
○議長（三宅 耕三君）   片松雅弘議員。 

○２番（片松 雅弘君）   ２番、片松雅弘。 

 議員にならさせていただきまして、早いものでもう１年がたとうとしています。４９歳、若

いほうから２人目ということで熱く２人目をいきたいと思っております。初心を忘れず頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは１２月の一般質問をさせていただきます。今回は東員町防災計画についてと定住促

進の取り組みについての２点について質問させていただきます。熱い答弁と前向きな答弁をよ

ろしくお願いいたします。 

 まず、東員町防災計画について質問させていただきます。近年さまざまな自然災害が発生し、

各地で大きな災害が起きています。地震では東日本大震災、熊本地震、最近では鳥取地震です。

災害といっても地震・風災害・火山の噴火災害なども多様に考えられます。近くない将来にマ

グニチュード９クラスの南海トラフ巨大地震も起こるだろうと言われております。また、近年

では都市型災害としてゲリラ豪雨などが頻発し、局地的に洪水などの被害も起こっています。

東員町にもいつ襲ってくるかわからない多様な災害を想定して減災に取り組むべきだと考えま

す。平常時よりさらに深刻な状況になることが予想されます。ですから災害が起きてからはだ

めです。特に平常時に取り組みが大切であり、東員町災害対策本部、東員町社会福祉協議会、

ボランティア団体、自治会など、お互いの役割などを明確にして協力することが重要ではない

でしょうか。そこで、東員町防災対策本部の構成メンバーを教えてください。また、東員町職

員と消防署だけで組織図はできていますが、外部団体も入ることはあるのでしょうか。お願い

します。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   片松議員の東員町地域防災計画についてのご質問にお答え

申し上げます。 

 本町の地域防災計画は新たな被害想定のもと、平成２７年３月に改定を行っております。前

計画にはなかった町が実施する対策や住民が実施する対策、またボランティア等が実施する対

策等の役割分担を明確にしております。本町の災害時の対応については、この地域防災計画に

基づき行動しておりますが、計画策定だけで満足するものではなく、町職員に対しては計画を

個々で理解し行動できるよう、幹部職員を対象とした図上訓練、若い職員を対象とした防災講

和など、さまざまな訓練を行っております。町民の皆様に対しては、毎年９月に実施しており

ます町総合防災訓練に参加していただき、災害時の行動について実践的な体験をしていただい

ております。また、各自主防災組織においては、地域の実情に応じた訓練を行っていただいて

おります。国・県を初め、警察・消防・自衛隊等関係機関との連携も必要となることから、ふ

だんから連絡を密に行い、あらゆる災害に対応できるよう対策を講じております。しかし、住

民の皆様を初め、自主防災組織・各種団体の皆様に対しては地域防災計画の内容について、細

部にわたり把握していただいているわけではございませんのが現状でございますので、地域の

防災訓練や各種団体へ出向き、ふだんから顔の見える関係を築くことで、災害時にはより一層



連携できるものと考えておりますのでご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   はい、ありがとうございます。ボランティア団体、自治会との

連携をということでございますが、ただ最近の東員町防災訓練を見てもわかるんですけども、

学校区のみで行い、行政・社会福祉協議会・住民・各自治会・各分団の消防署の連携が余りと

れてるようには見えません。連携をということであれば一緒にやったりする連携をとれるよう

な施策が必要ではないかと思います。そうではないでしょうか、まず。特に最近の防災訓練な

んですけども、学校区、いわゆる学校区と自治会に任せて行っています。以前お聞きしました

が、防災訓練は行政が核となり周りをみんなで支える仕組みが重要だという割にはそういう感

覚ではなく、どちらかというと自治会と学校区にお任せでばらばらで行っているように見受け

られます。例えば、災害が起きたときに物資を運んできて受け取る作業だとか、物資を出す作

業だとか、行政が運べない想定で各自治会が取りに行ったりとか、取りに行く場所とか場所の

確認も含めて明確な連携が必要だと思いますが、そのような訓練は行いませんか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   現在の防災訓練というところは、やはり今のところテーマ

は地震等を中心になっておりますけども、発生した段階で地域の皆様がどういう形で動いても

らうか、また避難所開設までの実践的なところを行動で、を中心に自治会のほうで訓練をして

いただいております。以前のように式典型のような防災訓練であれば、消防なりいろいろ連携

するまたは協定結んでいる関係団体もそこに含まれて訓練をしておりますので連携が目に見え

るという形にはなります。ただ、目の見えないところでいろいろな連携、または話し合い等詰

めて災害時については消防なりまたボランティアの関係の方々と調整を行っております。ただ、

今提案ございました実質のボランティア活動とか、物資の受け入れの部分ですね、その辺につ

きましても今後のメニューには加えさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   決して式典をしてほしいわけじゃないんです。形だけの式典で

はなくて、皆がどう参加できるか、お互いに協力すること、それからやっていただく役割とい

うのはお互いに違うんですね。それをいかに連携できるかということが大切なんです。ですか

ら、平常時から各団体はどうやって動いて何を最低限すべきなのか、もちろん解決したらその

次は何をすべきなのかとか、だれが何を受け持つべきかというぐらいのシミュレーションがな

いと、どうしても平常時よりもパニックになってしまうので、やはりせめて災害が起きてから

３日間どう過ごすかということで各割り当てを決めて、やっぱり皆が協力する体制をつくらな

いと、確かに今の段階ではテーマに沿っていくと地震が起きてすぐに避難所の開設と、避難経

路の確保、それから人員点呼というとこになると思うんですけど、その後にすぐに必要なこと

ができてくるので最低限３日間分はやったほうがいいと思います。その中で、しかし昨年自治

会長会で自主防災連絡会議をやるということを言われていたんですが、実際にまだ開かれてい

ないと聞きますが、それはどのような理由でしょうか。 



○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   全体でそういった自主防災の連絡会合という提案もござい

まして、その組織もございます。ただ、今のところ実質全体で話し合うよりも、校区ごとにコ

ンパクトにして話し合い、実質地域性も違うところもあって、６校区に分けて校区ごとにそう

いった会をさせていただいております。その上で必要に応じて全体会を開催したいというふう

に考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   特に、広範囲で大きな災害が起きたりするとボランティアの受

け入れってなかなか難しいケースも想定できると思います。桑名市、それから東員町それから

員弁市が大きな災害が起きたときにどうしても大きな市町村にボランティアを取られてしまう

というか、そちらのほうに集中してしまうというか、この間の九州の地震でもそうだったんで

すけども、割合過疎地のほうではなかなかボランティアの人が来てもらえないということで、

孤立した地域も聞いております。万が一、今度災害が起きたときに住民は住民でやれることを

もちろんしていくんですけども、ボランティアの受け入れということを考えると、もしかする

となかなか受け入れができない状況も考えられるんですね。その場合は、やっぱり住民の力を

かりて行っていかないと、小さい町では多分対応はできないのではと思います。やっぱり学校

区も大切なんですけども、その場合住民の力をかりるということで、町内の自治会だとか各種

団体とか連携を図りながら支援する方法をやはり具体的に考えて検討していく必要があると思

うんですけども、その辺は具体的な方法というかお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   まず災害ボランティアにつきましては、防災計画の中には

行政と社会福祉協議会または災害支援団体が行います災害ボランティア運営委員会というのが

設置されておるんです、実質これを大体月１回ほど会議を開いております。この中で実際ボラ

ンティアの受け入れの形とか、どういった形で災害時に対応できるものかというのを調整をし

て、即座対応が必要な場合は、委員会のもとに災害ボランティアの受け入れの場所設定等をさ

せていただく形になっております。また、各種団体の提案がございましたように、協定書を１

回だけではなくて毎回、年に１回、２回は協定書の見直しなり、また確認をして、災害時には

実際どういった形でその協定されるところが協力してもらえるかというのを確認しながら調整

を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   確認しながらということなんですけども、そしたら東員町地域

防災計画には災害ボランティアセンターは町が設置すると先ほどおっしゃっていただいたとお

りなんですけども、そういうふうになっております。では主体は行政が立ち上げると理解して

よろしいのでしょうかということと、それから２７年の２月のパブリックコメントの回答にお

いても、合議体で運営していくということになって、合議体ということで割合回答で明確にな

ってない分ですね、多くの市町では社会福祉協議会が担っていますが、東員町社会福祉協議会



は災害ボランティアの設置をもちろんしてるんですけど、どちらが主体でどちらが費用を持っ

てどちらが行うのかと。町が設置するということにはなってるんですけども、どちらが主体で

どちらが費用を持ってどちらが行うのかというところを教えてください。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   明らかに設置は町に責任がございます。その費用の中とい

いますと、行政側がどうしても必要な部分については町が負担させていただきます。ただ、ボ

ランティアというところで無償の部分もいろいろあると思います。ただその中で発生する費用

は町なり、国なりというような支援を受けていただく中で負担をさせていただく形になります。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   ありがとうございます。少し明確な回答が出て安心しました。

行政が設置して、社会福祉協議会が行って、費用は行政が持つということですね。あと、その

ふれあいセンターなんですけども、防災ボランティアセンターと福祉避難所となる予定である

ように聞きましたが、安全面において一緒の場所でよいのでしょうか。福祉センターがボラン

ティアセンターとして使って、あと福祉避難所として避難される方も来るということだと、一

緒の場所よりも福祉避難所を保健福祉センターのほうがよいかと思うんですけども、それはい

かがですか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   災害ボランティアセンターの開設場所でございますけども、

災害の大きさとか種類とか、いろいろな状況にも変わってまいると思います。また災害物資が

届けられたり、そういった物と組織する部分が合致する場所が一番理想的とは思います。ただ、

福祉避難所につきましてもいろいろ案は上がっておりまして、実際にどこを避難所というよう

な指定がまだされておりません。ただ、災害時のボランティアセンター開設場所も明確な場所

は今の中で検討しております。ただ、今先ほど言いました災害ボランティア運営委員会なんか

との調整をして、早急に進めてまいりたいというふうに考えております。ただ、福祉避難所も

案は挙がってあるんですけども、なかなか実際に受け入れができる体制が取ってある施設なの

かというのをもうちょっと検討して、またそれにどういった形で対応するかも含めて、おのお

の福祉避難所についてもボランティアセンターの開設場所についてももうちょっと詰めていき

たいというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   今から決めていくのは、そらもちろん検討していただくのはも

ちろんいいんですけど、これは早急に決めていただいて、そうじゃないといつ来るかわからな

いものが来たときにやっぱり迷ってしまうんで、せめて場所、どういうふうにやっていくか運

営というのは非常に先ほどから言いますように難しい状況、みんなで考えながらもちろんやっ

ていくんですけど、せめてまだ福祉避難所と災害ボランティアセンターがはっきり決まってな

いということは少しちょっと問題だと思うんです。せめて場所、こうしていきましょうという

大きな骨格がないと、それを示してくれないと、やっぱり起きたときにはパニック、どこへ行



ったらいいのかわからない、みんなが。そういう状況では本当に困りますんで、大至急、せめ

て場所、本当は場所だけじゃないんですけど、そういうところから決めていただきたいと。決

して行政に全てお任せというわけじゃなくて、もちろん各団体、それから自治会、党委員長の

皆さんも多分できることは協力しますよと必ず思っていると思いますので、いつも町長が言わ

れる災害に強い東員町をつくっていくという点では、やはり行政がはっきりした指針を出して、

そしてみんなは協力をして、そして一緒に一丸となって本番に強い体制づくりをするために、

やはり計画性を持ってやっていただきたいと思いますので、１つ目の質問はこれで終わらさせ

ていただきます。 

 続きまして、定住促進についての取り組みをさせていただきたいと思います。 

 これは、私は東員町を人口３万人の町にしましょうというぐらいの勢いで定住促進をしてい

きたいなと考えております。我が町東員町は今のところ災害、が来ていないですから、に強く

子育てがしやすい安全安心で緑豊かな住みよい町と言われていますが、迫りくる超高齢化社会

と税収入の減少で、財政は先人たちが蓄えた基金を使わなくてはならないような状況でござい

ます。東員町は名古屋から１時間以内の通勤圏で子育てのしやすい町です。まずは胎児期マイ

ナス１歳から義務教育終了１５歳までの１６年間一貫教育プラン、子育て支援センターもあり

幼保一体化施設での待機児童ゼロ、それに加えて子どもの医療費もゼロでございます。自然環

境もほどよく、田舎といってもそんな山の中ではありません。もちろん、名古屋、四日市の通

勤圏でもあります。隣の員弁市には大手関連自動車産業もあります。また、高速道路も東員イ

ンターも開通しました。便利になる要素はたっぷりで好条件だと思います。しかし、いくらよ

い町でもアピールせず、知ってもらえなければ全く意味がありません。先ほど若い同僚議員の

質問もあって若干ちょっとかぶる部分もあると思いますけども、現状を周知していただくため

に、まずは東員町として、町として今どんな活動をしていますか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   定住促進の取り組みについてお答えを申し上げます。本町は先

ほどお話があったように災害に強いとか、比較的災害が少ないとか言われています。あるいは

子育てがしやすい町だとこういうことも言われています。こういうことにつきましては、今で

もいろんな場面で発信をさせていただいております。今年度におきましては、新しい町勢要覧

や地方創生事業として本町のＰＲパンフレットの作成もしておりますので、その中でも発信を

していきたいというふうに思ってます。こういうものを活用して、来年度の町制５０周年に合

わせて本町の魅力をさらに発信していきたいなというふうに考えてます。その１つとして、先

ほど石垣委員からもご提案のあった、東京の三重テラスや移住相談センターなんかを通じて、

都市部への発信もしていかんならんかなというふうには思います。まあその手法なんかは考え

ていかなければいけないというふうに思ってますが、まあそれも必要なことかなというふうに

思ってます。そのほか、ハウスメーカーや宅建協会と連携した定住者向けの情報発信や、子育

て世代に向けたＳＮＳを活用した情報発信など、本町は以前から広報力が弱いと指摘されてい

る部分もありますが、今後はさらに力を入れて取りくんでいきたいというふうに思っておりま



す。こうした本町の弱点である情報発信力の強化も必要ということはあるんですが、本町では

健康活躍の町を掲げて、実際に健康長寿の町でもあります。男性も女性も健康寿命が８０歳を

両方とも超えているという大変健康長寿の町でも実際にありますので、例えば今取り組んでお

ります農福観光連携事業の中で、町民の皆さんが実際に健康で活躍する様子というものを実践

して見せることこそ、その姿が町内外へアピールしていくことになるんではないかと、着実な

定住促進を促すんではないかなというふうに考えております。全国的に人口減少が進んでいる

中で、本町への若者層、４０歳以下ですけど、の定住はここ数年毎年２％を超えております。

島根県の移住の関係している藤山さんという方の理論でいくと、１％理論というのがありまし

て、その地域に人口の１％以上流入すれば、その町は途絶えないという理論があります。それ

からいくとうちは今このところ２％以上入ってきていただいてますし、この傾向は恐らくしば

らくの間続くんだろうなというふうに思ってます。むしろ、移住した方が移住してよかったな

というふうに実感していただくこと、このほうが重要ではないかなというふうに思ってまして、

こうした移住してこられた方も含めてこの町に住んでいる人、初めから住んでいる人そのもの

が当然ＰＲの主役だというふうに思ってますので、まずは全ての町民の皆さんがこの町に住ん

でよかった、この町に住んで幸せだった、あるいは豊かさを感じられる、そんなまちづくりを

我々はしていく必要があるんではないかと、これこそがＰＲであり、こういう取り組みを我々

はしていかなければならないんではないかなというふうに思ってますので、これからもこうい

う方針で取り組んでまいりたいというふうに思ってますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   町長のすばらしい答弁で思わずそうかなと一瞬思ってしまいそ

うなところもありましたけども、まだまだそうでもない部分というのは、もちろん町長おっし

ゃるように町民が住んでよかった、その人たちがやっぱり満足してこの東員町に住み続けられ

るということと、東員町の住民が東員町に住んでみんなおいでよと言ってくれるぐらいＰＲ、

もちろんいいことなんですけども、やっぱり答えは１つだけじゃなくていろんな面を持ってる

と思うんですけども、例えば今住んでる人がという住んでいる人の満足感というものもありま

すし、それから今既にいいものがあるから、それから先ほどおっしゃったみたいに今から新し

いものをつくって蓄えている時期だというのもありますけども、実は先日私も千代田区のええ

とこやんか三重、三重テラスですね、千代田区のＮＰＯふるさと回帰支援センターを実は見て

きました。大きなビルの８階にあって、Ｉターン、Ｕターンの定住促進を考える人の相談を受

けて、定住の促進をするセンターなんです。中を見ますと各県・市出店の自治体がいっぱいあ

りました。大きな観光場所を持っている県、大きな特産物、それから有名特産物を持っている

市、またはそんな中でいかに三重県をアピールするか、選んでいただけるか、また三重県の中

で逆にその東員町をいかに選んでいただけるか。三重県の中にも大きな観光場所があります。

それから有名特産物があるところもたくさんあります。海の近いところもあります。特に三重

県も競争率が高いんです。そして残念ながら、ふるさと回帰支援センターには東員町のアピー

ルグッズは何もありませんでした。津波の危険性もなく、災害に強い東員町、住みやすい東員



町を積極的にＰＲするんであれば、ガイドブックかも必要なんですけども、センターの担当者

にお聞きしますと、積極な自治体はやはり他の部署との兼任ではなくて、定住促進課という専

属の課を持ってますと。やはり兼任じゃなく専業というのも必要なのではと１つの方法ではな

いかと、ですから定住促進課と観光課、こういうものもつくってはいかがかなと。なぜかとい

うと、発信したり協力するのは町民でも、やっぱり行政はアピールしていただくところである

と思っておりますので、やはり行政の中にも定住促進課と観光課というのをつくっていただい

て、そういうふうに取り組むということはお考えではないでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども申し上げましたように、本町は決して人口減っており

ませんし、若い人が流出するだけでもありません。今言いましたように２％以上の方が入って

きていただいてます。そういう今現象が起こっておりまして、恐らくこれはしばらく続くだろ

うという予測もしております。これは今の教育委員会も含めて、先人の方がいろんな施策、政

策施策をやっていただいてまして、そんな中で東員町に魅力をつけてきていただいたというこ

とが、東員町を選んでいただける、そんな要因になっているんではないかなというふうに思っ

てます。ですからこれを続けていくことこそが定住促進につながっていくんではないか、それ

ともう１つ、先ほど言いましたように来ていただいてよかったなと、住んでいる人がすごく活

躍している、例えば健康活躍の町ということですので、東員町の高齢者の人、非常に健康で活

躍していただいてます。それを見て、例えば若い人がこの町に住んで年をとっていけば、こん

なすばらしい自分たちは高齢者になれるんだ、こんな例えば定年してから余生を送れるんだ、

自分たちの人生設計を描くについて、やっぱり東員町で描くのは１番いいよねと思ったときに、

東員町に入ってきてくれる要因になるんではないかなというふうに思ってます。ですから、こ

の町民の皆さんの暮らしをよくしていく、満足度を上げていく、こういうことこそが定住促進

につながるんではないかというふうに思ってますので、改めて定住課とかそういうことを設け

るということは今のところ考えておりませんので、申しわけございませんがよろしくお願いし

ておきます。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   ２％増えているというのを別に否定しているわけじゃないんで

すけども、もちろん２％増えているのは非常にいいことで、もちろん今までやってきた結果だ

というふうには思っていますけども、ほかにももうちょっとできることがあるのにしないのは

もったいないんじゃないかなと思うことなんです。例えば、１つの側面だけじゃなくて、いろ

いろもっと進めていけばもっといい町が、人が増えれば絶対いいってわけじゃないですけども、

やっぱりまず最低条件がどんどん増えていくというのがいいことだと思っておりますので、今

現在やっていることがよいのだから、２％伸びているからいいというわけじゃなくて、やっぱ

りできることをもうちょっとアピールとかＰＲしていくのもいいんではないかという意味で申

し上げてるんですけども、例えば今から物をつくるとかそれだけではなくて、例えば住宅だけ

じゃなくて新しく生活していく上で基盤となる雇用情報の提供とか、それからやっぱり生活し



ていくためには仕事が必要ですから必要な案内とかまたは紹介またはあっせんとか、それから

特に東員町の場合は耕作放棄地もあるわけですから、やっぱり耕作放棄地を利用しての就業支

援、もしくは農園のオーナー制度、田畑の貸し出しとか。今現状東員町が持ってる資産という

か魅力というのは、例えばフルーツをつくるだけじゃなくて、そういう移住してきたらこうい

うこともできるという部分というのがあると思うんです。ですからそういうことも一緒にＰＲ、

これもＰＲの１つでＰＲをしていく中でしていっていただければもうちょっと、２％が今度

５％になる可能性もあるわけですから、持ってるものを、もちろん町長がおっしゃるように今

新しいものをやって蓄えてるからもうちょっと待ってっていうところもわかるんですけども、

それだけではなくて今持ってるものを利用できるものは利用してもらうとか、あと私は東京の

ふるさと回帰センターもよいんですけども、あんな東京みたいな遠いところで、関東の都心部

で勝負なんかせずに、やっぱり東員町の認知度の高いもっと近くの名古屋とか四日市とか、近

隣の市町でもっとアピールすればもっと効率なんかいいんじゃないかと思っております。です

から、今現状こうだからというわけじゃなくて、やっぱりもっとみんなで知恵を絞って、どん

どんと発展していきたいと思ってるわけです。 

 あと、もう１つだけ。近隣市町はよく朝刊の三重版とか北勢版にいろいろ掲載されるんです。

いろんなこと、例えば子どもパンフレットつくりましたとか最近でもいろいろ員弁市さんは載

ってましたけども、何かなかなか東員町は載らないような気もするんですけども、新聞やマス

コミを利用して、もうちょっと利用ということはしていただきたいのですが、その辺のところ

はどうお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   首都圏でＰＲというのは確かに私は余り効果があるとは思えな

いということはあります。これから我々がやっていかなければならないことは、例えば新しい

家ができたから入るとかそういうことだけではなしに、空き家を活用した移住というのはあっ

てもいいんではないかなというふうに思ってますので、去年調査した空き家をどう活用するか

ということを我々は真剣に考えていかなければいけないなと、せっかくある資源ですので、空

き家を資源と考えて活用していくということを考えていかなければいけないと思うんですよ。

そうすると安価で移住してきていただけるという可能性が広がってくるわけだというふうに思

っております。あるいは、雇用の面も情報発信をしていかなければいけないなということもあ

ります。ただ、実は耕作放棄地は東員町は非常に少ないんです。しかも飛び飛びで、なかなか

活用しづらいような状況で今耕作放棄地があるということで、耕作放棄地は長深で大規模に活

用してますので、あと残ってるのはなかなか少ないということはあります。ただ、実際耕作放

棄地予備軍というのはあるんじゃないかなというふうに思ってますので、その辺はちゃんと目

を光らせていきたいというふうに思ってます。 

 それから新聞などを利用したＰＲですけど、実は教育委員会中心に結構今年は目標を立てて、

本町新聞に載る回数どんだけだとかいう目標を立ててやっていただいておりましたので、たし

か今年は去年に比べて結構それが増えているはずなんです。ですから、なかなか目にとまって



いただけないのも申しわけないんですけど、今年は随分増えたなというふうな実感をしてます。

こういう取り組みはできるだけ我々も努力して新聞社の皆さんにもお願いしながらＰＲをして

いきたいというふうに思ってますので頑張って取り組みます。よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   片松議員。 

○２番（片松 雅弘君）   ありがとうございます。ぜひ、民官一緒になって取り組んでい

きたいと。そして３万人の町にしていきたいと思いますので。いろんな側面からいろいろある

ということなので、１つだけじゃなくていろいろな側面から一緒に取り組んでいきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 以上で終わらさせていただきます。 


