
○４番（石垣 智矢君）   皆様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。本定例会における私の一般質問は２つの項目についてお伺いしたいと思います。１つ

目は火災時の対応について、２つ目は大豆による６次産業化の取り組みについてであります。

同じ内容の質問されました同僚議員もおりますが、私はまた角度を変えてご質問させていただ

きます。２点項目がありますけれども、最初から全力で質問させていただきたいと思っており

ますので、どうか全力でご答弁を返していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは１つ目の火災時の対応についてからお伺いします。本町では火災時のサイレン吹鳴

が平成２８年１１月から廃止となりました。サイレン吹鳴の目的は消防団員を招集するために

使われていたこともそうですけれども、やはり一番の目的は町民に火事の発生をいち早く周知

し、生命と財産を守る、またその被害を最小限に食い止めることにあったと考えます。現在サ

イレンにかわる周知方法は、まちの行政メールや桑名市消防本部の災害問い合わせ番号で確認

することでしか火災情報を入手することができません。火災が起きたときに町民の生命と財産

を守るためには、我々は一体何をしなければならないのか。今原点に立ち返り考える必要があ

ると感じ、私はこの題材を取り上げさせていただきました。最初に申し上げておきたいことは、

くれぐれも私はサイレンをもう一度鳴らしてほしいという、そういう要望、お願いをもってこ

の一般質問をするということでは決してございません。このことを冒頭にお話させていただき

質問に入りたいと思っております。 

 それでは質問いたします。平成２８年１１月から火災時のサイレン吹鳴が廃止になりました。

サイレンは町民の生命や財産にかかわる火災の際に、避難や安全確保にいち早く繋がる伝達方

法であったと考えます。火災時の町民への対応をどのように考えているのかお伺いしたいと思

います。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   「火災時の対応について」お答えさせていただきます。火災時

の消防団への非常招集としての新たな伝達手段としては、先ほど議員が申されましたように三

重北消防司令センターから消防団役員が所有する携帯電話に直接音声で伝達する順次指令と併

せて全消防団員へＥメールを送信して、火災現場の詳細地図も添付できるシステムが普及いた

しましたことから、火災時におけるサイレンの吹鳴を廃止いたしました。その中で、町内事業

所へお勤めの団員の方から、火災発生時に仕事を離れなければいけないことをその事業所で理

解を得ることが難しいというようなご意見もいただいておりまして、そういうことから団員の

方からご要望があればその事業所へ職員が直接出向きまして事務所の理解を求めていきたいと

考えています。 

 また住民の皆様への周知方法につきましては、今これも議員が言われたように、行政情報メ

ール配信サービスに登録していただければ情報を取得することができますし、また桑名市消防

本部へ問い合わせていただければ確認が可能となっております。それは今までも答弁させてい

ただいたところでございます。 



 ただこれらの情報収集方法につきましては、引き続き町民の皆さんへの周知を進めていきた

いと思いますが、例えば一番怖いのは、強風時とかちょっと天候が悪いときにもし火災が起こ

った、風が強いときに火災が起こると類焼なんかも考えられますので、そうなると大規模火災

に繋がっていくということが考えられます。こういった場合には、防災行政無線の活用という

ものが必要ではないかということを我々も考えておりまして、今議論をさせていただいており

ます。いずれにいたしましても、ご心配の重大火災に繋がる、重大災害につながる、そういう

場合においては、非常時でございますので、防災行政無線の使用というものも有効に活用して

いかなければいけないのではないかというふうに考えておりますので、本当の非常時、そうい

うことと分けて考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   答弁をいただきました。同僚議員も過去に様々な形でこの火災

時の対応であったり、サイレン吹鳴の話で一般質問されておったと思いますけれども、先ほど

消防団員の方がサイレン吹鳴がなくなって仕事を途中で抜けるのはかなり難しいよと、そうい

うときには役場の職員さんがそちらの方へ出向いてお話をさせていただく、そのような答弁で

あったと思います。ぜひとも消防団員の方々が活動しやすい環境づくりというのは大いに進め

ていただきたいというふうに思います。そして先ほどご答弁いただいた中で、強風時などの火

災は類焼も考えられるため大規模な火災時においては防災行政無線の活用も考えていると。町

長は先ほど本当の非常時の際には使うと言っておられましたけれども、僕は火災の時点で非常

事態なのではないのかなというふうに考えております。どんな小さな火でも人の命にかかわっ

てくることでございますので、やはり町民の安全・安心ということを考えるのであれば、大規

模な火災のときだけではなく、やはり火災が起きたところから、もちろんどんなときに使うの

か、どんなときに鳴らすのかという要綱は考えていただかなければならないと思いますけれど

も、やはり火災というのは非常事態でございますので、防災行政無線を火災が起きたときにぜ

ひとも使っていただく、そのような考えで町長、やっていただくのはどうでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   一般的に火災が起こるときには、行政情報無線を活用してそれ

を使用したときには、その時点で消防署の職員がもう火を消していて、ひょっとするともう鎮

火している可能性もあるような状況だというふうに、現実そういう状況になっております。要

するに特に夜なんかは職員に伝達されて担当職員が役場へ行ってそれを活用する。その時点で

もう当然消防署の職員は火を消しているわけですね。そういうことになりますから、あえてそ

れを使う必要はないというふうに考えております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   夜の場合はそのような事例があったのかもわかりませんけれど

も、もちろん防災行政無線を使うことによって火災に気付いていない方、ご本人さんが自分の

家が燃えていますと電話してくる方以外にも、あそこの家が燃えてるけど大丈夫なのという電

話が消防本部に入ることだって大いにあるわけですよね。ご本人さんが気付かないということ



も多々あって、一分一秒を争うときに知らなかったから逃げ遅れたという事案は全国的にもか

なり多いんです。なので行政側としてもいち早く、一分一秒でも周知を早くするために僕は行

政無線というものを使ってやっていただくのが一番じゃないのかなと。またこれからの時代、

東員町も高齢化社会、少子高齢化の時代に入っていきます。たとえ消防車が近くまで来てその

サイレンでわかるじゃないかというようなことかもわかりませんけれども、やはりそれだけで

は気付いたからといってすぐに逃げられない可能性だって大いにあるわけです、足腰が弱い方

もたくさんおります。東員町というのは絆、地域の見守り合いで僕は成立しているすばらしい

まちやと思ってますので、しっかりと周知をして、それを聞いた周りの近隣住民の方々があの

人のところ大丈夫かな、一回声をかけに行ってみようか、見に行ってみようか、そういうふう

な形で地域で見守る火災時の対応ができる、そのためにはこの行政無線というのをぜひとも僕

は使っていただきたいなというふうに思うんですけれども、町長どうでしょうか。もう一度お

願いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   火災時で最も早く反応するのが消防署でございます。そして例

えば近隣の人がそれに呼応して何かしようとしても危険性を伴いますからやれることはないん

ですね。やったら逆に２次災害が起こる可能性もあるということで、ここは消防署の職員にお

任せするのが一番安全な方法ではないかというふうに考えております。周りの人がその情報を

知ったから火を消すのかとか、だれかを助けるのかというのは多分ほとんどない話だというふ

うに考えておりますので、やはりここはプロに任せていくという方向で我々は考えていくのが

２次災害の発生も含めて賢明な方法ではないかというふうに考えてます。ただ先ほども言いま

したように、強風時などの非常時については、他の家へも類焼の可能性があるということで、

燃えている家だけではないので、我々はそういうことを防ぐために防災無線の活用というのは

必要かわからないよねということを今議論させていただいております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   隣の家に火災が移りそうな場合には防災行政無線を使って呼び

かけていくということでございましたので、そうしたら担当課としっかりと話をしていただい

て、どういうときに必要なのか、鳴らすのかということを議論していただきながらこの話を進

めていただきたいというふうに思います。 

 それともう１点僕からお話させていただきたいのは、もし防災行政無線を使うのであれば、

やはり火災の防災というところからこの無線というのを使ってみてはどうなのかなというふう

に感じています。他の市町でも、これはサイレンもそうですし無線もそうですけれども、例え

ば乾燥注意報が出て火が燃え移りやすい日であったり、そういう注意報が発令されているとき

にサイレンや無線を鳴らすという市町も他でもあります。逆に火が起こる前からこの無線を使

って住民の方々に周知するという市町も他ではありますので、そういった形で防災行政無線を

使うのであれば、防災というところから使ってみてはどうかなというふうに思いますけど、町

長はどうお考えですか。 



○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今の話はあり得るというふうに思ってます。例えば別の話です

けどインフルエンザが流行してますよとか、気をつけてくださいねとかそういうものにも使っ

てますので、今の話はあり得るなというふうに思ってますので、担当課といろいろ議論を今し

てますので、その中で判断していきたいというふうに思ってます。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   火災というのは非常に我々の身近で起こる一番の災害であると

いうふうに思っております。未然に防ぐというところが我々の私生活からこれはできることで

ございますので、そのあたりから担当課といろいろとお話をしていただいて、何とか町民の方々

の少しでも安全・安心に繋がっていただけるような、そんな進め方を私はお願いしたいと思っ

ておりますので、前向きに進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に２つ目の質問に移らせていただきたいと思います。２つ目の質問は大豆による６次産業

化の取り組みについて伺います。本町では本年度から本格的に大豆の６次産業化の取り組みが

スタートしました。新しく新産業創造プロジェクトチームが発足し、このチームを中心に民間

事業者や農業法人などと連携、大豆の生産から加工・販売まで全てを行う儲かる農業を推進す

るものです。この６次産業化によって本町の新たな特産品の開発にも繋がる他、まちのＰＲや

雇用の創出など様々なメリットをもたらします。しかし新たな産業の創出は地元に根付くまで

に非常に長い時間を要するため長期的な計画を持って取り組まなければなりません。 

そこでご質問させていただきます。１つ目、大豆の６次産業化の取り組みが本格的に始まりま

したが、この大豆栽培の最終目標をどのように考えているか。またそこに行き着くまでのプロ

セスをどのように描いているのか。２つ目、販路開拓はどのように考えているのか。３つ目、

大豆を本町の特産品に押し上げるためには、町内の方に食していただき地元に根付かせること

が大事になってきます。地産地消をどのように推進していくのか。以上３点について答弁をお

願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   石垣議員の大豆による６次産業化の取り組みについての

ご質問にお答えいたします。大崎議員にご答弁させていただきました内容と重複する部分があ

りますが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 大豆による６次産業化の取り組みは「農業を核としたまちづくり」の第一段階として活用に

多様性のある大豆に着目するとともに、本町では栽培実績のない新しい品種の大豆栽培を行い、

高度な加工技術の導入などにより付加価値の高い加工品開発を行います。大豆を町の特産品と

する６次産業化事業の展開により農業分野で新産業の創出・しごと創出を図るとともに、農業

者の所得向上に繋げてまいりたいと考えております。その内容でございますが、町内で昨年収

穫した大豆フクユタカを使い「おから」の出ない大豆製品のＰＲと試作品の開発を進めながら

機能性、血液中の中性脂肪を低下させる成分を多く含む新しい品種ナナホマレの栽培に町内農

業法人２社が取り組みます。大豆収穫後、連携して事業を行うミナミ産業株式会社が開発した



高度な粉砕技術を活用し、付加価値の高い大豆パウダーと高品質化した豆乳を製造するととも

に加工品開発に取り組み、商品のＰＲ活動と併せ販路開拓を行ってまいります。 

 ６次産業化事業の拠点となる施設建設につきましては、販路開拓や消費者の需要ニーズを踏

まえ、必要な施設規模の検討や土地の確保、運営方法及び建設費用の調達方法についてミナミ

産業株式会社並びに町内農業法人２社と町が十分協議し、平成３２年度を目途に施設建設に着

手できるよう取り組んでまいります。これにより大豆の生産から加工・流通・販売まで町内で

一元的に完結できる大豆の６次産業化事業を目指してまいります。 

 次に２点目の販路開拓についてのご質問にお答えいたします。町内では、飲食店を中心に大

豆パウダーと豆乳を提供し、創意工夫によるオリジナル商品の開発に取り組んでいただけるよ

う協力依頼を行ってまいります。大型ショッピングセンター等には、開発した商品をご当地特

産品として販売していただけるよう交渉を進めてまいります。また広域を対象に飲食店、食品

加工業者へのサンプル配布等による顧客の獲得や食のイベント等に出展し情報発信を行い販路

拡大を図ってまいります。 

 最後に地産地消の推進についてのご質問にお答えいたします。大豆製品を本町の特産品とし

て定着させるためには、商品の食味や現在販売されている大豆加工品との製造方法の違いなど

多くの町民の方に評価いただき支持されることが必要であると考えております。そのため町内

で行われるイベント等に積極的に参加し、東員町産大豆１００％で製造した大豆商品であるこ

と、栄養素がいっぱい詰まった商品であることを紹介し、町民の方に好んで購入していただけ

るよう取り組んでまいります。また大豆をテーマとした食の講座等により大豆の栄養的価値、

大豆のおいしい食べ方などの情報提供を行い、町内産大豆を使用した商品の消費拡大を図り地

産地消の推進に取り組んでまいりたい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（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   答弁をいただきました。二、三ご質問させていただきたいなと

いうふうに思うんですが、先ほど答弁の中に新しい商品を開発し、消費者の方のニーズを取り

込みながらこの６次産業化の取り組みをどんどん進めていきたいというお話でしたけれども、

一番この消費者のニーズ、声を聞くというのは難しいところなんですね。このあたりどのよう

な形でそのニーズを取り込もうとお考えになっているのかぜひともお考えを伺いたいと思いま

す。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。今回の大豆による６次産業化事業の

特徴は、１番目として機能性の高いたんぱく質を多く含む大豆ナナホマレを使用すること。２

番目に気流式粉砕技術の活用により超微粒粉砕大豆パウダーを製造し大豆を原料とする加工品

を創出すること。３番目にそのパウダーからおからの出ない栄養素いっぱいの豆腐を製造する

際、豆乳製造水を窒素処理することにより大豆の青臭さを低減した豆乳とすることが特徴でご

ざいます。現在販売されております大豆製品との違いを町内はもとより広域的にＰＲすること



により消費者層の需要拡大を図りニーズを取り込んでまいりたい、こんなふうに考えておりま

す。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   消費者の方々、いろんな方々に食べていただく方法というのは

すごくわかるんです。求めていただくものを作る、商品開発をしていくということはわかるん

ですけれども、消費者の手元に届いてから、これがおいしかったとか、もうちょっとこうした

らいいんじゃないのかという消費者のニーズ、声というものをどのように吸い上げるのかとい

うところを私は聞かせていただきたかったので、もう一度そのあたりのご答弁よろしくお願い

いたします。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   今回のＰＲ活動としては広域的に全国的に大豆を扱う飲

食店、それと加工業者に私どもが作りました商品をサンプルとして送ります。その中で何割の

事業者さんからお答えをいただけるかはまだわかりませんが、そのサンプルを全国的に送らせ

ていただくことでいろいろなご意見をいただけるということを考えてまして、そういった中で

実際に売れる商品、そしてだれが食べていただいてもおいしいと言っていただける商品を作っ

てまいりたいと思っております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   これは大豆栽培であったり特産品づくりという事業ではなく、

あくまでも６次産業化、生産・加工・販売までを行うというところですので、生産者、販売者、

そして消費者という３つのサイクルがしっかり回って初めて成功と言える事業になってくると

いうふうに思います。ですからこの消費者のところからのお声を吸い上げるというのが非常に

難しいところで、これを反映させるところをどこの市町もてこずっておるのかなというところ

は私もいろんなところのお声を聞く中でわかってきたところですけれども、ぜひともたくさん

の方々のご意見というのを集めて、そしてそれを本町の事業の中に取り入れていただく、その

ような形でぜひとも進めていただきたいなというふうに思います。 

 そして今まで議会の方にも様々な新産業の話というのはご説明があったんですけれども、そ

の中で随所にお話されておったのが、若い世代の農業者を増やすと、それが本町の課題である

んだということをいろんな方々がご説明されておりました。先ほどご答弁の中には、若い世代

を取り込むという言葉というのがなかったような気がするんですが、やはり私もまだ３２歳で

すけれども同級生が農業をやっているものもいますし、後輩で農家を継いで後継ぎとしてやっ

ているそんな子もたくさんいます。ぜひともそういう若い子たちを増やしていただきたいとい

うふうにすごく私は思うんですけれども、若い世代の新規就農者、どのように獲得して拡大し

ていくのかお答えいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。本町の農業は土地利用型農業がほと

んどであり、儲けの薄い農業経営を営んでおります。若い世代が農業に魅力を感じる職業とな



っていないのが現状でございます。このような状況下の中で農家の高齢化が進行し後継者不在

の農家が多くなっております。１０年後には現在の半分近くに農業者は減少することが予測さ

れます。また農地の荒廃も危惧されるところでございます。そういった中で土地利用型農業は

今まさに再考しなければならないときに来ているんだと考えております。そのための取り組み

として、土地利用型農業に新しい作物や園芸作物を加え複合型農業を展開し、新たにまたさら

に６次産業化事業の取り組みをし、農業を産業化することで農業収入を上げる取り組みが必要

であると考えております。こうした農業の展開を推進することで農業の産業化や若い世代が農

業に魅力を感じていただき、農業分野で人材・資金を呼び込む、本町の農業の魅力的な発展と

大切な農地を守っていきたいと、こんなふうに考えております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   儲かる農業、収入を上げるというところに若い世代の方々の魅

力というものを持たせるんだという、そういうご答弁だったかなというふうに思うんですけれ

ども、やはりこの６次産業化はすごく長期的に計画をして行っていただかなければなりません

ので、高齢化が進むこの農業において若い世代の方々を増やすというところは本当に必須にな

ってくるのかなというふうに思います。生産者の拡大というところをしっかりと図っていただ

きたい、そのように思っております。 

 そして私が２点目に質問した販路拡大というところですけれども、たくさんの飲食店さんに

大豆パウダーと豆乳、小麦粉と牛乳にかえられる、恐らく商品開発をするに当たって非常に使

い勝手のいいような形で町内の方々には協力していただくように進めていくというお話だった

と思うんですけれども、やはり販路拡大というところでいきますと町内の団体さん、商工会さ

んを初めいろいろとそういうノウハウを持ってる団体さんがおられると思うので、そういうと

ころと協力して町ぐるみで進めていくことが町全体の儲けに繋がってくるのかなというふうに

思いますが、そのあたりどうお考えになりますか。 

○議長（島田 正彦君）   門脇総務部参事。 

○総務部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。石垣議員のおっしゃるとおりでござ

いまして、今回の６次産業化事業におきましては大豆パウダーを売り出すこと、そして豆乳を

売り出すこと、このパウダーと豆乳を町内の飲食店さんで創意工夫していただいてオリジナル

製品を作っていただくということで、東員町全体に広げてまいりたいという考えを持っており

ます。それと商工会さんにはこれからお願いするわけですが、商工会さん加盟の飲食店等への

紹介をいただいて商工会さん独自の販路拡大というものをもってお見えになりますので、その

辺のところを一緒になって取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ぜひともたくさんの方を巻き込んだ形でこの大豆栽培６次産業

化というのを進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 私は自分の過去の一般質問でぜひとも特産品を町で作るべきだというお話を町長に投げかけ

させていただきました。町長のそのときの返答は、特産品を作るのは他の市町から素材を集め



てきて何か作っても正直意味がないんだと、素材から作るということを私はこれからやってい

く、そういう答弁であった、その素材というものがこの大豆なのかなというふうに私は考えて

おりますけれども、町長ぜひともお話を伺いたいんですが、大豆を使った特産品づくり、これ

から特産品認定というところの取り組みというのも進んでいく、東員町のブランドづくりとい

うものを本町でもやるというふうな形で進めているとお伺いしておりますけれども、町長この

あたり大豆というものを絡めた特産品づくり、どのようにお考えになっているのかぜひともお

伺いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   当然今門脇参事がお答えしましたように、町内で大豆あるいは

大豆パウダー、豆乳、そういうものを素材として使っていただいて製品を作っていただくとい

うことで広めていきたいというふうに思ってます。やっぱり特産品というのは、その地域で好

んでみんなが食べている。だから外へもアピールできるというものでないと本物にはならない

というふうに思っておりまして、いろいろ考えてます。考えている中でやっぱり一番まず大き

く同業者を巻き込んでやれる土地利用型でやれるものといえば大豆かなということで、まず大

豆に取り組んでいくということでございます。大豆も採ってそのまま売れば米を収穫してその

まま売るのと同じなんですね。ですからやっぱり加工して販売・製品まで持っていって売ると

いうことでないと、農業者の皆さんの利益にはつながっていかないんですね。そうすると若い

人が参入してこない。ですから若い人が参入できるためには６次産業化して製品まで持ってい

って、それが付加価値を上げて売れることによって本町の大豆というものが付加価値がどんと

高まるわけですね。それを基に特産品というものをそれぞれ、特に商工会なんかに入ってみえ

るお店の方にそれぞれにその素材を使って自分のところの特徴のあるものを作っていただく、

それで競争していただくことによってどんどん町外へアピールできるというふうに思ってます。

当然町内の人がそれを好んで食べていくということが大前提になると思いますけども、そうい

うみんながどうしてもこれを食べたいというものを作っていきたいし、作っていただきたいと

いうふうに思っています。これが本町の特産品というふうになっていくというふうに思ってま

す。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   それぞれのお店でオリジナル商品を作っていただく、その素材

が大豆であって、いろんな大豆を使った商品の中で本町で競い合いながら特産品というものを

作っていく。非常におもしろいなというふうに思っております。地元の方々が食してこそ特産

品であり名産になってくると思いますので、地元の方々に食べていただく方法を随時検討しな

がら進めていただきたいと思うんですが、今本町でももう１つ大きな事業が進んでいるといえ

ば駅前開発でございます。これから積水さんが絵を描いてきていただいて、どんなものができ

上がるかというのが決まってくるわけですけれども、この本町の特産品を作るということであ

れば、商品はあるけど売る場所がないということになっては、せっかく欲しいという方がいて

も手に入らないという状況になってしまうのではないかなというふうに思います。もしこれか



ら駅前開発をしていく中で町から要望するのであれば、アンテナショップであったり、本町の

特産品を駅前にいけばすぐに買えるんだ、そういうような場所、駅前に限らずですけれども、

僕は公園の中とかでも十分人が集まるようなところに特産品を置いて、アンテナショップとい

う形で発信していく、そういうような考えというのはありますでしょうか。町長お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   駅前開発については貴重な農地を潰していくわけです。それに

はやっぱり今議員おっしゃったように特産品、農業を振興していく上で、そのできたものをど

こかで売っていかんならん拠点、発信していく拠点というものが必要になってきます。その拠

点としての機能というものは１つここには作っていかなければいけないだろうというふうに考

えておりまして、そのことについては積極的にこの駅前開発の中で考えていく１つのものだと

考えております。 

○議長（島田 正彦君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   やはり発信していく拠点というものが本町にあるというのが一

番大事になってくるのかなというふうに思います。先ほども言わせていただきましたけども、

やはり生産者・販売者・消費者、ここのサイクルがしっかり回るためには、欲しいと思うとき

にすぐに買えるようなそんな場所が１つあるだけで本町で食べていただく地産地消というのは

大いに進むのかなというふうに思っておりますので、ぜひともその拠点づくりの方、そちらも

前向きに進めていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 私はこの６次産業化の取り組みを今回一般質問で取り上げさせていただきましたけれども、

やはり特産品を作るということもそうですけれども、６次産業化の取り組みでよくあるのが商

品を作って終わり。物を栽培して終わり。結局お客様、消費者の方の手元に届くというところ

までなかなかこの６次産業化が進まなくて、よく失敗例で挙げられる、そんなお声もよく耳に

します。ぜひとも物を作って終わりではなくて、おいしいもの、満足してもらうものを作って、

そしておいしいと、もっと欲しいと言っていただける声を聞いてこそ初めてこの６次産業化と

いうのは成立するのかなというふうに思っております。本町の農業を核としたまちづくりとい

うことを推進・実現していただくためにも、この６次産業化は私も大いに期待させてもらって

おりますので、ぜひとも様々な意見を交わしながら、ノウハウを集約しながらこの６次産業化

を前に進めていただきたいというふうに思っております。ぜひとも私もいろんなお力添えさせ

ていただければと思いますので、私からもお願いをしっかりとさせていただきましてこの一般

質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 


