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員◎深田貴美子
武蔵野市議会議
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２００８年４月１日◎通巻第６号
発行◎深田貴美子といっぽいっぽの会

【

深

⑩月

25日
26日
27日

《いっぽいっぽ通信》
第3回市議会定例会では「校務情報化を進め、
先生と子どもたちのふれあいの時間を作る」こと
をテーマに、武蔵野市の教育現場における情報
化の現状を問いました。邑上市長、および山上教
育長からは「早急に検討し、対応を進める」との
回答を得ることができました。

貴

美
⑫月

むさしの外環地区協議会
自閉症協会
一中フェスタ・周年式典、
三中くぬぎ祭、
シルバー人材センター文化祭
東部福祉の会フェスティバル
港北区「びーのびーの」視察
佐藤竺先生学習会
養育家庭懇談会

子
2日

5日
6日
7日
8日
9日
11日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日

傾聴ボランティア
東コミセン臨時運営委員会
武蔵野市賀詞交換会
四小どんど焼き
武蔵野消防団出初式
クリーンむさしの新年会
三小どんど焼き
恵比寿エジソンクラブ
婦団協新年会
三中授業公開
全員協議会
浦安市視察
南町コミセン円卓会議

19日
21日
25日

動

報
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
29日
30日

②月

1日
2日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
11日

告

】

消防団定例会
JC賀詞交換会
男女共同参画市民会議傍聴
小・中一貫教育校
『三鷹市立連雀学園』視察
第四期長期計画調整計画
市民ヒアリング
本宿小授業公開、
むさしの外環協議会
九浦の家餅つき
策定委員会傍聴
九浦の家新年会
中学校連合音楽会
障害者福祉センター新年会
社協評議委員会
開発公社視察@磐田市
開発公社視察@静岡市
文教委員会、市川市視察
厚生委員会、雨情の会
南砺市そば祭り(〜10日)
浦安市イクスピアリ
『Camp Nepos』視察

*以上、最近の足跡から抜粋にてご報告いたしま
した。お招きいただき、参加させていただきな
がら、紙面の都合でここにご報告することができ
かったミーティングやイベントを主催された皆さ
ま、どうぞ懲りずにまたお誘いくださいませ。

の地域子育て支援拠点﹃どろっ

ぷ﹄を視察しました︒運営する

ＮＰＯ法人﹃びーのびーの﹄は︑

!

かつて﹃０１２３吉祥寺﹄を見て

﹁同じものが横浜にも欲しい ﹂

と活動をはじめたママたち︒日々

の子育ての悩みや︑お互いの子

どもの面倒を見合うことで︑地

域の信頼の輪が広がりました︒

親になるって︑子どもと格闘

して︑悩んで︑人に助けられな

がら学んでいくもの︒その体験

を地域に還元している﹃どろっ

ぷ﹄は︑地域のみんなの﹁もう

ひとつのおうち﹂として慕われ︑

http://www.kohoku-drop.

日閉会の第１回定例会︑お

︻議会報告会を開催します︼

３月
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27

親しまれているのです︒

☟
com/
よび平成 年度予算特別委員会の結

果をいち早くお伝えし︑今後の課題を

皆さんと検討したいと思います︒どう

19 10 19

ぞお気軽にご参加ください︒

４月 日︵金︶ 時︑本町コミセン

４月 日︵月︶ 時︑南町コミセン

４月 日︵土︶ 時︑九浦の家

﹃いっぽいっぽ通信﹄
は︑
ＦＳＣ

と思われますが︑早急な対応が

認証紙でお届けしています︒

このような現状への問題意識

求められているのではないでしょ
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活

29日
31日

18日

①月

の

市制60周年記念・武蔵野市
NPO・市民活動フォーラム
本会議
一般質問登壇
横河FC納会
ごちそうフェスタ
総務委員会
文教委員会、策定委員会傍聴
厚生委員会
建設委員会
外環道路特別委員会
および市民との懇談会
地域リハビリテーション
有識者会議傍聴
委員会審査報告
中途失聴者の会
外環道路国幹会議、世田谷区
民間放課後サービス視察
樋口恵子先生懇談
消防団年末特別警戒@安養寺

5日
6日
7日
8日
11日
12日
13日
14日
17日

1日 『Mu〜shop』認定式
2日 南砺市交流会
3日 市制60周年式典
4日 北町高齢者センター式典
5日 会派予算要望
6日 東部まちづくり協議会
9日 外環道路上空視察
10日 0123まつり
11日 むさしの青空市、
外環地区協議会全体集会
13日 文教委員会傍聴
14日 厚生委員会
15日 市議会障害者・高齢者体験
16日 建設委員会
17日 本宿小学芸会、三小展覧会、
本宿コミセン祭り
19日 外環特別委員会
21日 子育て支援事業導入候補事業
パペットミュージカル視察
23日 NPO法人『すぎコー』
障害者生活支援セミナー
24日 国際交流協会祭り
27日 九浦タウンミーティング

︵国際ＮＧＯ森林管理協議会︶

から︑武蔵野市の教育現場の情

うか

小学校５台︑中学

校２台の低水準︒

報化について︑一般質問で取り上

げました︒

﹇Ａ﹈

?

⑪月

◎議会報告

学校の先生の仕事には︑教室

での授業と︑職員室での作業が

本市の校務情報

あります︒このうち︑教室での

授業は時間が決まっているもの

化の現状は？

﹇Ｑ﹈

市内の公立小学校 校︑公立

12

すが︑一方で職員室での作業は︑

いまやエンドレスになってしまっ

備されているコンピュータの台

中学校６校で︑教員に対して配

本部が策定した﹃ＩＴ新改革戦

数は︑現在のところ小学校が各

平成 年１月に内閣ＩＴ戦略

先生がたは︑情報の安全管理

略﹄には﹁２０１０年度までに

校５台︑中学校では各校２台で︑

ているようです︒

に苦慮しながら︑しばしば家に

全ての公立小中高等学校等の教

ては︑ ％の低水準︒本市では

仕事を持ち帰らざるを得ない状

そんなことになっているのは︑ 備し︑学校と家庭や教育委員会

この対策を﹁武蔵野市総合情報

国の求める１００％配備に対し

との情報交換の手段としてのＩ

化計画﹂に位置づけ︑システム

員に一人一台のコンピュータを配

ほとんどの作業が手作業になっ

Ｔの効率的な活用そのほか様々

構築の検討を始めている︒また︑

20

況もある︑と耳にします︒

ていたり︑情報セキュリティの観

な校務のＩＴ化を積極的に推進

安全活用のためには︑サーバー

基盤のシステム導入も検討して

点から︑個人のパソコンの持ち

しかしながら教育現場におい

いきたいと思っている︒

する﹂とあります︒

す︒世の中︑今やこんなにＩＴ

ては︑教員が個人所有のパソコ

文科省モデル事

業への意欲は
?

込みに厳しい制限があるからで

化しているのに︑職員室はまだ

も多く︑児童・生徒の情報管理

ンを持ち込んで作業をすること

その職員室での作業には︑集

については︑教員が広く︑かつ

まだアナログな世界なのです︒

計や分析など︑データ作成や整

安全に活用できるシステムの整

20

﹇Ｑ﹈

理の作業がありますが︑そういっ

文部科学省は︑平成 年度の

概算要求で︑前年比１６３％に

備が求められています︒

さて︑国の求めている校務用

た事務処理作業にパソコンを導

入すれば︑先生がたの作業負担

あたる 億９７００万円の予算を

ン﹂として拡充し︑全国 地域

コンピュータの１００％配備に

コンピュータ整備率はどうなの

に対する３年間の支援が︑新規に

は大きく低減するはずです︒

るエネルギーが増え︑先生と子

でしょう︒現状では教員用コン

対し︑本市における教職員への ﹁学校教育情報化推進総合プラ

どもたちのふれあいの時間がも

ピュータの整備率は著しく低い ﹁教育情報化総合支援モデル事

その結果︑子どもたちに向け

たらされるのです︒
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28日
29日
30日
31日

田

◎ 事務局から
「寄付」
と
「購読カンパ」
のお願いです ◎
私ども『深田貴美子といっぽいっぽの会』では、 皆さまの声をお聞か

せいただく窓として、吉祥寺図書館の近くに地域活動の拠点を構えていま

す。またこの『いっぽいっぽ通信』も、フレッシュな市政活動のご報告とし

て、市議会ごとの年４回を基本にお届けしていきたいと思っています。

新人市議、深田貴美子も皆さまからお預かりしたパワーを最大限に振り

絞っていますが、なにぶん微力でもありますことから、恐縮ながら皆さまに

は「さらなるお力添え」をお願いするしだいです……応援してください！

郵便振替：００１８００５７８５８６ 深田貴美子といっぽいっぽの会

Ⓒ 2008 KIMIKO FUKADA & TEAM IPPO-IPPO / BOONIE BOO & BOONIE'S GENERAL SERVICE, ALL RIGHTS RESERVED.

なんと ％が水分で構成されて

できるか﹂といった︑高いＩＴ

度なネットワーク社会でなにが

充できれば︑小中学校でも﹁高

参加で教育現場のＩＴ環境を拡

こうしたプログラムなどへの

ヘリコプターによる﹁上空視察﹂

外環道路特別委員会に︑国交省

問題について認識を深めるため︑

員が誕生しましたが︑外環道路

では︑私を含めて５名の新人議

２００７年４月の市議会改選

土開発幹線自動車道建設会議﹂

日︑突如として開催された﹁国

暮れも押し迫った昨年 月

でしょうか︒

た環境が整っているからではない

都内で１位と高いのは︑こうし

います︒武蔵野市の平均寿命が

ら視察しました︒

リテラシーの下での学習に結び
を提案し︑実現しました︒

業﹂として盛り込みました︒

つけることが可能になります︒

80

大切だと思われますが︑その点

を担う子どもたちにとって実に

この視点は︑これからの時代
員外議員７名︑および職員の合

環道路特別委員会委員６名と委

当日はやや曇りでしたが︑外
央自動車道として基本計画が決

車道とし︑三鷹〜世田谷間を中

では︑練馬〜三鷹間を関越自動

きく進んだ︑といえるでしょう︒

定しました︒事業化の方向へ大
２００７年６月末で︑松戸市で
外環道路の建設は︑
大深度地
下法に基づき︑
地上の地権者の手

域住民によって︑
状況を確認する

買収が完了しました︒上空から

千葉〜埼玉〜練馬と上空から
方法が必要です︒
そのために︑
第

の及ぶところではなくなっていま

続く景色は︑緑と住宅がモザイ
三者による検証が可能な︑
データ

見ると﹁空き地の一本道﹂がた

クのようにちりばめられた武蔵
や資料の提示が絶対条件として

す︒
だからこそ︑
地権者および地

野市に︒この自然豊かな大地に
求められています︒

どれるほどになっています︒

トンネルを掘削し︑さらに計画
から消えていない地上部﹁外環
の ﹂を︑どのようにして通す

◎
﹃四長﹄
調整計画

市計画変更が決定して急速に用

ました︒しかし１９９６年に都

の請願採択で︑計画が凍結され

川︑松戸の両市議会と県議会で

の基本になっているからです︒人

ら汲み上げた深層水が︑飲料水

いしいのです︒それは深井戸か

せんが︑武蔵野市の水は大変お

市民にはあまり知られていま

将 来 像や基 本 的な理 念を 掲 げ

自治体にはそれぞれ︑独自の

定されました︒

期長期計画調整計画の原案が策

去る１月 日︑武蔵野市第四

というのでしょうか︒

地交渉が進み︑１９９９年から
た﹁基本構想﹂が定められてい

◎第１回定例会

のかを把握し︑いざというとき

害時に手助けを必要としている

のうち︑どれくらいの方々が災

は工事が急ピッチで続いています︒ 体は成人で ％︑赤ちゃんでは

員会が発足しました︒この原案
の会議を踏まえた﹁市民の声を

時には予測できなかった社会状
りどころとしての責務﹂を問わ

いくため︑自治体は﹁最後のよ

私たちの生活をよりよくして

さて︑その状況は３月 日の

の助け合いに生かそうというも

況や経済情勢の変化に対応する

れています︒近隣の自治体では︑ 方針並びに基本的施策﹂が報告

予算特別委員会で明らかになり

丁目〜４丁目﹂および﹁吉祥寺
本町１丁目 〜 番﹂です︒

突撃！ お隣の消防団︒
私の事 務 所のお隣に︑ 吉
祥寺東町︑本町︑南町周辺
を管轄とする﹃武蔵野市消
防団第二分団﹄があります︒
年 末の特 別 警 戒で団 員が勢
ぞろいし︑お忙しくも活気あ
ふれる分団にちょっとおじゃ
まし︑お話をうかがってきま
した︒
消 防 団は︑ 地 元の事 情に
詳しい方たちが︑火の用心な
どの防災活動から︑万が一の
出 火の際の初 期 消 火にまで
尽力する︑究極のボランティ
ア集 団︒ 災 害 時には自 分の
仕 事をなげ うって︑ 消 防 活
動ならびに応 急 救 護などの
活動にあたっています︒多く
は 地 元の市 民ですが︑ 在 勤
の団員というケースもあるそ
うです︒
現在︑武蔵野市の消防団
は団長以下 名の 分団で︑
定 員 合 計２６０名の体 制に
なっています︒お話によれば︑
祖 父・ 父・ 本 人の三世 代で
消防団活動に携わっている方
もいらっしゃるとのことです
が︑総じて若い力が不足して
いるそうです︒また︑深夜に
出 動することもたびたびあ
り︑ 家 族の理 解と 協 力が重
要だといいます︒
現 場での苦 労 話を 聞 くと
ころによると︑ 訓 練の習 熟
度に起因することがしばしば
あるようでした︒そのために
は訓 練の場 所︑ 時 間の確 保
は必須ですが︑その高いハー
ドルに挑まんとする︑志ある
若い力も︑もっと必要なので

し支援者は︑ほぼ同数︒足りて

する人は約１３０人︒それに対

ました︒東町で手助けを必要と

い続 けること

元旦の夜 明け前まで付き 合

える鐘撞き希望の参拝客に︑

てき ました︒５００ 人を 超

寺の除 夜 特 別 警 戒に参 加し

大晦日には︑吉祥寺安養

はないでしょうか︒

員会もはじまり︑平成 年度の

いるように見えますが︑車椅子

団 長さん︒ 地 域を 守り︑ 安

例会では︑平成 年度の﹁市政

の︒実施地域は﹁吉祥寺東町１

ためには︑計画の見直しが必要

され︑各会派の代表質問が行わ

平成 年の第 回定例会が

になります︒それが４年ごとに
すでに数年前から︑市民生活の

本構想・長期計画﹂の期間です︒ そして地域で支え合っていく仕

予算が審議されました︒予算特

ごと階段で助け出すことを考え

度から 年度までの﹁第四期基
この間︑介護保険法改正や障
害者自立支援法施行︑この春か

なのかという﹁課題﹂を吸い上げ︑
組みづくりが︑早急に取り組ま

別委員会のメンバーとして︑私

全を 祈る 消 防 団の方々に心

武蔵野市はいま︑一日でも早く

また 月 日には予算特別委

みづくり﹂に取り組まなければ

しっかりと見極めるべく臨みま

不在や病気があり︑多くの人で

めにはまだ︑５０％なのです︒
担 当する東 部 福 祉の会では︑
さらなる支援者を求めています

武蔵野市では調整計画の策定

したうえで︑正式な﹁調整計画﹂ 必要があります︒そこで武蔵野

によるパブリックコメントを反映

画原案﹂は︑意見公募の手続き

この﹁第四期長期計画調整計

援活動は地域が取り組んでいく

じめるまでの間は︑最低限の支

行政の公的支援活動が機能しは

☟ 東コミセン︵九浦の家︶

さんのお力を寄せてください︒

◎
﹃どろっぷ﹄視察

21

昨年 月 日︑横浜市港北区
29

年 という 分

れています︒

ると︑２人でひとりを支援する

ら 導 入 される 後 期 高 齢 者 医 療
たこと︑また２００４年の新潟

◎助け合いネット

際には対応できません︒そのた

支援グループを作らないと︑実
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私たち市議会議員には︑市民

見直しの重要性が増しています︒

て聴く﹂姿勢が︑いま強く求め
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を実施しています︒

人の願いです︒

して暮らせることは︑すべての

安全であること︑そして安心

対策の必要性が高まったことで︑ の皆さんの声に対して﹁傾聴す

県中越沖地震などから都市防災

ならないところに来ています︒

制度など国の制度改正が行われ ﹁ 市 民の生 活を支えていく仕 組
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県中越地震︑２００７年の新潟
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験者４名︑副市長︑市民会議か
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から感謝！

も市民の目線で︑新年度の予算
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が﹁私たちの予算﹂になるよう︑ 体制が理想的です︒支援者にも
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月 日に開会しました︒この定

策定される﹁調整計画﹂です︒

反映した案﹂といえます︒

れる予定です︒

これは障害者や要介護高齢者

千 葉 県 では １ ９ ７ １ 年︑ 市

約 ％︑市川市で約 ％の用地

計 名で視察に赴きました︒

意欲を持って手を
あげていきたい︒

定地を︑ヘリコプターで上空か

月９日︑外環道路の建設予
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かりしだい検討したい︒

であるので︑具体的な中身がわ

向上の取り組みを支援する事業

いないが︑教員のＩＣＴ指導力

要求で︑内容はまだ都に下りて

支援モデル事業は文科省の概算

いる︒御指摘の教育情報化総合

でも指導課に１名が導入されて

の派遣については︑すでに本市

教育情報化のための専門家等
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への取り組みの意気込みは？
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ブサイトにも同じ時期に公開さ

具体的な施策の方向性について
は︑ 名の市民による７カ月間

ます︒この構想を実現するため︑ らの市民委員５名による策定委
年ごとに策定されるのが﹁長

期計画﹂です︒
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現在︑武蔵野市では平成 年

しかし︑この長期計画の策定
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