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秋も深まり月日の経つ早さを感じる季節を迎えました
たが 後援会の皆様におかれまして
たが、後援会の皆様におかれまして
は、ご健勝にてお過ごしのことと存じます。
さて、９月１９日に閉会となりました９月定例議会では
は、２５議案について慎重な審議を
行ったところでございます。また、議会改革特別委員会
会では「議員定数見直し」について、
４名から８名の削減数で議論を重ねており、１２月定例
例議会で削減案を上程する予定で
彦根市議会議員
あります。引き続き、丁々発止の議論に努めたいと考え
えます。
安藤 博

『７／２９日米修好通商条約
『８／２３日本Ｐ
ＰＴＡ宮崎大会』
締結１５０年記念式典』

『９／７びわ湖クリーン
キャンペーン』

INFORM
MATION
平成１９年度決算概要
９月定例議会で、追加提案されました議案第９８号「平
平成１９年度彦根市各
会計歳入歳出決算につき認定を求めることについて」は、決算特別委員会を
な審議を行うことになりま
設置して、１０月２３日と２４日の２日間にわたり詳細な
す。
歳入は、市税収入の伸長や基金からの繰り入れによ
より対前年度比５．５％
増となり 歳出では扶助費の増大や城南小学校の増築
増となり、歳出では扶助費の増大や城南小学校の増築
築などにより対前年度
比３．９％増となりました。単年度収支額としては、黒字
字決算となりましたが、
健全化判断比率の実質公債費比率２０％は、基準とさ
される１８％を超えており
厳しい財政状況には変わりがないと言えます。

『平成１９年度一般会計決算額（対前年度比
比）』
歳入決算額 ３５６億２，５９３万３千円（ ５．５％）
歳出決算額 ３４７億 ５７４万５千円（ ３．９％）
実質収支額
８億１，７３２万７千円（２０４．０％）
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借金残高は、
市民一人あたり３４万円

貯金残高は、
市民一人あたり７．２万円

『健全化判断比率』
実質赤字比率
発生な
発生なし
連結実質赤字比率
発生なし
実質公債費比率
２０．０％
将来負担比率
１３２．８％

QUESTION&ANSWER
１．子どもたちの携帯電話利用環境の向上をめ
めざして
①児童 生徒の携帯電話の実態調査結果から
①児童・生徒の携帯電話の実態調査結果から
Ｑ．１学期に子どもと保護者を対象にした「児童・生徒の携帯
帯電話の所持・意識に係る実態調査」をされましたが、児童・
生徒の所持率結果と見解を求める。
帯電話を所持していることが明らかになった。全国調査や昨
Ａ．小学５年生で１７．３％、中学３年生では４３．６％が携帯
年１２月に県が調査した平均値よりも低い結果となり、そ
その理由に「親の反対」が小中学生平均で５５．９％を占めて
いることが考えられる。
Ｑ．通話頻度と通話相手について尋ねる。
Ａ どの学年も１～１０回以内の使用が７０％を占め １５％
Ａ．どの学年も１～１０回以内の使用が７０％を占め、１５％
％が家族との連絡に使用しないという結果 家族以外への通
％が家族との連絡に使用しないという結果。家族以外への通
話は小学５年生で５３．３％で、中学３年生で６２．６％となり、学年が高くなるにしたがい友人などの交流に使用して
いることがわかる。
Ｑ．同様に、メール頻度は如何か。
Ａ．どの学年も１～１０回以内の使用が多く４０％を占めてい
いる。中学生になると、１１～３０回以内の使用が３０％となり
学年が上がるにつれて頻度が高い。また、中学２年生は
は１７．６％、中学３年生は１９．１％が５０回以上メール利用し
ていることが明らかになった。
か。「早寝・早起き・朝ごはん」運動を阻害する一因に結びつ
Ｑ．電話やメールの使用時間帯はどのような結果だったのか
いているのか。
Ａ．携帯電話の深夜（午後１１時～午前４時）使用については、小学生の８０％が「ない」と回答。中学１年生の３７．７％、
回答しており、「早寝」の阻害要因となり生活習慣の乱れが懸
中学３年生では６５．６％が「ときどきある」「よくある」と回
念される。
Ｑ．最近の事案で、「いじめている」様子を動画配信した事例
例もあるが、彦根市のネットいじめの実態は如何だったのか。
Ａ．携帯電話を所持している中学２年生及び３年生の８％が
が「ネットいじめを受けた」と回答しており、逆に「ネットいじめを
した」との回答も同様であった。この結果は、県の調査結
結果より若干少ない割合だが、中学３年生でネットいじめに
あった４人に１人が誰にも相談できない実態が明らかに
になった。
になった

②保護者の携帯電話の実態調査結果から
Ｑ．保護者が携帯電話を持たせた学年の結果は。
Ａ．小学生の保護者の場合、「４年生で持たせた」が３３．３％で最も多く、次いで低学年が２９．２％という結果であった。
中学生の保護者では、「中学１年生で持たせた」が３８．７％占めており、次いで小学６年生の１８．４％であった。
認識しなければならない。持たせる理由はどのようなものか
Ｑ．子どもに携帯電話を持たせるのは保護者であり責任も認
尋ねる。
Ａ 小中学校の保護者とも「いつでも連絡がとれる」という理
Ａ．小中学校の保護者とも「いつでも連絡がとれる」という理
理由が多く 小学校４８ ６％ 中学校４１ ７％であった
理由が多く、小学校４８．６％、中学校４１．７％であった。
Ｑ．フィルタリングサービスの利用有無について伺う。
と回答しているが、小学校の保護者で５８．９％、中学校の保
Ａ．８０％の保護者がフィルタリングサービスを知っていると
護者で４４．１％が利用しているにとどまっている。その理
理由として、設定の仕方がわからないとの回答が最も

5月

4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
14日

彦根市子どもフェス
スティバル
高宮子ども祭り
市議会幹事長会議
議
新政ひこね会派総
総会
（電）常任幹事会
彦根市観光協会理
理事会
松寿会定期総会
東北部処理場視察
察

15日
19日
28日
29日
30日

（電）滋賀地協労働調査(～18日)
臨時議会
高宮学区街づくり推進委員会
青年団活性化会議
６月議会議案説明会
幹事長会
会派会議
31日 高宮学区土木要望箇所踏査

6月

2日 （電）滋賀議員団会
会議(～3日)
4日 井伊直弼と開国１５０年祭開幕式
彦Ｐ連総務部会
9日 ６月議会開会
12日 （電）常任幹事会
13日 議会運営委員会
彦根市日中友好協
協会理事会
14日 彦Ｐ連定例協議会
会

16日
20日
21日
25日

一般質問(～18日)
産業建設常任委員会
高宮ＮＴ自治会総会
議会運営委員会
県・市合同高宮土木要望箇所踏査
26日 ６月議会閉会
29日 彦根市農業委員選挙告示
30日 （電）政策制度要求事前会議

市民の視線、考え方、疑問が私の原点Starting Pointに今こそ立つ 安藤
藤ひろし Ａｇｅ.36

http://www.ando-hiroshi.com

QUESTION&ANSWER
多いが、中学校保護者の場合は子どもから「音楽が聞
聞けない」、「見たいサイトが制限される」などの理由で利用
していないことも明らかになった。
Ｑ．家庭での携帯電話使用のルールはどのような状況か
か。
Ａ．「家庭でルールを決めている」と回答した保護者は小中学校とも８０％であり、「料金」や「学校のルールを守る」
もでは差異も生じている。
といった内容が重視されている。ただ、保護者と子ども

③課題と方策について
Ｑ．調査結果から、保護者と子どもの意識の乖離や課題が明らかになったと考える。当局の見解を求める。
Ａ．学年が上がるにつれて、メールや掲示板閲覧の利用が多くなっており、「ネットいじめ」や「学校裏サイト」「チェー
ービス利用率も低く、保護者の意識として「料金」に意識が
ンメール」などの課題が挙げられる。フィルタリングサー
働いている傾向に懸念を抱く。
Ｑ．課題解決を図るための、対策についての見解を伺う。
。
Ａ．調査結果を公表し、学校やＰＴＡ主催の行事や研修会
会などで、危険性やフィルタリングサービス利用促進に努め
たい。また、１１月１日に「彦根市教育フォーラム」を開
開催し、学校・家庭・地域に情報発信を図りたい。

２．今後のひこね市文化プラザ運営について
①指定管理者公募について
Ｑ．新たな指定管理者公募をおこなったが、その状況につ
ついて尋ねる。
Ａ．７月７日から９月１日まで募集を行った結果、２件の申
申請を受けつけた。
Ｑ．新たな指定管理者に対して、これまでの自主事業継続
続を求めているのか。
Ａ．「市民大学講座」など継続することを、公募要項や説明
明会において求めている。
Ｑ．新たな指定管理者への、解散する彦根市文化体育振
振興事業団スタッフの継続雇用は可能か。
Ａ．６月に設立した、ＮＰＯ法人「ひこね文化デザインフォー
ーラム」へ希望する者の雇用を予定している。また、公募要
項において、次期指定管理者はＮＰＯ法人と共同事業
業体を結成することを条件にしている。

３ 児童 生徒数増加対策に関して
３．児童・生徒数増加対策に関して
①高宮小学校の増築について
Ｑ．昨年６月議会で、高宮小学校の平成２５年度児童数は
は約５７０人とのことだが、予測増加数に変わりはないか。
Ａ．若干減少し、約５４０人と推計している。なお、現時点で
では、平成２６年度に約５８０人になると推計している。
Ｑ．平成２３年度には教室不足となるため増築を検討する
るとのことだが、計画について伺う。
Ａ．現在、担当課で平成２２年度増築実施に向けた検討を
を行っている。
Ｑ．地域への周知と協力依頼は、どのように考えているの
のか。
Ａ．検討中のため、増築決定時に地域の皆様へ周知とご
ご協力をお願いする。

②その他の小中学校の状況は
Ｑ．向こう１０年以内に教室不足や増築が必要とされる、小中学校はあるのか。
中学校は１２年後まで推計しているが、現在のところ教室不
Ａ．学区内の就学前幼児数統計から小学校は６年後、中
足や増築が必要となる小中学校はない。
7月

8月

2日 ７月臨時議会議案
案説明会
3日 Ｈｕｎｉｏｎ議員団視
視察研修(～4日)
視察研修(
4日)
5日 彦Ｐ連お父さんの研修会
日Ｐ大会総括会
7日 ７月臨時議会
11日 議会改革特別委員
員会
13日 （電）滋賀議員団会
会議(～14日)
15日 新政ひこね会派視
視察研修(～16日)
2日
4日
7日
8日

松下電工労組滋賀
賀支部定期大会
高宮連合自治会土
土木要望確認
彦Ｐ連三役会
新政ひこね会派会
会議
彦根総おどり
11日 議会改革特別委員
員会
10日 高宮学区サマーフ
フェスティバル
14日 さぬき高松おどり((～15日)

17日
19日
20日
22日
24日
25日
29日
30日

（電）議員団自治体研修(～18日)
議会三役情報交換会
高宮農協感謝祭
松下電工労組本部定期大会
（電）よろず相談会（栗東地区分会）
（電）フォーラムイベント(～26日)
日米修好通商条約締結１５０年式典
産業建設常任委員会視察(～1日)

20日 議会運営委員会
彦Ｐ連三役会議
21日 Ｈｕｎｉｏｎ議員クラブ総会
22日 議会改革特別委員会
日本ＰＴＡ大会(～24日)
28日 電器ものづくり・調達革新センター労協
29日 彦根市・犬上郡営林組合議会
（電）滋賀地協定期大会

INFORM
MATION
９月定例議会
総額４億１，７５７万円
円の一般会計補正予算案等
計２５議案 可決！
９月定例議会では、ふるさと納税制度の導入に伴
伴う「ふるさと彦根応援寄附事業」や「路上喫煙
防止周知啓発経費」を含む一般会計補正予算案や、
防
周知啓発経費」を含む 般会計補 予算案や、
、 ふるさと彦根応援寄附条例案」、 彦根市路
、「ふるさと彦根応援寄附条例案」、「彦根市路
上喫煙の防止に関する条例案」など、計２５議案に
に対して一般質問と各常任委員会で審議を行い、
原案の通り承認・可決いたしました。

議案関係
市一般会計補正予算（第３号）
議案第７６号 平成２０年度彦根市

補正予算額
４億
億１，７５７万７千円
予算累計額 ３４２億
億９，７７０万４千円
『主な補正
正内容』
◆ふるさと彦根応援寄附事業
業
◆路上喫煙防止周知啓発経費
費
◆介護保険基盤整備事業
◆彦根勤労福祉会館補助事業
業
◆歴史まちづくり計画策定事業
業
◆避難施設耐震化補助事業
◆デマンドタクシー試行事業
議案第７９号
議案第８０号
議案第８１号
議案第８３号

１，５０２千円
８００千円
３３，０００千円
８ ０００千円
８，０００千円
２，５８０千円
４４，０００千円
５，５００千円

ふるさと彦根応援寄
寄附条例案
ひこにゃん活動基金
金の設置、管理および処分に関する条例案
彦根市路上喫煙の防
防止に関する条例案
彦根市開国記念館の
の設置および管理に関する条例案 ｅｔｃ・・・

請願関係
請願第４号 教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願
（可決）

意見書関係
意見書第４号 教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める意見書
（可決）
意見書第５号 「滋賀県立荒神山少
少年自然の家の存続」に関する意見書
（可決）
9月

1日
3日
5日
6日
8日
11日
12日
13日

９月議会開会(～199日)
ＭＧＵ京滋地区連幹
幹事会
議会運営委員会
高宮学区自治会長
長会
一般質問(～10日))
産業建設常任委員
員会
議会運営委員会
高宮学区自治会・体
体振合同会議

16日
18日
19日
20日
25日
26日

会派会議
議会運営委員会
９月議会閉会
高宮小学校運動会
高宮小ＰＴＡ役員会
議会改革特別委員会
ＭＧＵ京滋地区連定期総会
27日 高宮幼稚園運動会

