
○議長（三宅耕三君） 次に、１番近藤義憲議員。 

（１番近藤義憲君登壇） 

○１番（近藤義憲君） １９年３月定例会議会の最後の質問となりました。 

質問する前に、気になったことについてちょっと申し上げます。 

３月は所得税確定申告の時期で、役場のロビーにも多数の方が順番待ちしておられます。

私は３日間にわたって何人かの人に聞いてみました。２時間待ちは当たり前だと聞きまし

た。ある方は会社を早退してきたが、３時５分に受け付け終了となってしまい、やむを得ず

また明日会社を休んで出直すということでした。またある方は、こんなんだったら税務署へ

行けば良かったと嘆いてみえました。またある人は、毎年こんなもんだと諦める人も見え

ました。 

双方に原因はあると思いますが、税務課だけの問題ではなく、役場として来年は住民、

すなわちお客さんへの行政サービスをどうすれば良いかと検討実施することが、今回の

行革の改善の一歩だと思います。明日、明後日２日間まだあります。待ち時間、人数、時

間、データを取り、原因分析をチェックし、来年は人材、場所、方法等アクションをし、せめ

て１時間待ち以内に住民を待たせることを目標とし、これが私は改善の第一歩かと、改革

への一歩だと思っております。 

夕べ、参考までにインターネットで確定申告時間待ち、すごく項目が出ていました。その

なかに東員町と一緒の類似団体、愛知県美和町ではホームページにやり方の改善、改

善ではないか知らないですけど、ホームページ上のことですので、１人で２つ受け付ける。

人を増やす。 

案内人で記入するのをだれか知らないけど、案内人を付けてスムーズにやる。時間ど

のぐらいかかったかわかりませんけど、その他５分待ちとかいろいろありました。どこの行

政も時間待ち、税務署もそうなんですけど、こうしたら早くできます。こうしたらいろいろサ

ービスはしてみえます。案内も東員町でもやってみえますけど、やっぱり理解できないお

年寄りとか、そういう方も見えますし、急いで会社を休んできた人も見えますし、予約して

やっていることもありますし、いろいろ今、行財政改革の推進をやっておりますけど、まず

データを取るということからですねやってほしいと思います。 

それはそれでいいんですけど、それと昨日、助役の答弁のなかで、役場は特異な職場

であると、同僚の質問で２遍答弁に答えられました。確かに工場ではありません。物はつ

くっていません。そう考えれば特異な職場ですけど、我々民間企業のようにですね、競争



相手はいませんし、独占企業です。税、売上も請求書も送付せず、集金に行かずとも領

収書は切った場合と切らない場合、最近振込がありますけど、納付されます。 

地方自治体は、行政管理から行政経営の方向に進みつつあります。株式会社東員町

としてですね、売上歳入５％増、経費歳出５％減、人員５％減を経営管理目標として、町

の専務取締役として、今後しっかり今度の改革に進んでいっていただきたいことをお願い

します。 

これは答弁要りません。私が昨日帰って朝来て、２つほどちょっと気づいたものでです

ね、作文ですけど思ったことです。 

それでは前置きが長くなりましたが、通告書に基づき町行財政改革推進計画について、

お尋ねします。 

同僚議員７名よりの質問も多々あったと思います。重複する点もありますが、あえて重

ねたところも質問もお答えいただけたら良いかと思っております。町行財政改革推進委員

会は、平成１６年６月に発足後、約２年６ヶ月にわたり３３回の会議、そして２月の講演会と、

委員会の皆様大変ご苦労さんでした。感謝申し上げます。 

昨年１２月の委員会答申で、行政の実施計画案が発表され、今後はプラン、計画です

ね、ドゥー、実施、チェック、点検評価、アクション、改善行動になりますけど、でこのＰＤＣ

Ａのサイクルを確立して、状況を公表します。と、この冊子のなかに書いてあります。 

まず計画推進にあたって組織づくりがなされていると思いますが、組織図、役割等の詳

しい内容説明をお願いいたします。できれば図式でしていただければ有り難いと思いま

す。 

２点目は、現在の進捗状況をお聞かせください。 

３つ目、実施計画推進するにあたって、町長より特別職へ指示指導、あるいは特別職

から、また部長から職員にどのように指導指示されているか、また今回の推進者はどうい

う方針でこのことに取り組むかを、以上３点をお伺いしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

（町長佐藤均君登壇） 

○町長（佐藤均君） 行財政改革推進についてのご質問に、お答えをいたします。 



本定例会では「行財政改革」に関するご質問をたくさんいただいておりまして、これまで

順次、お答えさせていただきました。行財政改革推進計画は、昨年度、議員皆様と行財政

検討委員会からご意見をちょうだいし、また若手職員で組織するワーキンググループを立

ち上げての調査検討も重ね、最終的には私が本部長を務める東員町行財政改革推進本

部会議で推進計画を策定させていただきました。 

現在、「実施計画」の策定に努めておりまして、先日も本部会議で最終段階の検討を加

え、策定できしだい、ホームページや広報とういんへの掲載を予定いたしております。 

また、毎年度終了ごとに、その結果も職員による点検、評価と外部チェック、外部チェック

といいますのは、行財政検討委員会の皆さんと考えております。行うことといたしておりま

す。 

次に、行財政改革に取り組む私の考え方でございますが、先日の講演会で講師からも

人口減少と少子高齢化の推計が示されましたが、こうした社会構造の変化に対応し、本

町が今後も各種行政サービスの維持、向上を遂げるには行政コストの削減と財源の効率

的、効果的な運用が必要でございます。 

また、これまで行政が担当していた分野で、住民の皆さんにお返しさせていただけること

が可能な分野を模索し、いかに理解を得ていくかが課題と考えております。いずれも職員

の力量が大いに試され、その優劣と意欲がまちづくりの差となって表われる時代を迎え、

職員一人ひとりが危機意識を持ち積極的な意欲と行動に努める必要がございます。 

また、「実施計画」に掲げる事項はもとより、小さなことでも取り組める事項は早期に着

手すべきものと考えております。以上のような私の思いを職員には、ことあるごとに申して

おります。 

なお、本町が行財政改革を進めるにあたっては、私を含め職員が汗を流すことは当然な

がら、住民の皆さんにご負担、ご理解を願わなければならないこともございますので、どう

ぞご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

もう１点、体制の図というのですが、そんなこともお尋ねでございますけども、その点に

つきましては、担当の部長の方から補足をさせます。以上でございます。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 



東員町行財政改革の推進体制でございますけれど、議員さん方の全員協議会の方でご

説明させていただくにあたりまして、今、図を作成させていただいて配布をさせていただい

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

○１番（近藤義憲君） ただいま町長からお聞きしましたことに関しましては、私も賛同いた

しますし、同僚議員からの質問もあったと思うんですけども、町長の心のなかは、官は官

でやる仕事、民は民でやる仕事、協働でやる仕事ということを、はっきり分けてやるという

ことは私は聞いております。 

それではですね再質問に入りますけど、町行政改革推進計画では７１項目の施策が５年

計画で載っております。１年経過し、あと４年かけて取り組まれるものですが、私は図で示

してください。いただきました。これでは町財政推進本部の組織体制に私は不備があると

考えます。 

といいますのは、この計画のなかで１８年度に９項目の方針決定され、実施計画されて

います。ところが先ほど３月１日にいただいた資料には、チェック評価をするとありますが、

よくよく目を通してみると、どこでどのようにチェックされたのか、チェックが不明確です。Ｐ

ＤＣＡのＣが抜けております。チェックの体制のどのようになっているのか。 

今、例えば町長にお聞きしたら外部につくると、それも結構です。確かに要ります。このチ

ェックの体制は私３つ要ると思うんですね。この個票をつくっていただいたのはだれかわ

かりませんけども、課長クラスかなと、作成者の名前が出ていません。チェックするのはだ

れか、本部の体制、推進本部立ち上げた、推進本部長は町長、助役が副部長、あと特別

職がどういう役職というか、推進本部立ち上げられ、そういうものを立ち上げられているの

か、また今度の組織改正で４月の、例えば人事異動で推進課をつくるのか、その辺ちょっ

とこの件とは違いますけど、組織の中の役場の内部組織と、この推進本部の組織とはち

ょっと違いますけども、そういうものをつくられるのか。推進本部の組織はどういうふうだ、

それをお聞きしておるんです。 

チェック体制は今、外部はいいですよ。私が思っているのは新たな民間の工場長あたり

を入れてですね、行財政推進評価委員会を新しく立ち上げる。そして内部には、この個票

をつくった人、これをチェックするのが、例えば本部じゃないですか。それでそのグループ、

課長以下係長かどういう組織になっているかちょっとこれに載っておりますワーキンググ

ループの中の推進者がだれか作ったわけです。そのなかで自分とか自己採点して、それ

を今度本部の人がチェックして、それをまた外部でチェックしなければ、自分が作って自分



で終わっておったら、ＰＤＣのドゥーまでいきません。それが改善だったんです。前へ進む

にはチェックする機能がなかったら、だれもチェックする、ようし俺が採点すればマスター

ベーションで終わります。 

私は何が聞きたいか、例えばこの１８年度の方にたくさんの計画がありますけど、私、

一回グラフに普通で層別というのですけれども、実施と計画と方針と対比したものと、これ

はグラフにしてみました。いついっか１８年度、これでもですねちょっと私の質問事項から

飛びますけど、一度切って答えを聞くといいんですけども、いつものとおりであれですけど。

７１項目、全体でやることが１１、担当課で３つあります。総務部は２７、そのうち総務課で

１３あります。政策推進課が６つ、税務課が５つ、放送事業課が３つで、総務関係が２７で

す。福祉高齢者対策室１つ、健康福祉課３つ、生活環境課が８つで、これで１０です。建設

部は土木２つ、上水道、産業課これ２つずつですね。社会教育、教育委員会は社会教育

が１１、学校教育が２、議会事務局１つ、これわかってますけど仕事が偏ってますね。 

だから今回、評価やることに関しては全部総務で、総務課へ全部おんぶしておるけど、

またそういうことでですね、一度組織図を見直す、チェック項目に関しましてくどく言うよう

ですけど、担当の副部長、副本部長、助役になるんかな、そこまで組織もわかっておりま

せんので、一つその辺副本部長に答弁していただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 安藤修平助役。 

○助役（安藤修平君） お答えを申し上げます。 

この７０項目ございます。今、課別に近藤議員分けられて数を言われましたけども、それ

ぞれその偏るといいますか、それぞれ担当するところの事業について改革を進めようとい

うことで提案をしておりますので、偏る、偏らないという言葉で表現するのはちょっとどうか

と考えます。 

それとプラン・ドゥー・シー・アクションということで、それぞれの個票でそういう体制も整え

るというか、見直すようにしておりまして、これ毎年見直しましてその結果どうであったかと

いうのも公表をさせていただくことにしておりますので、見直さずにどっかへ行ってしまうと

かそういうことはございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

○１番（近藤義憲君） 例のごとく私の質問がちょっとおかしいもんで、もう一回元へ戻りま

すと、要は個票のプラン、チェック、チェックは誰がしたのですかということを１点ね。 



それで１９年度から新しく立ち上げられると、そういう組織づくりをやってほしいということな

んですけど、１８年終わってますわね。あと１５日ぐらいまだあるけど、実施、方針、廃止と

いうのは誰が決められましたんですかということを、まず聞きたい。誰がチェックしたかと

いうことです。 

それで誰がチェックしたかというと、本部がやったというお答えだと思うんです。そんなら本

部の会議が年間どのぐらい開かれていますかということと、また課長、担当課どこか知り

ませんけど、そういう会議が年間１８年度は何回やられたということを、具体的に聞いてい

きますので一つよろしくお願いします。 

○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。 

先ほどのご答弁させていただいたように内部、内部の点検評価、チェック、それは当然い

ろいろのことで各原課から上がってきたこともございまし、その上がってきたことを係長ク

ラスのワーキンググループ、これもできております。 

そんなことでですね、この１８年度の分については当然実施ということでございますので、

そのことについて点検評価と、そのあとの見直しと改善、これを当然各課から上げていた

だいて、上がってきたものをそのワーキンググループで議論をいただいて、その結果本部

の方へ上げていただくということになるわけでございます。当然、その中に外部のチェック

もお願いをしていきたいと、内部だけではなしに外部のチェックもさせていただくという段取

りでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

○１番（近藤義憲君） 内部のチェック、ちょっと私もわからないんですけど、ワーキンググ

ループで決定したのか、それを本部が承認したのかということがチェック機関の大事なこ

とです。 

一番チェックが大事ですので、やっていなくてもチェックして、ワーキンググループでチェ

ックしたのなら、もう次にドゥーに行きますので、それではですねその中、ちょっと細かいと

いうとあれですけど、一番気になったのは同僚議員も質問ありましたんですけど電話代の

削減、個票のナンバー５ですけど、これいつからって南部議員も質問してみえましたけど、

検討してまた来年１年、１９年度検討します。それから方針を決めて、廃止するのか、継続

するのかここには方針という、こういうことはですね、例えば５５回線あると、一番電話の

かからん箇所というと失礼ですけど、そこの電話線２本ぐらいをテストケースで今年やって、



良かったらもう来年からこれ推進計画作ったで出る問題じゃないんです。これ議会も皆や

ってます。 

それから育苗センター、４９番ですね、これも私が議員になる前から例えば育苗センタ

ーのことやっています。これもですよ、まだ１８年検討しますと、まだ今年検討して、それか

ら方針決定です。何年かかっておるんですか、これ。これなんて方針決定やるかやらんか、

育苗センターは方針はこういうふうだと、国の予算が余っておれば、それまでは今の状態

でいくけど、１９年度に受けて２０年度の方針、今年方針決めて、あそこに入る洋蘭やる、

花やる、例えばうなぎ飼うという人もおるか、それか例えば特産物つくる、インターネットで

全部で日本中で東員町へ来てください。こういう建物、何億の建物が寝てますから東員町

の農産物、特産品をあの場所提供します。それにはこういう例えば家賃がこういうふうで、

こういうふうで一つ、やればですね、インターネットとかでやればあれだけの建物があれば

ですね、方針だけ決めておいて、補助返すともったいないから、１９年度にして２０年度、１

年間こういうふうにやりますから研究して２０年度から入ってくださいと、そういうスピーディ

ーなことをやってほしい。 

それからこの３つは気になったもんで、これはもう１つ４５番かな、４１番ですか、行政サ

ービスの向上、住民票と証明発行の利便性の向上、これもそうです。私住民票が高いと

言った。 

３月１日かな、住民票出すのか何の証明書か知らん、これ１０名ぐらい並んでいました。こ

れも１８年度検討して、１９年度検討して、２０年度、２１年度に方針決定で、２２年度から

実行、こんなこと考えられんでしょう、民間で。明日からストップウォッチ持ってですね、

我々仕事している。朝来るお客さん何人おったって、今４月のシーズンや。転勤がある。

窓口何分待たしていただきましたと統計とって、１週間とって、１月とって、四季春夏やれ

ばですね、１年間大体データでます。バラツキはあります。１日だれもお客来ないときもあ

りますけど、まずデータをとってどういうふうにやるかって、分析チェックしてこうやる。これ

２年ぐらい早くなります、これ。役場始まってから住民の発行証明書の場所を移動するて、

あれ移動するのにそんに頭使うことあらへん。移動すると金かかるであのままでいいとい

う結論出ました。 

今年中に、こういうことをチェックするのがどこやというの。この３点を特に願います。 

それからあと９項目ですね、私グラフにして、こういうふうにして９項目今年やること、来年

こんだけ、再来年こんだけ、これ方針決定です。だから今時間あまりありませんので、４０

何項目ここに全部貼ってありますので、一度ですね、層別に分けて、これ全部個票１番か

らです。これは実施検討、これは赤は廃止です。これ課別です。こういうふうにすればです



ね、目で見る管理です。同僚議員も言ってましたけど、これを役場の入口へ貼れというの

で食堂へ貼っておけばですね、だれでも見えるんです。おいお前とこ進んでおるかて、そ

ういうことが大事だと私は言っておるわけです。だれにも迷惑かけやんで目で見る管理を

やってくださいと。 

いろいろやれないもののもやれます。それとこれもそうです。先ほど数の点は私は総務

に全部負荷がかかるって言いましたけど、それとは別にですね、そんなら廃止決定したと

こはこれ空いておるでどうするんやて、ここで我々は今年終わったんだから、この課で何

か１つ提案か改善やろうかと、これがドゥーだと思うんです。終わりますわね、これ。終わ

ったら終わりじゃないんです。ＰＤＣＡというのは今から５年計画で、あと４年ですね１８年

から始まっておる。終わったら次の何かを自分たちの課でやるかというのが、グルグルグ

ルグル回転するんですから、終わったで終わりじゃないんですよ。次に改善、またそれが

アクション、チェックで、アクション起こしてまたドゥー、プラン立ててやるんです。これ連連

と続いていくわけですよ。 

それが改善の積み重ねが改革になるんですから。一つその辺終わったでどうやて、人間

生きておる間ずっとありますので、その辺いかに継続するかということをお願いします。 

ちょっとくどいようなこと言いましたけど、そういうふうでですね、お互いに勉強して、いか

にシステムというか、そういうことをやるかというのを、やっぱりやると面白いんです。初め

は嫌です。知恵は無限ですので、体力は無限ではありませんけど、脳は無限ですので一

つ皆の知恵を絞り上げてですね、ＩＳＯも一緒と思いますよ、要は。決められたことを守っ

て、それを新しい次の検査を受けるときに、新しい目標設定して来年はこれをＩＳＯ１４００

１を受けようと、それができたらまた１つ、１つずつ前へ行かんと、決められたことを終わっ

ておってはひとつも進歩ありませんね。もう慣れたって、そうなってまいりますので、皆さん

教育受けているおるんですから、一つ要は意識改革をやってほしいということです。 

それではもう１件お聞きします。７１項目の進捗状況ですから、これらのなかには２年以

上前から議会だけではなく、町民と語る会でもしばしば質問あった案件がたくさんあります。

私の調べたデータでは半数以上とあると思うんですけど、さらにこれから２年間、先ほど

言ったものはなるべくチェックして前倒ししていってください。常識で考えられないですよ。

１８年から始まったんじゃないんですから、その前からずっと議会、皆さん質問、住民のあ

れですから一つ。 

なぜそんなに長期間検討する必要があるのかと、財政、人事、場所等の関係上取り組

めなかった項目とありますけど、先ほどの３点特に、またあと９項目ぐらいあります。 



○議長（三宅耕三君） 近藤議員、質問に変えてください。 

○１番（近藤義憲君） はい。それではですね改革計画は目標が数値化され、どの部署も

何をどのようにだれがいつまで、進行管理は明白になっております。しかし、先にも申し上

げましたが、達成評価困難なことだと思っておりますが、確認が大事ですのでここであえ

てもう一度お願いしたい。 

一つ議長、私のお願いというか、提案でございますので細かいことはいちいち７１項目

聞く必要もありませんけど、一応少し時間いただいてチェック、評価のことについて、行政

評価には行政評価というと、町長の評価になるわけですね、評価には。これは町民が選

んでくれます。 

それから事務評価というのがあります。これは本部がどういうことをやっておるか。それ

から財政評価、本部です。事務評価はね。担当者の評価は事務評価。それから財政評価

というのもあります。これは本部と町民です。 

それから業務の棚卸し、これが今申請した人事ですか、案件に関しまして自分たちやった

ことを自分でチェックする。問題点を評価するのがこれ棚卸しなんです。 

それから行政サービス評価、それは町民がやりますから、それだけＰＤＣＡのチェックと

いうのはあれですけど、評価もいろいろありますので、一つ評価を確認し、アクションへの

継続的な行動、すなわちＰＤＣＡのサイクルの確立です。どこの自治体でも財政状況は厳

しい。要する方策はすべて即実行せよと言いませんが、限られた予算の中で何を優先し、

またバランス良く未来を見据えて行政は今何をすべきか、住民の意見を十分取り入れ、

国と県との摩擦があるかも知れませんが、また近隣市町のことはあまり気にはせず、町

行政、町民のためにあるものですから、その辺一つ町長の力量を、要は町民を引っ張っ

ていただきたい。 

そういうことを期待し、議会議員としても提案し、チェック監視し、安全・安心のまちづくり

をもとに私は今回の行政改革推進にはご協力したいと思っております。 

それとスローガン１つ掲げてほしいということ、安全と安心の町、それにはですね、前に

も私提案したんですけど、工場でいう５Ｓは、整理、整頓、清潔、清掃、掃除、しっかりと６

Ｓになるんですけど、東員町の５Ｓはですね、サービスでシンプルであって、スピードであ

って、スマートであって、スマイルである。このなかでどれでもいいですけど５Ｓ、東員町６

Ｓ、５Ｓ運動をですね、一つこの行革に対してスローガン掲げて、皆でやっていこうじゃあり

ませんかということを提案したいと思います。 



そのことについて今、提案したんですけど町長一言、もしありましたら、賛同していただ

けるか、提案ですけど、一つ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。 

近藤議員からいろいろお教えをいただきました。一度前向きにですね、研究させていた

だきます。 

○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

○１番（近藤義憲君） 質問、いろいろ考えていたんですけど、ちょっと興奮すると自己演

説になりますのであれですけど、最後にですね助役といつも話すんですけど、工場はでき

るでええけど、事務系は難しいと言われますけど、ここに１冊の本があります、これ。だれ

か読まれた方みえますか、ここに。『自治体の事務事業改善入門、一人でも始められる行

政改革』、私議員になったとき３年前に買ったんですけども、２，２８６円、政務調査費で買

ったんですけど、２、３日前にピューッと見たら、この本、ぎょうせいから出ているんですよ。 

１つですね、この本買って事務部門の向上の改善の仕方、改革、いろんなことありますの

で、頭切り替えよといわんけど、こういう見方もあるということで、一つもののデータを取る

のはストップオッチから始めていただいて、時間がどれだけかかって、どのぐらいでやると、

そういうことからお願いしまして、皆さん１冊買っていただいてもいいし、回し読みしていた

だいてもいいですけど、これにはＰＤＣＳですね、見る。県がやっておることが主ですけど、

名前は違いますけどＰＤＣＳサイクルで動かすのと一緒ですので、一つともにですね、歳

入の５％アップ、歳出を５％、職員５％カット、簡単です。それを頭に入れて町民のために

頑張っていこうと思っております。 

えらい独演会になりましたけど一つ、もっと聞きたいことあったんですけど、時間の関係と

頭こんがらがってますので、これで終わります。 

 


