
○議長（三宅 耕三君）      次に、２番、木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今回は３点について、質問をいたします。 

 １点目でありますが、職員の異動、採用、研修などについて、町長にお伺いいたします。 

 地方分権改革に関する首長アンケート結果では、権限や財源の移譲が不十分であるこ

とへの不満がある一方、移譲された場合に、果たして現在の職員で対応できるのか、とい

った不安を持っている首長の回答も寄せられているようであります。地方自治体を分権型

社会にふさわしい組織に変えていくためには、担い手である職員自身の能力開発と意識

改革を効果的に実施していく必要があるのは言うまでもありません。事務を間違いなく遂

行できることや、法律や通達の解釈能力、といったものだけではなく、課題解決や政策提

案といった能力が求められつつあります。つまり、時代の求める自治体職員としての資質

を備え、組織や市民ニーズに的確に対応し、積極的に成果を上げることのできるプロの人

材を育成することが重要になってきています。 

 そこで、３点について質問いたします。 

 １つ目は、職員の人事異動についての考え方、またその周期について、どのような考え

があるのかを、お聞かせいただきたいと思います。 

 ２つ目は、職務によっては専門職を採用してはどうか、と思うのでありますが、そういった

気はあるのかないのかをお聞かせいただきたいと思います。 

 ３つ目は、現在、いろいろな研修を実施していると思いますが、研修先を民間にも広げる

といった考えはないかを、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上３点、お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   木村議員からのご質問にお答えを申し上げます。 

 まず人事異動についてでございますが、人事異動は、私どもに限らず、すべての自治体

で行われており、特に市町村職員においては、広範囲な行政知識と事務に対応する能力

が求められております。これを養うため、定期的に人事異動を行っているところでございま

す。 

異動については、単なる在職年数だけではなく、職員が意欲的に取り組むため、３年前



から職員の希望先や目的を聞き、できる限り希望に沿った異動に心がけているところでご

ざいます。また、異動先で、職員の目的や能力が十分発揮できるよう、５年前後の周期で

の人事異動が望ましいと考えております。 

次に、町職員の専門職の採用につきましては、近年の複雑多様化する住民ニーズ、ま

た業務に対応するため、人材の確保や、職員の専門的な知識を高めることは、これまで

以上に必要なことでございます。職員の専門知識を高めるために、以前から市町村中央

研修所での研修を受けさせたり、一昨年度からは、自治大学校での研修も実施をしてお

り、本年度も県へ福祉、税部門へ、２名の職員を派遣しているところでございます。 

ご質問の専門職員には、技術的な職も含め、多分野に渡ります、今日、公務員の定員

管理は厳しくなり、各分野に専門職員を採用することは難しくなってきております。今後も

県職員の派遣要請や、専門的知識を得るため、人事交流を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

最後に､民間での研修先につきましては、職員の接遇や意識改革をはぐくむための方

法の一つとして考えられるところでございます。これまでは、行政機関での研修を行ってま

いりましたが、今、職員がコスト意識や事業計画を行うことが求められておりまして、研修

課題や目的、職員の意欲等を十分に反映させるために、民間での研修を行ってまいりた

いと考えるところでございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   人事異動と、その周期について、まず再質問をいたします。 

 職員には広範囲な行政知識と事務能力が必要だということで、周期は５年と言われまし

たが、私が思うには、周期が余り短いと、知識は広くなるけれども、浅いのではないか、と

いうふうに思います。私たち町民のためには、広くなくてもいいので、このことに関してはこ

の人に聞けば必ずわかる、というプロを養成してもらった方が、我々のためにはなるので

はないか、というふうに思います。 

 私は会社に入って、ずっと１回もかわったことはありません。いろいろと同じところにおる

と、難しい問題もあるんでしょうけれども、町民のためにもう少し長くして、プロを養成する

ということをお願いしたいなと思うんですが、町長はどう思われるでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 周期的には５年ぐらい、ということで答弁させていただきました。過去を振り返りますと、

以前はもっと早く、３年ぐらいで異動をしておったような気がいたします。特に町村というの

は、何でもできる職員と申しますか、どこへ行っても、ある程度は対応できる、そんな職員

体制をつくるということで、若い時代に全課を回ってしまう。そして、将来の幹部になったと

きに、きちっと指示ができる、というふうなことで、短いと思います。ただ、地方分権が始ま

ってまいりまして、それだけでは、なかなか難しいかなと。少し長くして、プロ化と申します

か、もっと深く対応できる職員を、ということで、周期的には少し長くしていかなあかんとい

うことを思っております。 

 市と町村というのは、職員の体制が違います。市になりますと、プロ化しておるといいま

すか、技術屋さんもおりますけれども、課に長くおります。東員町の場合は、技術屋さんと

いうのは一人もおりません。そんなことで、その辺を今後どうしていくか、それが東員町と

して課題だと思っております。 

いろいろ研究をさせていただきます。そんなことで、自治大学も今年３人目が、１０月に

入りますと出ていきます。そんなことで、早く幹部が自治大学へ行って研修をして、もっと

深い知識をつけていただけるように、頑張っていきたいと思います。また、民間も、どこが

受けていただけるかわかりませんけど、銀行関係なのか、本当の民間の企業なのか、そ

の辺も受けていただくような企業を探して、できることなら派遣をしたい。ただ、職員の定

数管理と申しますか、いろいろこれから、うちの場合４．７％の職員を減らしていかないと

あかん、というようなことが決定しておりますので、２１年までには１０名の職員を減らさん

ならんということで決定しておりますので、そんなことに入りますと、なかなか民間へ派遣

する余裕がないと申しますか、そんな状況でございますので、あくまで交流が、私どもとし

てはベターと思っておるんですけど、なかなか民間の交流というような都合にもまいりませ

んので、これから一生懸命研究はさせていただきます。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今言われた人事異動ですけど、若いうちは、もう少し短くても

いいと私は思ってます。それで、若いうちにずっと全体を回って、その後は適材適所に長く

おってもらう方がいいのではないかなというふうに思います。 

 専門職の採用についてですけれども、定員管理が厳しくなる、４．７人減ということで難し

いということですが、専門的知識を高めることが必要で研修をするということなんですが、



最初から専門知識を持った人を採用すれば、研修はずっと必要なんでしょうけど、最初の

研修はやらなくてもいいと思うので、専門職というのを最初から採用するということも必要

ではないかな、というふうに思います。 

 幾つか例を挙げますと、笹尾西の入口に老人養護施設を今つくっておりますけれども、

道路ぎりぎりにできております。その南側の国道は拡張計画があるというふうに思います

が、専門職がいれば、申請の段階で、もう少しチェックできたのではないかなというふうに

思います。 

 現在、体育館のトレーニング室は、トレーナーに来てもらってやり出したら利用者が増え

た、ということでありますけれども、これは結構なことなんですが、もともと役場へ入ったと

きに体育学部を上がった者がいたと思うんですが、その人がトレーナーをやれば、もし免

許がなければ免許を取ってやれば、委託料というものは要らないのではないか。職員が

それをやれば、委託料というのはなくなるのではないかな、こういうふうに思います。 

 電気設備の年次点検というのが、予算書にも幾つか出てきますけれども、電気設備とい

うのは、役場、庁舎、体育館、文化センター、スポーツ施設、学校、あるいは水道のポンプ

場、こういうふうなところにキュービクルがあると思うんですが、高校の電気科を上がって、

そういう仕事を３年間やれば、経済産業省に申請をすれば、免許も、すぐにはではありま

せんけれども、もらえるようになっておりますが、余りコロコロ変わらずに、そういうふうなと

ころに何年間かおってもらって、免許を取ってもらえば、点検の委託料も、ゼロにはなりま

せんけれども、半額程度にはなるのではないかな、というふうに思います。消防設備の保

守点検も同じことだと思います。 

 先ほど、南部議員からもありましたように、電子自治体の業務改革というのは、どんどん

行われていくと思います。そういったときに、パソコンに長けた人を前町長のときに採用し

たと思うんですが、その人もコロコロ変わるのではなくて、こういうことをどんどんと庁舎の

中、役場の中でやっていけば、外へ委託をするということも少なくなるのではないか、こう

いうふうに思います。専門職をもっと養成する、ということが必要ではないかというふうに

思いますが、どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 詳しいことは、各担当の方から説明はさせますけども、１点、道路の関係、これは開発が

絡んでくると思うんですけど、開発に関しましては、あくまで県の管轄でございます。そん

なことで、将来の道路計画、歩道計画に沿って、それを許可するかしないか、その辺はあ



くまでも県の部類でございますので、答弁は控えさせていただきます。 

 あと、体育館のトレーナー、確かに議員おっしゃられましたように、そうすべきかな、とい

う考えはございます。体育大学を卒業して町の方へ来ていただいて、という過去の経緯は

ございます。ただ、そこにずっと置いておく。あくまで一般職員として採用をさせていただい

ておりますので、その後のパソコンの関係、採用の時点では、パソコンはある程度、技術

屋が対応できるということで、採用をさせてもらいました。しかし、それもあくまで一般職で

ございます。一般職ということは、いろいろの職、全体の職員ということでございますので、

ある程度の年数が来れば異動をしていった経緯もございますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

電気設備等につきましても、確かに研修を受けて許可をもらっている職員もおりますけ

ど、なかなか本来の委託をしているような、本当の技術屋、それができるかどうか、という

ことになってまいりますと、非常に難しいところがあります。 

そんなことで、できることなら私はいろいろな部類で委託を出しておりますので、その委

託のことを、これから始まろうとしております団塊の世代の皆さん、多分、非常に優秀な方

が、たくさん町内にはみえると思いますので、その辺を、今後どのようにお手伝いをしてい

ただけるか、そんなことを今後考えていきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いをし

たいと思います。 

終わります。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   あと一つ、民間での研修について、お伺いしますけれども、民

間での研修をやるということなんですけど、町長は民間での研修で一番何を期待するか、

これをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   いろいろあろうかと思いますけど、住民の皆さんに対するサービ

ス意識と申しますか、そんなことをきちっと研修をしていただきたい、という思いでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 



○２番（木村 宗朝君）   私は、民間の研修で一番何を望むかというと、意識改革だと

思っております。 

 ２点目の質問にいきます。 

 ２点目として、企業誘致に関することについて、町長にお伺いします。議会や各種団体と

の懇談会、あるいは住民懇談会などでも、企業誘致を積極的に進めたいと発言され、特

命監を任命し、企業誘致を進めてみえます。 

 そこで、懸案でありますジャスコの進出と弁天山の東側開発計画の状況について、現在

どのようになっているのかを、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   企業誘致に関しまして、お答えをさせていただきます。 

長深地内におけるジャスコの関係並びに穴太地内、すなわち弁天山周辺の開発計画

の状況は、とのことでございますけども、まず、ジャスコに関しましては、現在、地権者の

同意を得つつ、農業振興地域の解除と農地転用に向けた事前手続を行っております。あ

わせて、都市計画サイド並びに開発サイドにも、同時に、計画の内容を説明させていただ

いているところでございます。 

しかしながらご承知のとおり、先般「まちづくり三法」の改正に伴いまして、その改正の

趣旨は、中心市街地の活性化と、それに関連する都市計画法の土地利用に大幅な制限

がかかりまして、原則、市街化調整区域において大規模商業施設の建設が排除されるこ

とを意味しており、来年１１月には法の施行がされますので、それまでに諸手続の必要が

ありますので、それに向けて努力をさせていただいておりますが、実現については、かな

り厳しいことが予想をされます。 

また、穴太弁天山東側の山林開発については、以前から、この周辺を工業系の用途と

して企業誘致を図りたいと申し上げてまいりました。この件につきましても、先ほどと同様

に、市街化調整区域の大規模開発に当たることから、都市計画法の改正に伴い、開発規

制がなされてまいります。 

隣接する桑名市においても、力尾地区を中心とした開発計画、いなべ市においても、ト

ヨタ車体周辺の開発計画があり、２市とあわせて東員町も、桑名都市計画区域の中で、

工業用地の必要性を訴えながら、市街化区域への編入を視野に入れながら、県当局と協

議を重ねております。当該地区は、従来より、緑地保全地域の位置づけがなされておりま



すので、工業系用途を考える意味で、あわせて都市マスタープランの変更も、今回計画さ

せていただいているところであります。 

いずれにいたしましても、一朝一夕に状況が変わらないことをご理解賜りたいと思いま

す。 

以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   ジャスコのことについては現状がわかりましたが、弁天山の開

発について、お伺いをいたしますけれども、この開発を官が行うのがよいのか、あるいは

業者、民が行うのがよいのか、といったことについて、どのように考えてみえるのか。桑名

市では力尾で土地区画整理組合がやるようでありますし、いなべ市は土地開発公社とい

うことですが、東員町はどのような手法でやられるのか、をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 特に弁天山の開発、私どもとしては民間で行っていただければ一番最高だと思っており

ます。いずれにしても行政が行うということになりますと、いろいろの面でリスクが伴います。

そんなことで、民間で行っていただくということであれば、私は最高だと思っております。た

だ、民間が行うにしろ、行政が行うにしろ、手続は同じでございますので、いろいろの法の

クリアをしていくのは、民間であろうと町が行おうと同じでございますので、いずれにしても

開発できる体制に持っていく、それがまず先決でございますので、県とか国に許可が出る

ように、都市計画法とかいろいろな面で努力はさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   もう一つお伺いします。 

 津市では、今回の定例会で、土地取得を２割助成する条例案を出すようでありますけれ

ども、もし弁天山を開発できたときに、東員町として企業立地促進条例といったものをつく

る気があるのかどうかを、お聞きしたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 地方分権が始まりまして、もう６年がたっております。各全国の市町村が自分ところの自

主財源をいかに図っていくかということで、いろいろと企業誘致条例と申しますか、そんな

ことができております。私も、東員町としての誘致条例、それをつくるように、という指示は

出しております。原課の方で、全国の各市町村の状況等を調べて、近いうちに出させてい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   次に、３点目の道路整備について、建設部長にお伺いいたし

ます。 

 町民の皆さんから、道路整備に関する要望が、町当局にもたくさんあると思います。私も

何点か伺っておりまして、例えばサンシパークができて便利にはなったけれども、いつも

渋滞しているので何とかしてほしい。あるいは、スーパーカネスエ周辺道路における南北

の信号待ち時間が長く、出勤時間帯に渋滞をするので、緩和策を検討してほしい、といっ

たことなどがあります。そして現在、員弁川左岸道路が通行止めになっていて、通勤時に

不便である。いつごろ復旧するか教えてほしい、といったことなども聞いております。この

ことについては今回予算計上されておりますが、全体的に見て、町の道路整備について

は遅れていると感じます。 

そこで、先ほど言ったことも含め、東員町の道路整備について、全体的な計画や現在

進行中のものをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   ご質問いただきました道路整備について、お答えをいた

します。 

まず、員弁川左岸道路の通行止めの復旧につきましては、本年４月１１日の豪雨により、

大社橋北詰から員弁川左岸堤防をいなべ市方面へ通じる町道北大社５３９号線が、約１

３０メートル間、崩落したことにより通行止めをさせていただき、いなべ市方面へ通勤等で

この道路をご利用いただいている方々には、長期間に渡り大変ご迷惑､ご不便をおかけし

ております｡ 



この豪雨により生じた被害については、国が特別な財政措置を行い、災害復旧事業と

して取り組むことになり、本被災箇所についても７月に国の災害査定を受け、災害復旧事

業として採択されましたので、その復旧にかかる事業費を本定例会に補正予算として計

上させていただいております｡ 

工事期間につきましては、員弁川の流量が少なくなる１０月中旬ごろに工事を発注し、

完成は来年の２月末を予定しております。その間、引き続き通行止めをさせていただきま

すので、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 

次に、町の道路整備について全体的な計画につきましては、まず、高速道路関係とし

て、東海環状自動車道の根幹となる第二名神高速道路は、事業主体が日本道路公団か

ら中日本高速道路株式会社になり、仮称ではありますが、四日市ジャンクションから長深

付近の四日市北ジャンクションまでを、平成２７年度までに工事を行う予定と聞いておりま

す｡ 

また、国土交通省が担当する東海環状自動車道も、この第二名神高速道の進

捗にあわせ整備されるものと推測いたしております。 

また国・県道は、県が事業主体で、長深地内の国道３６５号の工事進捗は、現在、町道

長深東西線の交差点まで供用されておりますが、それより四日市方面は、現在工事中で、

完成は平成１９年３月末と聞いております｡ 

国道４２１号につきましては、昨年度までに、桑名市方面から笹尾東進入口交

差点まで歩道の整備は完了しておりますが、笹尾東進入口交差点から、いなべ

市方面への整備は、事業費の関係もあり、着手するまでに、まだ数年要するもの

と聞き及んでおります｡ 

次に、県道では､中上地内の県道桑名大安線と四日市東員線の両方向の流れをスム

ーズにするため、念仏大橋南詰付近の交差点改良を計画しております。既に一部、測量

調査に入り、事業着手はされておりますが、員弁川と養父川の橋梁を３橋整備することか

ら、工事期間は長期に及ぶと考えられます｡ 

次に、町道ですが、神田幼稚園北側の町道山田５８４号線の道路改良工事を予定して

おります｡この道路は、付近に大型店舗や医療機関もあり、交通量も多く、通学路にもなっ

ておりますので、主に歩道整備を平成１９年度の完成予定で行います｡ 



また、穴太地内の藤川左岸堤防の町道山田筑紫北線と穴太南北線の交差点で事故が

多く、また、北方面からの道路が急勾配であることなどから、交差点改良と藤川中橋を架

けかえる工事を平成１６年度から着手しております。既に、交差点の北方向は完成し、現

在、藤川中橋の工事を行っており､平成１７年度に右岸側の橋台を、本年度は左岸側の

橋台とその護岸工事を行います｡平成１９年度に橋の上部と取りつけ道路の工事を行い

完成する予定です｡ 

次に、長深地内の国道３６５号と三孤子川左岸堤防道路の町道中上南大社線が交差

する地点から東方向に、中上地区の県道四日市東員線までの約１，９００メートルの間が、

道幅が狭く危険なため、道路改良事業を平成１１年度から行い、全線の完成は、施工距

離も長いことから、平成２１年度を予定しております｡今現在、平成１８年度から工事にか

かりまして、平成１９年度で、両町道の工事をやっていきます。 

東員病院の東の弁天道路でございますが、今年、測量業者が決まりまして、これから

測量調査に入っていく、という段階でございます。 

最後に、道路整備を進めるには、皆様の深いご理解とご協力が不可欠でございますの

で、今後も引き続きよろしくお願いいたします｡ 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      木村宗朝議員。 

○２番（木村 宗朝君）   今、全体の工事計画を言っていただきましたが、一度、今言っ

ていただいた工事計画全体を、広報「とういん」なんかに載せていただけないかなと思い

ますが、お願いできますでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   一度、検討をさせていただきます。 

 


