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私は住基ネットに対して、個人のプライバシー保護の問題や多額の費用がかかり費用
対効果の問題などから一貫して反対の立場をとってきました。
今 回住 基 ネットの第2次 稼動に伴い発行される住 基カ ードの発行手数 料 およびそれを
処理する 設備の導入費用に関する補正予算が提案されました。これに対し 私は反対
の立場から本会議にて討論を行いました。

反対の趣旨は
住基ネットが基礎を置く住民基本台帳法にはこのシステムの中心であ
る全国共通の本人確認は含まれていません。
又住基カードに沢山の情報が集中することは利便性の反面危険性も増
大します。個人につけた一つの番号で何もかも照合できる世の中は、
国民総背番号制にもつながります。住基ネットは国民のプライバシー
を侵害し、憲法にも触れるものであると考え、これに反対します。

今回発行される住基カードは当面主として住民票発行等の本人確認に利用されます。
しかし膨大な費用をかけて構築する住基ネットが単なる住民票発行にしか利用できないので
は、無駄な投資の典型といわれてもやむを得ません。その為このカードには多くの情報が保
存できることから独自利用として各自治体独自で各種証明書の交付、公共料金の決済、図書
館の貸出などに利用出来る仕組みを用意しています。
先日の定例会での私の質問に対し、和泉市は 当面独自利用の計画は無い と表明しました。
しかし早ければこの秋にも独自利用の方向性が出されるかもしれません。
朝日新聞の全国自治体の調査によりますと、今回の２次稼動に合わせて独自利用の条例を制
定したのは、全自治体の1.4％の４５自治体にとどまる 事が明らかになりました。
条例を制定しない理由は『・付加サービスのニーズの見極めがつかない・具体的目的が無
い・費用対効果を考えると難しい 』等であります。
私は独自利用の拡大に伴う個人情報の漏洩の危険性を指摘していますが、もともと独自利用
そのもののニーズが現時点では明確でないという事です。電子自治体の構築という国のお題
目に自治体は背を向けているという構図です。
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私の加入する生協は数年前から松葉を採取してダイオキシン濃度
を測定する活動を行っています。前回測定した地域の中で特に高
い数値を示した大和川流域を調査するため今回松葉を採取しまし
た。
採取した松葉はカナダの専門機関に送り、測定値は秋頃わかる予
定です。松葉でダイオキシンを測定する調査は１９９９年から始
まり、調査やカンパで６万人以上の市民がこの活動に関わってい
ます。
私たちの住む地域（堺市、岸和田市、和泉市など）は内陸部の富
田林市などと比べて濃度が高い事が２００１年の調査でわかって
います。右のグラフがその値です。
（環境総合研究所ダイオキシン分析研究報告から）

大阪 近 郊 の松葉 のダ イオキシン 濃度 は

＜はつが野関係＞
・外周道路の安全対策の件
はつが野２丁目住宅地内の西側を走る外周道路が、和泉
中央線の信号設置によって抜け道となり、交通量が激増
しました。安全面や騒音の心配がありましたので、周辺
の住民の方々とお話しをしました。
市の担当の方と打ち合わせを行い、住民の方々の積極的
働きかけで１９７人（８７所帯）の改善要望への署名を
集めていただきました。先日和泉市長と和泉警察署長に
要望書を提出いたしました。
今回の要望は
・モンセーヌ西南十字路への信号機、横断歩道の早期設
置
・住宅地に隣接する公園への横断歩道の設置
・速度遵守及び飛び出し防止に対する有効策の実施
等６項目です。
住宅地の安全を確保し、騒音を減らすのは通り抜けを
やめる事が何よりの対策です。周辺の方々のご協力を
お願いいたします。
歩道が片方にしか
なく、歩道の無い
方に急カーブして
いるため、見通し
が悪く非常に危険
な道路です。

＜緑ヶ丘関係＞
・南北12M道路の舗装の件
南北道路沿線の住民の方から騒音が激しいとの苦情が寄
せられ、市当局が騒音測定を行いました。騒音は受忍限
度内とはいえかなり激しいので、部分的な補修と共に南
北道路の開通にあわせ、今年の秋以降順次補修をするこ
ととなりました。道路舗装予算の関係で、スケジュール
に沿って順次補修される予定です。
・バス停設置の件
予てより住民の方々から住宅地の中央部にバス停を設置
してほしいとの要望があり、３丁目南部の方々とお話を
させて頂き、市当局と打ち合わせをしました。
その結果、将来南部はつが野地区の開発にあわせ、バス
が開通したときには、緑ヶ丘南の鉄塔近辺にバス停の設
置が考えられるとの回答を受けました。
住宅地中央部にバス停を作ることは過去の経緯からも難
しいと思われますが、地域の今後の課題として取り組ん
でまいります。
・東西道路開通に伴う安全対策について
東西道路が６月に開通しましたが、もともと行き止まり
の道路であったため、横断する人は従来の感覚が抜け切
らず、思わずサッと渡
ろうとして、自動車に
ヒヤッとすることが多
いようです。先日も人
身事故が発生しました。
学校や PTA から安全
対策の要請が出ている
ようですが、寄せられ
た住民の声をもとに、追い越し禁止等の規制が出来ない
か打ち合わせ中です。

・バス停設置の件
はつが野地区の方から要望を受けていました、弘法寺と
はつが野口（モンセーヌ前）間のバス停を設置する件は
南海バスと都市公団の間で話し合いが持たれています。
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初めて審判を受ける稲田市政！
現在2期目、和泉市がどう変わったか、和泉市をどのような市にしようとしているのか？
井坂元市議 市議を辞職、初の挑戦！
今期を含め市議3期、今までの市議会活動はどうだったか、これから和泉をどうしようとしているのか？

地縁・血縁にとらわれず政策中心に
新しい和泉市にふさわしい市長を選んでください！

前号で御報告できませんでした槇尾川ダムの一般質問の内容を報告します。
今までの私の議会での質問を要約しています。

ダムが本当に要
るのか？

＜１００年に１回の大雨が降ったときの洪水規模の計算が不適切で、過大すぎる＞。
下流での最大洪水流量毎秒７１０トンを安全のためと称して根拠無く毎秒７５０ト
ンに切り上げている。
ダム直下での最大洪水流量を最大雨量をすべてダムに集めたとしても無いような過
大な値を洪水到達時間が短いとして使っている。洪水到達時間はどんな計算方式で
も大阪府の言うように短くは無い。

本当はダムが無くても河川改修で対応が可能

このダムは効果
があるのか？

治水行政に一貫
性が無い

厳 し い財 政 事
情 で もな お ？

＜槇尾川ダムの流域は全体の僅か 3 ％強、効果に疑問＞
流域全体の僅か 3 ％に降った雨をダムで抑えてもその効果は疑問。

もともとこのダム計画が出てきたのは関空の開発の土産。
作れるところに作るのが本音？
＜現在の治水の考え方は自然の保水力を生かした総合治水、治水行政に一貫性なし＞
市民への体験農業の提供と称して、泉州東部農用地の大規模な開発が進展中。
洪水を防ぐのに不可欠な緑を破壊し、ダムを作るなど治水に一貫性が無い。

ダムなど要らない。緑を保全し、流域全体で治水を行うのが改正された新
河川法の精神
＜財政が破綻寸前の大阪府。不要不急のダムに貴重な血税が無駄に使われる＞
和泉市民も自分の事として、このダムの無駄を考えねばなりません。

市民の血税を自然破壊に使ってはなりません。次の世代に残すのはコンクリー
トの人工物でなく、豊かな自然であって欲しい
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昨年は市内の全小学校
にお伺いし、小学校教
育の現状をつぶさに見
ることが出来、これを
もとに様々な提言をし
てきました。
今夏は保育園を訪ね実
情を直接見せていただ
き、これからの保育行
政に生かして生きたいと考えています。

第２回 定例会一般質問

7/4

第 ２回定 例会本 会議、 市議会 便り編 集委 員会、 ストッ プ民
桜井市 不耕起栽培見学

7/6

公開授 業〜堺ハッキョ朝 鮮初級学校

7/7

和泉中 央駅会報配布、地 域福祉計画学習 会

7/8

国府第 １保育所見学、家 庭・子どもサポ ーター会議

7/9

和 泉中央 駅会報 配布、 泉北水 道臨時 議会 、ちぎ り絵講 習会
和泉中央駅会報 配布、万葉の会 難波宮見学

7/11

信太山駅駅会報 配布

7/12

ふぇみん

辛 淑玉（しんすご ）講演会

7/13

ふぇみん

教 育基本法学習会

7/14

Ｓコープ大阪、 韓国訪問団交流 会

7/15

国府第２保育所 、芦部保育所見 学

7/16

財産評価委員会 、教育基本法学 習会

7/17

市民派議員学習 会

7/18

和泉中央駅会報 配布、南池田第 １，２保育所見 学

住基ネ ット学習会

7/22

光明池 駅会報配布、北池 田、北松尾保育 園見学

7/23

事務所 運営委員会、市政 相談会

7/24

和泉 府中駅会報配 布、横山第２ 保育所見学、緑 ヶ丘女性消

7/25

南松尾 、南横山保育所見 学、この子たち の夏朗読劇

7/27

槇尾川 ダム定例会、障害 者就労学習会

7/28

反住基 ネットデー街頭キ ャンペーン

7/29

幸、あ さひ保育園見学、 ピースウォーク 実行委員会

7/30

地域福 祉計画ワークショ ップ

7/31

和泉市 国際サッカー招待 試合、信太第１ 保育所見学

・日時 9/3（水）13：30〜15：00
・講師 中川みどりさん 参加費無料
画家の夫と共にパリで在住６年。買い物や子ど
もの学校のことなど等身大のフランスの生活を
経験。ファッション雑誌等で紹介されるフラン
スでなく、普通の人々の生活のあれこれを語っ
ていただきます。

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

パソコンで遊ぼう（無料）

８月は夏休みです

・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

（事務所行事）、市政相 談会
7/10

7/21

私の見たフランスの生活と人々

族暴力
7/5

光明池 自然観察会

講師 一柳三貴子さん
・8/6（水）１３：30〜 持物：折り紙 参加費無料
・ドラエモン、ピカ チュウ、ぴょんぴょんがえる等折っ
てみましょう

＜昌子の日記から＞
7/3

7/20

＜事務所行事＞
夏休み子ども折り紙教室

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。
第２回 定例会一般質問

NPO １ ００人委員会 ＴＯＳＨＩコンサ ート

防クラ ブ

衣類提供のお願い

7/2

7/19

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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