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○議長（小林哲雄） 

 引き続き一般質問を行います。 

 ７番、茅沼隆文議員、どうぞ。 

○７番（茅沼隆文） 

 ７番、茅沼です。それでは、開成町の地域ブランド戦略の構築を求めるということ

で質問をさせていただきます。 

 質問通告は、既にお手元に配付されておりますが、何しろ文字数の制限がありまし

たので、この壇上では、少し補足を加えながら質問をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 昨年４月から第五次総合計画がスタートして、そろそろ１年が経過しようとしてお

ります。この１年を振り返ってみると、総合計画を策定するに当たって実施した、町

民意識調査の結果を踏まえた取り組みが確実に進展しているようにも思います。  

 近隣市町では、人口が減少している中で、我が町では足柄紫水大橋の開通、南部地

区の開発が完了することなどにより、第五次総合計画に記載されておりますように、

さらに人口が増えていくことが予想されております。 

 また、今年は関東地方で最初にオープンしたパークゴルフ場の２０周年であり、ま

た、来年は町制６０周年という記念するべき年であります。このような背景から、我

が町では、人口の減少に歯どめをかけなければならないほかの市町とは異なる行政運

営が必要であります。 

 開成町が大きく変貌しようとしているこのタイミングで、開成町の魅力をさらに高

め、一人でも多くの人が、開成町に住みたい、住み続けたい、と思えるイメージを確

立する絶好のチャンスであります。開成町の魅力を内外にアピールしていくために、

開成町の地域特性や資源を明確にし、開成町の地域ブランド戦略を構築するべきであ

ると考えております。地域ブラント戦略とは、開成町と聞いただけで、ある種のイメ

ージを想起させ、行ってみたい、住んでみたい、住み続けたいという気持ちを誘引す

るもので、強いては町に住んでいる住民が、自分の町を誇りに思い、自慢することが

できるようになる、その結果として、町がさらに活性化するというものです。  

 開成町の地域ブランド戦略を構築するに当たって、そのキーファクターである以下

の点について、町長の考えをお聞きいたします。 

 ①町制６０周年に向けて、どのような事業展開の構想を持っているか。   

 ②開成ブランドの活用と今後の構想について、開成ブランド認定審査会で認定した

地場産の物品について、これらをどのように活用し、さらに発展させていくために、

どのような構想を持っているのか。  

 ③南部地区の魅力をアピールする方策について。南部土地区画整備事業の基盤整備

が平成２６年度で完了します。総事業費７３億円余りをかけた事業であり、町からの

支援も１７億円余りとなっております。これらの投資効果を早めるために、定住促進

に関する施策を打ち出す必要があります。南部地域の魅力を広くアピールし、開成町

に住んでみたい、住み続けたいと思っていただく。さらに開成町に住んでいることを
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自慢できるようにするために、どのような方策を考えているのか、南部地区の魅力を

アピールする具体的な方策についてお聞きします。 

 ④開成町らしい子ども・子育て支援についてです。全国的に人口減少が進んでいま

すが、これからの日本を支える若い世代の人たちにとって、子育て支援策が充実して

いる町に住みたいという傾向が強くなっております。  

 先日、テレビで放送された、住んでみたい町として、静岡県の長泉町が取り上げら

れた際に、転入してきた一般の人へのインタビューで、子育てをするなら、長泉町が

よい、なぜなら子育て支援センターや、ファミリーサポートセンター事業などが充実

していることが魅力であるとしております。 

 我が町では先ほども申し上げましたが、これからも人口が増えていくことが予想さ

れております。人口減少に歯どめをかけなければならないほかの市町とは異なる行政

施策、運営が必要です。我が町でも、本年４月から町立幼稚園で預かり保育や、のび

のび子育てルーム事業が始まり、一歩一歩子育て支援の方策が充実してきております。

また、子ども子育て関連三法の成立に伴い、平成２５年６月に、開成町子ども子育て

会議条例を制定いたしました。今後は、平成２７年４月の３法の施行までに、子ども

子育て支援事業計画並びに放課後児童健全育成事業の基準を作成しなければならな

いとされております。近隣市町と横並びではなく、子ども・子育て支援策のさらなる

拡充につながる開成町らしい内容となっているのか、現時点での方針をお聞きします。 

 最後に、以上を踏まえた開成町の総括的な地域ブランド戦略を構築する考えについ

てお聞きします。 

 ここ数年、開成町は外見上大きく変貌してきました。人口も増えています。うまく

進展したところもあれば、ひずみとなっている部分もあると思います。これでよしと

してのんびりしているわけにはいきません。来年は町制６０周年の記念の年であり、

これを機会に、さらに知恵を絞って、きめ細かな施策を打ち、開成町のイメージ向上

を図り、もっともっと住みよい町にしていく必要があります。地域ブランド戦略の構

築には、もっと広い範囲に地域特性を分析し、町のさまざまな資源を明確にする必要

がありますが、ここでは代表的な項目について見解をお聞きし、これらを踏まえた開

成町の地域ブランドを構築する考えはいかがか、町長の考えをお聞きいたします。  

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 茅沼議員のご質問にお答えします。初めに町制６０周年に向けた事業展開の構想に

ついてでありますが、まず、議員ご質問の地域ブランド戦略についてでありますが、

地域ブランドという言葉に統一した定義はないと思います。経済産業省の概念では、

一つ、地域発の商品、サービスのブランド化、二つ、地域イメージのブランド化を結

びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金、人材を呼び込むという、持続的な地域経

済の活性化を図ることと、このように定義をされております。 
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 一般的に地域ブランドと言う場合、その地域の特産品をブランド化し、販売の拡大

や、地域経済の発展を進めることを指すということが多いようです。開成町でも、こ

のたび、開成ブランドの認定を開始したところであります。 

 一方、特産品だけではなく、開成町の歴史や文化、環境など、多彩な町の魅力をブ

ランドとして捉え、町外に向けて発信していくことも広義の意味の地域ブランドであ

り、それにより、開成町のイメージアップを図り、人口の増加につなげたり、町自体

のファンを増やしていくことにより、経済面だけではない大きな効果を地域にもたら

すことができます。 

 例えば、南部地区のイメージ図を広報掲載したり、住宅展示場などの場で公開する

などもその一つであります。 

 平成２７年２月１日に、開成町は町制施行６０周年を迎えます。南部地域の土地区

画整理も完了し、定住人口の増加を図るための事業を積極的に進めていかなければな

らない時期でもあります。 

 また、小田急開成駅開業３０周年とも重なることから、この地域ブランド戦略を行

うタイミングとしてはベストの時期にあり、町全体でムードを盛り上げていけるので

はないかと思っております。その意味で、町制施行６０周年記念事業としては、単に

記念式典や記念イベントの開催だけでなく、町の地域ブランド戦略に向けた事業を行

う考えであります。 

 事業を行うに当たっては、平成２６年及び平成２７年の２カ年で事業を検討し、実

施をしていきたいと考えております。 

 平成２６年については、今後議会で予算審議をお願いすることになりますが、平成

２７年２月１日に記念式典を実施することはもちろんのこと、町の魅力を発信してい

くための、広報制作を中心としたブランド戦略事業を行いたいと考えております。  

 次に、開成ブランドの活用と今後の構想について。開成ブランド認定制度は、主に

町民の皆様によって開発された商品等を町の特産品として認定をし、ＰＲすることに

より、町へ訪れた観光客等へおもてなしや、町の魅力を知っていただくことを目的と

しております。 

 平成２５年１２月１７日に第１回審査会を開催し、そのときの出品数は１０点で、

うち８点が認定をされました。開成ブランド産品は、町内の店舗以内にも、足柄上商

工会加盟の販売店、新松田駅前にあるアンテナショップ、町の駅で販売を始め、イン

ターネットや、町広報紙などを通じて、さまざまな機会を捉え、幅広く宣伝をしてい

きたいと考えております。 

 また、認定商品の包装紙、売り場などののぼり等に、開成ブランド認定産品である

ことを表示するなどして、積極的にＰＲを図り、町民の皆様を初め、多くの来訪者の

方に認知、評価していただけるよう努めるとともに、町の特産品としての知名度を上

げていきたいと考えております。 

 特に弥一芋は、昨年、生産、流通、販売について、大手スーパーと協定を締結いた

しました。昨年は弥一芋の計画生産量が目標量に達せず、早々と完売してしまったた
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めに、次年度以降に向けて、生産者が一丸となって増産に取り組んでおり、今後が期

待される産品であります。 

 焼酎やいちろうについては、現在は会員制による醸造、販売を行っております。早

期に一般販売できるよう、町内の酒販業者を初め、小田原地区酒販業者関係者と調整

をしているところであります。今後の生産量は、弥一芋の生産量とも関係をするため、

当分の間は、年間１，０００本程度の販売を予定しております。早期に増産を実現し、

ブランドとして確立していきたいと考えております。 

 郷弁は既に町のイベントの日を初め、法人や個人の催事に利用されております。個

人店での製造のため、個数限定販売となっておりますが、開成ブランド認定産品らし

い包装等を工夫し、食により開成町の魅力を表現していただき、町のイベントや、里

弁の味の評判が人づてに伝わることによって、ＰＲを進めていきたいと考えておりま

す。 

 なお、余裕のある生産者には、足柄上商工会の町の駅等で販売を促進していきたい

と考えております。 

 今後も継続的に町内を初めとする店舗や飲食店で、年間を通じて消費や販売ができ

る特産品や、お土産物として販売のできる特産品等、多種多様な産品の創出を図り、

開成ブランドによる町の魅力づくりを進めるとともに、農業や商業の経営基盤強化の

一つにつなげていければと思っております。 

 次に、南部地区の魅力をアピールする方策についてでありますが、南部地区土地区

画整理事業の完了を見込み、早期に定住していただき、人口増加による地域の活性化

と持続可能なまちづくりを形成していく必要があります。そのためには、今以上に開

成町の知名度と、イメージを高めていく必要があると考えます。 

 先ほどの地域ブランド戦略とも重なる部分がありますが、一つとして、知名度とイ

メージを上げるための魅力発信事業、二つ目、支援助成制度の創設を行っていく予定

であります。 

 まず、魅力発信事業としては、既にＳＮＳを使った、情報交流人口の増加に取り組

んでおります。このほか、開発業者とタイアップし、住まい情報誌や、ホームページ

により、町の施策や住環境、公共施設、イベント紹介を行うほか、地域住民へのイン

タビュー形式で、町の魅力を定期的に発信していく。あじさい祭、ひな祭、足柄紫水

大橋開通記念イベント等でのＰＲを進めていきます。 

 南部地域の未来予想図を作成し、事業者の展示等へ展示するなども考えております。 

 また、支援助成での創設では、南部地域一帯を質の高い住宅として整備することに

より、地域の魅力アップにつなげていくための助成制度を創設する予定であります。 

 また、以前に質問のあったご当地ナンバーもアピールの一つとして捉えられると思

っております。さらに今後は県が進めている県西地域活性化プロジェクトに位置付け

られている、未病タウン構想との連携なども検討し、イメージだけではなく、実質的

な魅力を高めていければと考えております。 

 最後に、開成町らしい子ども・子育て支援についてであります。開成町では、町の
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宝である子どもたちを守り育てる施策に積極的に取り組んでおります。大きな方針は

二つあります。一つは、３歳から５歳までの幼児教育の充実を図ること。もう一つは、

ゼロ歳から小学校３年生までの子育て支援の充実強化を図ることでございます。その

ために、開成らしさを重要な要素として、三つ考えております。 

 一つ目、町ぐるみで、地域住民自らが地域の子どもを育てること。一部を挙げます

と、２６年度、新規事業のファミリーサポートセンター事業では、子育てを支援する

相互援助活動を進めていきたいと思っております。 

 二つ目は、子育てとともに、親育てにも取り組んでいきたいと思っております。具

体的には、母子保健事業や、養育支援訪問事業を通じて、子育ての世代に対する助言、

指導、相談支援体制等の充実を進めていきます。 

 三つ目は、教育保育及び、養育の総合的提供であります。ゼロ歳から小学生までに

おいて、幼稚園、保育園の総合的な提供、放課後児童クラブ、放課後子ども教室の実

施に当たっての小学校との連携と、横断的に連携しながら、子育て支援事業を進めて

いきます。 

 具体的な取り組みとしては、保育園や、放課後児童クラブの充実、子育て支援セン

ターとファミリーサポートセンターの充実、養育上の指導や、助言を行う、養育支援

訪問事業、児童虐待を防止するための取り組み、母子保健事業と、それぞれの子育て

支援事業との連携が挙げられます。 

 最後に、以上を踏まえた開成町の総括的な地域ブランド戦略を構築する考えについ

てお答えします。個別の町の魅力発信、祭などのイベントＰＲについては、これまで

も行っておりますが、体系的に、また大々的に行うことにより、町全体を一つのブラ

ンドとして売り出していくという視点には欠けていたと思われます。全国的にはさま

ざまな手段で、地域のブランド化を進め一定の成果を上げている自治体があります。

地域ブランドを高めていく意味を改めて考えれば、町外に向けては町の魅力を高め、

定住と交流人口の増加につなげ、また町内に向けては、町民の町への愛着を高め、そ

の上で実質的な魅力も高めていき、町の活力を維持し、持続的な町の活性化を図って

いくものと思います。そのために、これまで個別に行っていた情報発信や、各種のＰ

Ｒ事業を統一した方向性を持って行うことは、意味のあることと考えております。  

 町制施行６０年という機会は、そのスタートとして、絶好のタイミングであります。

総括的な地域ブランド戦略の考え方や指標については、記念事業実施委員会にもご意

見をお聞きし、進めていきたいと思っております。 

 以上ですので、よろしくお願いします。 

○議長（小林哲雄） 

 茅沼議員。 

○８番（茅沼隆文） 

 ご答弁いただきました。若干私的なことになりますけれど、私はサラリーマンのと

きに開成町を離れて、海外出張や海外での生活を繰り返しきました。開成町に戻って

くるたびに、何かしらほっとする安心感というか、安らぎを覚えたことを記憶してお
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ります。 

 しかしながら、近年では、このほっとする安心感、安らぎ感が薄くなってきたよう

に感じております。なぜなのか、考えてみますと、今日では、世界の情報がインター

ネットで瞬時に入手できるために、住民の意識や、社会構造が変化し、また、町とし

ての独自性も薄くなってしまったのだろうと思われます。 

 また、町行政の経営にも、独自性、戦略性が見えなくなってきたのではないかとい

うふうに思っております。 

 町長がおっしゃっている、日本一元気、きれい、健康な町というフレーズは、大変

すばらしいスローガンだと思います。 

 しかしながら、単に毎週月曜日にラジオ体操をしていること、月に一度職員が町内

を見回っていることでとどまっているようです。これでは単なるかけ声キャンペーン

でしかありません。もっと多くの町民が参加するように戦略的な取り組みが必要だと

考えております。 

 元気な町、そしてラジオ体操、全町民がラジオ体操に参加するためにはどうするべ

きなのか。きれいな町、全町民がごみを拾う、そしてきれいな町づくりに参加するた

めにはどうするのか、具体的な施策が必要だろうと思います。 

 また、開成町では、ボランティア活動が大変盛んですが、町ではこのボランティア

活動に頼り過ぎているのではないでしょうか。むしろ頼らざるを得ないというのであ

れば、ボランティア活動を行う人が、ボランティア活動をしてよかったと実感できる

ような施策が必要ではないのでしょうか。町民の善意に甘えるだけでは、いずれ誰も

振り向かなくなってしまうと思います。 

 町に住んでいる人が、開成町に住んでよかった、いつまでも住み続けたいと思える

まちづくりこれは第五次総合計画で掲げた将来都市像の実現に向けた基本姿勢です。

それでは、どうすればいいのか、既に多くの場面で話題になっておりますように、日

本の人口が減少し、さらに少子高齢化傾向が加速し、自治体の経営がますます厳しく

なってきております。その結果、自治体間で競争が始まり、戦略的な方策を今講じな

いと、ほかの市町との競争に負けて、いずれ存在感がなくなってしまうおそれがある

という危機感があります。 

 開成町では、人口が増えているから大丈夫と手をこまねいていると、そのうち競争

に負けて、埋没してしまうと思います。開成町のよいところ、悪いところをしっかり

と認識して、改善するべきところは改善し、よいところはもっとよくしていく。その

魅力を広く町内外に周知し、開成町のアイデンティティを確立することが必要だろう

と思います。 

 繰り返しになりますけれども、地域ブラント戦略とは、もののブランド化、既に存

在する特産品をブランド化すること、また、地域ブランドとしてふさわしい特産品を

つくり出すこと、そして、地域イメージのブランド化、暮らし、観光、地域の自然、

そして、そこに住む人の人間性、文化、歴史、伝統などをブランド化する。このもの

のブランド化と地域イメージのブランド化をあわせて戦略化することで地域に住む
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住民が、自分の地域を誇りに思い、地域外の人が行ってみたい、住んでみたいと思う、

その結果、定住人口が増えて、交流人口も増えて、地域が活性化するというものだと

思っております。 

 ただいまの町長のご答弁では、通告した項目に従って、今後の取り組みの考えをお

伺いしました。ぜひ、一つ一つタイムスケジュールをつくって、着実に実行していた

だくように期待しております。 

 それでは、少し細部にわたって再質問いたします。町制６０周年に向けた取り組み

では、町全体でムードを盛り上げていく平成２７年２月１日に記念式典を実施すると

ともに、町の魅力を発信していくための広報施策を中心とした事業を行いたいとのご

答弁でした。記念式典と広報活動だけではないと思います。町民との協働のまちづく

りを推進するためにも、町民参加型の事業展開を考えていくべきだと思います。また、

広報というのは、町の魅力を発信するために大変重要なツールです。現在の町のホー

ムページでは、広報紙は思い切った改善が必要だと思います。どのような広報施策を

考えているのか、また、記念式典以外にもどのようなイベントを考えていらっしゃる

のか、考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 細部は課長から話をさせてもらいますけれども、町制６０周年に対して、私はそれ

をどのように位置付けているか、先にお話をさせていただきたいと思います。今年３

月１６日、大井町と開成町の橋を結ぶ足柄紫水大橋が開通をし、それから、あじさい

祭りにあわせて、県が一生懸命工事をしていただいておりますけれども、開成小学校

から開成南小学校までの都市計画道路、山北開成小田原線、これは６月に今開通を目

途に、今、工事が進んでおります。南部地区、これも予定より早く、今年の夏には完

了して、事業開始がされる予定と。大きな事業、それ以外にイベントもたくさん、今

言われましたように、パークゴルフ場の２０周年記念事業もありますし、５月にはチ

ャレンジデーという、日本全国一斉に１５分以上の運動に参加する参加率で競うイベ

ントも、最大のイベントが、来年２月１日の６０周年と、その６０周年はどういう位

置付けかというと、私にとっては、６０周年は開成町の新たな出発だと考えています。

そのために、先ほど６０周年事業の中の細部のお話があるかもしれませんけれども、

その６０周年の２月の記念事業を行うということではなく、６０周年の２月１日に向

けて、開成町を今までも元気元気と言われていますけれども、それをもっともっと元

気にするにはどうしたらいいかと、先ほど地域ブランド化という戦略、これをどうや

って考えていくか、それがすごく大事な、これが一番私にとって１年間、６０周年に

向けての一番大事なことだと位置付けをしております。 

 そのときに、どういう戦略を立てるか、何のために立てるかと、まず一つは、第五

次総合計画が昨年から始まりまして、今、人口が１万６，７００人を１０年後には１

万９，３００人にする。開成駅周辺の区画整理が終わって、定住人口をこれから増や
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していきたい。北部には交流人口を増やしていきたい。それが元気の一つの源だとい

うことで、これから２６年度予算のとき、またお話はさせていただきますけれども、

１万６，７００から１万９，３００までに持っていくためにはどうしたらいいか、そ

れが戦略だと、それをどういう筋立てでやっていくか。 

 そういった中では、今、先ほど長泉町の話がありました。がんセンターがあったり、

今、ある意味、長泉町はそういう健康に対するもの、子育てに対するもの、イメージ

ができたと、ブランド化されたと私も思います、町自体が。 

 開成町はどうやってブランド化していくか。今ある開成町のイメージ、神奈川県で

一番元気な町だということを私もアピールしていますけれども、元気ということは、

この２市８町だけかもしれませんけれども、開成町は人口が伸びて、子どもたちが増

えて、元気でいいですねという、これは開成町、町民の皆さん、多分感じられている

と思います。開成町のいいイメージをどうやって外に発信していく。また、発信して

いかなきゃいけないと思いますね。開成町をまず知ってもらわなきゃいけない。開成

町を知ってもらうために、興味を持ってもらう。興味を持ってもらうためには、開成

町のいいイメージをどんどん発信する。開成町は神奈川県で一番小さいけれど、一番

元気な町だと、自分が一番伸びている町だよと、子どもが一番生まれている町だよ、

学校がもう一個新しくできましたよ、そういうものを常に発信して、外に、開成町の

イメージをつくってしまう。それが大事だと思う。 

 それで今度は開成町にそこで興味を持ってもらったら、開成町に来て、行ってみよ

うと思ってもらわなければいけない。思ってもらったときに、来てもらうための手段

としては、今、ひな祭をやっていますけれども、開成町の三大イベント、あじさい祭、

ひな祭、阿波おどり、これを使って、一つのきっかけとして、開成町に来てもらう。

来てもらった結果、ひな祭もそうです。あそこに行った方は、多分、婦人会の皆さん

が、元気におもてなしをしています。開成町って女の人、元気だね。あじさい祭に来

たときに、多くの町民の皆さんが迎えてくれた、気持ちよかったね。さらに言えば、

このイベント、北部地域が多いので、東京からこんな近いところで、こんな昔の原風

景があるんだと、自然が残されている。来てもらえば、今度はそういうふうに持って

いけると、来てもらって、おもてなしをして、触れ合って、そのときに開成ブランド

の特産品をまたＰＲして、あわせて、開成町のファンになっている。そのときに北部

だけではなくて、開成駅を降りてもらえば、今度は開成駅周辺は、北部とは違った富

士山が見えて、住環境がすばらしいスマートシティ、開成町今進めているんだと、開

成町に住んでみたいなと、ここまでつなげていくことが、それをどうやっていくか、

これは戦略なんです。これからブランド化、ブランディングしていかなきゃいけない

部分だと思いますけれども、それを２６年度やっていきたい。それは広報の中の一部

なんです、表現としては。町のホームページを一新したり、それは一新するだけでは

意味がないんですね。統一的にどうやって進めていくか、これはブランディングだと

思うんですけれども。 

 例があっているかどうかわからないですけれど、車で行くと、ボルボとか、ＢＭＷ、
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ベンツもそうだと思うんですけれども、マークがなくとも何となくＢＭＷの車ってわ

かりますよね。女性はわからないかな。私は何となく思うんですよ。それって、ブラ

ンドイメージができているんですね。日本の車でトヨタ、どれがトヨタの車かわから

ない。でも、今、レクサスというのが、ブランドイメージを集中的にやって、レクサ

スは何となくわかる。これはレクサスなんだと、わかるような、そういう統一的なも

のを、これからつくっていって、広報もチラシも全て、今度、イベントをやるときに

は、その統一されたイメージの中で全部進めていくと。そうしないと、開成町のいい

イメージのブランドができていかないんじゃないかと、それをつくっていきたいと、

２６年度、思っています。それをつくっていくときに、やはり町だけでは難しいので、

専門家のプロの知恵というものをお借りしなきゃいけないということで、２６年度予

算には、それを少し盛り込ませていただいた。また、予算のときに審議をしていただ

きたいと思いますけれども、そのようなイメージで考えております。 

○議長（小林哲雄） 

 自治活動応援課長。 

○自治活動応援課長（岩本浩二） 

 ご質問にお答えをさせていただきます。町制６０周年におきます町民参加型の事業

展開ということでございますけれども、スポーツ分野で申し上げますと、５月２８日、

チャレンジデーを初めといたしまして、現在、１０月に開催をさせていただいており

ます、スポーツレクリエーションフェスティバル、こちらにかえて、地域の連携や、

親睦を深めるというような趣旨のもと、６０周年の記念事業といたしまして、平成２

７年度、町民体育祭の復活というようなことを自治会長のみなさまと協議をしている

というようなことがございます。 

 また、文化面に関しましては、文化祭、芸能発表会１１月に行わせていただいてお

りますが、ここ数年で子どもさんの出演等が増えているというようなこともあって、

複数日の開催が要望されているというような状況がございます。６０周年記念事業と

いたしまして、さまざまな住民の皆様に参加いただいている事業につきまして、規模

の拡大等について考えてまいりたいと考えてございます。 

 それと２点目の広報の改善についてというところでございますが、今年度、庁内に

おきまして、三役、部長で構成をする広報企画会議、こちらを設置させていただきま

した。魅力ある広報づくり、それと紙面の改善に取り組んでおりますけれども、多く

の皆様の町民の皆様の顔が見えるというような広報づくりということで、写真を多く

掲載させていただいたり、読んでいただく皆様に興味を持っていただけるような特集

ですとか、記事を増やすなどの取り組みを進めている最中でございます。  

 また、これから予算審議をお願いすることとなりますけれども、平成２６年度から

は広報の裏表紙をカラー化させていただきたいと考えてございます。それと中身につ

きましても、二色刷りとさせていただくようなことを考えておりまして、町の情報発

信をより効果のあるものにしていきたいと考えてございますし、また、ホームページ

につきましても、予算審議をお願いした上でということになりますけれども、より見
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やすく、使いやすいのはもとより、町の魅力を効果的に支えられるホームページづく

りしてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 茅沼議員。 

○８番（茅沼隆文） 

 いろいろ町長の思い等々も聞かせていただきました。また、町民の参加型の事業展

開、町民体育祭とか、私もそんなこと思っていたんですけれど、よろしくお願いいた

します。 

 また、広報、ホームページの一新については、ぜひ全国のいろいろな市町村のホー

ムページ等々をしっかり研究して、やはり町民に読んでいただかなければ、何も意味

がないわけですから、町の情報の発信の大事なツールとしてのホームページ、広報紙、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、次に、開成ブランドの活用と今後の構想についてお聞きいたします。多

種多様な産品の創出を図り、農業や商業の経営基盤強化の一つにつなげたい。そのと

おりだと思います。せっかく開成ブランドとして認定した８品目があるわけですから、

積極的にＰＲして、町の内外に周知していくことが必要であります。地域ブランド品

を取り上げている、全国の市、町では、事業者任せではなくて、行政も積極的にＰＲ

活動を行っている例がたくさんあります。開成町等々でも、もっと積極的に売り込み

に取り組んでいただきたいと思います。また同時に、開成ブランドとしてふさわしい

創出することが必要であるというのが、町長のご答弁にもありましたとおりですが、

一つ例を申し上げたいと思います。  

 先般、一般社団法人酒匂川流域自然エネルギー研究開発協議会のメンバーの方々か

ら、議員有志にプレゼンテーションがございました。現在、国では従前の減反政策を

見直しする動きが出てきております。また、ＴＰＰの交渉も行われているのは、皆様

ご存じのとおりだと思います。このまま推移していきますと、開成町の農業はどうい

うふうになってしまうだろうかという危機感があります。この危機感は、皆さんも共

有されていると思いますが、そこでご提案がありましたのは、北部地域でバイオマス

エネルギーを使って、希少野菜の栽培をしたらどうかという内容でした。このバイオ

マスエネルギーを使った、希少野菜の栽培、それから、販路、いろいろな面から検討

された上での提案でございましたけれども、なかなか魅力的な話だなと私は思いまし

た。 

 また、昔、開成町にあった、酒田錦というお酒のこと、皆さんご存じかと思います

が、この酒田錦をつくっていた酒造の会社を復活させるアイデアもお聞きいたしまし

た。 

 バイオマスエネルギーを使った希少野菜と、酒造り、酒田錦、この二つ、開成ブラ

ンドとして大いに魅力があると思いますが、いかがでしょうか。この酒造、酒造りが

再開されますと、酒造レストランとか、それの専用のお米づくりとか、いろいろな事



 －６０－ 

業展開の可能性があると思いますが、この件について、町長のお考えがありましたら、

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 北部地域の活性化、今図るために、この３月には結論が出ると思いますけれども、

北部地域活性化の懇話会というものを発足させていまして、もうすぐ北部地域の人た

ちが主に入っていただいて、農業関係だけではないですけれども、北部地域をどうや

ってこれから活性化する。活性化というのは、南部に対しては定住人口、北部に対し

ては交流人口という言い方をさせていただいておりますけれども、これから開成町に

どんどん外から来ていただいて、お金を落としてもらわないといけない。そのために、

開成ブランドというのも復活をさせていただく。北部地域の農産品を今度はどうやっ

てブランド化して、そこに挙げていくかと、その中の一つとして、今、言われたよう

に、バイオマスがいいかどうかは別として、北部地域において、お米だけではなくて、

もっと付加価値のものを生産してもらう。恐らく希少野菜もそうでしょうし、今、弥

一芋という一つ取り上げさせていただいて、これはお米より本当手間がかかるみたい

ですけれども、利益的には４倍、５倍の収益が上がると言われています。そういう価

値のあるものを北部地域でつくっていただいて、それを今度は加工して、売る場所、

それも瀬戸屋敷周辺において、今、検討事項の中の一つに入れてもらっていると思い

ます。 

 今、北部地域においては、瀬戸屋敷でひな祭をやっています。その期間だけですね。

６月にあじさい祭、大きなイベントのときだけは、北部に人が来ていただいておりま

す。これは年間を通じて、北部に人が来ていただいて、交流人口を増やしていくため

に、やはり年間来ていただけるものを用意していかないと。 

 先ほど言われましたように、瀬戸屋敷のすぐ近くには、１４８年の歴史がある造り

酒屋、今はそこでつくっていない。この近辺を見ても、松田の松みどりさんとか、大

井町の井上酒造さん、よくタウンニュースにも出ていますね。一生懸命自分たちでも

努力しています。 

 この周辺、ほかにも石井酒造さん、山北には川西屋さんもある。何とか私も瀬戸酒

造店をもう一度あそこで、開成町のお水で、開成町のお米で、お酒をつくってもらい

たい。今、商工振興会長をして、一生懸命そういう促しはしています。町ができる部

分とできない部分があるので、周辺の整備のほか、それは私はできますよと、商工会

長に言っていますけれど。 

 いろいろな宝が北部には眠っています。まず、瀬戸屋敷の裏に古民家があります。

今、古民家を民間業者の人が独自で自分で買って、借り上げて、若い人たちに今、開

放して、使ってやっています。私も昨日行ってきましたけれども、若い人の発想とい

うのは、我々とは違う視点がたくさんあって、驚かされる部分がたくさんあります。

反対に北部の人たちから見ると、そういう人たちの活動というのは、ちょっと驚きと
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違和感があるのかもしれない。やはりそういう人たちの力をかりて、瀬戸屋敷の事業

だけではなくて、また、別の視点からのお客さんを呼んでいただける人たちが北部に

今度入り込んでくれた。あそこにどんどん人が来てもらうためには、いろいろなもの

を考えなければいけない。瀬戸屋敷に来て、周辺を歩いてもらえるようにする。そう

いうことも必要。環境のバロメーターであるホタル公園も、そういうさまざまな周辺

整備を２６年度においては考えていきたい。これも予算化していますので、また、予

算審議のときにお話をさせていただきたいと思いますけれども、先ほど議員からご質

問のあった提案、いいものはどんどん取り入れて、また、北部の人たちにそのような

話をさせていただいて、協力を得られるようにやっていきたいと思っております。  

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 茅沼議員。 

○８番（茅沼隆文） 

 なかなかしっかり考えていただいているようで、少しは安心してきたような気がし

ます。弥一芋や、焼酎やいちろうの件についても一言申し上げたかったんですが、今、

ご案内がありましたので割愛させていただいて、次は、南部地区の魅力をアピールす

るという件についてですけれど、知名度とイメージを上げるための魅力発信事業、支

援助成制度等々がありますが、南部地区には地権者とか、大手事業者が存在するわけ

ですね。この人たちとの連携が必要であろうと思うんです。町が幾らこういうふうに

したいと思っても、地権者や事業者がどう思っているか、ということも重要なことだ

ろうと思いますので、ここら辺の提携の話で、具体的に進んでいるところがあれば、

ご紹介いただきたいのと。 

 あと先ほど県西地域活性化プロジェクトの話がありました。これは県の助成金も準

備されていると思うんですね。この辺はしっかりと県とタイアップして、しっかりと

進めていただきたいと思うのですが、何か具体的な考えがあれば、簡単でご紹介いた

だきたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

 お答えさせていただきます。まず、南部の地権者、あるいは事業者との連携につい

てでございますけれども、南部地区に早く居住していただいて、南部の活性化を促進

させるためには、やはり行政側だけでアピールするというのでは不足するのではない

かと思っております。やはり民間企業の強力な発信力、これを活用すべきではないか

と、行政だけでとても足りない部分を大手の事業者さんというのはお持ちですから、

それを活用する方策が必要だと思ってございます。 

 そのために、町長答弁でもお答えしましたけれども、事業者さんとタイアップをし

まして、事業者が発行する情報誌、あるいはホームページ、このようなものも積極的

に活用し、連携していく方法で現在調整をしてるところでございます。  
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 また、事業者さんにとっても、単に住宅を販売するという視点ではなくて、開成町

の魅力を発信していただいて、実際に住んでいる方のインタビューとか、そのような

ものを取り入れるなど、基本的なスタンスとして、町と、それから事業者さんが一緒

に新しい町をつくって、町をこれから売り込んでいく、そういう視点を持っていただ

いて、ご協力をお願いしたいというふうに事業者に現在お願いをして、連携を図って

いきたいと、そういうふうに考えているところでございます。 

 また、後段の県との連携でございますが、これはまだ、県も活性化プロジェクト、

まだ素案の段階でございまして、確定したものではございません。ただ、県は素案の

段階で出ていますのが、未病タウン構想というものがございました。これは具体的に

どのようなものを県で想定しているかといいますと、端的な例、知事がよくおっしゃ

っているのが、例えば、家の中で、トイレを使って、そのガスを自動的に収集して、

健康管理をするだとか、よくそういうような事例を知事は出していただいているよう

ですけれども、そこまでいかなくても、健康管理を集中化してできるような形、ある

いは環境、エネルギーに配慮した住宅と、そのようなものは考えられるのではないか

と思ってございます。 

 そのフィールドとして、県も２市８町の中で開成町の南部地域ぐらいしか、当ては

まるようなフィールドはないというような認識を持っていると伺っておりますので、

町としても、そこら辺の連携は重々考えていきたいと思っています。 

 また、助成金とか、補助金というお話もございましたが、県では今のところ、全体

を網羅するような補助金については、なかなか考えにくいなと、財政的な状況もある

というようなお話を聞いておりますけれども、一部について、モデル的なものだった

らば、補助という形で出すことも考えられるねというようなお話はいただいておりま

すので、全体を網羅して、これをやるんだというのは難しいかもしれませんけれども、

一部分を捉えて、県の補助もいただいて、そのようなモデル的な事業も検討できたら

いいのかなと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 今、県西地域活性化プロジェクトの件がありましたので、今月、またその会議が招

集されます。この３月の見解の中で、確定と予算が盛り込まれると思っていますけれ

ども、基本的に私が今思うには、県西地域、未病タウン、未病ということで知事が打

ち上げまして、その補助金をいかにこれから町としてとっていくかということを考え

ている。個別の事業予算は、多分この３月で、大枠だけ決まって、それをどうやって

今度補助金を取り合うかというのが、県に対して、企画提案をしていけばとれるんじ

ゃないか、一つの未病タウンの可能性が今あるということで、それ以外についても、

未病に絡めた中で、県からの補助金がとれるように、これは頑張っていきたいと思っ

ています。 
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 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 茅沼議員。 

○８番（茅沼隆文） 

 せっかくそういう動きがあるわけですから、情報をしっかりと把握して、何とか交

付金をいただけるようにしていただきたいと思います。 

 先ほどお話ししました、希少野菜のバイオマスエネルギーを使った事業も、これも

農水省の補助金の対象になり得る事業であるというふうに見込みが出ておりますの

で、これも含めてぜひ、町長でよしやるんだという意思を、後ほどでもいいですから、

言っていただければありがたいと思います。 

 簡単に時間もありますので、お聞きします。南部地区の未来予想図というのを、先

ほど言及されましたけれども、この未来予想図は、いつごろ公表できるのか、その時

期だけお答えください。 

○議長（小林哲雄） 

 まちづくり部長。 

○まちづくり部長（芳山 忠） 

 現在、鋭意制作に取り組んでおりまして、予定どおりですと、４月の広報紙では、

少なくとも一般の方に見ていただけると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（小林哲雄） 

 茅沼議員。 

○８番（茅沼隆文） 

 ありがとうございます。ぜひ、町民が夢を持つことができるような、すばらしいの

ができてくるように期待しております。 

 それから、開成町らしい子ども子育て支援についてですけれど、第五次総合計画で

打ち出されております子ども子育て支援策、これも地域ブランド戦略を構築する上で

大変重要な施策であります。定住促進を進めるためにも重要な施策です。兵庫県の相

生市では、子育て応援都市の町相生というのを打ち出して、子育てしやすい環境を整

えて、人口減少対策や、定住促進を進めておりまして、相生が暮らしやすい１１の鍵

という施策を展開しております。町長のご答弁では、幾つかの開成町らしい子ども子

育て支援という観点で事業をいろいろとご紹介いただきました。今後、一層開成町ら

しさを打ち出して、一つのブランドとして発信していくために、相生市などの先進地

の事例をしっかりと研究して、確実に制度の充実を図って、近隣市町との差別化を図

っていっていただきたいと思いますが、町長答弁でご紹介された施策の中で、これこ

そが開成町らしいんだとこういうふうに言えるのはどれなんでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 

 福祉課長。 

○福祉課長（遠藤伸一） 
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 議員のご質問にお答えをさせていただきます。ただいまご質問のありました定住化

も含めた中の子育て事業ということで、先ほど町長の申し上げた方針で大きく進めて

いくわけでございますけれども、確実に制度の充実を図っていくというような意味で

いいますと、現在が一番のチャンスと、ちょうど法律が変えられまして、来年度計画

をつくっていくというふうなことでしっかり網羅していきたいと考えているわけで

す。 

 そして、今の質問で、これこそがというようなことでございましたけれども、ちょ

うど開成町、最初の質問でありましたように、長泉町、ファミサポや、子育て支援セ

ンターの話が出ておりましたけれども、開成町につきましては、２６年度にファミサ

ポをスタートさせる。また、子育て支援センターも、２８年度からさらに充実してい

くというプログラムの中で、しっかりこれをつくり上げていきたいということで、今

の担当課としての方向性としましては、一つの開成町の資源としては、今までの子育

て資源も生かしながら、やはり南部という部分の新しい町ができ上がっていくわけで

ございますので、そこにも子育て支援センターを配置していくということで、２カ所

の子育て支援センターで、それぞれ特徴を出していくというふうな中で、先ほどの方

針でも出しましたように、子育てとともに、親育てという感覚をしっかり出していき

たいというふうに考えております。 

○議長（小林哲雄） 

 教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

 開成町らしい子育てということで、一つ私が思っているのは、３歳児の教育という

のは、通常３歳児の子どもだけ預かって、保育をしていくというのが３歳児保育なん

ですけれども、開成町は１０年来、のびのび子育て事業ということで、親と３歳の子

どもが一緒に週１回学び合うという、全くこれはネットで調べても全国的にない事業

で何となく開成町らしい事業というふうに私は思っています。２６年度から、子ども

だけのすくすくルームというものを設置しまして、３歳の子どもだけを１日預かる。

もう一日は、親と子がともに学び合うという、本当に全国でも珍しいという、これは

全く開成らしい子育ての取り組みだと私は理解しております。 

○議長（小林哲雄） 

 茅沼議員。 

○８番（茅沼隆文） 

 いい話ですね。開成町らしい、全国でも例がない。こういうふうな魅力が、開成町

にはたくさんあると思うんですよ。これを一つずつきちっと資源として洗い出して、

これをまとめて戦略的に打ち出さないと、開成町がもっとよくならないというか、逆

に言えば、もっとよくしていくためには、そういうのをまとめて、戦略的に打ち出し

ていく必要があるのだろうと思います。 

 今まで南部や子ども子育て支援などに個別にいろいろお伺いしてきました。もっと

一つずつ細かくお聞きしたい点もあるわけですけれど、もう７分しかありませんので、
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そろそろまとめていきたいと思います。 

 初めのご答弁でも言われておりましたとおり、こういう施策をばらばらに行うので

はなくて、体系的に進めて、戦略として打ち出していっていただきたいと思います。 

 最後に町制６０周年を契機として、今後、どのように開成町をアピールして、ブラ

ンド戦略を進めていくのか、具体的な手順が必要であると思いますが、冒頭、町長が

総括的な地域ブランド戦略の考え方や、手法について、記念事業実行委員会にもご意

見をお聞きし、進めていきたいとご答弁いただきました。町制６０周年記念事業実行

委員会も大変なメンバーがそろうのだろうと思いますけれど、この地域ブランド戦略

というのは、そもそもどこかの委員会が片手間にできるというレベルのものではない

と、私は認識しております。 

 各地で地域ブランド戦略を打ち出している自治体では、例えば、ある市の話ですけ

れど、総合計画を実現するために、また、ほかの地域との差別化を明確にすることに

より、地域間の競争への対応を図っていく、すなわち、地方自治の確立を目指すため

というふうに定義しており、総合計画の次の位置するような取り組みをしております。 

 我が町では、既に第五次の総合計画がスタートしておるわけですが、第四次総合計

画で、「私も主役、みんなでつくるきらりと輝くまちづくり」というスローガンから、

第五次総合計画では、「明るい未来に向けて人と自然が輝くまち・開成」へと進化さ

せたわけです。開成町に住んでよかったと、一人でも多くの人が実感できる町、明る

い未来に向けて、人と自然が輝く町をぜひつくり上げていきたいと考えております。

その実現のためには、地域ブランド戦略の構築にかかわる、それなりの組織を設けて

取り組む必然性があるのではないかと思いますが、その辺も含めて、改めて開成町の

地域ブランド戦略をどのように位置付けていくのか、先ほど来から町長からもお聞き

していますが、改めて町長のご決意をこの場でお聞きしたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 町制６０周年に向けて、この地域ブランド戦略はつくっていきたいと思っています。 

 それで今、先ほど茅沼議員が開成町にこんないいものがあるというものの、教育長、

保健福祉課長も話をさせていただきましたけれども、我々開成町で気づかない部分が

たくさんあるのかなと、今、改めて聞いていて思いました。子育ての子どもの中で一

番感じたのは、開成町の地盤というのは、コミュニティスクール、小学校、中学校全

部あって、これから幼稚園もつくっていこうと。これって日本全国でもまれに見る特

異なことなんだけれども、これが我々の中でも、町民の中でも知られていない部分が

あったり、また、町外に対して、これを自慢していく部分が、ＰＲが足りなかった。

ほかにも多分いっぱい埋もれていると思います。 

 さらに私は自治会加入率１００％の目標を掲げさせていただきましたけれども、開

成町のこの自治会活動、これも全国にＰＲできるすばらしいことだと、だからこそ、

コミュニティスクールが進めたのではないか、そういうもとがあるからだと思ってい
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ます、私は。 

 開成町らしさ、開成町しかないものをもっともっと茅沼議員が言われるように、き

ちんと見出して、それをどうやって外にアピールしていくか、それを考える、戦略す

るための担当部署をつくるほどの今、人員的な余裕がないので、担当の課の中に担当

者を置いて、またそれができ上がったとき、今度はつくっただけでは意味がなくて、

それを進めていくときに、今度横断的な話が出てくる。 

 例えば、一つの統一的なイメージができ上がったとき、それをもとにイベントを今

度やるときに、チラシはそのイメージに沿ったチラシをつくっていく。ホームページ

もそうです。そういうふうなことになると、横断的なものが必要になるので、そうい

うときには、プロジェクトチームという形で、今度はブランド戦略できたものを進め

ていくチームをつくっていかなければいけない。そのようなイメージで考えておりま

して、なかなか課をつくるまではいかないので、後はそれは役場の中だけは、それを

立てていくには難しい部分があるので、専門的な知識を持った外部の力を借りながら、

ブランド戦略を立てていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小林哲雄） 

 茅沼議員。 

○８番（茅沼隆文） 

 そろそろ時間切れになってきましたけれど、今日ここの場でいろいろとご質問させ

ていただき、いろいろと町長の考えを初め、これからこういうふうにしていきたいと

いうような、もろもろの施策のアイデアをお聞きいたしました。これを今日この場で

お聞きしたことだけで終わってしまっては何も意味がありませんので、ちゃんとタイ

ムスケジュールをつくって、いつまでに何をどうする、これをしっかりと明示してい

ただきたいと思うんです。今日の今日ですから、今のこの場では無理だと思いますけ

れども、また近いうちにそういうふうなことに立ち戻って、確認をさせていただきた

いと思いますが、次の本会議まで待たずに、また近いうちにご案内いただけるのであ

れば、越したことはありませんので、そういうふうなことで、進めていただきたいと

思います。 

 繰り返しになりますけれど、この地域ブランド戦略、なぜ必要なのかというのを、

皆さん真剣に考えていただきたいと思うんです。まず、開成町に住んで本当によかっ

たなと自慢できる、こういう町にしなくちゃいけない。そのためには、町民の方々が

そういうふうに思っていただくためには、まず、役場の職員が自分たちが開成町の役

場で働いている、これがなんてすばらしいことなんだろうということを自覚していた

だかないといけない。目がおかしくなって、覇気がない、こんな人はいないと思いま

すけれど、町民の方々が役場に来て、窓口に来たときに、職員の方々が一生懸命対応

する、明るく対応してくれる、町民の方が、役場に行ってよかったな、役場に行けば、

何か楽しくなると思っていただけるくらいの張り合いをもって仕事をしていただき

たいと思うのであります。 
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 先ほど庁舎建設の件とかいろいろな件で同僚議員も話をされておりますけれど、ま

ず、気持ちの持ち方一つでそういうことがかなり改善されるのではなかろうかと思い

ます。この場にいらっしゃる職員の方々も、皆さんそれぞれ自分のお仕事に自信と誇

りを持っていらっしゃると思いますけれども、それをもっと表に出していただきたい、

そういうふうにすることによって、町が明るくなっていく一歩になるんではないかと、

こんなふうにも思っておりますので、これからも、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上で私の質問を終わります。 

 


