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③長野県の本人確認情報保護審議会答申や一連のウィルス
感染事件でも明らかなように、住基ネットおよび国の機
関を含む各行政機関庁内LANのセキュリティ状況は、き
わめて危険なレベルにあると言わざるを得ない。
④２次稼働で交付が始まる住民票コードも本人確認情報も
住基カードも、将来プライバシー侵害につながる危険性
の極めて強いものである。

住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）が
8月25日から2次稼動を始めました。
昨年の 1 次稼動に続いて
① IC カードを見せれば全国どこの市町村の窓口でも住民
票の写しが取れる（広域交付）
②各自治体が住基カードを使って、公共料金の決済や図書
の貸出などの独自サービスを住民に提供できる（独自利用）
が本格稼動の中身です。ところが②の独自利用は前回の会
報でもご報告の通り「システムの構築に数千万から億単位
の費用がかかるのに、それに見合う住民ニーズが無い」と
して全国で独自利用を開始するのは 45 の団体に過ぎませ
ん。和泉市は今回見送りましたが今年中を目途にその方向
性を打ち出す予定です。
私は昨年 9 月の異議申し立て、同じく 11 月の意見陳述に
引き続き今回の 2 次稼動に当たって、和泉市に次の申し立
てを行いました。
この住基ネットの問題は次の 4 点です。
①数百億円という膨大な投資に対して、住民に還元される
メリットは微々たるものでしかなく、自治体にも過大な
負担を強いるばかりである。
②すでに世界的には認知されている自己情報コントロール
権に照らせば、改正住基法も個人情報保護法（基本法・
民間法、行政機関法）もそのレベルには達していない時
代遅れの制度である。

これらの問題をもとに、今回次の申し入れを行いました。

１．都道府県センターとの接続を中止すること。
２．住基カードの配布を中止すること。
３．国及び都道府県に対して、住基ネットの中止を求める
こと。
４．住民からの離脱（中止）請求を認めること。
５．住民基本台帳の大量閲覧を原則禁止とすること。
６．ＤＶ・ストーカー対策を実施すること。
７．住民の意向調査を実施すること。
８．住基ネットに関わる公開討論会を開催すること。
９．住基ネットだけでなくすべてのシステムに関わる「セキュ
リティ・ポリシー」を確立し、公表すること。
１０.庁内ＬＡＮのセキュリティ確保を業者任せでなく主体的
に実施すること。
８月末現在カード発行枚数は ２４枚。
発行予定は４０００枚。この数字は一体何を物語ってい
るのでしょう。市民はカードに魅力を感じていないのでは
ないでしょうか？
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現在槇尾川ダムの見直
しを求める連絡会は市
民の皆様にダム問題を
正しく理解して頂くた
めのビデオを製作中で
す。

増加する事業費

槇尾川ダム事業費は現在既に 3 割の増加が見込まれています。
他の多くのダムでも建設費が大幅に膨らむ例が多く見られることか
ら槇尾川ダムも建設が本格化すると、更
に費用の増加が生じる可能性も否定でき
ません。

大阪府2ダムから撤退へ
一方大阪府は５年連続の赤字を発表。
実質収支は５年連続の赤字で、赤字額は 362 億
円。前年度より 10 億円減ったが、将来の借金返済のために積み立てている基金の取り崩し額が前年度
より 568 億円増の 1145 億円に上っており、財政状況はいっそう悪化している。借金にあたる起債残高
は過去最高の 4 兆 1341 億円。府民１人あたり 46 万 9 千円の借金を抱えている計算だ。財政の硬直度
を示す経常収支比率は106.9と９年連続で100を超え全国で最悪、独自事業を展開する余裕はない
こと示している。
このような中で国土交通省が計画している丹生ダム(滋賀県余呉町)と大戸川ダム(犬津市)につい
て、事業に参画している大阪府が撤退の意向を同省に伝えた。国交省は建設が必要だと主張し
ているが、淀川水系流域委員会の「脱ダム」提旨を受け計画を見直し中で、府の撤退方針はダ
ムの必要性をめぐる議論に影響を与えそうです。
厳しい財政事情がダム撤退の判断を決定付けたもとと思われます。

上越市に保育と環境行政を 8/19,20 の二日間視察しました。
今回保育で特に関心があったのが、

保育園士と365日24時間体制の
特別保育（ファミリーヘルプ保育園）
です。保育園士という聞きなれない言葉はこの上越市が発
信もとです。この保育園士は財政難からひねり出した苦肉
の策で、財政難で正職員は増やせない中、不況で雇用を創
出する必要性も出て、浮上したのが保育園士です。
今回保育園士の高橋さんとお話しする機会がありました。
高橋さんは「 57 歳で早期退職後、このままでは体がなま
る。何とか地域に恩返しが出来ないかと保育園士に応募し
た。今はこれが生きがいになっている」と話されました。
核家族化が進展する今、世代間交流が図られ、財政難と雇
用創出を解決する一石二鳥以上の効果があるこの「保育園
士」はとても魅力のある制度でした。
365 日 24 時間体制のファミリーヘルプ保育園は H12 年 11
月に開設され、一時的に保育が出来ない場合に利用できる
もので、乳幼児を持つ家庭のトータルの子育て支援を図る
ことを目的に展開しています。何よりもこの存在が、子育
て真っ最中の保護者に安心感を与える効果は大変大きいと
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感じました。
上越市は平成 10 年 ISO14001 を取得
し 、「地球環境都市宣
言」を行い、市民生活
に密着しながら着実に環境問題の克服に
向けた取り組みを推進しています。環境
目標を具体的に定め、それをトレースし
ており、下は平成 14 年度の目標達成率です。

週間ダイヤモンド誌より（2001 年度決算から）

近隣市の財政破綻度

財政の破綻度を
・財政運営の健全性を計る経常収支比率（％）と
・借金の元本や利息の支払いなどがどれぐらい財政を圧迫して
いるかを示す起債制限比率（％）
・一般財源で全額純債務を返済するのに何年かかるかを示す純
債務返済年数 （年）
で数値化したものが左表で近隣市の状況がつかめます。

和泉市は大阪府では比較的健全な位置を占めていますが、全
国的にはその順位は半分よりやや悪い所に位置しています。
最近の相次ぐ大型施設の建設により借金にあたる地方債残高
が増加していること、人口の伸びに支えられた税収入も転換点
を迎えていることを考えると楽観は許されません。
財 政破 綻 度全 国 ランキン グ（6 95都 市 中）
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大阪府は全国的に見ても財政が厳しい自治
体が多く、695 都市中悪いほうから 10 ％以
内に入る自治体は
泉佐野市、泉南市、泉大津市、岸和田市、
高石市と当市の近くの自治体が名を連ねて
います 。
又大阪府の財政破綻度は都道府県でワース
トワン。全国最悪の財政状況です。
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8/22 信太山保育園見学、住基ネット大阪府交渉
8/24 消防団総合訓練、ダム定例会
8/25 北信太駅会報配布、関空２期工事見学、地域福祉ワ
ークショップ、住基ネット和泉市申し入れ
8/26 ひかり保育園見学
8/27 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、市政相談
会
8/28 和泉中央駅会報配布、すいせん保育園見学、女性消
防クラブ
8/29 自治体学会 in 大津
8/30 槇尾川自然観察会、新屋英子「チョゴリの被爆者」
8/31 防災講演会、ダム定例会

議会の傍聴にお越しください

＜事務所行事＞
ちぎり絵講習会
講師 西原志満子さん
・9/10 （水）１３：〜１６：
・１１月の作品展にむけて力を入れて創作していま
す。初心者の方もどうぞ一度お越しください。
・参加費無料 但し材料費は実費１０００円程度

衣類提供のお願い
ホームレス の皆さん
に定期的に 衣類の提
供を続けて います。
ご不要にな った衣類
の提供をお 願いしま
す。
たくさんの 方々のご
協力を頂い ておりま
す。
皆様のご好 意は７月
上旬に５回 目として
お届けしました。
出来れば男性大人用の衣類を希望しています。
宜しければお家まで引き取りにお伺いします。
ご協力頂けます方は
Tel 0725-54-2626 小林迄ご連絡下さい。

万葉講座
・講師

大高勇さん いずれも午後２時より
・会費 ３回で １，０００円
・20回10/11（土） 永遠の別れ
・21回11/23,24（土、日） 一泊万葉の旅
近江を訪ねて
・22回12/１３（土） 山陰の旅（Part2)

ゴミの出前講座
ゴミの分別に困ることはありませんか？
市の職員が具体的に話し、スプレー缶の出し方等実
演もします。
・９／１７（水)10:30〜12:00
・場所 小林昌子事務所
・参加費無料
・Tel 0725-54-2626 9/15迄申し込み下さい

＜昌子の日記から＞
くすのき保育園見学
市民派首長講演・交流会
自治体議員勉強会「危機管理」
和泉中央駅会報配布、鶴山第１保育園見学
和泉中央駅会報配布、和泉保育園見学、子供議会傍
聴、小地域ネットワーク
8/6 和泉中央駅会報配布、ハート会議
8/7 光明池駅会報配布、市議会便り編集委員会、南部市
議会議員研修会
8/8 全国革新議員会議
8/11 緑ヶ丘保育園見学
8/12 鶴山第２保育園見学、横山第１保育園見学
8/19,20 上越市視察
8/21 和泉府中駅会報配布、EM 交流会

8/1
8/2
8/3
8/4
8/5

パソコン講座（無料）
・毎週 木、土曜日 １４時から
パソコンが初めての方もどうぞご遠慮なく。
word、excel,一太郎お悩みの方もどうぞ、この会
報位出来ますよ！
初めてこられる方はご連絡下さい
Tel ０７２５−５４−２６２６

市政相談会を開いています
・第２，４水曜日 ２０時〜２１時３０分
・場所 小林昌子事務所
お気軽にどうぞ！
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