近江町議会議員 北村きよたか
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問 ＝８月９日︑台風 号の増
水で︑天野川左岸の堤防が箕
浦橋付近で崩れた︒天野川改
修は︑過去から県へ要望し続
けているはず︒現在の県の取
り組みについて︑本町で把握
している状況は如何か︒

県は河川整備計画の
調査検討に着手
産 業 土 木 課 長＝今後 〜
年で実施する河川整備計画策
定に向け︑県は本年度から調
査検討に着手予定︒
問 ＝箕浦橋︑息長橋の改修に
向けた町の行動は如何か︒
産 業 土 木 課 長 ＝町は毎年︑県
に要望しているし︑今後も要
望していく︒
昨年は町長や関係区長な
どで県へ陳情された︒今年は
県の河川徒歩パトロール中に︑
４区長と２議員の連名で直訴
された︒
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問 ＝今回の堤防崩壊は︑葦の
繁茂する中州による水流集中
が原因と推測する︒町は県に
対し︑浚渫︵しゅんせつ︶な
ど安全確保に向けた次善策の
提案をしているか︒
産 業 土 木 課 長 ＝河 川 整 備 計
画策定に向け調査検討の時期

町は河川安全確保の
提案をしているか？
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であり︑現時点での具体的提
言は控えたい︒

役場の存在価値は？
問 ＝県 の 事 業 だ か ら と の 理
由で︑主体的行動や提案がで
きないのでは困る︒
なぜなら︑
町民の生命や財産にかかわる
ことだからだ︒住民の生命や
財産が守れなければ︑どこに
役場の存在価値があろうか︒

全職員に問う
これは担当課だけの問題で
はない︒金が無い︑時間が無
い︑人が足りない︒こんなこ
とを言い訳に︑町民を忘れた
勤務時間を過ごしてはいない
だろうか︒
一日にして役場の文化は
変わらないが︑合併は一日に
して︑職員を新しい環境︑文
化の中に放り込む︒自分たち
の存在価値を︑今一度︑見直
すことが必要ではないか︒
︵北村喜代隆︶

主 張
９月

日
総務常任委員会にて

◆先の選挙は合併の枠組み
をめぐる争いでした︒そして︑
私は︑この時をもって枠組み
論議の渦中に飛び込みました︒
この論争のなか︑私は大い
に勉強しました︒そして自分
自身が納得できる﹁住民のた
めの枠組み﹂として︑態度を
決めたわけです︒
国や地方自治体は巨額の
負債を抱え︑機能不全に陥い
る瀬戸際にある︒この閉塞感
を打ち破る動きのひとつが市
町村合併ということで︑すで
に小手先の改革や節約で乗り
切れる状態にない︒
合併では︑
なるべく大きな枠組みで体力
をつけて生き残るしかない︒
国が機能不全に陥ろうという
のに︑北の町を県や国に面倒
見させればいいなどとの理屈
にはならないわけです︒良識
で判断できるレベルです︒
しかし︑最初に述べたよう
に︑本町では枠組み論議が大
きな論争となっていました︒
なぜなんでしょう︒それは︑
住民への情報公開不足が原因

●合併推進室をただす
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︵次ページ２段目へつづく︶

です︒
合併は町政を揺るがす一
大事であります︒情報公開し
て町民の良識ある判断に期待
すればよかった︒説明は何度
でもすべきでした︒今︑振り
返ると︑当局が﹁説明する﹂
という住民サービスをどこか
に置き忘れたことが︑この混
迷の原因だったような気がし
ます︒
また︑合意を形成するとい
う地方行政の基本的な手法と
いうか︑テクニックがこれっ
ぽっちも見えません︒
◆本町では７月 日の第
回臨時会において湖北地
域合併協議会設置議案を可決
しました︒
そして︑湖北地域合併協議
会は８月６日に設立︑合併実
現に向け具体的な協議が始ま
りました︒
今まさに町民の関心事は
合併であります︒合併協議会
での審議項目やスケジュール︑
また︑建設計画に反映すべき
住民の意見を聞くなど︑これ
からますます︑住民とのコミ
ュニケーションを密にする必
要があります︒
私は議員になって以来︑一
貫して住民への説明を求めて
きました︒先の臨時会でも
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一般質問：9 月 18 日、北村き、清水、藤本、松波、北村と、樋口、田中、田邉、廣田の順で9 名が当局をただしました。

近江町議会
第 回定例会
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︵前ページから︶

ミングを良くはかっていただ
きたい︒

●総務課をただす
◆情報セキュリティ
ポリシー
８月 日住基ネットが本
格稼動しました︒電子政府・
電子自治体に不可欠なサービ
スであり︑今後のシステム拡
充に大いに期待しています
この︑本格稼動は各市町村
の住民基本台帳がネットワー
クで接続されたという意味で
すから︑セキュリティ面での
不安は必ず解消しておかなけ
ればなりません︒現在︑運用
上の問題は無いものの︑本町
は︑ただちに情報セキュリテ
ィポリシーを確立しなければ
なりません︒
注︶情報セキュリティポリ
シーとは﹁情報資産﹂を守る
べく施す対策や規約をまとめ
たものをいいます︒
◆バランスシートと
行政コスト計算書
社会情勢の変化︑厳しい財
政状況などから﹁収入︑支出﹂
の情報に加え︑
﹁資産︑負債︑
資本﹂等のストック情報を把
握するために企業会計の手法
を導入する自治体が増え始め
ています︒
バランスシート︑損益計算
25
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去る９月９日第 回定例
議会が招集され︑ 日まで
日間の会期で開催されま
した︒
上程された議案は︑平成
年度各会計の決算５件︑
平成 年度各会計の補正予
算５件︑条例の一部改正１
件︑契約の締結３件で︑委員
会審査を経て最終本会議で
可決しました︒
請願は４件の
うち１件を採択しました︒
また︑
人事案件３件につい
ても選任同意しました︒
さらに︑
意見書２件を最終
本会議で上程︑
全員一致で可
決しました︒
15

写真は町広報資料から提供いただきました

住民への説明を求めました︒
町長の答弁は﹁合併協議会の
情報を周知するとともに︑今
後も住民の皆さんとの対話を
進め︑意見を聞きながら合併
を進めて行きたい︒﹂
とのこと
でした︒
当局は︑この説明会を︑ど
のように実施しようとしてい
るかを明らかにすべきです︒
◆９月２日の街かど広報
委員会で︑町報おうみ８月号︑
９月号の内容を確認していま
したが︑
複数の委員さんから︑
﹁私たちは︑合併に興味があ
るんだ︒
﹂
﹁８月号︑９月号に
記事はあるが︑説明不足で良
く分からない︒
﹂
との声があり
ました︒当局は︑今まさに説
明会の好機ととらえていただ
きたい︒
また︑合併後をにらんだ意
見をお持ちの方もおられる︒
当局は︑町民の意見や提案
に耳を傾けるべきです︒
◆ 説 明会ははじめから町
長が出て行けば混迷する︒職
員が淡々と説明できるような
資料を用意して進めていただ
きたい︒その場で返答できな
い質問は︑持ち帰り︑当局内
で意思統一の後︑回答するよ
うにしてほしい︒
町長は自ら出て行きたい
でしょうが︑自分が出るタイ

書等から︑コストの発生原因
ごとに︑業務費用および機会
費用に区分して表示するのが
行政コスト計算書です︒
これは︑自治体のコスト意
識やマネジメントの欠如に対
する評価制度などに活用でき
ると言われています︒
滋賀県の市町村 団体の
うち︑平成 年度版として︑
バランスシートは 団体︑行
政コスト計算書は６団体が作
成済みと報告されています︒
本町でも試行しています
から︑
早期に公開すべきです︒
注︶バランスシートは貸借
対照表ともいいます︒調達し
た資金を借金と自己資金に分
けて右側に記載︑その資金が
どのように資産として運用さ
れているかを左側に記載しま
す︒
◆近江町防災計画書
９月１日は防災の日でし
た︒また︑８月９日には天野
川左岸が崩壊しました︒町の
防災体制は﹁近江町防災計画
書﹂にまとめてありますが︑
５年前に改訂されたままです︒
いざというときに役に立
たなければ困りますので︑早
急に改訂すべきです︒
また︑各大字の地域防災計
画とのリンクも必要です︒
︵北村喜代隆︶
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請願の紹介

大字飯区長はじめ６区長か
ら提出された﹁大字飯地先の
天野川橋に歩道橋設置を求め
る請願書﹂の紹介を︑本会議
初日に行いました︒その後︑
産業環境常任委員会に付託︑
最終日に全員一致で採択され
ました︒さらに意見書は天野
川橋のほか箕浦橋にも歩道橋
を設置する内容で可決︑議長
名で関係先に送られます︒
また︑この請願の取り扱い
をきっかけに︑議会では天野
川や周辺道路の整備について
関心が高まりました︒
︵北村喜代隆︶

歩道橋設置が必要な天野川橋

プログレスとは前進とか進歩、革新とか言う意味の英単語 Progress のこと。住民のためになる合併や町政をただす、私一人の会派名です。

