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次に、伊藤文博議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 〔９番 伊藤文博君登壇〕 

○９番（伊藤文博君） 

清生クラブ、伊藤文博でございます。 

５人目でお疲れのところですが、よろしくお願いいたします。 

本日は、１、「チーム糸魚川」「チーム市役所」を軸とした地域活性化について質問いたします。 

米田市長は、新幹線開通を契機としジオパークを核とした地域振興に全市一丸となって取り組む

ため「チーム糸魚川」を結成し、職員の意識改革を推し進めることで官と民が相互の力を十分に活

かせる糸魚川市にしようとしています。それには「チーム市役所」という取り組みも重要となりま

す。 

チーム糸魚川の結成から約１年が経過し、新幹線開通まで１０か月を切った今、チーム糸魚川の

メンバーそれぞれの能力が連携により十二分に発揮され、相乗効果で成長していく方向へ舵取りを

しなければいけない時であると考えます。 

チーム糸魚川とチーム市役所の取り組み状況や今後の方針について質問いたします。 

(1) 「チーム糸魚川」の現状と課題、対応策はいかがでしょうか。 

(2) 「チーム市役所」の現状と課題、対応策はいかがでしょうか。 

(3) ２者連携の現状と課題、対応策はいかがでしょうか。 

(4) 市職員が、あらゆる場面で民間企業・団体、市民の意見を十分に聞いて、建設的態度に終

始することができていますか。 

(5) やる気のある若手職員を育てる、最低限、若手職員のやる気を削がない組織運営ができて

いますか。 

(6) 民間側のやる気を十分に活かそうとする職員の取り組み、民間側のやる気が実を結ぶよう

な取り組みができていますか。また、そのような人員配置、組織づくりができているでしょ

うか。管理職の対応は十分でしょうか。 

(7) 「チーム糸魚川」の各団体では、組織全体の意志徹底がなされていて、本当のチームの一

員となりえていますか。 

(8) 「チーム糸魚川」として、日常的に意思の疎通が図れる仕組みが作られ本当のチームとな

り得ていて、短期・中期・長期に効果を発揮する取り組みが期待できるのでしょうか。 

以上、１回の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、現在、２３団体から参加をいただいており、そのうち１６団体
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からなる幹事会において、２６年度事業の取り組みについて協議をいただいております。 

その１つとして、現在、糸魚川応援隊の募集を行っております。各団体が精力的に隊員獲得に取

り組むことにより、チームワークを高めていきたいと考えております。 

２点目につきましては、庁内が連携した市政運営に努めてきたところでありますが、より一層の

連携が必要と考えており、全ての職員にチーム市役所との意識が浸透するよう努めてまいります。 

３点目につきましては、市役所はチーム糸魚川の呼びかけ人であることから、率先して事業に取

り組んでまいりたいと考えております。 

４点目につきましては、職員に対して市民とのコミュニケーション能力の向上、及び地域活動へ

の積極的な参画により市民の意識にじかに接し、職務に生かすよう促しております。 

５点目につきましては、特に若手職員に対して重点的に研修を実施し、人材育成と組織の活性化

を図っております。 

６点目につきましては、職員研修等により意識改革、庁内連携、風通しのよい職場づくりに努め

てまいります。 

７点目につきましては、団体内の意思統一が図られるよう、幹事会を通じてチーム糸魚川の意義

を確認するとともに、協力を呼びかけてまいりたいと考えております。 

８点目につきましては、各団体の情報を共有するメーリングリストの運用を開始いたしたところ

であります。情報を共有することにより、チーム糸魚川としての一体感を醸成し、チームワークを

高め、次のステップとしては産業おこし、定住、交流人口拡大など、プロジェクトの取り組みを考

えております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

１から８までは関連しますので、質問が前後することがあると思いますが、よろしくお願いしま

す。 

行政改革大綱には、チーム糸魚川の推進として各種団体や行政が一体となって、定住人口の維持

と交流人口の拡大により、３０年後も持続可能なまちを目指しますとあります。 

チーム糸魚川の発想は、これはすばらしいと思うんですよね。しかし、これを機能するものにす

るのには大きな努力が必要だと考えますが、どう捉えていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

議員ご指摘のとおり、非常にこれは大変なことだろうとは私も捉えております。 

やはり今までのいろんな事業、また、我々の課題を考えましたときに、一体感を市民の皆様方と
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行政がしっかりと行わなければ、いろんなものの目的が達成できない。そういう中でチームワーク

を高めることが、やはり一番大切と捉えて、今、取り組まさせていただいてるわけでございまして、

我々といたしましても、なかなか難しいことであるわけでございますが、挑戦をさせていただいて

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

まず、糸魚川を何とかしたいという気持ちは、誰もが同じようなものを持っているんですよね。

しかし、それだけで連携をとって日常活動をしていくということは、非常に難しいことである。そ

れができるぐらいだったら、改めてチーム糸魚川という取り組みは必要なかったわけですが、いろ

いろな方が、それぞれの立場や考え方で地域振興に取り組んでいるものが、横の連携がなかなかと

れないという中で、チーム糸魚川という発想ができ、今度はそこからまとまりだけではなくて、お

互いの力の連携によって、より大きな力を発揮するということが期待される。本当の１つのチーム

に糸魚川市全体がなるというとこまで考えていくと、非常に理想的な姿なわけですが、しかし、そ

の思いを現実にすることの難しさというのは、今、市長も語られました。 

その高い山を、何としても越えようとする強い意志と覚悟が必要である。その難しさを全員が共

有して持っていて、志としてそこを越えて１つのチームをつくり上げるという覚悟は本当にできて

いるかどうかですね。認識はどうでしょうか、職員の皆さん。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

市の行政目標に向かって、日々業務をしてるわけでございます。そういう中で市長がおっしゃっ

ておられますチーム糸魚川という形で、市民と市役所職員が一体となって地域振興に努めていくと

いうことが、非常に大切であります。市長が今おっしゃられましたように、非常に難しい課題では

ありますけれども、庁内においてはチーム市役所ということで職員が連携をさらに強めて、それぞ

れの役割が重なり合って業務が遂行されているわけでありますので、その仕事のつながり、業務の

流れ、こういうことを意識しながら取り組んでいこうということで、現在のところ道半ばの部分も

ございますけれども、一丸となって取り組んでいくことが、先ほど来、ほかの議員さんの話題にも

なっております人口減少対策等、当市の大きな課題に取り組んでいく基本となるものと思っており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

そういう考え方は概念として、これは多分みんなが理解できるけど、本当にそこを乗り越えてい
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くというのは、相当な覚悟が要りますよ。そこのところを問うておるんで、これからの質問の中で

提案をしていきたいと思っていますが。 

まず、公務員の心得とは何かということ、チーム市役所という考え方なんですが、いろいろな言

葉がありますが、例えば誇りと使命感を持って国家と国民の役に立つ、尽くすこと。これは糸魚川

市と市民の役に立つこと、尽くすことということになると思うんですが、どこまで踏み込んだ取り

組みをするかということが、非常に大切であります。 

庁内の異動によって次の担当者に対する配慮により、ほどほどの対応にとどめてしまう。次の担

当者のやる気が、これは１つの課題となってきますが、つまりここを打開するには、全員が同じ方

向を向いた取り組み、全員が同じ方向で、同じような熱意で仕事をしているから、自分が熱意を持

って取り組んだものは、次の担当者が必ず引き継いでやってくれるんだというような信頼関係が生

まれてこないと、なかなか全力投球できないというようなことがあると思うんですね。やっぱりこ

ういう状況というのが、今の多分組織の中であると思うんですが、これを本当に打開していくのは、

相当なエネルギーが要る。こういうことを、ちゃんと考えられていますでしょうかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今ほどのご指摘のように、今、いろんなところで、いろんな活動もしとるわけでありますが、こ

れから今までの一般質問の中にもありましたように、より以上のものを、これから求められるわけ

であります。それを少なくとも今以上のことを考えるには、今までと同じことではだめだというと

ころから、スタートをさせていただいとるわけであります。それには、やはり市民と一丸となって

いく、そしてまた市役所も一丸となっていくというところで、今、チーム糸魚川であり、今、議員

ご指摘のチーム市役所なんだろうと思っとるわけでありまして、でありますから１つの目標を、今、

立ち上げさせていただきました。 

確かに今まで、それは逆に大変なとこで、それはもう基本だろうというようなことで、思ってい

る部分だけでやってきたんですが、もっと明確にしてそれに向かっていこうというような形で、今、

取り組まさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

チーム市役所という現状、課題に対して、やはり縦割り弊害の排除というのは非常に大きなポイ

ントだと思いますが、これは形づくられた会議ではない場面が、非常に重要になってくると思う。

さまざまな場面で、関係する必要な人々が臨機応変に集り、協議できるような体制というか体質で

すね、習慣が必要である。話し合いの内容を知っている必要がある人がその場にいないと、最も重

要なことは後でもう１回話をして伝える、これは熱が伝わらない。これは最も重要なことです。そ

れから再度、話をすることによって落ちることもあるし、それから後手を踏む。いつでも声かけを
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すれば、可能な限り集まって協議する。柔軟でフットワークの軽い対応が必要だと思いますが、こ

のような考え方ってどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

田原総務課長。 〔総務課長 田原秀夫君登壇〕 

○総務課長（田原秀夫君） 

お答えいたします。 

１つの事業に取り組むときに、庁内が連携をして取り組まなければいけないと、市長からは市政

運営会議、また部課長会議の場で指示を受けております。こういう定期的に開催される会議の中で

情報を共有をして、方針の決定、また、意思の共有を図ってまいるということでございます。 

また、課におきましては課内会議、係内会議を、これも随時、あるいは定期的に開催をして、職

員のコミュニケーションを図る中で情報の共有をし、また、応援体制を組んで事業に取り組むよう

に、そういうように職員に促しております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

その範囲だと、縦割りの中なんですよ。それで例えば総務課で協議会をしていると、そのときに

産業部のかかわる仕事から部長を呼んでくる、商工農林水産課長を呼んできて、担当の係員も呼ん

できて一緒に協議をするというような、フットワークの軽い体質をつくっていかなきゃいけないと

いうことだと思うんですけど、意味が違う。その範囲は、あくまでも縦割りの範囲です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

それぞれの案件については、課題解決のために非常に難しい状況のものがたくさんあります。そ

の状況に応じて、当然、係、課でいろんな業務の打ち合わせ等をやっておりますが、大きな課題で

解決が非常に難しいものについては、当然、部を超えた協議をやっておりますし、各部長がそれぞ

れの状況に応じて対応し、部を超えた連携をするように、そのようなコーディネート役の対応をい

たしております。そういう中でチーム市役所として、連携した課題解決に当たっていこうというこ

とでの取り組みをいたしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

我々から見ても、市民一般の市とかかわる人たちからも、そこはやっぱり弱いんですよ。だから
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今言われるような、僕が言ってるのは会議というような枠じゃないところで、臨機応変に対応する

ような体質が必要であるということですから、今後、ぜひ取り組んでいってもらいたいと思います。 

横の連携がうまくいってない例として、先ほどちょっと担当課のほうに話しておきましたが、き

のう行われた、ヒスイの里山岳マラソン。私も前日の土曜日に気づいたんですけど、何と市のホー

ムページのトップページから入るイベントのところですね。すぐ月間イベントカレンダーというと

ころに入れるんですよ。載ってないですね。１５日、日曜日は、海谷渓谷ジオサイトジオパークツ

アーだけ載っていて、消防団の訓練も出ていませんし、それからヒスイの里山岳マラソンも出てい

ない。市のホームページの中で、ヒスイの里山岳マラソンと検索かけると、去年の結果は出ており

ますね。ことしの予定はゼロ、全くチーム市役所は機能していないんじゃないかというふうに言わ

れると思いますよ。どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

田原総務課長。 〔総務課長 田原秀夫君登壇〕 

○総務課長（田原秀夫君） 

ご指摘の点、私、昼休みに確認をいたしました。トップページから入ります市のイベントカレン

ダーのところには、確かにございませんでした。ここの掲載については、各課各担当係が記事を作

成をして、そこにアップするということとなっておりますが、漏れている部分がほかにもあると思

いますので、そういうところは総務課の広報情報係で、もう一度全般的に見回して確認をしていく。

漏れているものがないのか、あるいは古いものが、更新されていないものがあるのではないか、そ

ういうチェックを再度いたしたいと思っております。 

なお、観光情報からいく年間のイベントカレンダーのところには、山岳マラソンは載っておりま

した。また、これをリンクさせて、市民から見やすくなるようなホームページの内容にしてまいり

たいと思います。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

そのページの不備は、たまたまあったかもしれません。ただ、やっぱりそれがチーム市役所がで

きてない、もうそれのあらわれだということになると思うんですよね。だから横の連携のとり方、

縦割り弊害の排除なんていうのは、もうずっと言われてきたわけですけど、本当の意味で、チーム

市役所が機能するようにしてほしいということで質問していますので、そこがだめだ、だめだとい

うふうに責めるつもりは全くないんですけど、やはりそれが１つの例であるというふうに考えてい

ます。 

やはり自分が知っていればいい感覚の人、自分の担当の部署、自分が知っていてやれば、それで

実行できると思ってる人は、必要な情報提供や共有ができにくいんですよ。これはそういう人は、

なかなか変わることができない。そこで個人差の生じないシステムだとか、プラスそれぞれの思い

や意識での、他人の不足を補うほどの熱意ある取り組みが必要になってくる。そうしないとチーム
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糸魚川として、なかなか機能しないと。ここはやっぱり意識改革から生じてくると思うんですけど、

こういうことについてはどう考えますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

やはり縦割りという１つの見方で見ていくと、今、議員ご指摘のところもあると思うわけでござ

いますし、公務員としての研修というものを通じて職員が成長して、またその職務に当たっていく

んですが、しかし、なかなかそれでいくと変わらない部分がございますので、今、ご指摘の点だと

か、やはりこれからの新たな展開の中で、大きな役割を各地方の都市がやる中において、公務員の

果たす役割というのは非常に大きくなってくるんだろうと思っとるわけであります。 

そういうときに我々は、それに応えていけるような公務員になってもらいたいという形では、新

たな気づきをわかるような、これから講習とか講演会とか、逆にそういうものを意識的に選んで講

習をしながら、気づきをやはりしていかなくていけないんだろうと思っております。そのようなこ

とで、ここ一、二年前から、講習会、講演会のやはり内容を変えさせてもらっている部分もござい

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

市役所がチームとなり得るかどうかですね。チーム市役所という考え方というのは、これは誰も

が認める非常に聞こえもいいし内容も伴ってくれば、ぜひそうなってほしいと思うところである。

しかし、これもチーム糸魚川と、ほとんど同体ですよね。やはり実現することは非常に困難である

し、言葉やキャッチフレーズだけに終わらないようにするには、やっぱり相当な努力が要る。だか

ら、そのチーム糸魚川ということに対して、改めて取り組んでいく仕組みみたいなものが、今まで

の業務の中でチーム糸魚川という考え方を取り入れていくだけではなくて、やはり何かそこに１つ

地に足を踏ん張って、何か考えていかなきゃいけない。やっぱりそれをやるだけの覚悟が要ると思

うんですよ、やり遂げるという覚悟です。このままいくとずるずると、日常業務の今までのやり方

の中で、考え方だけが上滑りしていくというようなことになりかねないんじゃないかなと思うんで

すけど、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

やはり私もそのような危機感を感じております。練り上げて、そういう形をつくって、こういう

活動をしていこうというとこまではいくんですが、一旦できてしまうと、その枠の中でとどまって
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しまう部分があります。我々は、その枠の中のそういったものをつくるわけではなくて、その背後

にある目的があるわけでありますので、それに向かっていかなくちゃいけない部分があるんですが、

なかなかそういうところにいってないのも現実であると思っております。 

やはりどうしても年度という１つの枠の中でとどまる部分もあったり、そういう非常に今までの

長い、これはいい面もあるわけでありますが、しかし、悪い面がそういうところに、随所ある部分

があると思います。その辺を、どのようにそれを超えていけるか、それをやはり排除できるかとい

うのも、このチーム糸魚川やチーム市役所の中で、取り組まなくてはいけない点だろうと思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

本当にそのとおりなんですよね。だからチーム糸魚川化のためにも意識改革が必要である。そう

いう意味で、市長の公約もあったんだと思うんですけどね、職員から見れば意識改革云々と言われ

ても、何をどう改革すればいいかわからない。現状の何が不足で、あるいは何が悪くて、どう変え

ていかなければいけないかというところがはっきりしないと、意識を変えてみようもない。みんな

それぞれ一生懸命やってる、おれだって一生懸命やっとるわねという話の中ですから、それが明ら

かになってるかどうかですよ。行政改革の中で意識改革を言ってますが、さあ、意識改革の必要性

というものが、果たして具体的に提示されているかどうかですね。どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

一口で意識改革といっても、なかなかわかりづらいところもありますけれども、それぞれの業務

の範疇がどのようにつながって、市民の幸せのために市の職員が仕事をしてるかというところでは、

繰り返しのそういう気づきだと思っております。気づいて、さらにそれを克服するために学んで、

また、多くの皆さんとそれらの気づきについての知恵をもらったり、あるいは自分では気づかない

ところを、ほかの方から教えていただいたりというような形での気づきの繰り返しと学びの繰り返

しを、本来の市の業務の目的とするところに向かってそれぞれが考え、それぞれが議論しながら意

見を出し合って進めていくというところが、意識改革の１つの方法ではないかというふうに思って

おります。 

そういうことについては、繰り返し庁内での若手の職員の研修の機会、あるいは日常業務の中で

部課長が話をさせていただいておりますけれども、そういうものも繰り返し、繰り返し組織の中で

対応していくということで、意識の改革を１歩１歩進めていくということを継続的にやっていくこ

とだと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 
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○９番（伊藤文博君） 

またちょっと繰り返す形になると思いますが、２者連携ですね。まちづくり、ものづくり、地域

活性化に取り組む人たちが、市役所の担当部署の人と話をしていると、横のつながりの不足を感じ

ることがよくあると、それはいろんな人から聞きます、そういう話を。同じようなことをやってい

るほかの担当課のことを知らなかったとか、こういう話は私もここでも何回もしてるんですが、チ

ーム糸魚川内の連携とチーム市役所内の連携は、実は別々のものではなくて、一緒に組み上げられ

ていくもんではないかと思うんですね。ですからチーム市役所という意識を高めていく過程が、チ

ーム糸魚川の意識を高めていくというようなことになっていくというふうに思うんですけど、そこ

をやはり別々じゃなくて、一緒に考えていく考え方というのは重要だと思いますね、どうでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まさしく、そのとおりだと思っております。私は市民の、また、地域の活性化を考えたときに、

やはりプレーヤーは市民で、行政はサポーターだという形で、ずっと進めてまいったわけでありま

すが、そこでここへきて、なぜ行政の意識改革を入れたかと言うと、やはり市民が熱くなるのも、

行政もやはりいろんな面で指導的なところがあるわけでありますが、そういうときに、やはり行政

も熱くなってないのに、相手が熱くなるわけはないわけであります。 

ですからジオパークでの交流人口の拡大についても同じことで、よそからおいでをいただいた人

たちがなかなか感激しないのも、市民が自分たちのものに対して感激や感動もしてないのに、それ

ができないだろうという形になるわけであります。その同じ構図が、やはり対市民に対しての行政

の考え方になるわけでありますので、やはり本当に熱き心に燃えて、この糸魚川市の地域の活性化

や糸魚川市はどうあるべきかという、燃えるような職員が必要になるわけであります。それが多け

れば多いほど、やはり住民や、その市の活性化につながるんだろうと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

私もよく言う熱伝導のところですよね、やはりそこがしっかりしてないとだめだと思います。 

チーム糸魚川は企画財政課、チーム市役所は総務課と言いながら、実際には、これはもう一体の

ものだとすると、市の職員は全員チーム糸魚川の一員である。どうもやはりチーム糸魚川というと、

庁外にできた各種団体の連携団体、グループであって、チーム市役所は市役所、そういう感覚にな

りがちなんですけど、これは違うと思いますね。市役所の職員は全員、チーム糸魚川の一員である。

果たして職員は、そういう意識を持ってますか、今の段階で。これからまた変えていけばいいんで

すけど、どうでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

冒頭、私のほうでもちょっと発言しましたけれども、チーム市役所、チーム糸魚川としての取り

組みはまだまだ道半ばで、じゃあ市役所職員全体が完璧に浸透しておるかというところは、まだま

だ伝導が伝わっていない部分もあるということで、今後も取り組みをしていくということでの、ま

だ道半ばということでご理解をいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

これからどうしようかという話で、今回、質問してると思っていただいていいんですけど、部課

長は会議の中で、やはりチーム市役所という話がどんどん出てくる。ところが課長が課に帰って、

どこまで浸透させることができるか。チーム市役所という考えですよ、チーム糸魚川ではなくて。

それすらも、やはり今の段階では厳しいものがあるだろうと思いますね。 

そういう現状を踏まえた中で、市職員と市民との対応のところなんですが、市職員が日常的に行

政の立場でものを考えているのと、民間側が日常生活や経済活動の中で現状を受けとめて、問題意

識を持ったり、どうあるべきかを考えたり、よい手法をアイデアとして持ったりするところには、

食い違いや隔たりを生ずるところも多いと思います。 

法律、条例等で縛られたものと、全然そういうものにこだわりなく考えているものでは、当然、

そごが生じる面もあるでしょうね。だからどちらが正しいかは一概には言えない。しかし、どちら

もお互いの立場に立って意見を聞いて、最もいい方向を探らなければならないということだけは確

かだ。法律や条例、規則に縛られているとさっき言いましたけれども、その範囲の中で柔軟な対応

が求められると。 

しかし前例がないことや、それから逆に慣例に縛られたりというようなことの中で考え方に制限

が出てきて、ここの答弁でもよくありますよね。県内２０市の例を云々、先進事例とかという発言

が多くみられるように、なかなか発想の転換に結びつかない。みずからが先進事例になろうという

気概が不足しているという感じを強く受けますね。この辺は、どう考えていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

田原総務課長。 〔総務課長 田原秀夫君登壇〕 

○総務課長（田原秀夫君） 

お答えいたします。 

１つの事業を行うときに、行政と民間、市民が一緒になって、それぞれの立場で知恵を出し合っ

て、１つのものに対して考えていく。お互いの不足を補いながら進めていくということが、大切だ

と思っております。 

その中におきましては、市が計画を立てたものが、そのまま市民の意見を聞かないで押し通すこ

とのないように、また、市民の方々への事業説明会、ヒアリング、そういうものの機会を通して意
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見をお聞かせいただく、意見交換をさせてもらうということを進めておるところでございます。 

ただ、先ほど話がありましたように、ある程度の事業におきましては、さまざまな条件をクリア

をしなければいけないということもございますので、市民の皆さんのご要望が、そのまま事業に反

映することが難しい場合もあります。そういう場面につきましては、よく状況、また条件、そうい

うものを説明をして、ご理解いただけるような十分な説明を繰り返し関係者の皆さんに行っていく

という、そういう取り組みが大切だと思っております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

やっぱりそういう話を受けたときに、市の職員に建設的な態度があるかどうかというとこが、大

きな違いだと思うんですよ。できる、できないは、その結果である。どうもそのできない理由をぼ

んぼんぼんぼん出してくるような人が、結構いると思いますよ。でも、本人はそう思ってないです

ね。自分は考えてるとずっと言ってるけど、もう否定、否定、否定になっちゃって、マイナス思考

の人だねっていう話になっちゃう。 

組織を建設的な発想、姿勢を持った集団にかえるということは、非常に大きなエネルギーが必要

とされますね。そのエネルギーは情熱から生まれる。それも一時的な情熱ではなくて、粘り強さが

要求されると思います。糸魚川市役所という大きな集団にとって、それはどこから発せられ、どの

ように伝達され、そしてどのように維持されるべきでしょうか。ここは大きな源ですよね、どうぞ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私もそうだと思います。それは事柄によって私は違うと思います。発信する場所は、やはりその

事柄によって、その内容によって、事業によって出ていくと思うわけでありますが、やはりそれが

なかなか、私はまだまだと言いましょうか、私はまだまだ本当にそうやって動く職員のほうが、少

ないんだろうと思っております。まだまだやはり自分たちは公務員なんだという意識が、しっかり

とよろいを着たような形になっている部分が、多くなっとるわけであります。 

しかし、前段での一般質問でもあるように、今はそういう時代ではないんだぜと、もうこれから

の５年、１０年、１５年先はどうなるんだというこの時期に、やはり今やらなかったら、それは大

きな事柄になってあらわれてくるんでないかという危機意識が大切であるわけでございますし、私

も昨年の大きな節目のときに、そういうものを感じたわけでありまして、もし自分が、そういった

仕組みをしっかり構築できているならばさらにいいんですが、そこまで出てないにしても、やはり

そういう危機意識を感じたときに出しながら、職員とともにそれを乗り越えていきたいということ

で、今、チーム糸魚川であり、チーム市役所であると思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

ここはまさに意識改革であって、それで私がいつも言ってます熱伝導で、熱源はやっぱり市長だ

と思うんですよ。その市長の熱をどう伝えられるかが重要である。直接伝わる場面をふやすべきだ

とは思いますけど、間接的に伝わる場面が実は重要だと考えるんですね。 

市長と例えば職員でミーティングをして、そこで熱が伝わっていく。今度は、それをどう持続さ

せるかですよ。やはり市長の熱が部長や課長たちに伝わって、それぞれが熱源となって職員全体に

作用する。１人の職員に複数の熱源が作用するというようなことの中で、組織全体が熱を持ったも

のに変わっていくと。職員の意識を変えて組織全体が変わるには、そういう取り組み、過程が必要

だと思いますけど、どうでしょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

伊藤議員がおっしゃられるように熱源の基本のところ、市長さんの熱い思いを直接伝えていただ

くこと。私どものような部長、あるいは課長が、その熱を感じて自分も熱源となって伝えていただ

く。議員がおっしゃられるような方法が、組織全体を意識改革していく大きな手法だと思っており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

具体的にどうするかですけど、何でもすぐ始めたらいいと思うんですよ、形づくらんで。待った

なしで取り組んで、やりながら改善して、失敗したら手直ししていく。意外と、思わぬような取り

組みが生まれてくるかもしれませんよね。行政は、どうしても先に仕組みをつくろうとするので限

界がある。それに時間がかかる、後手を踏むということになる。検討に時間をかけることが、でき

ない理由を探る１つの行政特有のパターンにつながってしまうという傾向もあると思うんですね。

まず、行動する。行動しながら、常に情熱を持って改善していくというようなやり方も、どんどん

試していくべきだと思いますけど、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

お答えいたします。 

現在の変化の激しい社会の中においては、先ほど言いましたように前例のない課題というのが非

常に多くあります。その中では試行錯誤、やりながら考え、またその中で気づいた点を直しながら、
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そしてまた新しいものにチャレンジしていくということで、チャレンジをしながら、失敗しないに

こしたことはないんですけれども、小さな失敗を繰り返しても新しいものにチャレンジしていく、

そういう取り組みが、意識改革の中で非常に必要だというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

やる気のある若手が、これまでの慣例にとらわれない発想で上司に提案すると。上司は前例がな

いとか、これまでのやり方と違うとか、あげくの果てに、これまでこうやってきたんだから、そん

なことは考えんでもいいというような話だってある、そういう話を聞きます。過去のやり方を粛々

と踏襲すれば、公務員の役割を果たせると考えているという傾向があると思うんです。ここを何と

か打開していかなきゃいけないんですね。 

職員と話をしますと、若手はやる気があり、何とかしたいと、しなければならんと思ってるんだ

と、僕の話なんか聞いた職員がそう言う。だけど抵抗勢力がいるんですよねという話、組織の中で。

それが誰っていう話はしませんよ、ですけどそういう形がある。それは１人じゃなくて、組織とし

ての抵抗勢力かもしれない。こういう現状をどう捉えますか、それをどう変えていくかということ

ですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私も職員と結構会話するのが好きで、いろんな職員と話をします。やはり職員は、いろんなそう

いったハードルを言います。当たり前じゃないかと。ハードルがなかったら、みんなやってるよと。

そのハードルを、みずからがどうやって越えるかを工夫せえと。そのハードルが低かったら低いほ

ど、この結果はよくないよと。高いハードルほど、乗り越えることが大きな結果につながるんだぜ

と。そのハードルを、みずからの今の組織のハードルの中で越えられなかったら、やはりよそのハ

ードルなんかも越えられるわけないじゃないかと、よくそういう会話をさせていただいております。

やはり当然、それはあってしかるべきだと思うわけであります。そういういろんな条件や可能性、

そういうものを説得できるだけのものを自分たちがつくれと。やはりそういったものをつくること

が、これはもう行政の仕組みだろうと思っております。いろんなハードルがあるのを、それを乗り

越えることが、私は大事だろうと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

市長、それは例えば財源の問題だとか、制度上の問題とか、そういうハードルならいいんですよ。

それはやはりさっきから言ってるような、上司がもう前例のないことはやらない、新しいことに取
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り組まない、前のとおりやっていればいいというハードルだとしたら、そうじゃないというところ

へ持っていかなきゃいけないでしょうと。それは財源まできっちり用意して提案してきなさいとい

うのは、それは職員を鍛える話ですからいいと思いますよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

いや、それ以上だと私は思っとるんです。要するに表立って、それは誰が見てもやはり１つ通過

していかなくちゃいけないものもあるだろうと思うわけでありますが、もしそれがだめだったら、

どういう方法があるんだと。それは自分たちのやってる仕事なり事業は、自分の子供と一緒だろう。

それを生まなかったら自分の職務に全うできないというぐらい、その思いがあったら、それをどう

してもつくりたいという気持ちがあったら何が何でもやるという。それをどうやったらできるか考

えることが大事だろうと。もし、行政でできなかったら民間へ持ち込むだとか、また、いろんなや

り方だってあるわけですよ。そういったところを研究して、だめだったら常にそういうのを頭に想

定しながらいろんなことが、民間だったらやってるぜという話もさせてもらっています。 

ですから、これは１つの職員との会話であるわけでありますが、当然、そういうハードルをどう

やっていくか、直接、逆には市長のとこへ持ってくる方法だってあるだろうと思うわけですよ。だ

からそれを手順どおりやっていきながら、１本の道だけではないというのを理解してもらいたいと

いう話を、よくさせてもらっております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

その１本の道だけじゃないということが、職員に浸透するということが大事だと思うんですよね。 

例えば年功序列の人事では、やる気のない上司の下に配属されたら、これは悲劇なんですよ、さ

っきの話です。しかもその上司は、案外自覚がない、私だって一生懸命やってるという感覚ですね。

部下は異動になるまで我慢するしかないというところから、何だ、大して頑張らんでも、務まるじ

ゃないかということになっちゃうというようなところを、何とかしなきゃいかんということですよ。 

やる気のない人間にはというか、やらない人間には務まらないということが重要だと気づくと。

先ほど市長が言われた、やる気があれば何でもできるだろうというところに、やっぱり制度的にも

もっていかなきゃいけない。人材の適正な評価と配置が重要だという考え方が、そこから出てくる

わけですけど、年功序列をやめませんか、どうでしょうかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 
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年功序列だけではないと思っております。やはりいろんな観点から判断をさせていただいて、結

果は、そういうような見方をされる部分もあるかもしれませんが、決して年功序列を頭に置いて人

事をいたしておりません。いろんな観点から、また、いろんな見方をしながらさせていただいてお

りまして、それから出てくる問題、課題も、本当にやってみなければわからないようなところもあ

ったりもして、皆様方は気づいている部分があるのもしれませんが、我々は、してから気づく部分

もあって、非常にいろんな事柄が起きているのもあるわけでありまして、なかなか失敗のないよう

にと思いながら、いろんな事柄が起きるのも現実であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

課長、部長になると権限がある。課長、部長を前にして言うのも何ですけどね、考えた事業を展

開することができるし、部下のいいところを生かすこともできると思います。 

しかし定年を数年後に控えたその時期になって、年功序列でその立場になる。実力があればいい

ですよ。年功序列でその立場になっても、糸魚川市の将来を考えた積極的な一歩踏み込んだ取り組

みができなくなってしまうということがあるとしたら、そのような人事を繰り返している限り、糸

魚川市はよくならないと思うんですよ。だから年功序列だけじゃないんでしたら、ここに４０代の

課長がいたっていいじゃないですか。今後は、そういうこともやっぱり考えていくべきだと思いま

すが、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私も４０代、３０代と限って言われると、ちょっと現実にはないと思っておりますが、しかし私

は市長になって、今までにない取り組みをさせていただいたと思っております。全てではございま

せんが、おまえ、そんなことを言ったって、ほんの一部じゃないかと言われるかもしれませんが、

そういう気持ちで取り組まさせていただいているのをご理解いただければ、ありがたいと思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

茨城県牛久市の取り組み例ですけど、週３回の朝の会というのを９時からやってる。そこで市長、

副市長、部長がいて、そこに職員が直接来て事業提案をする。財源までしっかり調べ上げて資料を

つくってくると。そこでもう決裁を受けるという仕組みがあったそうです。もう勉強するし、企画

力はつくし、先ほど言った財源まで明らかにするんで、本当に掘り下げた研究までしてくる。何よ

り中間管理職の能力に左右されずに提案できるという強みがある。大変参考になる取り組みだと思
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うんです。このとおりということではないと思うんですけど、やっぱりこういうことが職員のやる

気を促進していく。 

先ほど市長が言われた、道は１つじゃないというところを実際に仕組みの中でつくっていくとい

うことになると思うんですけど、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

非常に今お聞きして、すごいことをやってるなと感じる次第でございまして、またいろんなそう

いった情報なり見させていただいて、ぜひ自分たちも、もし生かせるものなら生かしていきたいと

思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

このあたりは、また行政改革の委員会でも取り組んでいくと思いますので、またそこでしっかり

やっていきたいと思います。 

今の話でもう１ついいところは、朝の会で提案しなきゃいけないというところがいいんですね。

だから係長、課長を経由しないで、もうそこで持っていけるということが、１つ自覚も変わってく

ると思います。 

民間との対応ですが、１つには行政側は、民間といいますと申請する側と許認可する立場という

１つの構図がある。それだけじゃないんですけど、そうすると今度、市は市民側が提案したものを

援助していく立場が多いですよね、先ほど言ったサポートする、プレーヤーとサポーターの立場。

そういうとこで、できない理由を並べる責任者がいるとしたら、これはやっぱりそこを改善してい

かなければいけない。何とかしようというところから入るわけですね、まず。そしてもう一汗かい

て、庁内の横の連携より自分の課ではだめだけど、どこどこの課でこういうのがあるから、もうす

ぐじゃあ呼んできて一緒にやるというのが、さっき言ったような話につながっていくわけなんです

ね。今までにない取り組みをしようとする、考える職員を育てていかなければいけない。 

そして、また一歩踏み込む努力をしない人は、管理職になるべきではないと私は思うんですね。

そして管理職になるときに、改めて管理職になる職員に覚悟を定める機会を与えるということも大

事なことだと思います。ああ、おれの順番がきて、おれは係長になった、課長になったということ

ではなくて、その課長になった節目に相当厳しいやはり覚悟を定める機会を与えるということが、

非常に重要になってくるんじゃないかなと私は思うんですけど、どうでしょうかね。今、何かそう

いう制度はありますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 
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お答えを申し上げます。 

課長になったときに非常に大きな権限もありますけども、責任もあります。それともう１つは、

やはり議会対応が一番大変だということでありまして、そういう点では大変大きな課題ではないか

と思っております。そういったことで課長になればなったで、非常に課長になる前とは、また違っ

た大変さが十分あるということです。 

以上です。 

○９番（伊藤文博君） 

いや、大変さがあるというだけで、答えになっとらんで、答弁になっとらへん。 

○議長（樋口英一君） 

答え、答弁になっとらんで。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

いや、それは課長になるのは、非常に大変だというのはわかったんですけど、それをやはり本人

に自覚してもらう、改めてですよ。当然、わかってることだろうけど、改めて自覚してもらって、

それで例えばその課の課長だということのほかに他課との連携をとって、部長とのコミュニケーシ

ョンをよくしながら、部下を上手に使っていかなきゃいけない。今までの数倍の仕事をしなきゃい

けないということに対しての覚悟を定める機会を与えてやるというのが、課長になる人に対しても

必要なことだと思うんですよね。なきゃないでいいんですよ、だから今後、考えてもらえればいい

んですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

課長になりますと、やはり自分の課の運営をしなきゃならんということでありますし、職員も育

てなきゃならんということで、非常に課長になった段階のときは大変重い責任を感じて、その辺の

ことは、なる前となった後では、全然違うというふうに私は考えております。私自身も課長になっ

たときに大変重い責任と、それから宿題をもらったということで、そのときには十分感じたところ

であります。 

したがって、皆さん各課長は、課長になったときには、大変自分は重いものであるということで、

その辺の責任と、それから課の運営をするということ、それから職員を育てるということで、大変

重いものを感じているのではないかと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 
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それじゃあさっきと変わらんけど、まあいいわ。ですから、そういう機会をつくったほうがいい

と思いますよ。それは例えば市長との個別面接でもいいと思うんですよ。やっぱりそのときに市長

がどんな話をして、改めて自覚を促すかと、そういうことの機会を設けたほうがいいんじゃないで

すかということを言ってるんで。 

答弁がありそうですから、どうぞ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えさせていただきますが、今言ったように、やはり公務員という形になったときから、課長、

または係長というのを見てきてるわけでございまして、当然、どこかの配属になるわけでございま

すので、そういった１つのポジションを見てくるわけであります。そういう中で、長い間の中で、

課長というものはどうなんだというのを考えてなるわけであります。 

また、現在は部課長会議をやっとるわけでございまして、その中でも、たびに、私はいろんな事

柄を話させていただいております。そういう中においては、やはり事業の厳しさ、そして人事の厳

しさ、また、いろんな話を時折々にさせていただいております。そういったところが、やはり自覚

がだんだん高まってくる場ではなかろうかなと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

教育論みたいになりますけど、戦後教育の１つだめなところは、覚悟を定めるということを教え

ないことなんですよ。やはり我々は生きていく中で、いろんな節目のときに覚悟を定めるというこ

とを、やっぱり習慣づけていかなきゃいけない。市の職員の中でも、課長になるときの課長の重要

性というものを、覚悟を定めさせてやる機会というのは、つくるべきだと思いますよ。ちょっとか

み合わんので、そこはもう通り過ぎます。 

チーム糸魚川の会議にトップが出てきて、その後、組織内への浸透ができていないと。いまだに

トップ以外には、今ごろまたチーム糸魚川なんてつくってという声があるのが現実です。これは聞

こえてきます、我々には。これが全てじゃないですけどね、そうじゃない人もいますけども、その

ような実態がある。本当のチームになり得ていないというところを、今後、どうしていくかという

ことですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

これからの活動の中において、やはり今言ったように職員、またそして当然、私も含めてなんで

すが出向いて行って、その辺の我々の考え方、このチーム糸魚川の考え方をしっかり理解してもら



 

－ 246 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

えるように、やはり顔と顔を合わせながら、やっていかなくてはいけないんだろうと思っておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

市長が熱源となって、それを伝えていくという場面も、これは本当に重要ですけど、いろいろな

段階の会議だとか柔軟な協議体、いろんなとこの話をする機会という、そういうものの形成によっ

てコミュニケーションの徹底を図って、連携を深める中で、チーム糸魚川意識を高めていかなけれ

ばいけない。先ほど言った市へ来て打ち合わせしてる中で、市の中で連携をとっていくことで、ま

た市民側も、ほかの団体と連携につながっていくというようなことも含めて考えていく必要がある

と。 

だからチーム糸魚川の会議を頻繁に開いたって、多分、僕はそれほど浸透という意味では期待で

きないと思うんですよね。それはそれで意味はありますよ、会議の意味がないんじゃなくて、ただ、

チーム糸魚川が本当に形成され、末端まで浸透していくかということに対しては、もっと違う手法、

あらゆる角度から、いろんな取り組み方をしていかなきゃいけないと思うんですよね。やっぱり

２歩も３歩も踏み込んだ対応をしてほしいと思うんですけど、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まさに今までのような１つの取り上げ方では、いけないんだろうという今のご指摘だろうと思い

ますし、まさしくそのとおりだと思っております。 

いろんな会合の中において、ただ一人が、市長だけでやっとればいいということではなかろうか

と思うわけでございますので、その辺の熱い思いをみんなで出していかなくては、短期間には広が

らないというご指摘だろうと思ってるわけでありますので、そういった仕組みが大事だと思います

ので、そのようになっていくように、今、形を整えながら、進めさせていただきたいと思っており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

チーム糸魚川として、いつでも、誰もが集まることができる本拠地といいますか、何かやっぱり

そういうものがあったらいいんですね。それが自然にどこかに定まっていけばいいかもしれません

けど、それが柔軟なコミュニケーションのもとになっていくと。だから先ほど言ったような取り組

みの中で、そういうものができていくかもしれません。 

場としての核ですね、それから人として非常に熱意にあふれて中心になっていく核、人としての
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核、そしてその人が、今度、組織へと発展していくというような広がり方が理想的なわけですよ。

でも、やっぱりそういうことを念頭に置いて、いろいろな会議体のつくり方だとか、協議体のつく

り方、協議の場のつくり方をしていかないと、取り組み方をしていかないと、なかなかそういうふ

うになっていかない。そのことをしっかり意識するということが、まず大事だと思うんですよね。 

今、いろんな話をしてきましたが、これを具体的にしていくために、さあ、どうするかというと

ころを、やはりどこかで本当に踏みとどまって、しっかり考えなきゃいけないと思いますが、総務

部長、担当としてどうですか。要するに、実務者としてどうします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

金子総務部長。 〔総務部長 金子裕彦君登壇〕 

○総務部長（金子裕彦君） 

チームワークを高めていくためには、１つのことに向かって、みんなで取り組むということが重

要であります。そういう中で、チーム糸魚川の中では今年度の取り組みとしては、みんなで糸魚川

応援隊の獲得運動をして、その人たちの力も借りて、糸魚川の情報発信力を少しでも高めていこう

と、口コミで高めていこうという取り組みをいたしております。それが１つの手法だと思っており

ます。 

それだけでじゃあいいかというのは、議員さんがおっしゃるとおりであります。いろいろな角度

から、取り組みをしていく必要があります。また、お互いのチーム糸魚川の組織団体の取り組み、

活動を相互に理解し合いながら協力していく。それで外へ向かって、また情報発信をしたり、新し

い物事を共同でチャレンジをしたりというところに、つなげていく必要があると思っておりますが、

今後、チーム糸魚川の活動を進めていく中で、徐々になってまいりますけれども、そういう取り組

みを広げていきたいというふうに思っております。当然、その取り組みの中の一員は市役所の職員

も、先ほど来、お話がありましたようにチーム糸魚川の一員でもありますので、そういう取り組み

姿勢の中を市役所の中からもつくっていくということが大事でありますし、そういう取り組みを進

めてまいりたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

今、実務者としてどうしますかっていって、いきなり具体的な話って、なかなかできないと思う

んですが、やっぱり考え方がしっかり根づいていくということが、まず大事でしょうから、いろい

ろな場面でやはりそれを展開していく。 

今、糸魚川応援隊募集の話が出ましたが、市民一人一人が、１人の応援隊員を集めることも、

４万７,０００人を目標とすると言ってるんですけど、今の段階で、まだ市民のほとんど理解して

ないですよね。どのように市民に広げて広域に展開していくかということに尽きると思うんですけ

ど、尽きるというか、それがまずしっかりと取り組まれないといけないと思うんですけども、どう

ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（樋口英一君） 

斉藤企画財政課長。 〔企画財政課長 斉藤隆一君登壇〕 

○企画財政課長（斉藤隆一君） 

４万７,０００人の数字は、大変重い数字だろうというふうに受けとめておりますけれども、目

標値として掲げたものなんです。 

広報紙と、あるいはまた市のホームページというのは一般的な話でありますけれども、先ほども

渡辺議員のところで少し申し上げましたように、やはり口から言葉で伝えて理解をいただくという

ところが、これまでの登録の中では一番多かったわけでありますので、やはり機会を捉えて口コミ

で、口伝えにお願いをしていく。趣旨を理解をしていただいて、登録をお願いしていくというやり

方。それは会議等もありますけれども、いろんな機会を捉えながら取り組みしていくという、地道

な取り組みが必要になるだろうと思っています。 

もちろん市役所だけで、これをやるということではありませんけれども、構成２３団体の末端ま

でいくと、例えば組合員というような話になりますと、万単位の人数になる組織も抱えております

けれども、そういったところで構成団体が、それぞれに今のような取り組みを少しずつでも展開す

ることによって、すそ野が広がるというふうに思っておりますけれども、簡単にはなかなか広がら

ない。それは覚悟はしておりますけれども、地道に活動をしていきたい、そういうふうに思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（樋口英一君） 

伊藤議員。 

○９番（伊藤文博君） 

最後に、短期・中期・長期にチーム糸魚川を考える取り組みが必要だと思うんですね。短期が例

えば来年の３月までだとすると、この１年間は、まさにチーム糸魚川が、そしてチーム市役所がチ

ームとして機能するようにすること。簡単じゃないですけど、そういう形ができていって、そのチ

ームで、今後、中期・長期の取り組みをしっかりと考えて、またやりながら改善していくような、

本当の意味のチームワークのあるチーム糸魚川にしていくということが大事だと思います。取り組

みを期待していますので、よろしくお願いします。 

終わります。 

○議長（樋口英一君） 

以上で、伊藤議員の質問が終わりました。 

本日はこれにてとどめ延会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

〈午後４時４８分 延会〉 

 

 

 

 



－ 249 － 

＋ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

     議   長 

 

 

     議   員 

 

 

     議   員 

 


