明けましておめでとうございます︒
今年が︑皆様にとって︑よい年になり
ますようご祈念申し上げます︒
さて小生︑今年五十歳になります︒
思い返せば︑一昨年︑
﹁知命の歳まであ
と二年︑天命を追求していきたい︒
﹂と︑
三十年の勤務に終止符を打ちました︒
そして︑昨年は︑はからずも地方議員
としての一歩を踏み出させていただき︑
﹁天命﹂とはこのことだったのかと︑今
さらながら驚いています︒また︑毎議会
の演壇や委員会でただした案件が︑具体
的に進展したことはとてもうれしく︑そ
こに︑あらためて﹁天命﹂を感じる次第
です︒
今年は申年︒
﹁見ざる︑言わざる︑聞か
ざる﹂の三猿が有名ですが︑この言葉を
﹁良い識見で︑良い言葉を発し︑人の言
葉も良く聞く﹂と言い換え︑対話を大切
に活動していきたいと存じます︒

北村喜代隆

読み書き能力のことで︑コ
ンピューターを扱えること
が読み書きと同等の重要さ
を持つという考えから︑コ
ンピューターを使いこなす
能力をコンピュータリテラ
シーという︒このように︑
いまやコンピューターを使
いこなすことは読み書き同
様︑あたりまえのことにな
っており︑このような能力
を欠くことは︑これからの
社会では大きなハンディキ
ャップになる︒
本町では坂田︑息長︑両
小学校︑双葉中学校にパソ
コンが導入され︑情報教育
が行なわれているが︑各校
のインターネット接続速度
は遅く︑授業に支障が出て
いる︒中学校では生徒用に
台のパソコンがあるも
のの︑同時に操作すると動
かないので︑半分ずつ操作
させている︒これでは生徒
も授業に身が入らない︒
また︑プリンターやサー
バーのメンテナンスが不十
分で設備が活用できていな
いようだ︒
そこで︑学校の︑パソコ
ン設置︑インターネット接
続︑授業での活用︑設備保
守などの状況と︑今後の整
備計画の説明を求める︒

学校教育課長＝ 中学校は
学校週５日制と学力
台︑小学校は 台をそ
問＝ 平成 年度から始
れぞれ設置し︑全学年で活
まった新学習指導要領に基
用している︒今後︑小学校
づく教育は︑文部科学省が
は 台に増設予定︒イン
ターネットには︑
今まで
進めてきた﹁ゆとり教育﹂
で接続していたが︑順次︑
の完成形態と評されている︒
高速回線へ変更していく︒
しかし︑学習カリキュラ
そして︑校内どこからでも
ムの３割削減︑授業時間の
ネットワーク活用できる環
２割削減という現実︒そし
境を整備すべく予算要求中
て︑内容が刷新された教科
である︒
書については知識量の激減︑
保守管理は町負担︵責任︶ 知識の断片化といった評価
だが︑各校に任せているの
もあり︑私は︑本町児童・
が実態︒これは課題と認識
生徒の学力低下に危機感を
している︒
覚える︒
問＝ 先進自治体を例に︑
本町では児童・生徒の学
力測定をしているのか︒そ
ＩＴ推進係などを設け︑導
の結果は︑従前に比較しど
入︑保守︑普及などに専門
うであったのか︒また︑新
家をあてる必要はないか︒
町長＝ 情報化チームがあ
学習指導要領に基づく新し
るので︑合併を控えた現時
い学力測定についても説明
点で新組織を作る気は無い︒ を求める︒
学校教育課長＝ 滋賀県総
合教育センタが学力検査を
おこなっている︒２年分の
データしかないが︑本年度
分を含めた後︑結果を活か
していきたい︒
問＝ 今後︑評価結果を︑
時系列的に把握︑教育委員
会発行の小冊子﹁近江町の
教育﹂や﹁広報おうみ﹂な
どに掲載し活用されたい︒
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近江町議会
第 回定例会
去る 月９日第 回定
例会が招集され 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
年度各会計の補正予算
４件︑条例の制定１件︑条
例の一部改正１件︑財産の
取得１件で委員会審査を経
て最終本会議で可決しまし
た︒また︑人事案件１件に
ついても選任同意しました︒
また︑請願１件は不採択
とし︑同意見書案も否決し
ました︒

問＝ コンピュータリテラ
シー︑あるいは情報リテラ
シーという言葉が最近良く
使われる︒リテラシーとは

学校のＩ Ｔ 環境を問う

月 日︑北村キ︑藤
本︑清水︑北村ト︑松波︑
樋口の６名がこの順番︵通
告順︶
で演壇に立ちました︒
以下︑
私の質問要旨です︒

一般質問

19

163

163

12

16

ISDN

双葉中学校の情報教室

11

15

12
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域を指定する予定であるが︑
本町の申し出区域と県への
申出︑指定の状況について
説明を求める︒
産業土木課長＝ 本条例の
条件によると︑本町では長
沢の一部︵湖岸︶と世継が
該当しない︒それ以外の集
落については︑町都市計画
審議会に諮ったのち︑県へ
区域指定の申し出をおこな
う︒
結果は４月以降公表でき
る見通しである︒

主 張
月
日の総務常任
委員会において︑総務課︑
まちづくり元気課︑税務住
民課にただしました︒
以下︑
私の主張の要旨です︒

バランスシート
９月議会の総務常任委員
会でバランスシートと行政
コスト計算書をただしまし
た︒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
活用できるからです︒
平成 年度分は︑すで
に決算も終わっているので︑
ただちに作成すべきです︒

います︒
そして︑５年以内に世界
最先端のＩＴ国家になるこ
とを目指してｅ Ｊａｐａｎ
戦略が策定されましたが︑
これらの打ち手が功を奏し︑
いまや我国は︑世界有数の
早くて安いインターネット
インフラを持つ国になりま
した︒
■さて︑本町のインターネ
ットの接続環境をみると︑
役場や公民館は︑最近︑超
高速ブロードバンド︵光フ
ァイバ︶のサービスエリア
に入りました︒最新の情報
インフラはすぐそこまで来
ています︒
ところが︑インターネッ
トに接続されたパソコンは︑
役場で３台︑
公民館２台と︑
内部のインフラはまだまだ
です︒ブロードバンドでな
いものもあります︒
このようなＩＴの環境整
備について︑現在の本町の
状況に私は危機感すら覚え
ます︒
予算が気になるところで
すが︑あまり費用を掛けず
に接続契約や機器購入でき
ます︒初年度約８万円︑以
降毎年約６万円の維持費で︑
インターネット接続環境を
構築できた例があります︒

■次に︑いまやコンピュー
タを使いこなすことは読み
書き同様︑あたりまえのこ
とになっています︒このよ
うな能力を欠くことは︑こ
れからの社会では大きなハ
ンディキャップになります︒
１年半後の合併を見たと
き︑コンピュータの使いこ
なし能力を高めておくこと
は︑本町職員ひとりひとり
のためにもなるはずです︒
職場では︑このための仕
掛けが必要です︒
たとえば︑
業務報告やプレゼンテーシ
ョンにパワーポイントを使
うとか︑情報の収集にイン
ターネットを使うとか工夫
すべきです︒
■また︑グループウエアを
導入して︑ワークフロー︑
スケジュール管理などで仕
事を電子化する取組みは︑
業務改善という観点から必
要なことです︒
さらに︑公文書としての
電子文書や電子記録の管理
についての研究が必要では
ないかと感じます︒
■次に︑
ＩＴの導入︑
保守︑
そして普及には専門家を一
つの組織に集め︑方針はト
ップダウンで︑しかもその
組織はトップ直属として強
い専門性や指導力で︑こと
にあたることが必要です︒

ホームページ

ホームページ維持にかけ
るまちづくり元気課の努力
に敬意を表するものの︑本
町のホームページには︑過
去のトピックス欄で︑写真
が入れ替わってしまったも
のがあります︒また︑近江
町の文化財一覧のページで
は 枚の写真欄のうち︑
４枚しか掲載されていませ
んし︑議会のページでは︑
なんと︑私の名前が間違っ
ていました︒
このような状況は一刻も
早く修正すべきですし︑日
常的にチェックできる仕組
みを作る必要があります︒

政務調査活動

月 日︑東京にて︑
衆参国会議員と親しく懇談
させていただく中︑地元発
展の可能性を予感しました︒

16

Ｉ Ｔ の推進
13

19

11

10

14

滋賀県都市計画法に基づく
開発許可等の基準に関する
条例 の指定地域について
問＝ この条例により︑市
街化調整区域であっても指
定区域内においては︑現在
居住していない人でも自己
用住宅や事務所︑日用品販
売店舗︑理髪店などを兼用
する自己用住宅の建築を目
的とした開発行為が認めら
れることになる︒
県は︑今年度後半から︑
市町村の申し出を受けて区

半径１Km

世継は市街化区
域から1Km以上離
れているため該当
とならない

12

■わが国では︑平成 年
１月に高度情報通信ネット
ワーク社会形成基本法が施
行されました︒ここでは︑
インターネットなど高度情
報通信ネットワークを通じ
て︑自由かつ安全に︑多様
な情報または知識を︑世界
規模で入手︑共有︑または
発信することにより︑あら
ゆる分野における︑創造的
かつ活力ある発展が可能に
なる社会の形成を目指して

小西理衆議院議員とともに

市街化区域

長沢の湖岸地区
は 50m 以内に 50
．
以上の建物が連
．．
たんしていないた
め該当とならない
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