
 ７番、島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   昼一番から一般質問をさせていただきます。島田で

す。 

 この３月１１日、東日本大震災発生から５年が経過しました。死亡者数１万５，

８９４人、今なお不明者数、２，５６１人、そして全国の避難者数、１７万人以上

と、以前被災は終息していません。 

 私個人の見解ではありますが、被災者の皆さんの心中を思えば、そのような中、

２０２０年の開催予定の膨大な資金を投入する東京オリンピックなど、心から喜べ

ない心境でございます。今もなお仮設住宅で不自由な生活を強いられている方たち

が１日も早く安住できることを最優先されるように願うのみです。いつまた来るか

わからない災害、危機感の薄れていく中、私たちはこの大震災を決して忘れてはい

けないと思います。 

 それでは一般質問通告書に従いまして、質問をさせていただきます。 

 本日は４つの質問をお願いいたします。 

 １つ目、コミュニティバスのルート・ダイヤの変更について、２つ目、今後の歩

道整備について、３つ目、障がい者の相談窓口について、４つ目、役場のモチベー

ションアップについて、この４点を質問させていただきます。 

 まずコミュニティバスのダイヤのルート変更について。先ほども南部議員からも

ご質問がございまして、ダブるところがあるかもわかりませんが、よろしくお願い

します。 

 何回も一般質問をさせていただいておりますが、昨年９月議会で私の質問に対し

て住民の意見、要望や、利用状況を踏まえて旧路線のよいところを勘案して、可能

な限り見直していくという回答をいただきました。この回答を踏まえて本日の質問

にお答えいただきたいと思います。 

 まず１点目、平成２８年秋、ルート・ダイヤ変更に努めると昨年９月の議会で回

答をいただいておりますが、秋までのスケジュールをお聞かせください。 

 ２点目、町民の声としては平成２６年９月までの旧ルート・ダイヤに戻してほし

いという要望が大ですが、今回の変更にそれは十分生かされているでしょうか。 

 ３点目、平成２６年度利用者数は１２万５，０００人ですが、平成２７年度利用

者数は推定どれぐらいになるのでしょうか、ご回答をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   コミュニティバスのルート・ダイヤの変更につ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 １点目の、この秋の再編に向けたスケジュールのご質問でございますが、昨年１

２月に開催いたしました第３回の「東員町地域公共交通会議」こちらのほうで本年

１０月からのルートの見直しの基本的な考え方について、承認を得ております。ダ



イヤにつきましては、去る３月３日に開催をいたしました「地域公共交通会議」で

お示ししたところでございます。 

 今後はそれぞれの各路線のルート・ダイヤ、バス停の位置など、細部にわたり詰

めた上で、平成２８年度早々には確定をしたいと考えております。 

 なお、再編ルートでの運行開始は、路線認定や運行許可などの手続きに時間を要

しますことから、平成２８年１０月１日からの運行開始を予定しておりますので、

ご理解賜りますようお願いをいたします。 

 ２点目の、今回の変更で旧ルート・ダイヤに戻っているかのご質問でございます

が、南部議員の答弁でも申し上げましたとおり、この秋の再編は、朝夕便は現在の

ルート・ダイヤに大幅な変更はございません。昼便は３系統ございまして、そのう

ち笹尾・城山線と稲部・三和線は一体化し、旧南北線に稲部方面を追加した形とな

ります。穴太・中上線では、イオンモール東員を通る役場と中上間を廃止し、サン

シパークからネオポリス団地へ延伸するルートを設け、旧東部線に役場方面を追加

した形となります。 

 ダイヤについては朝夕便の運行時間帯を短縮し、昼便の運行時間帯を拡大する方

向で現在検討を進めております。 

 ３点目のご質問でございますが、オレンジバスの利用者数は、議員ご案内のとお

り、平成２６年度はイオンモール東員の開店に伴う特需もありまして、１２万５，

７１３人の方にご利用をいただきました。平成２７年度は、現在まで毎月約９千人

程度で推移しておりまして、年間利用者は１１万人前後と見込んでおります。 

 ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   ありがとうございます。 

 今のお答えなんですけれど、私再三お願いしてますように、もとに戻してくれと

いう声が非常に大きかったんですね。朝夕便はほとんど変更がないというお話なん

ですけれど、これは住民の苦情に対してどういう形の変更になっているんでしょう

か、お答え願います。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   確かに議員のほうからの要望は、もとに戻して

くれというのが前回の議会でもありました。そこで現在の朝夕便の理解でございま

すが、新たに高校生の利用、また工場地帯での利用が始まっておりまして、そちら

の利用については増えておるのが現状でございます。それで全てのルートを前回と

同様の形ではなくて、利用のあるところはそのまま残し、意見の多かったサンシパ

ークですか、こちらのほうへの接続を改めて考えるものでございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 



○７番（島田 正彦君）   ちょっとよく理解できないんですけれど、とにかく

１時間に１本あったのが２時間に１本になったということで、便数は非常に減りま

して、それで買い物とか医療関係に行ってみえた方から、すごいクレームが上がっ

ておるんですね。これがほとんど変更がないということは、またしても前とそんな

には変わらないということじゃないのでしょうか。ちょっとこれまた、住民の方に

理解は得られないと思いますよ。その辺もう一度、慎重にお答え願えますか。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   前回平成２６年度のルート改編で工夫をさせて

いただいたのは朝便、昼便ということで、幅広く地域を万遍なく回る、そしてバス

をフルに利用していただくために、定時制を崩して朝便・昼便にしたわけでござい

ます。その中で朝便が新たに利用が生まれておるという点、それと高校生等の利用

に受け入れられておると、非常に便利になったという意見がございます。 

 次に前回から改編の中でスーパー等への接続が不便になったというふうなことか

ら、そちらを改めてもう１回、今回接続し直すという格好で、前回と全く一緒では

ございませんけど、かなり利便性は向上するものと、そういう認識をしております。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   これはもう一度決定される前に、もっとコンセンサ

スをとれるような時間をいただかないと、決めてしまったらまた２年間触れないと

いうことになりますから、これはもう本当に慎重にやっていただきたいと思うんで

すけどね。 

 このバスは本当に単なるバスではないもので、買い物や医療機関の利用、外に出

かけて仲間と交流を図るための手段なんですね。ひきこもりの防止にもなりますし、

単なる人を移動し、運ぶだけのバスではないわけです。隣のいなべ市も川越町も、

見ていただいたとおり無料なんですね。うちは１００円いただいて走らせておりま

す。その辺もしっかりと検証していただいて、もう一度仕切り直しをしていただい

て、会議ですか、本当に前と支障がないというお話を私は聞いていたもので、皆さ

んにもお話をしてます。ほとんど近い形でもとに戻りますよと、ああよかったなと

いう声が多いので、またこれ違う形になると、苦情の要因になると思うんですけど、

その辺もう一度説明してください。お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   昼便なんですが、これは大きく見直しておりま

して、前のルート、こちらのほうにかなり近づけておると、これだけは申し上げら

れると思います。見直した上で前回に近い形で運行を見直しております。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   詳しく説明していただけませんか。この場で皆さん

に周知するのは難しいと思いますので、どのように前と比べて近づいているのか、



図示してもらって説明をしてもらって、納得して決めるという図式にしていただけ

ないでしょうかね。よろしくお願いします。 

 １番はこれでありがとうございました。 

 ２番ですね、今後の歩道整備についてということで質問をさせていただきます。 

 現在、笹尾幹線１号線が整備中ですが、町民から安全面、景観面からの喜びの声

が聞かれております。非常に広くなって見やすくなっております。この整備はいつ

までに完了予定なのでしょうか。 

 ２つ目ですね、笹尾西１丁目、これは笹尾３号線というんですかね、その歩道が

以前の笹尾幹線の１号線沿いのように、歩道の横に樹木の根が隆起し、アスファル

トが盛り上がっております。やる前の１号線と同じような感覚なんですね。また、

樹木の葉が散乱し、その清掃処理が近隣住民の皆さんに負担となっております。非

常に葉っぱが大きいです。だから側溝に詰まったりして、非常に近所の方が掃除に

苦渋されております。この沿線の歩道整備について、今後の計画をお聞かせくださ

い。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは今後の歩道整備についてのご質問にお

答えを申し上げます。 

 １点目の笹尾幹線１号線の歩道整備の完了予定でございますが、これにつきまし

ては笹尾西地区から笹尾東地区を外周で結ぶ町道笹尾幹線１号線、これのうち通学

路として指定をされました区間を、国の交付金を活用しまして、平成２４年度から

順次計画的に整備を行ってきたところでございます。 

 整備が完了いたしました区間では、街路樹の撤去及び舗装の補修を行ったことに

よりまして、児童生徒の皆さんをはじめ歩行者の安全が図られたものと考えており

ます。また、事業の完了は来年度、平成２８年度を予定してございまして、その事

業費を今議会の当初予算に計上させていただいてございます。 

 次に２点目の笹尾３号線の歩道整備計画でございますが、笹尾東１丁目のなかば

やし小児科、これから西へ約１００メートルの区間は通学路となってございますこ

とから、平成２８年度に合わせて整備を行うものといたします。それより西の残余

区間、現在のところ整備の計画には入ってございません。しかしながら笹尾地区は

開発から約４０年が経過をしてございます。当時植樹されました街路樹は大変大き

く成長し、落ち葉の清掃、これにつきましては関係の自治会の皆さまにはご協力い

ただき、大変ありがたく思ってございます。 

 また、歩道はその根の影響を受けまして、路面段差や亀裂がかなり生じておると

いうことは、私どもも確認してございます。これは予算の範囲内で随時補修を行っ

ているのが現状でございますが、今後、町といたしましては国の交付金、これらを

活用しながら、通学路に限らず、歩道補修を計画的に整備できるよう検討してまい



ります。 

 いずれにしましても、平成２８年度の整備計画区間の完了をまず最優先としまし

て、事業の進捗を図るとともに、皆さまのご協力をいただきながら道路の適正な管

理に努めてまいりますので、どうかご理解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）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   ありがとうございます。 

 非常にきれいに舗装された部分を見ると、やってないところが余計目立つという

ことですね。急速な高齢化に伴って住民の方の健康意識が高まっております。ウォ

ーキングをされているご夫婦が非常に多いですね。その方たちが通る時に、すれ違

う時も狭いよという話でございますので、国の交付金の活用も含めて、平成２９年

度ぐらいから計画をしていただかないとなかなか前へ進みませんので、計画の中に

入れていただいて、ぜひ町内がウォーキングしやすいような安全な歩道が確保でき

るように、全力でお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは３点目の障がい者の相談窓口についてを質問いたします。 

 障がい者差別解消法については、平成２７年１２月議会でも私が質問させていた

だきました。この目的は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現につなげることを目的

としております。 

 障がい者差別解消法は平成２５年６月２６日に公布され、平成２８年４月１日、

来月１日から施行されるのに伴い、障がい者の身近な相談窓口として、政府が全国

の市区町村に設置を進めております障がい者差別解消支援地域協議会の準備が全国

１，８００の自治体の中で、まだ２０程度にとどまっております。障がい者の要望

が反映しにくくなるのではとの懸念が強まっております。 

 そこで質問でございます。 

 １点目、障がい者の身近な相談窓口として、政府が全国の市区町村に設置を進め

ている障がい者差別解消支援地域協議会に対してどのような認識をお持ちですか。

また、その取り組みに関してのお考えをお聞かせください。 

 ２点目、行政として聴覚障がい者の方に新しい役場での対応をお考えであれば、

お聞かせ願いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   障がい者相談窓口についてのご質問にお答

えいたします。 

 ご質問にありましたように、障がい者差別解消法が４月に施行されます。それに



伴いまして障がい者の身近な相談窓口として、国が障がい者差別解消支援地域協議

会の設置を進めております。これに当たりましては、障がい者施策を総合的に検討

する東員町障がい者協議会を拡充し、対応してまいりたいと考えております。 

 また、障がい者の差別解消に向けては、桑名員弁地域でも共通の認識を持ち、情

報共有も図りながら進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

 次に聴覚障がい者に関する役場での対応についてでございますが、障がい者差別

解消法では、コミュニケーション手段も配慮の一つでありますので、筆談や手話等

による意思疎通を図ってまいります。そのため窓口に耳マークを掲示するなど、意

思表示を行ってまいります。 

 手話に当たりましては、先日も地域福祉課の窓口に聴覚障がい者の方がお越しに

なり、手話奉仕員養成講座を受講した職員により対応させていただいたところでご

ざいます。その際、手話ができる職員がいることに大変驚かれておられました。 

 講座受講生が事業所や店舗など、多方面で活躍されることを願い、次年度も手話

奉仕員養成講座を開設させていただきます。聴覚障がいのみならず、あらゆる障が

いに対する社会的障壁を取り除いていけるように取り組み、一人一人の個性が尊重

され、安心して地域に共に生きることのできるまちづくりを進めてまいります。 

 なお、障がい者の差別解消に当たり、雇用の分野につきましては、障がい者雇用

促進法の中で合理的配慮の提供義務が規定されましたことから、ハローワーク等々

連携し、障がい者の就労を支援するための事業展開も行ってまいりますので、よろ

しくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   ありがとうございました。 

 これに当たりまして、私も近隣市町いろいろ窓口を周りましたけれど、２名の手

話が少しできる方が職員でいるというのは稀でございます。誇っていいと思うんで

すね。いなべ市には１人、専門の方がおみえになります。川越町とかその辺は、や

っぱりそういう方がおみえになると、手記で、筆記で対応しているというお話でご

ざいますので、非常に東員町はそういう面では前に進んでいるんじゃないかと思っ

ております。 

 障がい者の方に優しい、みんなで支え合うまちづくりということの一環の中で、

役場が率先してそういうことをやられていることに対しては、私は本当に尊敬をし

ておりますし、これからも少しでも視覚障がい者の方に対する対応とか、いろんな

障がいをお持ちの方の対応に即するような役場の対応をしていただきたいなと思っ

ておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。非常にピッチが早いのです

みません。 

 最後になりますけど、４番目の役場職員のモチベーションアップについて、非常

に重いタイトルでございますので。 



 １点目、職員のモチベーションアップに関しての取り組みはどういうふうにされ

ているのでしょうか。 

 ２点目、職員の研修、勉強会などが実施されているのであれば内容をお聞かせく

ださい。 

 ３点目、近隣市町との交流・連携が今後は欠かせないと思います。職員間の交流

は実施されているのでしょうか。もしあれば具体的にお聞かせください。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   役場職員のモチベーションアップについてのご質

問にお答えをいたします。 

 職員の仕事に対するモチベーションアップは、職員一人一人が仕事に意欲的に取

り組むことにより、町の施策を前進させ、住民サービスの向上につながるものであ

り、大変重要なものと考えております。本町では職員が働きやすい環境を整えると

ともに、人事評価制度の見直しを行い、職員のやる気を引き出し、また職員のやる

気が報われる制度になるように再構築しているところでございます。 

 また、こうした制度設計とともに上司からのねぎらい、プラス評価、信頼と期待

感が職員のモチベーションを高め、仕事へのやりがいを感じ、自発的かつ意欲的に

仕事に取り組むと言われております。 

 そのため管理職員には部下のやる気スイッチを押し、職員のモチベーションを上

げるというマネージメントをしっかり行うことが求められています。 

 これまでの上司と部下との面談に重きを置いた人事評価制度におきましても、

個々にコミュニケーションを図ることにより、職員のモチベーションを上げる努力

をしてまいりましたが、職員のモチベーションの向上と職場の雰囲気づくりにも大

変有効なものであると考えており、今後もこういった取り組みを継続するとともに、

管理職員による人材育成のマネージメントを強化してまいりたいと考えております。 

 続きまして職員研修につきまして、お答えいたします。 

 本町では新規採用職員をはじめ職務の経験年数に合わせたステップ、いわゆる段

階別研修、専門的な分野を学ぶアカデミー研修、幹部候補生を養成する自治大学校

への職員派遣など、職員の能力向上を行うため、さまざまな研修に参加しておりま

す。 

 特に若い職員に対しましては、法制執務研修や自治大学校を卒業した職員による

地方自治法や地方公務員法などのほか、町の財政状況の職場内研修を実施するなど、

職員による役場内での研修にも取り組んでおります。 

 さらに民間企業における接遇や顧客満足度向上の取り組みを学び、住民サービス

の向上を図るため、昨年度より３０歳前後の若い職員をイオンリテール株式会社さ

まのご協力のもと、イオン東員店さまに派遣し、接遇等の研修を行っております。

今後も住民サービスの向上のため、これらの研修を通して：職員の人材育成を継続



してまいりたいと考えております。 

 最後に近隣市町との交流・連携につきましては、事務事業の情報交換のため、事

務職員レベルでの交流や連携を行っております。議員ご指摘のとおり、他市町のよ

い取り組みを参考にして取り入れることや、本町の足りないところに気づくことは

大変重要なことと考えており、これまでもいなべ市、桑名市及び木曽岬町をはじめ

とする桑員地区や北勢地域、三重県の所管担当者との情報交換を実施してまいりま

した。今後もこのような取り組みを継続、拡大し、近隣市町との交流や連携を図り、

よいものを吸収する努力を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   ありがとうございます。 

 ある市町の人材育成ビジョンというのがありまして、そこに職員一人一人の自己

実現によるモチベーションの向上というタイトルで書かれている文案がありますの

で、ちょっとご披露します。 

 職員は公務員として、また一人の人間として自らの働きがい、生きがいや社会的

貢献意識を持っており、市民サービス向上のために自分の能力をどのように生かせ

るかという自己実現意欲が、仕事に取り組む大きな原動力となっております。市民

のために役に立つ成果を上げることが職員の自己実現の喜びにつながり、仕事に対

する達成感や満足感をもたらします。また、このことから次の業務遂行への意欲と

なって、職場における業務推進に大きな力を与えることから、職員のモチベーショ

ンを向上させ、自己実現につながる職場環境に取り組んでいきますと書いてある、

非常に大切な文言だと思うんですね。 

 職員一人一人が仕事に意欲的に取り組むことは住民サービスの向上につながりま

すよという回答があったんですけど、意欲的に取り組むために何をするかというの

がモチベーションなんですね。だから今、私らも民間の時も同じなんですけど、モ

チベーションというのが非常に大事なんですよ。自分がどれだけの価値観があるか、

認めていただけるか、たったそれだけなんですね。役に立っているのかどうか。議

員として私が役に立っているのか、住民にとって役に立っているのか、行政が住民

のために自分の立場上役に立っているかどうか、これが一番モチベーションの基本

だと思います。その点を副町長、質問して申しわけないんですけど、今の私のモチ

ベーションの感覚ね、どうお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどおっしゃいました自己実現、これはやはり

職場だけではなくて、人として生きていく中には、これは教育長が時々おっしゃっ

てますけど、自己肯定感とか自己信頼感とか、そういったものとつながってくると



思うんですけども、自分自身がこれをすることによって、どのようにお客さまから

評価されるかということはすごく大事で、それが実は自己実現につながっていって、

それがまた自らを高めていくということにつながっていくんじゃないかというふう

に思ってますので、先ほど言われた自己実現、自分の能力を生かすということがと

ても大事だろうというふうに思っております。 

 そのためにはどうするかということが一番肝心でありまして、当然それは基本的

な知識として、我々行政マンですから、法律に従って事業を行っているわけですか

ら、最低限のこととして、法とはどういう法律に基づいて、根拠は何なのかという

ことを、まず最低限覚えていかないといけない。 

 それからもう１つは、なかなか法律の言葉はややこしいというか、専門外でわか

らないので、それをどのように皆さんにお伝えしていくのか、コミュニケーション

能力というものが、ものすごく大事になってくるんだろうというふうに思っており

ます。ちょっと論点が散漫になりましたけども、そういうような感想を持っており

ます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   やはり究極的には役に立っているかどうかなんです

ね。それを自分がどういうふうな認識をしているか。自分が役に立っていると思え

ば、やっぱり価値観があると思うんです。モチベーションが上がりますね。周囲も

それを支えてあげて盛り上げるというのが、モチベーションアップの原点だと思う

んですね。 

 先ほどのお言葉の中に、管理職員による人材育成マネージメント強化とありまし

たけれど、一番背中を見て部下が育っていくわけですね、管理職の。その管理職の

方のモチベーションアップはどうされているのですか。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   管理職のモチベーションアップ、まずは、そもそ

も管理職はモチベーションがあるというふうに思っておるんです。モチベーション

のない管理職は基本的にダメであるということを思ってます。 

 ただ、とはいっても人間ですから、いろんなところで苦しんだりします。それと

もう一つはそういうこととは別に、先ほど最初にご答弁しました人事評価制度を変

えようという話がありまして、これは地方公務員法の改正によりますけども、いわ

ゆる勤勉手当がこれまでは支給率が皆さん一律だったんです。今後は勤勉手当につ

いても町長の評価とか、私どもの評価とかの評価の中で、Ａさんについては例えば

勤勉率をこれまで１だったのを１．２にするとか、また別の方には０．６にすると

か、そういった勤勉手当の支給率を、いわゆる悪平等ではなくて、精査をした上で

勤勉手当を決めていこうということでありますので、金銭面のことですけども、一



つはモチベーションアップにつな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（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   民間で言う能力給ですか。管理職がモチベーション

を全部お持ちだということを初めて聞きました。やっぱりモチベーションというの

は、勉強をし続けて高めていくものでありますから、満足しないでくださいね、部

下が育ちませんので。その点、よろしくお願いします。 

 それとイオンでの接遇研修というのをやられているということなんですけど、ど

ういう方たちがどういう勉強会をやられているのでしょうか。またその効果はどう

ですか。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   イオンの接遇研修は、平成２６年度から始めま

して平成２７年度で２回目をまず終わっております。年齢的には３０歳前後という

ことで、窓口の一般的な事務は一通り慣れておる職員で、改めてイオンに行ってい

ただいておることは、そこでまた民間の接遇研修の中で、公務員とは違った新たな

気づき、そういったことからイオンさんに派遣をさせていただいております。３日

間程度派遣をさせていただいた後に、イオンさまにも入っていただいた後、反省会

ということで参加者のそこで得たもの、また東員町において、そこで得たものをど

ういうふうに生かしたい、そういった報告会、そういったものを開催をしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   何名ぐらいで。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   平成２６年度３名、平成２７年度も３名という

ことで、今現在６名が終わっております。 

○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   そんな数で効果がありますか、３名。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   この件につきましては、まず年齢構成等をいき

ますと、３０歳前後というのは、一番実はそれぞれの窓口であてにされておるとい

うのですか、一番出て行ったり仕事をしていただく年齢であるものですから、まず

日数の上で当初長く派遣を考えておったんですが、長期に空けることは難しいと。

そこで３日なんですが、報告会の中ではっきりご本人さんの口から非常にいい発見

ができたと、そういう報告を受けておりますので、効果としては十分あるものと認

識をしております。 



○議長（三宅 耕三君）   島田正彦議員。 

○７番（島田 正彦君）   ありがとうございました。嫌な質問をしました。 

 その効果を皆さんまた変えられて、広げてもらわないと意味がないので、その辺

よろしくお願いします。 

 近隣市町との交流連携を強化してほしいと願っておるわけですけれど、部署によ

ってはすごく連携されて、２カ月に一遍交流されている福祉のほうもございますの

で、いろんな部署を通じて万遍なく連携がとれるように、あの部署は全然交流がな

いよとか、そういう偏りがないように、ぜひ今後ともやっていただきたいなと思い

ます。 

 ちょっと時間を取りましたけど、やっぱりモチベーションというのは、ここを支

える役場のかなめでございますので、今後とも皆さん、一生懸命頑張っていただい

て勉強をしていただきたいと。我々も一生懸命やりますので、よろしくお願いしま

す。 

 これで一応質問を終わります。 

 ありがとうございます。 


