
○議長（三宅 耕三君）      次に２番、木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今回の一般質問は、３点について、質問いたします。 

 最初の質問は、町長と助役に、組織体制について、お伺いをいたします。 

 外から見ておりますと、私が思うところ、横の連携が、もう少しスムーズになるような組織

に再編するべきではないかと思います。そして、そのためには、現在の部長・次長・課長・

係長といった組織体制が最善であるのかということを検討し、例えばプロジェクトチームを

つくり、改革を加速するような組織に変えられないかと考えます。また、若い職員からの改

善、アイデアといったものを出してもらう、よい方法を、きちっとした形にして、それを生か

す方法を組織として考えられないか、といったようなことを思います。 

 いまや、国は現行の副知事・助役・出納長・収入役の制度を廃止し、各自治体がみずか

らの判断で適切なマネージメント体制を構築できるよう、新たな制度に改めようとしており

ます。そういったときに、町長就任後、次長制を廃止していくという方向で進められている

のは、私もよい方向だなと思っております。もっと以前は、部長制というものはなかったと

思いますが、現在の部長・次長・課長制にし、今度は廃止の方向であるということでありま

すが、その時々の状況、あるいはトップの考えによって変わっていくのは当然なのかもわ

かりませんが、次長を廃止していくという方針も踏まえ、経緯とともに、現在での利点及び

問題点をどのように把握し、今後どのようにしていこうとしているのかを、まずお聞きした

いと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）    木村議員から、行政組織に関するご質問をいただきましたの

で、お答えを申し上げます。 

 少子高齢化、高度情報化、地方分権の進展など、時代の潮流がますます激しく変化す

る中で、これまでの行政は大きな転換期にあると思われます。 

 こうした中で、私どもも、すべてにおいて簡素・効率化を念頭に置きつつ、事務事業の全

般的な見直しを行い、新たな行政課題を整理するとともに、住民のニーズに即応できる組

織体制を築く必要がございます。 

 これまでにも、就学前教育に対応する所管の統合や政策の推進を図るための部署の創

設、保健と福祉の統括によるサービス体制の拡充など、目的に沿った組織体制の充実を

図ってきたところでございます。 



 しかし、複雑多様化している行政需要に的確に対応できるよう、より機動的な組織運営

に努めなければならないと考えるところでございます。 

 今、全国の地方自治体に行政コストの削減と効果的な運用、そして、新たな行財政改革

の推進体制づくりが求められております。 

 今後、重点的に取り組まなければならない施策や町の活性化策を積極的に推進するた

めには、専任チームの編成も必要であると考えているところでございます。 

 行政改革への取り組みにつきましては、各課の横断的な人選によるワーキンググルー

プを編成し、改革への対応等について検討をさせております。 

 ただいま、組織における職制についてご質問がございましたが、県におきましても、来年

度から｢グループリーダー｣の職名を改めるようにも伺っており、組織運営を図る上でも、

対外的なわかりやすさと役割・責任の明確化を図る必要があると思われます。 

現在、必要な業務に対する職を設置しているところでございますが、今後においても業務

の重点化や機能の強化を図るとともに、効率的な組織運営を図るために、適正な配置を

行ってまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      安藤助役。 

○助役（安藤 修平君）   通告いただきました中で、業務改善等につきまして、お答えを

申し上げます。 

業務改善は、組織目標管理制度や事務事業評価制度、これらを通じて行われることが

主体となりますが、所属を超えた広い視野で、コミュニケーションを取りながら、改善提案

を図っていくことが重要でございます。 

職員一人ひとりが住民サービス改善に必要な職員の視点、サービスを受ける側の視点

を含めた視点から、行政にかかわる幅広い改善案を積極的に提案できるような制度を検

討してまいりたいと考えるところでございます。 

このことにつきましては、このたびの行財政改革推進計画においても位置づけをしてお

りますし、町長からも指示を受けているところでもございます。 

現在は、職員個々から希望調書を出させておりまして、その中で、それぞれの思いや

提案、意見等を述べるスペースを設けております。これまでの提案箱の設置に加えまして、



職員組合等とも協議し、意見を取り入れて、よりよい職員提案制度を模索してまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      木村議員。 

○２番（木村 宗朝君）   ワーキンググループを編成して、改革への対応に現在検討し

ているということでございますし、役割とか責任というのを明確にするのは大前提でありま

す。もう一つ言われた就学前教育ですか、これは幼保のことですかね。政策の推進を図る

ための部署をつくったというのは、政策推進課ということだと思いますが、それは総務部の

中にあるということだと思います。 

私の言いたいのは、この組織が最善かということであります。現在の組織で、町長の公

約、所信表明で言われたことが、きちっと推進できていくのかということであります。 

具体的には、組織を再編するという私の考えは、部長・次長・課長が一人ずつ本当に要

るのかということであります。この議会でも、課長の答弁の方が、といった方がいいかもわ

かりませんが、的確かもわかりません。部長を除いてということではないんです。部長か、

課長かどちらかという思いなんです。 

現在の組織でいうと、総務部長は総務課、政策推進課、税務課、放送事業課を担当し

ているということで、係でいうと、総務係、財政係、政策推進係、企画係、税務係、放送事

業係と、これだけを担当しているということで、総務部長が本当にこれだけの組織をきちっ

と１００パーセント見れるのかどうかということだと思うんです。 

生活福祉部長でいうと、健康福祉課と生活環境課、係でいうと、保健指導係、福祉係、

保健係、戸籍住基係、生活環境係、これだけあるわけで、部長がこれだけのところを１００

パーセントきっちりと見れるのかどうか。それならば課長に任せて、もう少し細分化して、

部長、あるいは課長が違う仕事をした方がいいのではないかと、こういうふうな思いであり

ます。 

そういった小さな部署はその人に任せて、部長、次長という人は、長年、役所に勤めて

みえるわけでありますから、ノウハウは持ってみえるわけであります。もっと大きな視点に

立って、役所の仕事を改革するべきではないかと、こういうふうに私は思うんです。 

現在の組織は、組織全体を見れるのは、町長と助役だけだと思います。会議の中では

話はできますけども、例えば総務課の部長が生活福祉の細かいことについて、こうしろ、

ああしろというような組織にはなっていないと思います。 



町長はもっと外へ出て、トップセールスをやるべきだと思います。例えば公約でいわれ

ておるような企業誘致をどんどんと進めて、企業へ行って、ここに土地を確保したのでと。

土地を確保してなければ、土地を確保するための方策をどんどん外へ出て。土地を確保

できたら、今度は企業へ出向いて、うちへ来てもらえませんか、というトップセールスをど

んどんやるべきだ。中は中で改革チームをつくって、その人たちがやるべきではないかな

と。こういう組織にした方が公約が果たせるのではないかと、こういうふうに思います。 

もう一つ言うならば、ジャスコが長深へ来たいといっておるのを、何とか来れるようなトッ

プセールスをもっとどんどんとやるべきではないか。ジャスコが来ることによって地主の人

が潤い、雇用の確保ができ、固定資産税がふえるということでありますので、どんどんと

やるべきではないかな。 

まちづくり３法が、この国会に提出されるということで、２００７年度の夏ぐらいに施行さ

れるようなことを聞いておりますけど、まだ間に合うと思います。そういうふうなときに、組

織を改編して町長が公約を果たすために、組織を変えるべきではないかなというふうに思

っておりますが、このことについて、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 いろいろ内部の組織について、ご提言をいただきました。人口増を図るとか、企業誘致

を図るということで、企画から政策推進課に私は変えたんです。その点で、私の思うように

いっていないというのは現実でございますけども、もう一歩進めて、１つの専任の仕事を、

部・次長の方に当たらせていく。そんな方向で、今、検討してもらいたいということで、指示

を出させてもらいました。 

こういう組織でございますので、現在、部長・次長と残っているわけでございます。ほか

のところへ格下げというようなこともできませんし、いろいろなことがございまして、補充は

していかないということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 そんなことで新しく４月から、そういう１つの仕事、企業誘致と人口増を図る、その仕事を

してもらう。そんな体制をつくっていきたい。その方は、ほかのことには決裁権もないという

ような方向でさせていただきたいということを指示させていただいておりますので、どうぞ

よろしくご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      木村議員。 



○２番（木村 宗朝君）   そういうふうにやっていただけるのはいいことだと思いますが、

ひとつ格下げとか何かというのは私は思っておりませんので、係長になったら、課長にな

りたい、あるいは次長になりたい、部長になりたい、こういうようなことは重要なことであり

ますので、そういう役職というのは大事なことだなというふうに思っております。 

 次に助役に、改善提案、アイデアのことについて、お尋ねをいたしましたが、現在、そう

いうふうなことをやっておる、聞き取りをやっておるということでありますが、改善提案とか

アイデアというのは、毎月とか、毎日、思った時に出るんですね。だから箱を設けるのもい

いんですが、必ず出してもらうような制度にしないと、なかっても出してもらうぐらいにしな

いと、あったら出してくれと言ってるわけではないんです。必ずアイデアを出せるように、い

つもそういう感覚で仕事をするべきだと。毎月、１件なら１件、自分の部署なら自分の部署、

あるいは自分の部署以外で、こうしたらこの部署はもっとよくなるのになと。あるいはもっと

大局的に、東員町がこうしたらよくなるのになというのを、毎月最低１件出してもらうような

システムにするべきではないかなと。聞き取りで、あるいは短期的にやったらどうかといっ

ているのではなくて、そういうふうに毎月やってもらいたいという提案なんですけども、この

件についてどうでしょう。 

○議長（三宅 耕三君）      安藤助役。 

○助役（安藤 修平君）   お答えをさせていただきます。 

 木村議員の提案に１００パーセントお答えできるかどうかというのは、今、確約はできま

せんけども、現在取り組んでおります人事評価制度等の中でも、そういった部分もありま

すので。ただ、毎日、毎月という部分からは少しずれると思いますけども、そういう方向も

取っていきたいというふうにも考えておりますし、先ほどもお答えをさせていただきましたよ

うに、職員組合等の意見も聞いていきたいと考えておりますので、この辺でご理解を賜り

たいと思いますが。 

○議長（三宅 耕三君）      木村議員。 

○２番（木村 宗朝君）   アイデアについても、よろしくお願いをしたいと思います。 

 次の質問にいきます。 

ふれあいフェスティバルについて、町長と建設部長に質問をいたします。 

前回の議会で町長は、今後のフェスティバルについての考えを、住民アンケート結果と

関係者の意見を尊重し、来年以降も当分の間は開催しますといわれております。 



私も開催することに大賛成であります。賛成であるがゆえに、今回、質問をするわけで

ありますが、住民アンケート結果と関係者の意見を尊重して、当分の間、開催するという

結論は、アンケート調査結果が、広報「とういん」の１２月号に掲載されていましたので、見

ておりますと、問９のところで、５０２人中２７３人の人が毎年実施してほしいという回答結

果が載っておりましたが、これだけを見ると、５４％の人が毎年実施してほしいと言ってい

るということになりますが、アンケートをお願いしたのは１，０００人であります。もちろん、

出してもらえなかった人は、選挙でいうならば棄権したわけでありますので、数に入れなく

てもいいのかもわかりませんが、仮にその人たちがフェスティバルはどうでもいいと、そん

なものはやめた方がいいと思って回答しなかったと仮定をすると、７７人の人が２年に１回

ぐらいでいい、１２９人の人がやめた方がよいと回答をしておりますので、１，０００人中、２

年に１回、やめた方がよい、無回答、アンケート自体に回答なしを合計すると、７２７人で

あります。そこにアンケートを取った意味を見出すべきだと思うのであります。つまり１，０

００人中、７２７人の人が、毎年やらなくてもいいと。おもしろくないと思っているフェスティバ

ルを、どう楽しいものにするかということだと思うのであります。 

そこで、そのためには、今回、広報「とういん」の今月号に募集が載っていましたが、い

い企画をしてくれる実行委員を探すことだというふうに思いますが、町長はどうお考えでし

ょうか。 

そして、もう一つ別の視点ですが、今までは在来と団地の人との融和ということで開催

されてきましたが、２０回目のこの機会に、団地の方々の同居同士の交流も企画できたら

楽しいかなと思うのでありますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   ふれあいフェスティバルについてのご質問に、お答えを申し上

げます。 

 昭和６２年にフェスティバルが始まりまして、早いもので、本年で第２０回目を迎えようと

しております。 

まず、この組織の体制を申し上げますと、自治会長をはじめ、商工会、農協、消防団、

体育協会など、各種団体の代表者で構成いたします「フェスティバル運営協議会」と、そ

の下部組織として、企画・立案を行っていただく「フェスティバル実行委員会」がございます。

この実行委員会も、以前は、各種団体からご推薦いただいた方だけで構成をされておりま

したが、平成１５年度からは、新たに地域の代表として、５名の委員も入っていただき、ま

た昨年からは町内に在住、または在勤の方であれば、だれでも参画いただけるよう、「一



般公募制」も導入するなど、実行委員会のメンバーにつきましては、これまでも逐次、見直

しを図っているところでございます。 

 次に、同郷の方同士の交流ができないのか、とのお尋ねでございますが、確かに東員

町には、全国各地の出身の方がたくさんお見えになることは、私も承知しておりまして、い

わゆる県人会的な交流を、フェスティバルの中で実施できるかどうかは、私から申し上げ

るのではなく、一つの新しいご提案として、一度、実行委員会の方で、ご協議をいただく方

向で考えております。 

 いずれにいたしましても、本年度実施いたしました住民アンケートの調査の結果におき

ましても、さまざまなご提案をいただいておりますので、それらのご意見等も踏まえまして、

第２０回の記念となります「ふれあいフェスティバル」の開催に向けて、十分検討してまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      木村議員。 

○２番（木村 宗朝君）   根本的にフェスティバルをどう考えるのか、祭りをどう考えるの

かという考え方だと思うんですが、どこかで祭りというのは、ずっと同じものをやるのが祭

りなんだというようなことも聞いたんですが、私はそうは思っておりませんで、祭りというの

は２種類あって、日本古来から伝わるものとか、例えばこの辺でいう大社祭りとか、多度

祭りとか、桑名の石取祭、全国的にいうと阿波踊りとか、そういうものはそれでいいと思う

んですが、ふれあいフェスティバルのようなものは、毎年、中身を変えた方が楽しいので

はないかなと、こう思っておるんです。そのためには、新しい感覚の実行委員に入ってもら

うべきだと。これは私もずっと前から、体育協会の会長をやっていることから、体育協会、

スポーツ少年団、農協、商工会という、いつも同じメンバーでやるのではなくて、本当にや

りたい人が地区に見えるはずだから、そういう人が、どんどんと実行委員に入ってもらって

やるべきではないかと、こういうような提案をずっとしてきたと思うんですが、やっと１５名

になり、今回、１０名ですかね、募集をするということになるんですが、そういう人たちで新

しいものを中身をゴロッと変えるぐらいにやってもらいたいなと思います。 

第１回、第２回というのは、何もない状態でしたので、会ごとに、夜１時、２時までやった。

あの時の一色委員長をはじめ、やったという記憶があるんですが、その時は太田進部長

が担当だったと思うんですが。何もないところから新しいものをつくるのは楽しいことです

けど、現在ですと、例えば「子どもみこし」、これはもう決まっておるわな。ここにスペースが



あるので何かないか、というような形でつくるフェスティバルというのはおもしろくないので

はないかと。 

トヨタ自動車の張副会長は、「停滞は後退と同じ」といっておるように、もっというならば、

「十年一日のごとく物をつくっておるのは犯罪に等しい」と、トヨタはいっておるんです。 

今の組織のことについても通じることなんですけど、フェスティバル一つを取っても、今

のフェスティバルを変えて、楽しいものにしようという実行委員が集まるようなことをやって

もらいたい。そのためには担当の部署が、そういうような祭りにしてくださいというような指

示を、まず、してもらうべきではないかなというふうに思うんです。 

この点について、建設部長にお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   新しいものに、ということでございまして、先ほどありまし

た広報「とういん」３月号にて、実行委員も１０名ほど募集しておりますので、実行委員、事

務局、そこら辺も今後、十分検討させていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      木村議員。 

○２番（木村 宗朝君）   よろしくお願いします。 

 もう一つ言いました、同郷の人同士の交流というのは、具体的には、フェスティバルでや

らなくてもいいんですが、フェスティバルでやるとすると、私が思っているのは、現在は自

治会が一つずつテントをしていて２３ある。それをもう一つ別の角度から、例えばネオポリ

スに住んでいる人が、自分が北海道とすると、その中で北海道の人がだれか、今の段階

では、それほどわからないと思うんですが、例えば今いわれておる道州制のような分け方

でもいいと思います。本当は県ごとの方がいいと思うんですが、それはなかなか難しいの

で、１１とか１３とかいうような割り方でいいと思うんですが、北海道は北海道の人同士の

テントがあったり、九州は九州の人同士のテントがあったり、そこで方言がしゃべれたり、

そこで採れるような物を売ってもらったり、そういうようなことができないかなというようなこ

とを思っておるんです。そのことが、現在の在来と団地の融和から団地の人同士の融和と

いうことを考えたんですが、これもまた、実行委員会の中で、ダメならダメでいいんですが、

一度話し合ってもらえたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 



 次にいきます。 

 人事評価制度について、総務部長に質問をいたします。これは再質問はいたしません

が、人事評価システムの導入に向けて、平成１４年度より、職員から意見を聞いたり、研

修などが行われると伺っております。導入はまだ先になると思いますが、現在までの進み

ぐあいと問題点の把握、今後の予定などをお聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいまの木村議員の「人事評価制度」につきましてのご

質問に、お答えを申し上げます。 

社会環境が大きく変化する中で、公務員制度改革が推進され、地方自治が新しい時代

を迎えているところでございます。 

このような現況下で、本町は職員が一丸となって、新しい方向を模索をいたしておりま

す。平成１５年度から庁内にプロジェクトチームを設け、人事評価制度の導入に取り組ま

させていただいているところでございます。 

私どもが導入を目指します人事評価制度は、職員一人ひとりがさらに能力を開発し、創

意工夫を行っていくことを目的といたしております。 

これまでの取り組みの概要を申し上げますと、職員の声を反映した制度構築を図るた

めのアンケートの実施、プロジェクトメンバーによる職務基準の作成、評価基準の設定や

目標管理の基本的な設計を終え、評価及び目標管理の必要性・重要性の理解、浸透を

図るため「評価者研修」「被評価者研修」を実施してまいりました。 

平成１８年度は、人事評価制度の完成に向けての作業と、職員が制度を円滑に運用で

きるよう、さらに「評価者研修」「被評価者研修」を実施するとともに、これまでに構築して

まいりました人事評価制度を試行的に運用し、制度の検証を行い、問題点を把握し、メン

テナンスが必要とも考えております。 

いずれにいたしましても、本町にふさわしい制度構築に努めてまいりますので、よろしく

ご理解のほど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）      木村議員。 



○２番（木村 宗朝君）   導入がまだされていない段階ですので、今回は再質問をいた

しませんが、人を評価するというのは非常に難しいものがあると思います。制度を構築す

ることは大変なことだと思いますし、導入してからも、いろいろな問題が出てくると思います。

同じ働く者の立場で今後も注視し、もう少し形になった時点で、また質問をしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 終わります。 

 

 


