々と協力し合ってい

く、そして長期的な計画で前に進んでいくということが、重要になってくるのかなというふう

に思います。意見書の内容にもありますけれども、まず住民の意見を把握していただくという、

このことが１番最優先でございます。住民の方々が望む、住民の方々が描く東員町に何とか近

づくように少しでも開発を前に進めていただくように私からお願いをさせていただき、１つ目

の質問を終わらせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは次に、２点目の東員町のＰＲ戦略について伺います。本年１０月私たち東員町議会

広報常任委員会の視察研修で、東京の三重テラスとええとこやんか三重移住相談センターへ視

察研修を行いました。三重テラスは１階に特産品などの販売スペース、２階にイベント会場が

ある、いわばアンテナショップとなっております。ええとこやんか三重移住相談センターは、

その名のとおり三重県に移り住みたい方々の相談窓口となっております。その視察研修で驚い

たのが、まず東員町のパンフレットやポスターがどこにも置いてなかったということが現状あ

りました。これが１つ。そして特産品の販売スペースに東員町の商品が１つも置いてなかった。

この事実もありました。そして、どちらのイベント会場においても東員町がイベントを行った

ことが一度もないという事実が浮き彫りになりました。ほかの市町がパンフレットや特産物な

どに工夫を凝らしながらアピール合戦を繰り広げている会場内で、東員町という文字を、東員

町という言葉を見ることは１度もありませんでした。うわさでは東員町は以前から町のＰＲ力

というところに関しては非常に弱いというふうに聞いてはおりましたけれども、それが露骨に

見受けられた気がしまして、私としては非常に残念な視察研修でございました。そこで質問で

ございます。三重テラスそしてええとこやんか三重移住相談センターを活用した本町のＰＲ戦

略をどのように考えておられるのか伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 



○総務部長（齋藤 博重君）   本町のＰＲ戦略についてのご質問にお答えをさせていただ

きます。 

 三重テラスにつきましては、平成２５年９月に三重県のアンテナショップとして東京日本橋

で営業を開始しましたが、その後町として１階の物販コーナーや２階にあるイベントスペース

を現在は活用していないのが現状でございます。 

 過去には一例ほど例がございまして、これは三岐鉄道北勢線の絵はがきセット、こういうも

のを置いたことはございますが、その１回でございます。今後１階物販コーナーでの商品販売

につきましては、町内の生産者や事業者の方々にご活用していただけるような情報提供をして

いきたいと考えております。また、東京有楽町にありますええとこやんか三重移住相談センタ

ーは平成２７年４月に移住者への相談、情報発信などを目的に開設し、日曜の相談に加えまし

て三重県内の市町が自由に参加する相談会を定期的に開催していました。本町も来年２月にこ

の相談会に参加し、相談ブースを設ける予定でおりましたが、来訪者の数が伸びないというこ

とで今年８月に相談会の手法の見直しが行われまして、単にブースを設けるだけではなくて、

具体的なテーマに絞った移住相談会に企画が変更されました。このため、本町が参加する予定

をしておりました来年の２月は、求める人材がテーマとなりまして、例えば、仕事の後継者な

どで、その人材を地域でサポートする受け入れ体制が整っている市町が参加する移住相談会と

限定されましたことから、今回の参加は見送ることとしました。こうした都市部でのＰＲは東

員町を知っていただくにはよい機会であり必要な取り組みではありますが、移住者も含め、東

員町に住んでいる皆様が幸せを実感していただけるかが重要であります。全国的にＰＲ合戦が

盛んに行われる中、手法ばかりが先行しないよう心がけて取り組んでまいりたいと考えており

ます。まずは、今年度作成を進めております新しい町政要覧や、本町のＰＲパンフレットなど

の設置に取り組みますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございました。ご答弁をいただきましたので、再質

問をさせていただきたいと思います。 

 パンフレットのほうは作成していただいてということでしたので、ぜひとも早急に対応して

いただければというふうに思います。メリットしかありません。パンフレットを置いていただ

くことに関してはデメリットは本当にありませんので、何とか１日でも早く対応していただけ

ればというふうに思います。 

 特産品に関しては、しっかりと販売スペースを活用していただくために、事業者さんや農業

者さんにその情報提供をしていくというお話だったんですけれども、特産品を私はぜひとも東

京に置いていただきたい。行政として特産品を、何とかして東員町の特産品をつくるんだ、東

員町として特産品というのはこれなんだと、そういうものがおありだというのであれば、ぜひ

ともご回答いただければと思います。特産品を、ないのであれば特産品をつくっていこうとい

う道筋を考えていただくのが、これが本当のＰＲ戦略になっていくのかなというふうに思うん

ですが、特産品を情報発信していくという形ではなく、やはり特産品を行政でつくる、町でつ



くるというような道筋をつくっていただきたいなというふうに思うんですが、そのあたりは町

長どうでしょうか、特産品つくっていただくという形は。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   本町はＰＲは下手だとずっと言われておりまして、残念な実態

があります。ただ、私が考えますのは自分たちに実力がないのでＰＲばっかりしてたってなか

なか本当の意味でのＰＲにはならないというふうには思ってまして、地味ではありますが、今

力を蓄える時期かなというふうに思ってます。そんな中で特産品につきましても、今まず素材

というものを何とか素材から入っていく、東員町でできたもので東員町の人が一次加工して二

次加工したりして変えていく、そして売り出すという形をとっていかないと、できたものを何

かどっかから集めてきて特産品つくって、そして売ったところで、素材が東員町のものでない

と何の特産品にもならないというふうに思ってます。ですから東員町でまず素材をつくってそ

れを加工して売り出すということは、素材の部分から東員町が潤うというか、東員町に寄与で

きるというかそういうことになってくると思います。そういうことでできたものをＰＲしてい

こうというふうに思ってまして、今年締結をいたしました農福観光連携事業、この中で素材を

まずつくっていこうというふうに思ってます。ハウスでつくるものもありますし、フィールド

でつくるものもあるというふうに思ってますが、きちんとした地に足ついた形で素材をつくる

ことによって、その素材をまず、町民の皆様が食べてもらうとか、自分たちで活用してもらう

ということがまず第一、そしてそれを加工してそれも町民の皆さんに信頼を得たものが外へ打

って出ていけるものになるというふうに思ってます。 

 少し時間はかかりますが、東員町の特産品ということで必ずそれはつくっていきたいという

ふうに思ってますので、今若者会議の中でもいろんなご提案をいただいてます。やっぱり若い

人の意見というものをよく聞いて、そしてできれば行政がつくるんではなくて、本当に町民の

皆さんがつくり出してもらうことこそが本物のものができてくるというふうに思いますので、

これは行政も一体となって、町民一体となって特産品づくりに取り組んでまいりたいというふ

うに思ってます。恐らくここ１、２年でいいものが、いいものが、できてくるんではないかと

いうふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   熱いご答弁をありがとうございます。町長のお話を聞いており

ますと、何か私は新しい特産品をつくらなければならないであったりとか、新しい素材を、東

員町の素材を何か新しい特産品を見出していこうというようなお話にも少し聞こえてきたんで

すけれども、私は特産品というものはそもそも今、現在東員町の中でこれがいいものだ、これ

はいいものなんだというものいっぱいあると思うんですね、それをいかにＰＲするのか、そし

て商品化するのかということが、私は、もちろん新しいものをつくるというのも大事なんです

けれども、今既存であるものをどういうふうにアピールしていくのかということが、私の言わ

させていただいているＰＲ戦略なんです。ＰＲ方法ではなくＰＲ戦略というものをしっかりと

持っていただきたいと思うんですね。なので、先ほどおっしゃっていただきました町民の方々



からそのような声が出てきていただくのが本来１番これがいいんだと、私もそれは同じなんで

す。ならば、民間の方々が私たちこういういいものつくってますよ、我々はこういうもので勝

負したいと思ってるんですよ、そういう声を拾い上げていただく特産品のＰＲ戦略というもの

をぜひとも考えていただきたいんですよ。だって民間の方々の声をぜひとも吸い上げていただ

ける、そんな特産品づくりをもう一度ぜひとも町長お伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今私が話しました中に新しいものも入ってます。ただ、新しい

ものだけではなくて、素材としては今当然この町内にあるものをもう少し工夫して拡大してい

くとか、そういうものも入っております。そんな中で同じものでも、あるものでも新しい形で

訴えていけるようなものをつくり出していくということが肝心なんではないかなというふうに

思ってます。当然既存のものですばらしいものもあります。いいものもあります。ですけど、

なかなか外へ出すには難しい面があるのかなというふうに我々が思ってる。要するに今あるも

のを売り出していけるような態勢になってないというふうに思ってます。ですから、そういう

ものもひっくるめて売り出せるような、相乗効果というのはあると思うので、そういう形をと

っていきたい。それと食べ物とかそういうものだけではなくて、大社祭だとか我々が町で町民

の皆さんが盛り上げていただいているイベントだとか、そういうものも含めて東員町の特色と

いうのがあると思うんですよね、そういうものも絡めて、全面的に押し出していくようなそん

な特産品というのができてくると何倍の効果にもなるんかなというふうに思ってますので、そ

ういうところに戦略を立てて、少し今出したいところ少し我慢して、いいものをつくっていけ

ればなというふうに思ってます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   やはり先ほどおっしゃっていただいたように、地元に根づいた

ものというものがやはり特産品になり得るものだと思っております。なので新しいものもそう

ですし、おっしゃっていただいたように今まで既存であるものも工夫しながら新しいものにつ

くりかえていくという形で売り出していくということ、本当に根づいたものというものが本当

に特産品というものは大事になってきますので、ぜひともその形で行政も進めていただきたい

ですし、やはり民間の中でも住民の方でも特産品、こういうものっていう形で熱い思いを持っ

て今現在動いている方々もおられます。そういう方々の声をやはり拾っていただけるような、

そういう特産品のＰＲ戦略として進め方を行っていただきたいと思いますので、どうか前向き

によろしくお願いいたします。 

 そして、また再質問に戻らさせていただくわけですけれども、やはり皆さんが少し疑問に思

ってらっしゃるのが、ご答弁の中でもありました、ええとこやんか三重移住相談センターでは、

三重県の県のテーマに沿った形で東員町はなかなかちょっと２月はやることができなかったと

いうこと、そして東京でやるということに関して、やはり東京でＰＲする意味が本当にあるの

かどうか。東京でやるということに関してメリットがあるのかどうか、ほかの東海圏でやるの

がほうが、ずっとかいいのじゃないのかなという思ってらっしゃる方も多いのかなというふう



に考えるんですが、私もそれに関しては皆さんと同意見でございます。本当に東京でＰＲをす

ることが東員町に一体どれだけの方が来てくれるだろうということは疑問に感じます。そして、

町長がしっかりと力を蓄える時期だというふうにおっしゃっておられました。東員町のまちづ

くりということをしっかりとして、来ていただいた方がああ東員町いい町だな、ここに住みた

いなと思っていただけるまちづくりこそがＰＲ戦略なんだと、そういうふうに私は理解させて

いただきましたけれども、そのとおりだと思います。つまり、何が言いたいかといいますと、

ほかの市町に行って東員町いいとこですよとＰＲすることも大事、そして来ていただいた方々

が東員町に満足していただくまちづくりも並行して行うということが大事。でしたら、東京で

ＰＲする戦略としてメリットは何を見出すかということなんです。何をメリットとするか。ま

ちおこしを並行してやっていかなければならないということは、東京で生涯まちおこしをやっ

たらいいと私は考えております。そこで私からの提案でございます。職員の方々がこの東京の

２カ所の場所に行って、東員町のＰＲをしていただかなくてもいいんです。職員の方が行って

いただかなくてもいいんです。住民の方々でぜひとも東京で東員町のＰＲをしてくださいとい

う方を募集する。東京でぜひとも声を大にして東員町のおもしろいことやってきてくださいと

募集します。そういう方々が東京でどういうＰＲをするのか、他市町でどういうＰＲをするの

かしっかりと計画して実行していただく。その方々、集まっていただいたら横のつながりが生

まれる。人と人との出会いというのは必ず町を活性化させます。そのような形でほかのＰＲ、

いかにも声を大にして東員町という名前だけを推し進めていこうというように聞こえますが、

ＰＲ戦略としてはやはり声を大にして東員町と言いながら、ほかの市町で我々東員町のまちお

こしをしていくという、そのようなＰＲ戦略、私は非常におもしろいなというふうに思ってお

ります。そして、これを成功させるには必ず住民参加型という形でなければまちおこしを併用

したＰＲ戦略というのは必ずできません。ですので、町民参加型のＰＲ戦略、町民参加型の本

町のＰＲ戦略をぜひともこの東京の２カ所でまずやってみるというようなこの方法、町長どう

でしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   長野県におやきっていうのありますよね、あのおやきというの

は長野県の人に言わせると貧乏人が食べるそんなお菓子だった、貧乏人のおやつだった。です

から土産物としてはだれも、だれも発想もなかった。そんな中で、人口３，０００人ぐらいの

小川村というところが小川の庄という地元の人が７人ぐらいでつくり上げた会社なんですが、

そこがそのおやきを売り出そうということを決めたんです、それで実はえらいことをやったん

です、ロサンゼルス行ったんですよ、ロサンゼルスでジャパン・エキスポというのをやってま

して、そこへ行った。その行った人がだれが行ったかというと、偉い人が行ってないんです。

今言われたそのおやきをつくっているおばちゃん、売ってるおばちゃんが行ったんですよ。ブ

ースの中ですごい話題になったんです、というのはどこのブースも一流企業があって、きれい

な若い女性がみんないる中で、おばちゃんがまるっきりつけ焼刃の英語でやったわけです。も

のすごい話題になった。それで今おやきはどうなってるかというと、もうおやきというのは日



本中に知れ渡った土産物になってますと。今言われたことはまさにこういうことではないかな

というふうに思います。我々東員町としましても、今いう特産品とかＰＲできるものをずっと

両方、本当に議論しながらこういうことでという戦略を練って、その上で住民の方にどういう

方かは別にして、住民の方に東京へ行っていただいてＰＲしていただく、この作戦は非常にお

もしろいかなというふうに思ってます。ですけど、まずは実力つけるということが先ではない

かなというふうに思ってますので、それができた暁には、今議員がおっしゃったようなことも

含めて我々も考えていきたいなというふうに思ってますし、町民の方からそんな声をいただけ

れば、私が行くとかいうような声をいただければこんな幸いなことはないなというふうに思っ

てます。大変おもしろい提案だというふうに思ってますので、我々も検討させていただきたい

というふうに思います。ありがとうございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございました。おやきのお話に関してもすごくおも

しろいなというふうに思いましたので、何とかやはり住民の方を巻き込んだＰＲ戦略というも

のをまず打ち立てていただきたいというふうに思います。とにかくやってみよう、とにかくや

ってみようというふうなことを言われる方々もおるかもわかりませんけれども、私はとにかく

やってみようという表現方法は余り好きではなくて、言いかえるならばとにかく仕掛けていこ

う、やはり町から仕掛けていくということが非常に大事だと思うんです。ですけれども、仕掛

けるということに関してはしっかりと目標を打ち立てての仕掛けでございますので、この仕掛

けをしていくために、しっかりと住民の方と一丸となったＰＲ戦略をしっかりと考えていただ

きまして前に進んでいただく。ぜひとも東員町はＰＲが弱い町だと言われないようにしっかり

と戦略を立てていただきまして、前に進んでいただければというふうに思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は２点の質問をさせていただきましたけれども、どちらにも共通していえることはやは

り住民の方の意見、そしてその思いを反映させていけるまちづくりということが非常に大事だ

ということが言いたかったわけでございます。今まで以上に住民の方々の声に耳を傾けていた

だきまして、よりよいまちづくりにご尽力いただくことをお願いさせていただきまして、本日

の私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 


