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○議長（小林哲雄） 

 再開します。 

午後３時４０分 

○議長（小林哲雄） 

引き続き、一般質問を行います。 

９番、佐々木昇議員、どうぞ。 

○９番（佐々木昇） 

皆様、こんにちは。９番議員、佐々木昇です。 

本日は、開成町町制施行６０周年記念事業に向けての一つの項目について、お伺い

いたします。 

１９５３年に町村合併促進法が施行され、我が開成町も１９５５年２月１日に酒田

村と吉田島村が合併し開成町が誕生いたしました。来年は町制施行６０周年という節

目の年を町民とともに迎えます。町制施行６０周年を記念し、未来に向けて夢と希望

あふれる事業展開を行うことで開成町の魅力を神奈川県内や全国にアピールできる

絶好の機会と考えます。また、町の一層の活性化、経済的にも波及効果をもたらす機

会になると考えております。既存事業のグレードアップを図ることはもちろん、記念

事業も大々的に取り組むべきと考えます。町制施行６０周年記念事業は、これからの

町を担う若い世代が町への関心を高め町政へ参加していく重要なアプローチだと考

えております。町の考え方と今後の方針をお伺いいたします。 

１、町制６０周年の取り組みと、これに関する予算編成方針は、２、記念行事の内

容と効果の期待度は、３、記念事業として施設の整備・拡充に取り組むことは、４、

記念誌、町勢要覧等の発行はについて、お伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、佐々木議員のご質問にお答えします。 

開成町は昭和３０年２月１日、酒田村と吉田島村が合併し、来年の町制施行６０年

を迎えることになりました。第五次開成町総合計画の将来都市像「明るい未来に向け

て人と自然が輝くまち・開成」、このコンセプトのもと、５０周年事業を実施したと

きのスタンスとは異なり、町政の歴史と歩みを振り返り祝うという趣旨ではなく、還

暦を迎え、明るい未来へ向けて町の「新たなスタート」と位置付けをするということ

で、町民の開成町に対する関心と郷土への愛着心をさらに高めるきっかけにしたいと

考えております。これまで以上に協働によるまちづくりを進め、日本一元気な町にす

るための事業を展開していきたいと考えております。 

事業の実施に当たっては、既に私を会長とする開成町町制施行６０周年記念事業実

行委員会を組織し、２回の会議を開催いたしました。この実行委員会は、自治会長連

絡協議会や工場会、商工振興会など関係団体や、同時に開業３０周年を迎える開成駅

の関係から小田急小田原駅長にも参加をお願いしております。この２回の会議を開催
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し、記念事業の基本的な考え方や事業の実施期間、構成、具体的な事業計画を審議し

ていただきました。この実行委員会を中心として、記念事業を進めていきたいと考え

ております。 

事業は三つの考え方で進めていきます。まず、過去を振り返り先人に感謝する視点

から、６０年の歩みを顕彰する事業を行います。これにより、町民の町に対する誇り

や愛着の醸成を図ります。次に、未来のまちづくりへつなぐ視点から、開成らしさを

再認識し町内外に発信するとともに、新たな魅力づくりにつなげていく事業を行いま

す。これにより、さらなる人口増と町の活性化につなげていきます。さらに、町民参

加により交流の輪を広げる視点から、実行委員会主催の事業に加え、町民や各種団体

等が６０周年の趣旨に賛同し実施する事業を行います。これにより、さらなる町の魅

力アップを図ります。これらにより、持続的な町政運営の実現と町経済の発展を目指

します。 

次に、事業の構成でありますが、まず、来年２月１日に実行委員会主催による記念

式典を開催いたします。また、産業、工芸、芸能にたけている方を「町の匠」として

認定したり、これまでの町の発展に寄与した方々に特別感謝状を贈呈いたします。  

次に、足柄紫水大橋の開通や南部地区土地区画整理事業の完了などにより、町が大

きく豹変しようとしているこのタイミングを契機に、町の魅力をさらに高め多くの人

が開成町に住みたいと思えるイメージを確立する絶好のチャンスであることから、町

の新たなスタートとして後に町の中興期と評価されるようにブランディング戦略を

展開し、町のイメージの一新・向上を図りたいと思っております。具体的には、ロゴ

マークの作成やホームページのリニューアル、イベントポスターデザインの作成等を

行います。 

次に、記念事業でありますが、実行委員会や町の各課、関係団体が主催となって実

施する記念事業だけではなく、機運を盛り上げるために幅広い分野で展開することが

望まれます。新たに企画し実施するものなど、さまざまな形態で進めていきたいと考

えております。具体的には、サイクルスポーツフェスタやＮＨＫ公開ラジオ体操の誘

致、記念講演会の開催などのイベントを実施します。また、既存の祭りや関係団体事

業など例年実施している事業に冠をつけ、事業内容を６０周年記念に合うよう工夫し

ていただきます。さらに連携事業として、町民や企業等が実施をし、その事業費の一

部を実行委員会が補助する事業も進めていきたいと考えております。 

なお、予算については、町が実行委員会に補助金を交付し執行していきます。ブラ

ンディング戦略経費、記念式典の実施経費、実行委員会主催イベント経費、連携事業

補助など、実行委員会で予算内容も詰めていきますが、おおむね記念式典やイベント

経費で予算の５０％、ブランディング戦略経費で５０％の割合を見込んでいるところ

であります。 

次に、６０周年記念として、現在、特にハード面での施設の整備や拡充を行うこと

は考えてはおりません。しかしながら、後日、６０周年を振り返ることができ、形と

して残る事業も今後、考えていければとも考えております。一方、冠事業のうち、福
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祉課の行う終戦７０周年記念平和慰霊事業において、吉田島地区慰霊塚整備工事の実

施を予定もしております。 

また、記念誌や町勢要覧などの発行も現在のところ考えてはいませんが、団体が行

う事業の中で、町商工振興会が開成町の６０年の歩みをムービーにまとめ、ＤＶＤの

形で自治会等に配付する計画が練られております。ぜひ、すばらしいものを作成して

いただき、さまざまな場所で上映をし、幅広い世代に郷土開成町を知っていただくこ

とができればと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

それでは、順次、再質問させていただきます。 

ただいま町制施行６０周年を迎える平成２７年は、「明るい未来に向けて人と自然

が輝くまち・開成」をコンセプトに事業展開をしていくという、また、その考え方の

答弁をいただきました。ぜひ未来へつながる年にしていただきたいということで、何

点か質問させていただきます。細項目の１から３までは、計画の中に出されています

記念日事業、イベント事業、ブランディング事業、冠連携事業の事業別に質問させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

まず、記念日事業で町制施行６０周年記念、町の匠認定証及び特別感謝状という事

業があります。私は、これはとてもよい事業だと思っているのですけれども、特別感

謝状のほうで、これに当たる対象者、町の振興に貢献いただいた個人または団体、そ

れに開成町表彰条例を踏まえながら町制施行６０周年記念にふさわしい基準を設け

とありますが、どのような方を対象にしているのか、また選定方法と人数はどのよう

に考えているのか、お伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

それでは、お答えさせていただきます。 

記念感謝状についてでございますけれども、今現在、町の各課に対象となる方をご

推薦いただいているところでございます。今後、開成町の表彰審査委員会、内部の会

議でございますが、こちらのほうで審査を行って対象者を決めるということで、対象

人数等は、特に今のところ何人というふうに決まっているわけではございません。  

一方、町制施行６０周年にふさわしい基準という意味合いでございますけれども、

通常、毎年、賀詞交歓会の場で表彰等を行っておりますけれども、６０周年というこ

とでございますので、これまで、いわゆる余り日の目を見なかったといいますか、長

年、地道に町のために貢献をされてこられた方、そのような方に感謝をするという視

点を持ちたいなというふうに事務方としては考えているところでございます。したが

いまして、個人、団体は問いませんけれども、長年、町のために貢献してくださった

方、そういう視点で審査のほうをお願いし、適切な方をご推薦いただくと、そのよう
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な形をとりたいというふうに思ってございます。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

私、実は、この取り組みは、ぜひ継続して行っていただきたいと思っておるのです

けれども、今回、人数は確定していないということですけれども、こういう方々は探

せばかなりの人数になるのかなということで、毎年でなくても隔年とかでもよいと思

います。また、先ほど答弁にありましたけれども、こういった方々というのは人目に

つかないところで活動していたりもしますので、推薦の方法ですけれども、一般の方

たちによる推薦方法なども視野に入れて、ぜひ継続していただきたいということで考

えていただきたいのですけれども、お考えをお伺いします。 

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

かなり、現在のところ、上がっている件数は出ております。ですから、今回１回だ

けで、これを全て感謝状をということではなくて、議員さんのご質問にあるように継

続するというのも一つの考え方かとは思いますけれども、何分にも６０周年というこ

とで企画した事業でございます。ですから、隔年とか毎年行うというのは、それなり

の意味合いが必要だと思いますので、今後、継続するかどうかについては考えさせて

いただきたいなというふうに思ってございます。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

実際には、こういった方たちが町の発展に大きく貢献していると思いますので、ぜ

ひ、これは前向きに検討していただきたいと思います。 

続きまして、イベント事業の関係で質問させていただきます。 

細項目の３のほうで触れています施設の整備・拡充ですけれども、これは先ほど答

弁のほうにもございました、形に残るものとして何かあってもよいのかなというのは

私も思っております。こういったものがあることによって、町制６０周年というもの

を後々にも町民の方たちに意識していただけるのかなというふうに思っております

けれども、町としては、そういったものについては考えていないということです。  

ハード面的なものに関しましては、お金もかかりますし、やたらにつくればいいと

いうものでもないということは理解しております。せめて植樹、記念植樹はやられて

もよいのかなというふうに私は思っているのですけれども、これ企画の段階では案と

して出ておりました。また、この辺、国の補助金などもあるようですので、予算的に

もそんなにかからないのかなと思うのですけれども、記念植樹について、なぜ企画の

案から外れたのか、また記念植樹を行う気はないのか、お伺いいたします。 
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○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

お答えします。 

記念植樹、なぜ落としたのかということですけれども、特にこれこれの理由があっ

て落とさせていただいたということではないのですけれども、予算の関係とか、どう

しても予算にはアッパーがございますので、その範囲内で、実行委員会でいろいろ考

えた中でカットされてしまったというところが実情だと思います。記念に残るような

事業というのは、それは確かに必要だと思います。ただ、昔のように何十周年記念館

とか、図書館に何十周年記念で本を何冊置いたとか、そういうことではなくて、そこ

までは考えておりませんので、今の記念植樹というのは、確かに、いいアイデアかと

いうふうに思っております。 

振り返りますと、５０周年のときにも記念植樹を行っていたのです。振り返ってみ

ますと、ドウダンツツジですとかアジサイとかを何百本単位で町のいろいろなところ

に植えたと。５００人ほどが参加したというような記録が残っています。予算的にも、

たしか宝くじ助成を使っていたようでございますので、町単費ではなくて、そのよう

な財源を見つけることができれば、町民の方々にご参加いただいて、先般オープンし

た南部の公園などにも植樹するスペースがまだあると思いますので、そういうところ

に植えるということも考えてみたいなというふうに思っております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

ぜひ、こちらのほうも前向きに検討していただきたいと思います。  

続きまして、子どもたちの子ども議会ですけれども、子ども議会は記念事業として

オーソドックスな取り組みですけれども、子どもたちの意見を聞く場が私はあっても

いいのかなと思っておりました。それで、先日、社会福祉大会で小学生、中学生の作

文を聞きまして、また、そういう気持ちがより一層強くなりました。また、できるこ

となら、そういった考えを実現させてあげられたらなと思います。子ども議会と思っ

たのですけれども、以前は開成町でも行っていて、この取り組みをやめられた話もお

聞きしました。関係する先生、生徒たちの負担がかなり大きくなってしまうのだとい

うようなことで聞いておりますけれども、また記念事業として１回限定でも行うこと

というのは難しいのでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

子ども議会につきましては、子どもが議会ですとか地方公共団体の仕事の仕方を勉

強するということで設けておりまして、子どもからも提案を受けるような。実際、受
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けまして、瀬戸屋敷のおばけ屋敷とか、いろいろ実施した例もございますけれども、

議会の仕組みとか、そういったものを知るという機会を捉えて開催していたものでご

ざいます。 

実際的には、先ほど議員が申されましたとおり、やるに当たりましては事前の学習

ですとか準備に多大な時間がかかるというようなこともございまして、実際、やるこ

とによって子どもたちは体験とかができてよかったと思うのですけれども、そういっ

たいろいろな時間を要するということから、学校としてなかなかカリキュラム上、難

しいという中で、ちょっと取りやめたことがあるようでございます。 

また、その代替ではないのですけれども、文命中学校のほうでは生徒会の選挙がご

ざいますので、その場では、町の選管から実際の投票箱ですとか記載台、そういった

ものを借りて実際の体験的なものを行っておりますので、そういったことで、代用で

はないのですけれども、実際、行っているのが現状でございます。  

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今、子どもの関係が出たので、子ども議会とはちょっと違うのですけれども。北海

道幕別町と開成町は災害時の協定を結ばせていただき、先日、実は、北海道から教育

長たちが開成町にも寄っていただいて、来年度以降、どうしようかということで、実

は、もう来年度から、北海道幕別の子どもたちを２０人、開成町に受け入れるという

ことが決まりました。これは６０周年事業とはちょっと違うのですけれども、その後、

今度は開成町の子どもたちが北海道に行ってもらえるように。これは隔年で、そのよ

うな形で進めていこうかなと思っていますので。来年、ちょうど６０周年にもなりま

すし、北海道の幕別の子どもたちが開成町に来たときには、開成の子どもとの交流も

含めて、その辺はやっていきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

子ども議会に関しましては難しいということで、私は理解いたします。私的に、子

どもたちの意見を聞くというのが、何か、子どもたちにとってもとても大事なのかな

というふうに思っていて、ちょっと、その辺にこだわってしまっているのですけれど

も、それをまた実現するということで子どもたちが町への関心も高まって、意識も変

わってくるのかなと思っております。 

６０周年という記念の年に、せめて、例えば、各学校から一つずつでも生徒からの

お願いというか要望を出していただいて、予算の関係もあると思いますけれども、そ

の中で答えてあげるといった、そういったような何か取り組みをしていただきたいと

思うのですけれども、再度、町の考えをお伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 
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町長。 

○町長（府川裕一） 

今、子どもたちの意見を聞く場ということで、私も町長でいろいろ学校とか幼稚園

にも行く機会があるのですけれども、それとは別に、給食の関係で。幼稚園でも、子

どもたちと一緒に給食を食べながら、その後、子どもたちからいろいろな意見を聞い

ております。これは小学校にも行った記憶がありますので、そういう点においては、

できるだけ、そういう現場に行って直接子どもたちの、全生徒とはいきませんけれど

も、各クラス一つになってしまいますけれども、そういう機会は今後とも持っていき

ながら、子どもたちの声を直接聞くような場をこれからもつくっていきたいと考えて

います。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

ぜひ、子どもたちと町の距離が一層近くなるような、そんなふうに取り組んでいた

だけたらというふうに思います。 

続きまして、ブランディング事業ですけれども、先ほど答弁で町のイメージの一新、

向上を図っていくとありましたけれども、町のイメージの一新というのはどういうこ

となのか、もう少し具体的に説明していただけたらと思います。 

○議長（小林哲雄） 

行政推進部長。 

○行政推進部長（石井 護） 

私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

町長答弁にもございましたけれども、６０周年、人間でいえば還暦を迎えて一つの

区切りだということで、単に記念事業を行うのではなくて、コンセプトとしては新た

なスタートという位置付けです。言いかえると、ブランディング元年ということでは

ないですけれども、これまでの近年の状況等を考えるといいますか。例えば、さっき

の日本創成会議等が発表した消滅可能性都市はどこどこと名指しで言われたり、そう

いうような人口減少時代に入ってきているとかという中では、開成町は人口が増えて

いますけれども、そこにあぐらをかくというか、そういうだけではなくて、南部開発

等もやっていますので、基盤は整備したけれども人が住んでもらえないとどうしよう

もない。ですから、いわゆる定住促進という意味合いからも、ブランディングという

ものが必要ではないかという観点です。 

それと、もちろん住んでいる方も、当然、開成町に住んでいてよかったと、さらに、

これからも開成町に住み続けたいのだと、そういった誇りといいますか、そういった

ものも成就させるという意味合いから、ブランディングというものが必要ではないか

と。イメージは一新という表現ですけれども、ちょっと語弊があるかなとは思うので

すけれども、今までの開成町が悪くて、そのイメージを変えるのだということではな

くて、一つのきっかけとして、言葉で言うならばシティーセールスであるとか、ある
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いは自治体も一つのイメージ戦略ですとか、そういった意味合いでブランディングと

いうものをつくっていこうよと。 

具体的には、実行委員会の中で考えていくと。当然、専門家、業者というよりも、

ロゴですとか、そういうことですと、クリエイティブ集団というか、そういったよう

な業界のほうに当然、委託をかけて行っているわけです。さらに、内部においては、

先の議会でも、そういったものは専門的な部署を積極的につくって進めるべきだとい

うようなご意見もございましたので、部署まではいかないのですけれども、一応、政

策秘書をリーダーとして内部のプロジェクトチームをつくって、５月から都合１３回

ですか、検討等を重ねて、当然、委託というか実行委員会がした部分ともやりとりを

しながら、ほぼ８割方、完成をしてきた部分でございます。 

具体的には、やはりソフト的な部分ですから、この間も補正予算等でもあれしまし

たけれども、キャラクターですとか、そのキャラクターも今かなりの経済効果も見込

まれるという部分もあるそうなので、そういったものの着ぐるみの補正予算も上げさ

せていただきましたけれども、そういった着ぐるみのリニューアルというのですか、

それですとかロゴですね。やはり新しい６０周年を迎えて、さらに次に迎える開成町

らしいロゴの制定ですとか。関連するホームページ、あるいは広報、そういったもの

も、さらに一歩進めるというか、そういう意味での一新というふうにご理解をしてい

ただければいいかなと思います。 

そういう形のものを今、練っていまして、２月１日に６０周年記念式典を予定して

いますので、そういった中で、ご披露できるものは、できるだけご披露していきたい

というふうに考えています。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

ただいまブランディングの考え方についてお答えをいただきまして、ある程度、私

も理解いたしました。 

それと、６０周年を迎えるに当たってキャッチフレーズなのですけれども、多くの

自治体ではロゴマークと一緒にキャッチフレーズも決めておられるようなのですけ

れども、開成町でも横断幕やのぼり旗も作成いたしますということですけれども、こ

こに載せるにもキャッチフレーズがあってもいいのかなというふうに思うのですけ

れども、このキャッチフレーズ、なぜつくらなかったのか。６０周年をみんなで共有

する一つとしても、キャッチフレーズがあってもよかったのかなと思うのですけれど

も、その辺の考えについてお伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

行政推進部長。 

○行政推進部長（石井 護） 

言われるとおり、６０周年という意味合いでキャッチフレーズをつけているところ

もあろうかと思いますけれども、基本的には、６０周年の考え方は先ほどご説明した
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ような部分がありますけれども、開成町は日本一、元気な町、健康な町、きれいな町

というような部分、これを一つのキーワード、キャッチフレーズという中でやってき

ています。それも、特段、６０周年で変えるという部分もございませんので、そうい

った意味からすると、捉え方は角度はいろいろあるかもしれませんけれども、余り、

いろいろなそういったものが出てくると、逆に混乱をするというか、余りいい効果は

生まれないのかなという判断もございまして、すんなりと「町制施行６０周年」と。

ただ、これからいろいろな事業をやっていきますので、その中では、その事業に特化

した、そういったものは出てくるかなとは思っています。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

それと、以前、同僚議員が質問いたしましたけれども、この辺のブランド戦略の構

築、これは、いつごろまでを考えているのか、お伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

行政推進部長。 

○行政推進部長（石井 護） 

一応、２年間という形の中で、２６年度、２７年度の２年間という中で整理をして

いくと。それで終わりではないです。当然、いわゆるプロモーションといいますか、

宣伝していかなくてはいけないという部分がございますので、それは常に一定の期間

というか、永遠にという言葉はちょっと不適切かもしれませんけれども、そこが決ま

って整理したからには続けていくと。ホームページ、広報も、そうですけれども。 

あるいは、今、まとめている最中ですから、コンプリートしたことは言えないので

すけれども、例えば、封筒の部分についてもロゴマークを入れていくですとか、そう

いった部分もあります。ただ、残っている分もありますので、それもなかなか無駄に

はできない部分があるので、そういったものを見ながら２８年度になるのですかね。

ただ、使えるものという言い方は変ですけれども、例えば、あじさいちゃんとかとい

うのは、もう著作権も決まって、これは着ぐるみもつくりますから、そういったもの

はどんどん。２月１日に間に合えばいいのですけれども、そこはむずかしいところが

あるのですけれども、あじさい祭ですとか、その辺のところでは確実にそういったも

のでＰＲをしていきたいというふうに考えています。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

ぜひ、計画的、継続的にブランド戦略をしていただきたいというふうに思います。 

続きまして、冠連携事業についてですけれども、既存事業の阿波おどり、あじさい

祭ですけれども、阿波おどりは以前、徳島の連を招待したり、こちらから徳島へ阿波

おどりを見に行ったりしていました。また、あじさい祭に関しては、毎年、新たな試

みや工夫をされていますけれども、来年は冠事業ということで、さらにバージョンア
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ップといいますか、何かプラスアルファ的なことを考えているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（井上 新） 

あじさい祭、阿波おどりといったところですので、こちらのほうでお答えをさせて

いただきますけれども、現段階で実行委員会をまだ開催をしていない段階ですので、

反省会であったりとか、いろいろ参加された方のご意見をまとめてみますと、例えば、

阿波おどりでいきますと、２０周年記念のときには徳島のほうに出向いていろいろ指

導を仰いだりとか、そういったお話を聞いておりますし、６０周年に向けて何かどう

でしょうというような話の中では、行くよりも来てもらったほうがいいのではないか

なといったご意見はいただいております。ただ、徳島の実際の本場の連をお呼びする

といったことでは、やはり費用の裏打ちがないとお呼びすることができないといった

ところのジレンマがございますので、そういったところは今後の予算の策定の中でい

ろいろ調整をとらせていただきたいなといったところでございます。 

それと、あじさい祭のほうですけれども、例年２月に実行委員会を開催させていた

だきながらやっていくわけでございますけれども、来年、６０周年といった契機を目

指してやっていくことについては、まず一つは商店街、商店の活性化。これは、いろ

いろ、ほかの９月議会等々、６月とかで商店の活性化といったところのお話はいただ

いております。そういったところでは、今年は１８万人、来年は、それ以上の人数を

お呼びしたいという意気込みがございますので、ぜひとも、あじさい祭の会場だけで

はなくて、開成町のお店方の皆さんも喜んでいただける、そういったイベントにでき

ればなと。事務局のほうは、そういった発想で対応させていただければなというふう

に考えております。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

阿波おどり、あじさい祭は開成町の顔といってもよいイベントでありますので、今

まで以上の集客、町のＰＲができるようなイベントに取り組んでいただきたいという

ふうに思います。 

続きまして、記念誌、町勢要覧についてですけれども、現在、考えていないという

ことですけれども、これは、なぜつくらなかったのか、まずお伺いいたします。  

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

記念誌ということでございますけれども、町長答弁にもございましたように、５０

周年のときには、今まで過去を振り返るというような視点が当然あって、先達に感謝
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するというような視点があって、まとめるというような作業も必要だったと思います

が、６０周年の場合は、その視点をベースにしながらも先を見据えて、町長答弁の中

で「町の中興期と後で評価されるような」というような表現もありましたが、今後、

６０周年、人間でいえば還暦を迎えると。もう一度、新しいスタートを切るという視

点で進めたいと思っておりますので、５０周年のときのような、そのような過去を振

り返るような記念誌的なものは、今のところ企画から落としているというような状況

にしております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

つくらないということは理解いたしましたが、そうであるならば、せめて町のホー

ムページに町の歴史というページがありますけれども、ここをもう少し工夫されても

いいのかなというふうに思います。他の自治体でもそれぞれ特色があり、写真などを

使って非常に見やすいところもあります。事業としてもホームページのリニューアル

ということを考えておりますし、ぜひ、この辺も開成町らしいページにしていただき

たいというふうに思っておりますけれども、お考えをお伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

議員お話しのとおり、現在、ホームページに町の歴史といいますか、町名の由来あ

るいは憲章、花、木、それから統計データ等を掲載しているところでございます。確

かに、私が見ても、「開成のデータって、これしかないの」と町民の方とか町外の方

からも言われるところがありまして、それなりに充実させていかないとまずいのかな

という気持ちは持っております。ホームページのリニューアルの中で、このような町

の歴史あるいは統計データみたいなものも充実させていければなというふうに思っ

てございます。ですから、町勢要覧という形のできたものではないとは思いますけれ

ども、ホームページの中で充実させていきたいということでご理解いただければとい

うふうに思います。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

６０周年記念事業の考え方といたしまして、先ほど答弁にもございました。過去を

振り返り先人に感謝する視点から６０年の歩みを検証するという事業を行うという

ことも示されておりますので、ぜひ、みんなが見たくなるようなページにしていただ

きたいというふうに思います。 

続きまして、町制６０周年に向けて、いろいろな事業が企画されております。それ

ぞれ考え、目的がある事業だと思います。しかし、今後、各事業の成果を町政の運営

に反映していかなければ意味がないということは認識されているというふうに思い
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ますけれども、最後に、今後、６０周年記念事業のこの結果を、どのように波及させ

て、どのように仕掛けをしていくのか、町の考えをお伺いいたします。  

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

お答えいたします。 

繰り返しになりますが、６０周年、町の新たなスタートとなります。町民の方の町

に対する関心あるいは郷土への愛着、このような心を高めていくということが非常に

今後も必要になろうかというふうに思います。６０周年の事業は、そのための一つの

きっかけづくりにしかなりません。今後、そのような理念を後々まで続けていく。当

然、今まで町のほうでお示ししてきました協働あるいは元気というフレーズは今後も

生きていくと思うのですけれども、第五次総合計画を進めていく中で、さまざまな施

策、事業には、当然、今の協働とか元気とかという理念が入ってきます。そのような

理念を６０周年をきっかけとして今後も具現化していって、町の魅力アップ、あるい

は持続的な町政運営、ひいては町経済等の活性化、発展につなげていくことができれ

ばよいのかなというふうに考えてございますし、そのようにしていきたいというふう

に思っています。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

現在、町制６０周年に向けて町は動き出していますけれども、まだ町民の方たちの

認識が薄いのかなと感じております。これから、もっと町民の方たちにＰＲしていた

だいて、一部の人たちの行事にならないようにして、この年を契機に町政への関心度

アップや町と町民の信頼関係の構築を図り、これからの町の発展につながるような取

り組みにしていただくことを期待いたしまして、これで私の質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（小林哲雄） 

本日予定の一般質問は全て終了いたしました。残りの一般質問は、明日、行います。 

本日の日程は終了いたしましたので、これにて散会いたします。 

お疲れさまでした。 

                    午後４時１５分 散会 

 

 


