
○議長（三宅耕三君） 一般質問を続けます。 

 １番 近藤義憲議員。 

              （１番  近藤義憲君  登壇） 

 ○１番（近藤義憲君） 佐藤町長が二期目の就任され、初めての議会でございます。選挙

に関しまして公約、そして一昨日に所信表明がございまして、その中で人口増と企業

誘致のことを主要政策にあげておみえになります。通告書に基づき大きく三点をお伺

いいたします。 

 一つ企業誘致について、二番目、住宅政策について、三つ目、行財政改革推進計

画について。 

 まず、一つ目の企業誘致についてでございますけど、企業進出で三和地区、長深地

区にショッピングセンターイオン進出計画についての現在の進捗状況をお伺いしま

す。 

 二つ目、当町の企業誘致の現状も現在の状況、昨日も同僚議員からのご質問があ

りましたので、答えはいただいておりますけど、重ねてよろしくお願いいたします。 

 三つ目、穴太地区、弁天山東の工業用地にするという開発状況。 

 以上、三点をお伺いいたします。 

  

 ○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） 近藤議員の企業誘致についてのご質問に、お答えを申し上げま

す。 

 まず、一点目の長深地区へのイオン進出計画の現況でございますけども、今回の開

発計画で最も難しいと言われておりました農振、農用地の除外関係がほぼ終了した

段階でございます。現在は大規模開発の許可権者である国の機関、東海農政局へ農

地転用に必要な協議、開発申請の事前協議に向けまして、各関係機関との調整、協

議を主に行っているところでございます。協議が整い次第、地元、長深地区への最終

の説明、調整に入りたいと考えております。また要望がございましたら、町の各関係機

関へも事業説明をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお

願いを申し上げます。 

 二点目の当町における企業誘致の現状でございますが、昨日の南部議員のご質問

にもお答えさせていただきましたが、今の時点で確実なものは、六把野新田の大日コ

ンクリートの南側の土地、約 8,000 ㎡において、扶桑工機株式会社が東員第二工場

の建設計画を進めております。 



 三点目の穴太地区弁天山の東側でございますけども、その開発計画の状況でござ

いますが、当地区に通じる道路は桑名市の市道でありまして、開発にかかる諸条件で

ある進入道路の幅員の問題、もう一点は桑名市と接しておりますので、当然雨水排水

の処理問題等について桑名市との協議を整える必要がございます。現在その協議を

進めておるところでございます。この地区も長深のイオンでございますけども、長深地

区同様、調整区域の開発ということで、今年の 11 月末までに協議手続きを終え、開発

工事に着手することが望ましいと考えているところでございます。町といたしましても、

工場誘致を行う場所として、進出を希望される企業の要望に応えられるよう、できる限

りの協力を図っ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お願いを申

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） イオンの進出 11 月末までに、地権者その他の許可いろいろなこと

が整えれば一応進まれると、進出するということですけど、一応確率として大体何パー

セントぐらいの確率か、せっかくできてもイオンのほうからもう駄目だと言われればそう

ですけど、町としてはどのぐらいの確率で今思ってみえられるでしょうか。 

  

 ○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。 

 もう現在は６月でございます。11 月末までという制限もございますし、その前には県

の開発審査会ていいますか、そこをＯＫもらわないと、もう 11 月間に合いません。そう

いうことで日にちが非常に切迫してきておりますけども、先程申し上げましたように農

地転用、農振、農用地の除外はある程度ＯＫ、ただ開発とかいろいろの関係が整わな

いとゴーは出していただけないわけなんで、本来は農林省と国土交通省同時に上げ

てというのが本来なんですけど、農振が被っておるということで、それを外さないと前

に進まないということで、それがある程度いけそうという答えが出てきておりますので、

今度は開発へ行っておるわけなんですけど、私どもとしてはまず大丈夫と今のとこ思

っております。 

 いろいろ地区除外の土地改良区の地区除外とか、地元の安心・安全の部分とかい

ろいろな問題ございます。そこらをですね精力的に、できたら今月いっぱいぐらいにお

およその印鑑をもらわないと、ちょっと間に合わない時期になってきておりますので、

精力的に進めさせていただいて、私どもとしてはいけると踏んでおります。 



 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） いいお答え等お聞きしたわけですけども、取らぬ狸の皮算用にな

らぬようにですね、大体イオンさんが来ていただいて、町も消費税ももちろんですけど、

そういう計算するのは本当に取らぬ狸の皮算用かもわからんですが、税収としてどの

ぐらい概算、そこまではまだ計算してみえないでしょうか。 

 それと、すぐに税収と雇用のパート含めてですね、東員町にどのぐらいの人が雇って

いただけるかということと、それに対してアクセス道路の町負担の分ですね、一応町が

ここまでやるというようなこと、もし構想がありましたらですね、ひとつお答えしていただ

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。 

 進出をするという段階でですね、雇用の関係はどういうふうにということで、イオンの

ほうから回答もいただいておりますし、今のインフラ、道路の関係とかということ、基本

的にイオンさんについてはですね、町のお金を使ってどうこうというのはございません。

当然、固定資産税とか、それから雇用のそういうことは太田特命監から説明させます

けども、ある程度雇用の場合は地元優先、そういうこともきちっと聞いておりますので、

これがきちっと決まればですね、もう雇用というのですか、そういう採用のほうへ入っ

ていくと思うんです。 

 基本的には、その 11 月までにやっぱしを造成に入らないと非常にあかんというよう

なことも出てきておるそうでございますので、そういうことももう少し詳しくはですね、特

命監のほうから説明をさせますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 太田進企業立地対策特命監。 

 ○企業立地対策特命監（太田 進君） お答えいたします。 

 まず、税収につきましてはまだイオンさんの関係で法人税とか償却資産、あるいは

固定資産等が評価されておりませんし建物も建っておりませんので、そのあたりは現

状では見込みは立っておりません。 



 それと雇用の関係でございますけども、当初 500 人のイオンの長深のショッピング

センターは予定しておりましたけども、今の計画で行きますと 700 人ほど雇用創出が

できると、ただその中で地元で採用されるというのは、地元優先ということで店舗計画

は確定しましたらチラシ等で周知を図って、そういうふうに雇用していただくということ

を聞いております。 

 それと開発計画につきましてですけども、一応先程町長答弁いたしました、11 月末

までにはきちっと許可が下りていないと駄目だということでございますけども、できまし

たら９月の県の開発審議会で許可をいただければ、イオンとしては 10 月に着工したい、

それで来年の３月までには造成を終えたい。そして来年の11月にはオープンを目指し

たいということを聞いております。 

 それとアクセス道路は今町長答弁しましたように、すべて区域内で約 10 町、10ha の

開発面積を予定しておりますけども、その中で町道や歩道も緑地も皆設けていただき

ますので、ただ西側の旧 365 ですか、あそこに接続する部分はイオンのほうで歩道を

付けていただいたり、ポケットを付けていただいたりする計画は今のとこ持っておって

いただきますので、町費を負担するようなことは今現在のところありませんので、よろ

しくお願いしたいと思います。以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） どうもありがとうございました。 

 次に、企業誘致で当町にも進出していただいている扶桑工機さんですけども、これも

従業員、規模わかりましたらですね、どのぐらいの計画がなっているかお聞きしたいの

と、もう一点、ほかに進出企業があるかないか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 太田進企業立地対策特命監。 

 ○企業立地対策特命監（太田 進君） お答えいたします。 

 面積は先程敷地面積は答弁させていただきましたように、約 8,000 ㎡でございま

す。 

 それとですね、第一工期と第二工事に分かれまして、来年の３月までに約 1,400 ㎡

の部品の自動化ライン設備をしたい。二期工事はまたそのあと2009年ごろまでにはし

たいということを伺っております。それと当初の従業員予定は、約３０名の予定と聞い

ております。 



 それとほかの企業誘致につきましては、今のとこ昨日も私から答弁させていただき

ましたように、企業の跡地利用を何とかしたいということで、いろいろと地権者の方と

か話し合いをしておるのが現状でございまして、ほかには今のところございません。 

 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 穴太弁天山地区の開発ですけど、今町長の答弁で桑名市とのい

ろんな問題もあるということですけど、ひとつですね開発するの大変だし、いろんな制

限あるのを解除するのも大変ですけど、さきの員弁土地開発公社の理事会でもありま

したようにですね、東員町はあそこの協会の、開発公社の金もお借りしておりませんし、

要は今から土地を確保して誘致するのはなかなかだと、土地があればこの間の話で

すと、土地があればトップセールスで行ってもすぐ企業誘致できるということですので、

ひとつ早急にですね、工業団地に開発されるようにお願いしまして、次の質問に移りた

いと思います。 

 次に、住宅政策についてですけども、民間による住宅開発で今後予想される人口は

東員町としてどのぐらい増えるのかと。 

 二点目、東員町定住促進奨励金が去年４月発足し、その後対象者と補助した金額

はどれぐらいになっているのか。 

 それから三つ目に、これは教育長にお伺いしますが、今現在、神田地区に集中して

いる民間住宅開発により、今後、生徒児童数が増えることが予想されます。教室と学

校設備に対して教室の不足になるものはないか、以上三点をお伺いいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 住宅政策に関するご質問に、お答えを申し上げます。 

 民間による住宅開発での今後の予想される人口の増につきましては、神田地区、稲

部地区における民間企業によるミニ開発により人口増はある程度見込めるものの、町

全体での人口増加は笹尾地区、城山地区での人口減少状態もございまして、増加は

見込めないのではないかと考えるところでございます。 

 そのような中で、人口増の施策の一つとして東員駅の北側一帯地区では区画整理

事業調査に着手をさせていただき、人口増加の施策を展開してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解をいただきたくよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、東員町定住促進奨励金の対象者についてお答えを申し上げます。平成 18 年

に申請をいただき、交付決定をしたものにつきましては新築の住宅建設では 40 件、中



古住宅の購入者では 10 件でございます。これはあくまでも 18 年４月１日から 18 年の

12 月末、要するに住宅の建築されて評価、税金をいただくのは１月１日でございます

ので、そしてその翌年度に固定資産税の賦課をさせてもらうということになっておりま

すので、一応この段階では 50 件でございます。 

 そして奨励金の交付金としましては 290 万でございます。その後申請が出てきてお

ります。現在では 65 件ぐらいだと思います。町のほうへ出されておるのは。そしてまだ

住宅宅地造成をしてですね、これから販売をしていく、そんな状況が鳥取とか六把野

に出ておりますので、今現在で開発等が出てきておるのは全体では 130 から 140 戸

ぐらいだと認識をさせていただいております。 

 昨日も少し出ておりましたけど、団地のほうはどういうことなんですかということでし

たけど、当然団地も含んでおりますので、この中古住宅の購入者 10 件とこう言いまし

たけど、これはリフォームをされてですね、もう一遍新しい方入ってみえる。この 10 件

というのは多分団地のほうが多いと思います。 

 そんなことで団地の空き家になったとこへですね、リフォームをされて、また入ってき

ていただいておるというのはもう現実でございますので、その辺もよろしくご承知をい

ただきたいと思います。詳しいことは資料を出せということであれば出させていただき

ますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

              （教育長  石垣征生君  登壇） 

 ○教育長（石垣征生君） 近藤議員の住宅開発に伴う児童生徒増に対する神田小学校

における教室等の対処についてのご質問に、お答えをいたします。 

 神田校区におきましては六把野新田、鳥取地区を中心に分譲住宅や集合住宅の建

設に伴う住宅開発が進行いたしております。教育委員会といたしましては当時の学級

増や開発に伴う児童数の増加等も勘案し、平成 17 年度に神田小学校の増築工事を

行ったところでございます。現在、児童数は 410 名で 14 教室を使用しておりますが、

２教室の余裕があることから、開発に伴う児童数の増加には対応できると考えており

ますので、よろしくご理解賜りますようお願いをいたします。 

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 細かいこと言うとあれですけど住宅、民間で開発でその家族構成

と年齢までというと、ちょっと細かいかもわかりませんけど、学校の関係があったもんで

ちょっとお聞きしたかった。 



 それと、先程教育長から現在の状況をお聞きして大丈夫だということなんですけど、

今、東員町で今町長が取り組んでみえる東員駅駅前開発ですね、あそこも結局神田

校区なんですね。その辺のことで神田一辺倒になる。ただ笹尾、城山地区、稲部地区

もですけど、人口減少していると、学校区の問題が絡んでくると思うんですけど、将来

のことで何年先とは言いませんけど、その辺のこともですね、そのときになりゃ東員町

は希望学区制でどの学校へも行けるということになるんか、もう一回学校区割を見直

す時期があると考えられるんですけど、教育長にですね、もう一度その駅前の北が開

発された場合ですね、どのように考えてみえるか、お聞きしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

 ○教育長（石垣征生君） いわゆるその就学校の何と言いますかね、変更にかかわるこ

とだろうというふうに思うわけでございますけれど、現在開発されておりますあの北勢

スーパーの東側のあたりですね、あのあたりも実は神田校区にこうなってくるかと思う

んですが、本来ですと稲部小学校のほうが近いわけでございますので、その昨年一昨

年になりますかね、法が改正をされましてですね、いわゆるその保護者の申し立てに

よりですね、教育委員会が相当であると認めるときはですね、就学校を変更することが

できるということに本年度からなっております。 

 それは今回その就学通知の中にも記載はさせていただいておりますし、これまでも

ですね、私どもとご相談いただきましてですね、この子はこの校区よりこっちのほうが

いいというふうに判断いたしますと、そういう形でですね、弾力的なその運用させてい

ただいております。今後、そのおっしゃるように駅の北にですね、その大きな住宅団地

が開発されてですね、とてもじゃないけれども、その現在の神田小学校だけでその収

容することができないということであればですね、これはまたそのときにはですね、そ

れなりのことを考えていかねばならないのかなというふうに思っております。現在のと

ころでは、そういうような形で弾力的に対応させていただいておりますので、ご承知お

きください。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） ひとつですね、学区割ということは親も含めて自治会等もいろんな

長年の慣習ありますので、ひとつよく検討していただいて、今後とも町長並びに教育長

進めていただきたいと思います。 

 それと駅前開発、駅北開発ですね、いつも話題になる東員町の人口３万人ぐらいを

想定して今まで進んできたわけなんですけども、大体おぼろげながら 2000 何年ぐらい



３万人ぐらい予想してみえますでしょうか。人口、今増えないと言うてみえるんですけ

ど、東員町のためにですね。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 質問ですか。 

 ○１番（近藤義憲君） もしあれでしたら、お答え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） お答えさせていただきます。 

 人口３万人構想、総合計画で出させていただいておりますけど、今現在 19 年度で２

万 5,460 名ぐらいなんです。2 万 5,464 人ですけどね、正式でいきますと。 4,500 人ぐ

らい足りないんですね。その駅前ですね駅北、駅の裏になりますけど、今やろうとして

いるあれが大体30町と言われておりますけど、他所の団地等こう見てみますと、 1,00

0 戸ぐらいかなと思うんです、30ha というと。ただそこに商業とか小さいお店が絡みま

すので、どれだけとれるかわかりませんけど、調整池も要りますし、仮に 1,000 戸でき

てもですね、３名から４名ということですと、 

まだ３万人構想にはならない。非常に３万人は大変な数だと思うてます。 

 団地の中に今まだ家の建ってない土地がありますね。これも大体 1,000 戸あるんで

す。 1,000 戸ぐらい建ってない。その辺を一時何とか家を建ててもらえるように、東員

町で住んでもらえるように地主の皆さんにですね、いろいろなアクションを起こしたこと

もございます。けどもなかなか土地の値下がりとか、将来の新屋とか、また財産を持っ

ておるとかということで進まないんですけど、一生懸命その辺も含めてね、手っとり早

いのは団地の空いておるとこへ入ってもらうのが一番早いんです。その辺ももっともっ

と地主さんにですね、アタックをさせてもらいたいと思います。 

 地元の方も持ってみえる方たくさんみえますので、その方たちにアタックをしていく、

いろいろ考えもね、地主さんございますので、大変な税金も納めながら一戸やなしに

複数で持ってみえる方みえます。税金も大変やろなと思うんですけど、それにしても売

らずにですね抱えてみえますので、その辺もひとつこちらとしては何とか新しい町民の

皆さんを迎えるためにということで努力をさせていただきますので、よろしくお願いをし

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） 同僚議員からも団地のことを私もお聞きしようと思うたんですけど

も、さきに町長お答えいただいたんですけど、団地のほうですねたくさん駐車場も必要

ですけど、ひとつ空きのとこに固定資産税高くすれば売っていただくと、それからその

辺のですね免除を高くすればと言えばおかしいけど、何か奨励制度付けるなりしてで

すね、一番手っとり早い方法がそういうことになると思います。 

 それとそれはそれでいいんですけど、東員町の定住促進奨励金の今補助 65 件ぐら

い聞かれたんですけど、交付されたんですけど、そのなされた方の土地買ったらこう

いうこと、東員町にたまたま来たらこういうふうであって交付金が出ているということと、

交付金が出ているから東員町へ来たという人、二つの方法、二つの方があると思うん

ですけど、その辺をですね一回、例えば交付金が出ておるで東員町へ行くと言や、コ

マーシャルすればこれから来ていただくんだし、住んだら隣の人がこうやって言うたで

交付金出るよというのと、えらい違いだと思うんです。だから団地の開発でも例えば今

空いているとこをこういうふうに出ますから、こういうふうですよと、その辺の広報という

ものはどういうふうに取り組んでみえるか、ひとつ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） お答えさせていただきます。 

 その辺につきましては、政策推進のほうから答弁をさせます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） 奨励金のＰＲの件でございますけれど、町内の住民さん方は

知っておっていただくということで、町外に向けての関係でございますけれど、東員町

の定住促進奨励金のご案内という形でインターネットでしておるというのが今現状でご

ざいます。 

 以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） その内訳のアンケート取られたことございますか。 

 入ってから。どちらへお聞きしましたかと、いやその辺が大事なんですね。もしわかっ

ている範囲であったら 65 件のうち例えば 10 件あったら 10 件で結構ですので、もしわ

かりましたらお答えいただきたいと思います。 



  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） 今現在 65 件程度ということで、その中には町内からの方もご

ざいますし、転入の方もございます。いいご提案をいただきましたので、その辺につき

ましては参考にして意見を聞かせていただくということも考えてみたいと思っております

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） それとですね住宅政策の中で、東員町に都市計画審議委員会と

いうのがあります。私も議員になって委嘱されたんですけども、その中に議員が４名入

っております。一回もまだ開かれていないんですね。前にも同僚議員が質問している

んであれですけど、こういうですね、今後ですね住宅開発、それからそういう人口増や

そうというときに、審議会というと難しい問題ですけども、今質問したようなことをですね、

民間、議会と一緒に町長交えてですね、年に二回ぐらいやっぱり今後やっていくべきだ

と思うんですけど、今まで一回も話によると５年間開かれてなかったと聞いております。

どういう会か私も知りませんけども、やっぱり行政と議会と人口３万人を目標にする、

その辺開かれなかった理由をお伺いしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

 ○総務部長（近藤 洋君） 審議会の関係でお答えをさせていただくわけでございますけ

れど、最後に開催されたのが平成15年です。その15年のときに開催をされております。

そのときには桑名郡市の計画区域区分の変更ということで、東員町からではのことで

はなくて、ほかの市町の関係での開催でございます。 

 ただ、都市計画審議会の条例につきましては、法第 19 条の規定によりまして、都市

計画決定をする場合における事前審議に関することという規定がございます。そうい

ったことで町長のほうから審議会さんのほうへ諮問をさせていただいて調査審議いた

だくという形になっております。今おっしゃっていただいてますいろんな開発とか、今後

のそのことにつきましては、現時点ではきちっと固まった段階ではないと思いますので、

かける必要が出てきた時点で審議会開催ということにさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  



 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） あまり法律的なことわかりませんけど、私も議員になってすぐ

に委嘱されたわけですけど、今いろんな面でですね前向きにですね、決まってから判を

押すような審議会だったら私は開かれなかった理由わかりますけど、今後、町の開発

その他そういうことを議会とともにですね、やっぱりイオンの進出、今の駅前の北、名前

は違いますけど、私はそういう会議かなと思うてたんですけど、今後ですね、ひとつ名

前変えてもいいですけど、ひとつそういう会をやっていただいて議会、民間、町とですね、

すり合わせていけば人口増にもつながると思いますので、ひとつ提言しておきますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは三つ目の行財政改革について、一つ、18 年度方針決定と実施項目につい

ての評価をお伺いいたします。 

 二つ目は、行政改革推進委員会の委員の委嘱と今後の開催予定をよろしくお願いい

たします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

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

 行財政改革推進計画実施計画は、昨年度議員の皆様と行財政検討委員会からご意

見をちょうだいし、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

で作成させていただきました。計画期間は平成18年度から22年度までの５年間といた

しております。 

 年次別計画の 18 年度での更新決定事項が９項目、実施事項が 18 項目でございま

す。いくつかの実施状況を申し上げますと、行政評価システム導入につきましてはプロ

ジェクトチームを中心に各課でプレ評価を実施し、現在、全体評価の試行を行っており

ます。 

 国民健康保険料の納付書の納付方法におきましては、仮算定と本算定をそれぞれ

一回の送付とすることにより、郵送料の削減を図ることといたしております。職員の任

用関係では、職員の勤務意欲と組織の活性化を図るべく、希望降任制度を導入いたし

ました。また 18 年度当初予算性質別編成状況では、物件費におきましては 17 年度と

比べまして 2.3％削減を、維持補修費では 13.3％削減を達成いたしております。 

 しかしながら、補助費等では５％、投資的経費では 1.4％、扶助費では８％の増でご

ざいました。現在 70 項目の検証を進めているところでございまして、間もなく検証結果

をお示しさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 行財政検討委員会についてでございますが、これまで委員の皆さんには大変ご尽力

をいただき感謝をいたしております。今後の行財政検討委員会は先程の行財政改革



推進計画実施計画の検証を行う外部機関として、年に数回の開催を予定させていただ

いております。しかしながら、発足から３年が経過いたしておりまして、あまり委員の皆

さんのご負担になってもと苦慮いたしております。委員の皆さんの任期は６月 24 日で

満了となりますが、これまでに蓄積いただいた本町の行財政に関する見識を、さらに本

町に注いでいただく再任を望むのが、私の思いでございます。よろしくご理解賜ります

ようお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 一番目の質問で方針と実施項目の評価について、ここにいただい

ているんですけども、70 項目の評価というと大変でございます。そういうふうで増えたも

の、減ったものありますけど、パーセンテージ的に改革が進んでおると思います。 

 それでですね私のいただいたものに、これ 19 年３月と書いてあるんですけども、４月

にいただいたんだったかな、３月 31 日現在何か１日現在なんか、役所の文書はいつも

３月と書いたり４月、６月と書いてある。一応これは末と浅はかですけど、私の知恵の

足りないとこですけども、月末をもってなっているわけですか、ちょっとお伺いいたしま

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。 

 議員さん方に配布をさせていただいております、行財政改革の推進計画実施計画に

つきましては、本部会議を２月 28 日ということでさせていただきまして、それが最後の

本部会議でございます。そこで最初の決定をということで、一応最終版として３月という

ことでお配りをさせていただいております。以上でございます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 私がなぜこの推進計画の個票を 19 年３月と書いてあるか、３月 31

日やったら年度末でいただいているんですけども、１ページ目、例えば方針の決定、こ

こにはＰＤＣＡ、計画、実施、点検、評価、何も書かずにですね、書かずにと言うとおかし

いけど、点検、評価、チェック項目、見直し項目、18 年度２月 28 日に会議された。それ

は会議されたのは今お聞きしてわかったんやけど、３月 31 日だったら我々もらったのは

４月以降ですので、ここへ○か△か何かを入れていただいて、あっこれは担当はワーク



グループが○だった。◎だった。△だった。そういうことをして渡していただければわか

るんですけど、70 項目チェック項目何にも書いてありません。到達点についての評価、

次年度以降の見直しに、ただ渡されただけですね。やっぱり 18 年度３月 31 日で終わっ

た時点で、もらったものがそれで私今回の質問したと思うんですけど、評価してあるも

のがありましたらですね、どういう評価しているのか、○か△か◎か、そのことをお聞き

したかったんですけど、その点お伺いいたします。 

  

 ○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。 

 行財政改革推進計画の実施計画につきましては、立てた時点、最終のものをお配り

をさせていただいております。ただ、平成 18 年度もう済んでおりますけれど、それは先

程町長からもお答えさせていただいたとおり、それの検証ということでそれぞれの課か

らその結果どうであったかという、その辺を今集めて集計等行っている段階でございま

すので、これが固まった段階でまた議員の皆様にもお示しをさせていただくということで

計画をしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） そういう意味で一応そうすると３月だけど、結果は大体３ヶ月後ぐら

いに今後出てくるということを考えていてよろしいですね。これ３月に何も載ってないで

すよね。評価も来年度の見通しも、ただ書類としていただいたと、混同しているやつは

チェック項目が入って、19 年度はこういうことをするということが入ったやつをいただけ

るということを期待してもよろしいですか。 

 それで一点のみ、それじゃお聞きします。廃止決定になりました口座振替領収書廃止

による経費削減、これは廃止になっております。これ廃止されたことによってですね、

経費の節減、口座振替、領収書の廃止による経費削減 456 万８千円ですか。これは

もうチェックできておると思うんですけど、現在、まだ検討中というさっきの答えですけど

も、これは 18 年度に廃止して、19 年３月 31 日で終わっていますわね。その一応目標

値はこうだったけど、実施効果として実際これだけ減ったんか、削減されたんか、これ

だけしか 18 年度の結果出てませんので、どのぐらい削減、予定は 456 万８千円削減

する予定だったと、多分印刷も発注してないし、経費節減とこういう発送事務なくなった。

労働時間がどのぐらい削減されたか、ちょっとその辺をお伺いいたします。個票のナン

バー６ですか、分類１の１の。 



  

 ○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。 

 実施計画個票、そちらの関係におきましては平成 18 年度改革効果が 456 万８千円

という形で見込んでおりました。これ 18 年度をもって廃止ということでございますので、

その効果といたしましては税務課、健康福祉課、数課に渡るわけでございまして、この

結果の効果といたしましては、 425 万９千円ということで今現在出ておりますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 近藤義憲議員。 

 ○１番（近藤義憲君） 金額は集計ですけど、労働時間的にですね、どれだけその時間少

なくなって、ほかの仕事がどれだけできたか、そこが私改革と思うんですね。その辺ま

でもやるのがＰＤＣＡだと思いますので、今すぐにはですね労働時間出ないと思います

けども、労働時間減った部分こちらへ増やした。そういう検証が私は大事だと思いま

す。 

 答えは要りませんけど、今後機会あるごとにですね、行財政改革の推進のチェックは

どの課もさせていただきますので、特に今年よりたくさん、18 年度は一つでしたけど、1

9 年度からは 18 項目あります、18 年度はですね。その辺もひとつ議会を通じてなりプラ

ムを通じて、町報通じてですね、皆さんの頑張っている様子を住民に知らせるのが役

場のサービスと思いますので、皆さんの働き具合をこういうふうに役場の職員頑張って

いるんだ。ここで議会で質問して責めるばっかじゃございませんので、こういうふうに改

革して、これだけ説明して、これだけ住民サービスできたということをＰＲして終わりた

いと思います。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

 


