
○１０番（藤田 興一君）   私からは２点の質問をさせていただきます。 

 まず１点目でございますが、職員の人事管理等について、質問をさせていただきます。 

 地方公務員における人事評価制度については、皆さんご存じなように、地方公務員法

第４０条において、任命権者は職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、そ

の評定の結果に応じた措置を講じなければならないというようにされております。さらには

人事評価制度の導入等により、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ることが、こ

のたびの地方公務員法の一部改正が総務省より公布されたことは、職員皆さまにおかれ

ましてはご存じなことと思います。 

 また、各地方自治体におきましては、多様化・複雑化するサービスや行政課題、住民の

さまざまな要望に柔軟かつ迅速に対応していくのが行政の使命でもあり、そのためには

職員一人一人が公務能率を向上させていくとともに、その効果をさらに高めていくために

は、組織全体としての能率の向上に取り組む必要があり、またその組織・機構を提供され

なければなりません。 

 ある専門の本から抜粋しますと、組織理論によれば、組織構成を決めるとされるのはト

ップマネージメントの戦略、組織を取り巻く環境、そして組織が扱う業務の性質や組織の

規模であるとされています。しかし最近の本町における組織構成が果たして十分な機能

を発揮しているかについては、非常に大きな疑問を抱くところでございます。 

 そこで本町における人事評価や組織構成について、以下の点について、町長のご答弁

をお願いしたいと思います。 

 まず１つ目に、人事評価並びに効果に関する実施要項等は本町にあるのか、これが１

点目です。 

 ２つ目には町長就任以来、毎年機構改革、人事並びに組織の改革が行われてきました

が、果たして適切な人事管理であったのか、それに伴って組織としての目標を達成するた

めの人材マネージメントが機能しているのか、そしてその職員のモチベーションの向上に

つながってきたのか、これが２点目でございます。 

 ３点目には、来年度にはまた数名の退職者が出るわけでございますが、そういう場合の

人事管理をどのように考えておられるのか、これが３つ目でございます。 

 ４つ目には例規集第４編、人事第２章の職員の交通事故の規定、基準に対して処理し

た経緯はあるのか。 

 この４点について、町長のご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   職員の人事管理等についてのご質問にお答えをいたします。 

 職員の人事評価につきましては、職員や職員組合員で構成する制度構築プロジェクトに

より検討を重ね、人事評価制度を構築してマニュアル化をいたしました。これにより、平成

２０年度から能力評価と目標管理による業績評価を実施いたしております。 



 職員の人事異動につきましては、所属長への新規事業や人員要望の聞き取りを行い、

職員個人の人事異動希望に加え、人事評価の結果を参考にしながら適材適所の人員配

置を行っております。 

 また、機構改革につきましては、国の制度改正及び社会情勢や住民ニーズに適応した

組織体制の見直しを行っております。 

 ご指摘のとおり、今年５月１４日に地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改

正する法律が公布され、地方公務員につきまして、人事評価制度の導入等により、能力

及び実績に基づく人事管理の徹底を図ることとされております。 

 この法律の施行につきましては、公布の日から２年を超えない範囲内において、政令で

定める日から施行することとなっておりますので、今回の改正の趣旨を踏まえ、適切な人

事管理を行うよう、人事評価制度の見直しや体制づくりに努めてまいります。 

 なお、職員の交通事故に係る懲戒処分の状況につきましては、今のところございません

が、今後も職員に対し、交通安全の推進やコンプライアンスの徹底を図る所存でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   ４点ほど質問の中で、かなり答弁が漏れたというふうにお見

受けします。 

 もともと質問というのは、わからないことを質問するのではなくして、わかっている内容、

施策等を念頭に置いてどうなんだ、今後どうするんだとやるのが質問であるというふうに

私は確信しております。 

 今、４点ほど質問した中に、例えば人材マネージメントの指導はしているのかとか、モチ

ベーションの向上につながっているのか、そして２０１５年度の人事管理はどうするんだと

いうような答弁が抜けております。通告というものは、やはり突発的に質問すると会議が

乱れるということで、市町村におきましては通告制をとっております。そのために我々は事

前にこういう質問をしますよというにもかかわらず、こういう答弁が抜けているというのは

町長いかがなものか、まずその辺のご答弁を願いたい。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   少し答弁漏れがあったようで、申しわけないと思います。 

 まずモチベーション等のことにつきましては、我々としては、その辺も考慮をしてやって

いるつもりでございます。 

 それから当然人材マネージメントというものは起動しているものと考えておりまして、そ

のためにいろいろな方策を考えております。 

 また、来年３月、退職者が数名出るものと考えておりますけれども、新規採用を含めまし

て、人の配置につきましては住民サービス、行政サービスが落ちないような配慮を、当然

のことであります、やっていかなければならないというふうに考えております。 



○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   ありがとうございました。ということであれば、多分今、私の

質問に対して、町長は登壇されて答弁されたわけでございますが、執行部においてこの

答弁書は即訂正して、私どもが出す議会だよりに間に合うような訂正の答弁は出していた

だけますか、担当のほうからの説明をお願いしたい。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   答弁につきましては、一部答弁漏れがあったところがあり

まして、大変申しわけなく思っております。今、町長のほうで再質問に答弁をいただきまし

たので、議事録のほうで対応をいただきたいというふうに存じております。よろしくお願い

いたします。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   それでは通告どおりに１つずつ、町長に対して質問させてい

ただきます。 

 まず１番目の人事評価に関する実施要綱等は本町にあるかということに関しては、先ほ

どプロジェクトを組んで、それによりマニュアル化したというふうな答弁をいただきました。

マニュアル化ですから、通常の簡単な書式といいますか、ことだろうと思います。 

 私が聞いているのは、いろいろな角度、似通った町村のところを調べますと、かなり人事

評価、人事効果というものに関しての実施要綱というのがつくられておる。本町におきまし

ても、今我々の机の上にもあります例規集を見る限り、そういう要綱、機構というものもご

ざいません。あるのはインターネットから調べると、課におけるマニフェスト、これしかない

ということで、どういう人事評価を、何をもとにしてやっているのかというものがつかみにく

い。マニュアルということでございますので、我々の手には入らないのですけどね。 

 じゃあですね、先ほど出てます第５次総合計画のところに、町民サービスの向上というと

ころに人材の育成というものがございます。そこにこういうことが書いてあります。人材育

成基準方針の策定のもと、職場環境の充実やプロ意識の啓発、職員研修の充実等を進

めるとともに、成果主義に基づく本町に適した人事評価制度により地方分権時代の担い

手にふさわしい人材の育成を図る、これはできてますか、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まず最初の人事評価に対する要綱ということ、要綱という形

ではないのですが、人事評価制度マニュアル、こういうものをつくっておりまして、こういう

もので管理をしているということでございます。 

 そしてですね、人材育成につきましては研修等を行っておりますが、人材育成基本方針、

こういう職員の基本方針をつくりまして、これに従って職員の管理をさせていただいており

ます。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 



○１０番（藤田 興一君）   我々議員が、人事異動とか昇給とか昇進とかいうものに関し

て口出すものではないんですけども、やはり機構改革とか、そういうものが行われたとき

には、当然我々にも報告が来るわけでございますもので、そういう意味における内容で説

明しておりますもので、誤解のないように、まずお断りをしておきますが、先ほど見せても

らったもの、今、初めて見るわけです。それに基づいてやられるということでございますが、

それはそれとして、やはり要綱等で、ほかの市町においても、かなり進んだ要綱等をつく

っておられますもので、何もつくって損ではない。これがあれば我々も、ああこういう形で

人事異動、評価をされているのだなというのがインターネットを見ればわかるんですよね。

それが手の内が見えないということに関しては、今、情報化の時代の中においては、ちょ

っと逆行しているように思います。 

 だからマニュアルをもとにして要綱等、規定といいますか、そういうものをつくることはあ

りませんか。その辺のご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   一応この評価マニュアルで周知を図ってやっておりますが、

検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   そういうことで検討ではなくて、必ず要綱等をつくっていただ

きたい。 

 それと今言いましたように、第５次総合計画の中における人材育成基本方針策定、これ

も第５次総合計画でつくりますというふうに書いてあるわけですよね。先ほどのある議員

の質問にもありましたように、１０年のうちの３年が過ぎた、ローリングプランでやるわけで

ございますもので、これはやっぱり何らかの形で出てきておってもいいんじゃないかと。そ

れが今言われましたマニュアルではなくして要綱的なもの、これをやることによって、今書

かれている第５次総合計画の計画が達成されるのではないかというふうに思っております

けれども、その辺の関連に関してはどうお考えなのか、お答え願いたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   基本計画の基本施策６の中の町民サービスの向上の中で人

材育成というのがあります。その中に人材育成基本方針の策定のもと云々ということが書

かれておりますが、その人材育成基本方針というのはこれでございまして、これでやって

おるということでございます。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   そういうものがあれば、やはりホームページ等に掲載してい

ただきたいと。要するに例規集にも何もない、ではどういうふうな形で人事考課・評価が行

われているかというのは、指をくわえて結果報告だけでしか判断できないということでござ

いますもので、ぜひともホームページ等にこういうものを載せていただきたいというふうに

思っております。 



 それから冒頭に述べました、今これとはちょっと関係ないんですけども、地方公務員法

の一部改正が公布されたのは、これも余り強く質問はできないのですが、これが公布され

たのはつい最近なんですよね。今までの公務員法による一部改正ということで、これは５

月１４日に公布されたというふうに書かれております。 

 この内容は、能力及び実績に基づく人事管理の徹底が義務づけられたというのが大き

な要素なんですね。その中に４項目ほどありまして、特に一番大事なのは、能力本位の任

用制度の確立とか人事評価制度の導入、それから分権事業の明確化という大きな３つの

点が載っているわけですね。 

 それに対して先ほどの町長の答弁は、改正の趣旨を踏まえて適切な人事管理を行うよ

う、人事評価システムの見直しや体制づくりに努めますということでございますもので、こ

れはまだ本当に新しい改正でございますから、今までの今言ったような町長がお示し願っ

た、そういうものも含めて改正された内容で、いま一度人事評価、改定されたものに基づ

いて、２年を超えない範囲において云々と書いてありますから、今までの東員町が取り組

んだ制度というのはもう古うございます。 

 それも合わせながら、今回公布されました改定に対して、もっとさらに突っ込んだ内容の

策定をつくっていただきたい。それに対して急な質問ではあろうと思いますが、町長どうい

うふうに、今言われたように見直しや体制づくりに努めますではなくて、こういうふうな形で

やっていきたいというような所信があれば、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実はご承知のように本町も人事評価制度を持っておりますが、

正直、余り機能してないんじゃないかなという思いはあります。そういう中で、どういうふう

にこれをきちんとした形で運用していくかということは、改正があるなしにかかわらず、やっ

ていかなければいけないということで内部で話し合いをしておりましたところでございまし

て、人事評価というものを、もう少し実効あるものにしていければなというふうなことを思っ

ております。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   今確かに地方公務員における世論の見る目というのは非常

に厳しゅうございます。いま一度、原点に帰って、公務員制度というのを東員町なりに見

直して、さらなる改革を図っていただきたいということを強くお願い申し上げます。 

 ２番目に入りますが、町長就任以来、毎年機構改革、人事とか組織の改革が行われて

きましたけど、これがなぜ毎年やらなくてはならなかったのか。それが後のマネージメント

とかモチベーションに関連しているわけでございますが、町長が就任された時にまずやら

れた、その後、副町長が来られてやったというふうに毎年変わっている。これが果たして

地方公務員、要するに東員町における公務員制度に関して、本当に適切に機能してきて

いるのだろうかということを非常に疑問を持つわけです。 



 例えば課をいろんな名前に変えたりしてましたね。１つの例をとりますと、戸籍保健課を

町民課にしたりとか、５つも６つもあったりする。それはときに、時代に応じて変えるのもい

た仕方がないとしても、例えば企画部というのができたんだけど、部長がいなくて副町長

の兼務だったりだとか、そういうふうに部を増やしたけど担当部長がいないとか。 

 もう１つは、いろんな職務の名目がかなり変わりましたね。級でいくと１級から７級という

のは変わってないんですけど、それに対する級ごとの職務というのが非常に曖昧である。 

 こういうものが現業の職務に非常に影響しているんじゃないかというものを考えますと、

この３年間行われてきた機構改革というものが本当に適切であったか、それが後の３にも

出ます、来年度にも当然人事関係の問題が出てくる。毎年やるような地方自治体は多分

ないと思います。人事異動にしても、通常は３年から５年と言われております。企業におい

ても大体そんなものです。これをなぜ町長、毎年やらなくてはならなかったのか、その基

本的な説明をお願いしたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   少し問題があったということは否めないと思います。というの

は係長はいても係がなくて係長がいるとか、そういうこともありました。それから所属が課

に所属しても何々係のこういう仕事をやりなさいという規定でありました。ですからチーム

ワークで、組織として仕事をするという形になっていなかったということが大きな原因だと

いうふうに考えておりますが、１年目、２年目と少しずつ手直しをさせていただいたというこ

とで、今年についてはそんなに大きな異動もなかったというふうに思うんですが、ただ、国

の制度が変わったりして、機構が少し変わることもありますし、住民サービスの面から変

わらざるを得ないということもありますし、新しい組織ができた、例えば発達支援室だとか、

そういうことで変わらなければならないという面もありますし、いろんな要素によって手直し

をしなければいけないということになりました。 

 昨年度、一番大きく変わったのは、今まで係長、課長補佐、課長、部長という制度だった

んですが、級というものをつくっていただきました。係長級の主査、課長補佐級の主幹、課

長級の副参事、制度ではその上に参事というものがありまして、部長級の理事、こういう

級というものをつくっていただいて、少し組織として柔軟に対応できるような組織体にして

いただいた。柔軟に動ける組織にしていただいたということでございます。 

 それから先ほどの級につきましては、総務部長からお答えをさせていただきます。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 今、町長のほうから、柔軟に対応させていただくために係長級、課長補佐級だとか課長

級というところを増やさせていただいたというところと同じような話にはなりますけれども、

私ども東員町につきましては、やはり人口が急に増えて職員数も大きくなったというところ

もございまして、職員の年齢構成の部分もございまして、そういったことも踏まえ、課長級

であるとか、そういった部分のところを若干手直しをさせていただいたというところもござい



ますし、基本的に異動につきましては、議員おっしゃられるように、本町につきましても大

体３年から５年ぐらいをベースに考えているところでございます。 

 それと人事関係でございますけれども、１年を通して職員の資質向上の部分もそうです

し、住民サービスが低下をしないような部分も含めて、各課から現在人員が足りているの

かというような聞き取りを大体この時期にさせていただいて、また新規採用職員を何人に

するんだというような部分、また秋口にも各課のほうから約半年経過後、人員としてどうな

のか、次年度どうなのだというようなところも聞き取りもさせていただきながら、それと職員

の希望調書、そういったものを参考にしながら人事異動のほうも行っているところでござい

ます。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   そういう内容は、私は突っ込む必要はないのですよ。ただ、

いろんな名前が増えて、いざ所属したときに肩書とか立場が余りうまくいってないのでは

ないかということを言っておるわけです。 

 例えばですよ、事務局のことを言って申しわけないですけども、私どもの議会の事務局

がおるんですね。今まで局長という名前は部長級だったですよね。今来ているのは課長

級ですよね。そして名前は局長でもいいんだけども、職務内容は部長級のことをやらせて

いるではないですか。これは教育委員会にも言えるんじゃないですか。３人の課長がおっ

て、１人が局長兼務でやっているでしょう。そういう非常に紛らわしい配属になっている。 

 何もそこに行った課長の肩を持っているのではないのですよ。こういうふうに職務を名前

をいろいろ変えることによって、あそこにいったからこれは課長だ、あわせて局長だ、この

職務のあれでも前は７級の部長級、変更後は局長、部長、参事、理事、管理者になってい

るんですね。我々今、事務局でも局長と呼んでますよ。局長級でしょう。そういうふうな配

置が非常に我々も解せないということなんです。スムーズな配置だったら何も言いません。

その辺をどういうふうにお考えか、お答え願います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   局長イコール部長であるとは考えておりませんので、局長と

いうのはあくまでも１つの仕事の場所でございまして、それが部長級であるのか、課長級

であるのかということであって、能力で、課長級ポストになっても別に問題はないというふ

うに思っております。 

 教育委員会事務局長、それから議会事務局長ありますが、市町の中で小さいところで

は全てが課長というところもございますし、それにこだわりは持っておりません。ですから

局長といえども、部長級の方を配置する場合もありますし、課長級の方を配置する場合も

あるというふうに考えて、この人事を行ったというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   確かに最近の新聞でも、ある市だったですかね、部長を置

かないという組織もできましたね。それはそれで各市町に合った組織づくりをすればいい



んだけども、東員町の場合は今言ったように４年間、毎年人事異動、機構改革を行って、

その結果が内部でもいろんなトラブルを起こしているんじゃないか、起こしているように見

える。我々は人事に関しては口出しできませんけども、やはり我々もその中の事務局とい

ったものを一緒に中に置くと、やっぱりこんなとこまでこういうことが来ているのかと。 

 もう１つ、対外的な問題もあるんですよね。私も去年、議長をやらせてもらいましたけど、

ほかの事務局は全部、部長級ですよ。それだけの、事務局の局長なんていったら権限を

持ってますよ。それとものすごく知識を持っていなくてはできない。これも町長は非常にご

存じだと思います。そこにやはり課長は課長なんですよ。そういうふうに対外的なものを持

っていこうとしたときに、やはり部長は部長級に持っていかないと、体面というものがあり

ます。 

 東員町の中における、今、町長が言われた説明は納得できますけど、今言ったように例

えば議会事務局に関してはどうなんだというものもあります。そういう対外的なことも、ある

程度メンツというものを考えなくてはならない。そういうことを考えると、対外的にも今の東

員町における組織がそれでいいのか、再度、町長の答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども言いましたように、部長級を採用してないところがあ

りまして、そこでは当然、議会事務局長さんも課長級というふうに認識をしております。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   これを議論していても、いた仕方ないと思いますけれども、も

う少しシビアなる機構改革、人事評価というものをやっていただきたい。 

 それから先ほどの答弁漏れの中にございました人材マネージメントですね、これは起動

しているとかいうふうな、いいほうに向かっているというふうに答弁がございましたが、私

は果たしてそうだろうかと。 

 町長は人材マネージメント、それからモチベーションとはどんなものかというのは十分に

ご存じだと思いますが、改めて言わせてもらいますと、マネージメントというのは、国語辞

典では、会社官庁などの組織体において一定の目的や方針を合理的に実現するために

下部を指導監督することとあるわけですね。組織の優秀な人材、いわゆる資源、その資

源は何かというと、人・物・金である。特にその中で基本となるのが人材である。だから人

材マネージメントというような言葉で出されているわけです。 当然その人材マネージメン

トには、先ほどから出てます人材育成、人材評価、人事異動というものがあるわけです。 

 これに対しては町長の答弁でいくと、十分な機能を発しているというふうには言われまし

たけども、先ほど町長のお見せになったマニュアルと言いますか、それからいくと、本当に

東員町においては人材育成についてどういうふうな育成手法と言いますか、そういうもの

を取り入れて人材マネージメントを行っているのか、それをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   研修などをかなり取り入れさせていただいておりまして、職員

の採用年数によりまして、それぞれの段階で研修をさせていただいております。 

 そして職員同士の連携というものを強化をすることで、先ほど申し上げました機構改革と

いうものをさせていただいた。先ほども言いましたように、組織として連携のとれないよう

な制度になっていたということで、例えば隣の課なりグループが遅くまで残って仕事をしな

ければならない、こちらは手がすいてもう帰れるという状態のときには、遅くまで残る班、

そうでない班、隣同士でもありました。しかしこれからはお互いに協力し合って、できるだ

け効率よく仕事ができる、こういう組織体に変えさせていただいた。それによって職員とし

てのモチベーションは上がっていくんではないかというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   今、人材育成に関してはそれぞれのものがあるし、それはも

う東員町のやり方を信用せざるを得ませんが、人材育成に合わせて、最後に町長が言わ

れたように、やっぱりモチベーションですよね。モチベーションがどう上がるかによって、そ

の組織というのは強化されるかされないかになると思います。 

 先ほどから言ってますように、こう毎年、人事異動、機構改革をやって職員のモチベーシ

ョンなんか上がることはまずないと思います。かえって逆行している。これは我々、端から

見てもわかりますよ。だから先ほど言いましたように、何で毎年こういうことをやらないとい

かんのか。いろんな要件があった。それもあるでしょう。だけど通常からいくように３年から

５年ですよ。 

 それともう１つ、同じ異動でも、例えば広域関係を携わっている課長が１年でかわるなん

て信じられないことでしょう。やっぱり広域というのは、先ほど言いましたように対外的なこ

ともありますよ。そこに今例えば大きな広域と言いますと、ごみと下水です。それにも議長

が出て、職員も出るんですけど、東員町の場合は議長は１回、１年ずつかわる。議長がか

わるにしても、担当の職員が１年たってかわったりするなんていうのは、これもう対外的に

はおかしなこと。特に広域なんていうのは長期にわたる施策でございますから、そういうこ

とも考えないで短期１年ごとにポンポンかえるということに関しては、当然職員のモチベー

ションなんて上がるはずがないじゃないですか。 

 そこで、このモチベーションに関して町長、この３年間、機構改革をやられて本当に職員

のモチベーションが上がったと断言できますか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ３年間、毎年機構改革をやっているわけではございませんの

で、それだけは訂正をさせていただきたいと思います。少なくとも今年は機構改革はやっ

ておりません。 

 それから例えばということでお話をいただきました環境資源課長の話だろうと思うんです

が、今の環境資源課長は、ずっと古くというか、もう何年もこの職にありまして、持ち上が

ったということでございまして、一番詳しいのではないかということで、課長のほうになった



というふうに私は理解をしておるわけでございますが、対外的にも桑名広域のほうへも、

いつも出ていっていただいておりましたので、その辺は問題ないというふうに思っておりま

す。 

 また、いろんな事情でかわらなければならないということがございますので、モチベーシ

ョンに関しましては、できるだけモチベーションが上がるような方策を考えていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   私ははっきりいうと人事評価、考課、それから機構改革にお

いて、東員町はいい結果を出してないというふうに断言できると思います。 

 それから１問目の最後の質問になりますが、某新聞に、水谷町長は鈴木英敬知事の直

球対談というものがあったみたいですね。そこで副町長を外部から登用させていただいた、

それで役場がすごく変わりましたと副町長の存在を絶賛、腹心とまで評したとありますが、

どういうふうに変わったんですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今どういうふうに変わったかというのは、先ほど種村議員の

最後の質問に対しまして総務部長が答えていただいたように、いろんな場面でご尽力をい

ただいて、この役場というものも変わったというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   余りやめた人の評価はしたくございませんが、私はいろいろ

あって辞職勧告を受けたんじゃないかというふうに思っております。 

 ４番目に職員の交通事故、これに関しては懲戒的なものはないと思いますが、最近、町

内において、ある職員と住民の方との交通事故が発生しました。当然その職員さんも

我々もそうなんですけど、車社会ですから、いつどこで事故が起きるか、これはもう予測も

できないし、起きて当然のことでございます。 

 ただ、立場として事故の対応に関して非常に高飛車な、そして職員としてやってはいけ

ない暴言等を吐いて住民にショックを与えたという事例が、つい最近発生しました。多分

町長もうわさで聞いておられると思いますが、本町におけます規定等の中にその他とある

わけですね。大きな事故に関して、これはもう問答無用で処罰されなくてはならないので

すが、そういう小さな事故のときに、我々にしてもそうです、我々は議員として置かされた

立場、職員として置かされた立場、それに伴って住民との対応によっては非常に信用とい

うものが左右されます。こういうものに関して、余り時間がございませんが、町長、今言わ

れました政治的なそういうものも職員のほうに厳しいお言葉を出していただいて、事故は

起こすなとは言いません、その対応を紳士的な対応をしていただきたいというふうに思っ

ておりますが、この事故に関して、だれがだれということではございませんが、町長、その

事故があったということに関してはご存じですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   申しわけないんですが、そういう事故があったということは聞

いておりませんので、そういうことがあるのかどうかというのは一度調べさせていただきた

いと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   １問目の職員の人事管理について、最後に１つお聞きしたい。

インセンティブシステムという言葉、町長ご存じですか。もしご存じだったら、それに対する

システムに対してどういうふうに取り組んでいくか、お答え願いたいと思います。もしご存じ

なければ答弁は不要でございますが、ご存じですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと申しわけないのですが、存じ上げません。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   最近の公務員制度の中において、このインセンティブシステ

ムというのは標準語になっております。インセンティブシステムを知らなくて何で評価がで

きますか。しっかりと反省していただきたいというふうに思っております。 

 ２つ目の北勢線について、余り時間がございませんが、北勢線の支援策として、平成２５

年度から平成２７年度、３カ年を、支援なしで約６億４，７００万円を２市１町で負担すると

いうことで１年が経過したわけでございますが、まず１つ目として、北勢線事業運営協議

会の議事内容をお答え願いたい。 

 ２つ目に、存続・廃止、まだはっきりしてません。そういう状況の中において、一昨年の町

民懇談会の結果をどのように反省していくのか。イオンモール東員店の集客力等により利

用客と収入が増加したと報道されてますが、存続の要因となるのか。 

 ３つ目に廃止の場合、平成２８年度以降の選択肢、例えば軌道を外してバス道にすると

か、そういうような選択肢等があればお聞かせ願いたい。 

 それからあとの２つが一番肝心なのですが、２市が存続を決意した場合、東員町はそれ

に準じますか。 

 そして最後に、この結論は平成２６年度中に出すべきではないかというふうに思ってます

が、時間も余りございませんもので、この５点について、町長のご答弁をお願いしたいと思

います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   北勢線についてお答えをさせていただきます。 

 北勢線事業運営協議会は、先月に開催されました協議会を含め、平成２５年４月以降、

３回開催されております。 

 平成２５年７月の第１回目の協議会では、平成２４年度の北勢線事業の状況報告や北

勢線対策推進協議会の事業に関する実績報告及び監査の報告を、平成２６年２月の第２

回目では、実務者の会議であります幹事会において協議を重ねてまいりました、各市町

の負担割合の見直しについて合意に至りました。 



 見直しの結果、本町の負担割合は２．６％減の２０．２％となり、おおむね５００万円弱の

減となりました。このほか、平成２６年度北勢線事業運営協議会予算が承認されておりま

す。 

 今年度は５月２７日に開催されまして、平成２５年度の北勢線事業の状況報告や協議会

事業の決算報告が行われ、承認したところでございます。 

 ２点目の東員町としての存続論についてでございますが、まず、平成２４年度の町政懇

談会は、平成２５年度以降の支援について、町民の皆さまの意見をお聞きした上で検討し

たいとの考えから開催させていただいたもので、三岐鉄道及び行政への要望や北勢線の

支援の可否について、ご意見をいただきました。 

 笹尾・城山地区では、移動手段の多くは民間路線バスの利用が主との意見、他の地域

では、学生や高齢者の移動手段として必要ということや、北勢線は福祉的な公共施設で

あるということから、補助金を出してでも存続してほしいとのご意見があり、東員、穴太駅、

両駅では年間約２７万人の方が利用されているという現状なども総合的に勘案し、平成２

５年度以降の３年間を暫定的に支援する方針を決定してまいりました。 

 本年度は平成２８年度以降の北勢線のあり方、方向性を協議していかなければなりま

せんが、三岐鉄道の経営に対する熱意や自助努力、沿線市町との連携による集客力の

向上を目指した取り組みなどの検討を、町民の皆さまのご意見を念頭に置きながら進め

なければならないと考えております。 

 続きましてイオンモール東員開店の影響に伴う北勢線の利用状況は増加傾向にあり、

喜ばしいことではございますが、このことだけで楽観視できるものではないと考えておりま

して、これからも利用状況を見守ってまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても多くの町民の皆さまのご意見にありますように、北勢線は、この

地域の住民の日常生活に必要な地方鉄道であり、また、沿線市町の活力を維持向上さ

せる手段の一つと考えておりますので、先ほど申し上げましたように、協議会として、今年

度中には平成２８年度以降の方向性を決定してまいりたいと考えております。 

 なお、お尋ねの２市が存続と決定した場合は、真ん中にある東員町としましても、それに

従わざるを得ないというふうに思っておりますが、いずれにしろ、そういうことも含め、今後

今年中に平成２８年度以降の決定をしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   最後の平成２６年度中に平成２８年度以降について決定す

るというふうな返答をいただいたのですね。そうであれば、ほかに何も僕は質問する必要

はないのです。 

 私これなぜ、平成２６年度に決定しなくてはならないかというのは、その前に、ここ昨年と

書いてありますが、一昨年に訂正してください。前後して申しわけございませんが、去年で

すかね、町長がこういうことを言われましたよね。例えば廃止する場合は廃止の期間が１



年要ると。そうなってくると、１年前ぐらいからしないとならないよということを言われました

ね。多分僕らもそういうことを聞いてます。 

 そうなると、平成２５年、平成２６年、平成２７年の３カ年をやるときに、７年では決定して

はだめだと。ということはやるやらん、もしやらない場合は１年の期間がありますということ

になりますね。そのときは別ですけど。 

 だから僕は平成２６年度中に決めなくてはならないのではないかということでこういう質

問をしたんですけど、今、町長、それから先の同僚議員の中にも、平成２６年度中に平成

２８年度以降の存廃に関して結論を出すというふうに理解して、最終的な理解としてよろし

いですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   そのとおりでございます。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   先ほどから言いましたように、団地のほうと在のほうと非常

に見識が違うわけですよね。先ほども同僚議員が言ったように観光的なものが出ましたけ

ど、観光のことも結構ですよ。だけど今まで観光的なこともやらなくてはならなかったもの

を今ここで議論するべきではなくして、存続をどうするんだということなんですね。 

 去年でしたか、一回、車輛の台車にひびが入って使えなくなった。３遍のうち、１遍しかな

くて時間のズレがあったということで、今、存続・廃止に関しても、車両がもつのかというの

が僕らも一番大きな問題なのです。町長も言われた１車両改装、つくるのに１億円かそこ

らかかるという観点からいくと、イオンができた、乗客率が上がったとか、そんな単純なこ

とで果たしていいだろうか。もととなる車両が老朽化している。そういうことを考えると、私

はもうこれ限界だと思っているんですよ。 

 やるなら三岐鉄道にやらせとけばいい。先ほどの同僚議員と意見は違うんですけどね。

存続という意味においては非常に難しい問題がある。まず気持ちだけではだめ、車両が

多分もたないだろうと、それが昨年にそういう影響が来てる、運行に支障が来てるというこ

とから考えると、町長、当然そういうものも踏まえて平成２６年度中に決める、どういうふう

な形で決められるか知りませんけども、そういうものも視野に入れるべきだと思いますが、

今、その前に２市が存続を決意した場合、本町は従わざるを得ないということを町長言わ

れましたね。ということは、はっきりまだ決まってませんけども、いなべ市はどんなに金が

かかろうが何しようが存続と、桑名市はまだ姿勢はわかりませんけども、多分２市は存続

といくと思いますよ。その辺の町長、ニュアンス的なものはどうですかね、ちょっとお知らせ

願いたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まず車両の件ですけども、これは三岐鉄道から聞いた話なん

ですが、私も去年、車両の老朽化というのを非常に懸念をしまして、その辺をお聞きしたと

ころ、なかなかまだもつんだというようなお話でした。じゃあ何年もつか、それは言えませ



んが、３年や４年で壊れるものではありませんと。１０年もつのか、２０年もつのか、３０年

もつのかわからないけど、もつんだというような、非常にアバウトなんですが、そんな回答

を得まして、ともかくすぐに壊れるものではないということをおっしゃられました。まあまあ

それはそれで１つ頭の中にインプットしたということでございます。 

 それから今、いなべ市については、これはあくまでも感触でお話をさせていただきますと、

いなべ市は、まず存続ということは間違いないだろうなというふうに思っております。 

 桑名市についても、実は北勢線を近鉄、あるいはＪＲにつなげる延伸工事を桑名市は行

っておりません。いなべ市、それから東員町はやろうねと決めたことを全部やりました。し

かし桑名市はやっていただいておりませんので、その辺をかなり追及させていただいたん

ですが、いろんな事情があって平成３２年度までには何とかやりますよと、悠長なことなん

ですが、そういうことを言われてます。ということは、そこまでは少なくとも北勢線は存続さ

せますよというようなことだろうと思っておりますので、いなべ市にしろ、桑名市にしろ、存

続させるというようなことではないかなというふうに思っております。これは私の感触です

けど。 

○議長（木村 宗朝君）   藤田議員。 

○１０番（藤田 興一君）   まあそういうことでございますので、今年は何か輪番制で東

員町が幹事役というふうにお聞きしてますので、こういう議会の声、それから住民の声もし

っかりと町長、胸と頭に入れていただいて、有益なる方向のほうへ持っていただきたい。た

だ、２市が動き出したら仕方ない、これはもう当然そういうことだろうと思います。こういうふ

うになろうかと思いますが、やはり東員町は東員町の姿勢をしっかりと伝達していただき、

やっていただきたい。ということは町長、今年で終わりですよね。平成２６年度に立派な政

策を残して勇退していただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わりま

す。 


