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大阪府などが進めたコスモポリス計画の産業団地「テク
ノステージ和泉」の汚職事件で和泉市職員２名が逮捕さ
れました。
開発に絡む汚職事件は多く見られますが、”ついに和泉市
も”との思いを強くしました。
和泉市の次代を担う象徴のようなコスモポリス計画にこ
のような汚点がついてしまいました。
汚職事件は基本的にそれを犯した職員のモラルによって
いるとは言え、これを防げなかった和泉市並びにこれを
チェックすべき議会もその責任を免れません。
捜査が入る当日市長が研修会名目で旅行に行っていたこ
とが報道され、唖然としました。

＜質問＞
市長は今回の汚職事件についてどのように認識している
か。捜査当日研修で不在であった事、危機意識がかけてい
るのではないか
＜市長答弁＞
今回再逮捕の詳細は確認出来ていないが、
度重なる不祥事

で市民を始め関係者に多大のご迷惑をおかけしたことを
深くお詫びする。今後関係職員共々反省し、再発防止に向
けて職員一丸となって市民の皆様の信頼回復に万全の体
制で望みたい。又捜査当日の問題は民生・児童委員の方々
への配慮が優先した結果で、
市民の皆様の誤解を招くこと
になった事に対し改めて深くお詫びする。
＜市長への再質問＞
職員は今「和泉の職員はあのレベルか」と市民から厳し
い視線を浴びている。職員に対するメッセージはないか
＜市長答弁＞
視察から帰り直ぐさま部長会を開き、
不祥事を説明した。
＜質問＞
そのような事ではない。例えば職員へ難局を共に乗り切
ろうという直接のメッセージを届ける用意があるのか
＜市長＞
職員に動揺を与えないよう指摘のあったメッセージを含
め出来る限りのことをやりたい
＜質問＞
一般地権者の企業誘致に何故市の職員が関与したのか
＜答弁＞
一般地権者はコスモポリス事業の協力者であり、企業誘
致に積極的になるのは当然の事であり、
かつ企業誘致を推進することは本市財政
への貢献、雇用促進など極めて有意義な
事である。又民民間の取引とはいえここ
は多くの法的規制があり、地権者が不利
益を受けないよう土地取引の専門業者を
仲介することは当然の措置であった。
＜質問＞
これらの契約に大阪府からの指導はなか
ったのか

＜答弁＞
大阪府とは月１回程度会合で企業誘致の推進状況を報告
しているが、一般地権者の売買契約についての指導はな
い
＜質問＞
今回逮捕された仲介業者が多く関わっていることに不自
然を感じなかったのか
＜答弁＞
担当職員からの報告で一定の把握はしていたが、この業
者は地元に居住し、地権者とも知り合いであったことか
ら、一般地権者の意向に沿ったものと理解していた
＜質問＞
契約に誰が立ち会ったのか
＜答弁＞
契約に立ち会ったケースもあるが詳細は不明
＜質問＞
企業誘致業務の管理体制に問題があったのではないか
＜答弁＞
一般地権者の契約の状況は契約日、契約企業、企業の業
種について把握していたが、仲介業者は地権者が決定す
る性格のものであるから、口頭の報告のみで文書での確
認は行っていない。
＜質問＞
管理体制面からの再発防止策は
＜答弁＞
関係する誘致業務は複数の職員で対応する。進捗状況に
ついては地権者の協力を得て、関係書類を収集し、文書
で報告させるなどの対応で不祥事も防止につとめる
＜質問＞
今後賃貸契約で問題が発生した場合どう対応するか
＜答弁＞
現在は何の問題も発生していないが、地権者からの相談
には契約の経過等確認し出来る限りの対応をしたい
＜質問＞
今回のような不祥事を未然に防止するための、組織の自
浄作用を助ける内部告発者保護制度は考えないのか
＜答弁＞
全国的にもこの制度を実施している自治体は少ないが、
今後この制度を調査研究し出来るだけ速くこれを整理し、
他の自治体で有効に機能しているようであれば、今年度
中に実施を予定している倫理条例と併せて制定したい
＜質問＞
役所は人が財産であるが、本市には「人材育成基本方針」
があるか。又人材育成に関する基本的な考え及び和泉市
の期待する職員像はどのようなものであるか
＜答弁＞
様々な職員研修、職場研修を実施しているが、公務員と
しての職務規律の向上を含めた研修を充実したい。人材
育成基本方針は現在ないが、先進市の事例を参考にし研
究していきたい。今年度を目処に行いたい。
も研究したい。

槇尾川ダム本体工事の凍結と見直しを求める意見書は
今回日の目を見ませんでした。
議会運営委員会で一度は提出が決定し、その時は採択
の可能性もありましたが、その後の状況変化でこのよ
うな結果になり誠に遺憾です。
和泉市議会が脱ダムの流れに対応して変革する千載一
遇のチャンスを自ら放棄したことになります。
私がいろんな方々の意見に反対してこの提出にこだわ
ったのは、次の理由によるものです。
議会は議論する場であるのもかかわらず、採択の見込
みが無い意見書は提出さえしないという議会の体質。
更には一度賛成しながら意見書の中身に何ら変更がな
いにもかかわらず賛成意見を翻したこと。
議会がこのようなら市民の皆様が中心になってダムを
阻止すべくこれからも運動しようではありませんか。
私も決して諦めません。
今回意見書は表にでませんでしたが、一時は採択の可
能性があったため、市の推進担当部門は大きな危機感
を感じたことでしょう。
世の中は確実に変化しています。この結果を悲観する
ことなく今後もダム見直しについて議会でも主張し市
民の皆様と一緒に頑張るつもりです。

左の数字は住基
ネットの２次稼
働（本年 8/25）
以降から、９月
２０日迄おおよ
そ１ヶ月を経過
した段階での住
基カードの発行
枚数です。（分
母は発行予定枚
数）
この数字は一体
何を物語っているのでしょうか？
１ヶ月経過後でも計画枚数の僅か１％強に過ぎず、
市民全
体からみれば３０００人に一人しかカードを請求して
いないことになります。
“住民票がどこでも取れます”
の鳴り物入りでスタートし
た住基カードも市民から全く評価されていないことを
表しています。
一般の市民は住民票を年間何通請求するでしょうか。
それ
も和泉市以外の所から請求することは極めて希といえる
でしょう。
このような仕組みに膨大な一時費用と、
少なくない運営費
を使う意味がどこにあるのでしょうか。
住基ネットについては、2003 年度でシステムテスト
費用、ハードウエアリース料など約 233 億円が総務
省から予算要求されています。
和泉市では１４年度末まで人件費を除いて約５千万の開
発費、運営費はこれも人件費を除いて年間５００万円が
必要となります。
又住基カードは市民に 500 円で交付されますが、実際に
かかる費用との差額約 1500 円は国がこれを補填すると
しています。この差額は自治体が発行を予定する住基カ
ードの数にもよるが、
「数十億円規模」(総務省)としてい
ます。いずれにしても金食い虫の住基ネットです。

長野県での住基ネットへの進入テストの結果出る
進入に成功。ネットワークの脆弱性判明！
住民基本台帳ネットワーク（住基ネット）の安全性を検
証する長野県の実験で、インターネットを経由し自治体
の住基ネットに対し侵入が可能なことが分かった。
総務省はこれまで「障壁（ファイアーウオール）など適
切な措置を取れば、個人情報を保護できる」としていた
が、庁内ＬＡＮ（構内情報通信網）を通じインターネッ
トに接続している自治体の住基ネットは、情報漏えいの
危険性が高まった。
現在和泉市の住基ネットはインターネットにつながる
LAN とは直接つながっていないが、将来独自利用が始ま
るとこれをつなぐ必要性があり、極めて危険となる。

トリベー
ル和泉の
都市計画変更について、
大阪府の公聴会並びに市民への説
明に先立ち議員への説明がありました。
今回の変更の骨子は
・産業構造の変化に対応し当初企業誘致を考えていた
地域を公益的施設に変更する
・少子化に対応し小中学校の新設を削減する
・住宅需要の減少により住宅の低層化及び商業施設へ
の変更を図る
であります。
ここで気になることは、はつが野住宅地に関連する小中
学校の削減です。変更は上の図にありますように当初の
二つの小学校が一つに、
中学校の新設が中止されることで
す。
少子化に対応するとはいえ、
・今後の少人数学級に対応が可能なのか
・新設の東部小学校には現在通っている緑ヶ丘小学校を通
過して通学しないといけない地域や、緑ヶ丘小学校の
すぐ隣の方も同じような不都合が起こる
等の問題点を抱えています。
又もう一点はいぶき野にある調整池を住宅地に転換する
事です。私は槇尾川ダムに反対しています。新しい治水の
考え方からこの調整地を槇尾川の遊水池として活用す
る方策が考えられないか、今後市当局に質したいと考え
ています。

9/30 一般質問

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９月に６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。
これから厳しい冬を迎え毛布なども歓迎です。
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。

和泉教室作品展が開催されます。
・開催日 １１／１３−１１−１６
ＡＭ１０−ＰＭ５
・場所 和泉ｼﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ３Ｆ学習室
・連絡先 西原志満子
Ｔｅｌ ０７２５−５３−３１５３

＜昌子に日記から＞

ちぎり絵講習会

9/1 都市計画変更案議員説明会
9/2 まゆみ保育園、クレアール保育園見学
9/3 和泉中央駅会報配布、「私の見たフランスの生活と
人々」
9/4 和泉中央駅会報配布、わかば保育園、寺門保育園見
学
9/5 守口市長選応援
9/6 守口市長選応援
9/7 万葉講座
9/8 和泉中央駅会報配布、防犯会議
9/9 和泉中央駅会報配布、釜ヶ崎衣類搬入
9/10 和泉府中駅会報配布、ちぎり絵講習会、都市計画変
更説明会、市政相談会
9/11 議運、財産評価委員会、議員全員協議会、子育てサ
ロン会議
9/12 DV 講座
9/14 里道清掃
9/16 光明池駅会報配布
9/17 信太山駅会報配布、ゴミ出前講座（事務所行事）
9/18 北信太駅会報配布、本会議
9/19 民生企業委員会傍聴
9/22 産業建設委員会
9/23 緑ヶ丘小学校運動会
9/24 総務文教委員会傍聴、事務所運営委員会、地域福祉
計画ワークショップ、市政相談会
9/25 議運傍聴
9/27 ダム定例会

講師 西原志満子さん
・１０／８ （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

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)

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！

