元気に！とも子議会ニュース

＊
月議会の争点

住
｢基ネット問題 ｣

●一部の住民の住基ネットか
らの離脱について「個人の尊
重は 社会全体にと っても重
要」
離脱によって生じる障害よ
り個人のプライバシーを 守
る方が優先する。

マスコミ報道でもこの金額
が一人歩きしています。
もち ろん 個人のプライバシ
ーを守るのに、
金額の高い・
安

原告１名の住基コード削
除に３５００万円？
は納得できない

やっぱり、この
判決はスゴイ！
公共の福祉よ
り個人を尊重。

いと いう問題では語れません
が、この「金額の根拠」について
担当課に確認したところ、
●業者に見積もりをとったも
のではない。
●削除した市民専用にサーバ
ーを新たに購入したら最大で
これくらいあれば十分だと考
えられる金額。
と のこと で、時間がないな か
で取り急ぎ市長に報告したも
のだったようです。
市長は議会で、
費用は１００
万 円 と か ３５００万 円 と か
様々だが定かではな い。だか
ら各専門家による検討会の立
上げを説明していました。

「いやだ」とい
う市民に強要す
ることはでき
ない。地方自治
の本旨である。
（市長）

「
大阪高裁判決を支持し、最高裁に上告
しなかった」
市長判断を評価します！

〒562-000 1 箕 面 市 箕 面 2-1-34（みのお サンプラザ北 向 い）TEL/FAX 072-725-8351
http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/
e-mail: minonet-tomoko@nifty.com

大阪高裁判決のポイント
● 住 基 ネ ット の制 度 に は
個々人のプライバシー情報
が予期しない時や範囲で行
政機関に利用される危険性
がかなりある。（
個人情報保
護対策上の無視できな い欠
陥がある）

正式には「住民基本台帳ネッ
トワークシステム」といいま
す。国民に１１桁のコードを振
り、自治体と行政機関で国民
を特定する情報（住所・氏名・
年齢・性別）をオンライン化で
利用するためのシステム。

中西とも子
山あいの街・箕面を根っこからクリーンにしよう！

１２

●嫌だという市民にまで強
制はできない（
プライバシー
権の侵害、
憲法１３条違反）

「住基ネット」って何？

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

＊第 1７号

発行：2007 年 1 月

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ １２月議会報告

箕面市議会議員
無所属 「市民派」

●議会・行政を厳しくチェックし、税金のムダ使いを許
しません！
●情報を公開し、市民のみなさんと一緒に問題解決を
はかります！
●社会的弱者の立場にたって行動します！
●平和・人権・民主主義と環境を守ります！
●組織にしばられることなく自分で考え、行動します！

は費用対効果が見えず、担

ています。しかし、
自治体に

億円をかけていると言われ

運用コストは毎年約２００

億円もの費用が投入され、

システム構築には約６００

こそ最大の無駄遣いです 。

ら、
この住基ネットシステム

税金を 費や す と いうのな

ど損なわれません。削除に

な い市民の利益はほ と ん

からと いって、削除を望ま

大阪高裁判決を支持した

控訴人市民へのバッシン
グはお門違い。

★中西とも子のお約束★

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ １２月議会報告

当課はこれまで「市では効
果は算定できない」
と説明
してき ま した。総務省が
便利さを売り物にする「住
基カード」の普及率も僅か

●民 間 にデ ータ が流 出 して
利 用 される危 険 ●犯 罪 暦 や
病 歴 、遺 伝 子 情 報 や 図 書 の
利 用 な ど 個 人情 報 が名 寄 せ
され、国家に管理される可能
性も否定できません。
またこれらを中立的にチェッ
クす る第 三 者 機 関 もあ りま
せん。

専門員による検討会（市）

せ いむ ちょうさひ

名の議員だけ。各市町

保険組合の議決機関はわず

の自治体が加盟す る

市の意思が反映されに
くい仕組みも問題！

＊ マスコミで取上げられている「政務調査費」は、箕面市で

健康保険が来年度からス

府県単位の独立型の公的

して法律が改定され、
都道

老人医療費の抑制策と

恐れがあります。

した運用もかな わな くなる

取りはからってきた実情に即

ないます。これまで箕面市が

す る府単位の広域連合がに

みが整っていません。

い市の声を吸い上げる仕組

府の場合、議員を選出しな

るはずもな く、とくに大阪

村の意見交換が十分尽くせ

か

（複数の方より）

利きません。再検討を求め

「国の言いなり」
に歯止めが

こん な ものを 認め たら

くものではありません。

き ないなど 、到底納得のい

修正案を提案することもで

と 矛盾し、議案であ っても

「国の決定に黙ってしたが

う」と いうのは本来の趣旨

また、退職金についてですが、職員や市長・教育長には支給されます
が、議員に退職金はありません。
なお議員の報酬額の妥当性については、議員個々人によって活動状
況が異なるため、今後行革を進めるうえで、きちんと議論が必要であ
ると考えています。みなさんのご意見をお寄せください。

地方分権・
地方自治の流
れに逆行する！

しての研究・調査費にあてがわれるため、当然のことながら飲食費
には使えません。また、個人事務所の経費にも使えないばかりか、会
派を組んでいる場合は個人の会報を発行する費用に使うこともで
きません。市役所の議員控え室で使用するコピー機や文具、書籍・資
料購入や現地調査の交通費、研究会の参加費などに使います。もち
ろん、何れも領収書添付ですし、交通費は交通手段・行き先等も詳しく
書いて申請します。要は企業の出納と同じですが、領収書宛名は原
則的に「上」や「個人名」では通らず、「箕面市議会・市民元気クラブ」
と議会名・会派名が明記されていることが条件です。

中西は反対しました。

（中西） 箕面市議会の政務調査費は１ヶ月４万５０００円です。議員と

「広域連合」とは複数の自
治体が行政サービスを共同
で担うことを目的に設置す
るものです。広域連合の事務
は自治事務にあ たり、本来
は自治体が主体的に組織す
るものです。しかし、このた
びの広域連合は、
法律で自治
体に設置を義務付けており

はどのように扱われていますか？
また、議員の退職金はいくらですか？

０．
７％にすぎません。

危険性は？
総務省は「効果」がな か
なか上がらないので、
どん
どん対象事務を増やして
おり、
その分危険性も比例

今後、
個人離脱を求める市
民 への対 応 も含 め て調査 ・
検
討が始まりました。３月末を
メドに結論を出す予定です。

７５歳以上の高齢者は、
あらたな公的医療保険制度
に全員加入
２００８年～
保険料は２年毎に値上げ
になる？
料金徴収は市が行な うが

（抜粋）

タートします。

財政運営は全市町村が加盟

Voice

すると考えられます。

ない！！

今まで扶養家族だった
人も保険料徴収が！
有無を言わせぬ年金天
引き！

討ちの医療制
度改悪は許せ

事務所に寄せられた
声･声･声・・・
４３

２０

高齢者に追い

（
抜粋）

会的に認知されず 、支援策
が不十分。
●再就職や短時間の正規労
働など子育てしやすい労働
条件の整備が遅れているた
め 、パート就労を余儀な く
される。
●父親が養育責任を十分に
果たさない。
●母親を支援することは子
ど もの支援につな がる、と
いう視点がなく支援が弱い。
自分らしい生き方が選択
でき 、また子ど もは誰でも
平等の機会・
健やかに育つ権
利がある、
という人権が保障
される社会をめざすなかで
シングルマザーの支援があ
るのです。
さて、
箕面市ではシングル
マザーの深刻な状況をどの
よ うに受け止め 、支援策を
実施しているでしょうか？

箕面市のシングルマザー
支援はまだまだ！
国の基本方針に沿って各
市町村ではひとり親家庭を
支援する総合対策プランを

*議会傍聴しませんか

2 月 20 日 本会議
（施政・予算方針演説）
3 月 2 日・5 日 本会議
（代表質問）
3 月 7 日～12 日常任委員会
3 月 26 日・27 日 本会議
電話 ７２４－６７０５
メール
giji@maple.city.minoh.lg.jp

まずは、しっかりと実態調査
を行なうべき。現状把握なく
して施策化はムリです！

作っています。たと えば吹田
その他のトピックス
市では母子家庭の世帯状況や
児童扶養手当の受給者数の推 ● １２月議会の最終日に
市長不信
移、生活保護母子世帯の推移 自公民の議員から「
や世帯の平均所得など細部に 任決議案」が提案されまし
否決！
わたり、実態調査をおこな っ たが、
きっかけは住基ネ ット問
て冊子にまとめ ています。残
念ながら、箕面市はこのよう 題。本来なら、制度のメリッ
デ メリ ット について調
な詳細な実態調査がなく、総 ト ・
査、
議論を重ねるべきで、
何
合対策プランもありません。
でも市長批判のネタにして
し ま う のは 残念 な こと で
今後の取組みに期待して
す。
また、
具体的な支援策では
●９月議会で中西が指摘し
●夜間や休日保育の拡大を
た「箕面まつり」のプール金
●留守家庭児童保育の充実
問題について報告がありま
●公営住宅の福祉枠拡大
した。総会で承認されてい
●生活設計のアドバイスを
その他、経済的支援や就業支 るので問題はな い、と いう
援、相談機能の充実について もの。担当部長が出席して
いたはずなのに妙な話でも
質問しました。
あり、報告内容はまだまだ
情報不足で、さらに資料提
出を求めています。

傍聴できます！

＊ 一般質問から

１２２万 ５４００世 帯 にの
ぼ り 、５年 前 の調 査 から
は２８．
３％の増加です。

い込 ま れ る 状 況 と な って
います。

母 子 家 庭 の生 活 苦 は
何故か？
●男女の性 的役割分 業と
いう既成概念から退職・
結
婚・
出産・
再 就 職 と いうラ
イフサ イクルで「労 働 」が
一時的または家計補助的
に位置づけられていた。
● シング ルマザ ーが多 様
な生き方の一つとして社

氏名を書けば

月議会では、
「シングルマザーの支援策に
ついて」
市の姿勢を問いました。

母子家庭をとりまく
現状と課題について

36.0

しかし生 活 保 護 費 の母

212 万円

昨今、
離婚や未婚・
非婚そ

平成 14 年 589.3 万円

子 加 算 廃 止 案 や ２００８

34.8

の他の理由によりひとり親

229 万円

年 度 からの児 童扶 養 手当

世帯の平均収入

家庭が増加しています。厚

とした場合の母子

の削減な ど、シングルマザ

一般世帯

誰でも住所・

１２

母子世帯

一般世帯を 100

生労働省の「全国母子世帯

査結果報告」より）

ーはますます生 活 苦 に追

一般世帯と母子世帯の比較（厚生労働省「全国母子世帯等調

等調査」
では２００３年には

657.7 万円
平成９年

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
１２月議会報告

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ 活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

いんふぉめーしょん

＊中西とも子の活動報告（抜粋）
10 月

１日(日) みどり環境フェア
２日（月） 本会議、市民相談
３０日（金） 高槻市議会・傍聴
４日（水） 決算説明会、箕面市保健医療福祉総合審議会・障害
者長期計画部会・傍聴
５日（木）
高齢介護課・ヒアリング、心の会・定例会
７日（土）
２中運動会、都市計画道路廃止に関する説明会、
議会報告会
８日(日) 平和のまち条をつくる会・定期講演会
９日（月） 中西とも子の市政報告会＆懇談会
１０日(火) 決算説明会
11 日（水） 心の会ボランティア・為永病院
１２日（木） 桜保育所・見学、精神保健福祉ボランティア講座
1３日（金） 行政評価・行革推進委員会・傍聴、
箕面駅前周辺整備方針検討懇話会・傍聴
１４日（土） ふぇみん大阪・月例会
１６日（月） 男女協働参画施策研究会
１７日（火） 瀬川保育所・見学、交通を考える会
１９日（木） 近畿市民派議員交流・学習会 IN 高槻
２０日（金） 高齢福祉課・ヒアリング
２３日（月） 永寿園（老人ホーム）視察
２５日（水）～２６日（木） 決算委員会
２７日（金） サンプラ「地区福祉拠点」披露会、決算委員会
２８日（土） いきいき祭り
２９日（日） ふぇみん箕面支部・定例会、平和条例をつくる会
３０日(月) 決算委員会
３１日（火） 東京出張（自立支援法を見直すシンポジウム、
教育基本法特別委員会）

１１月

1 日(水)財政問題勉強会
豊中市箕面市養護老人ホーム組合議会
平和のまち条例をつくる会
箕面市商工会議所設立２０周年記念式典
ハート＆ピースの集い、平和のまち条例をつくる会
議員研修会「次世代を担う子ども」
ニュース１５号駅前朝ビラまき、後期高齢者医療制度
説明会
８日（水） 箕面市子ども育成推進協議会 次世代育成支援対
策部会・傍聴
９日（木）
西部・北部地域生活支援センター見学
１２日（日） 戦没者追悼式、財政問題学習会、平和のまち条例を
つくる会
１３日（月） 大阪府就労支援センター・能力開発学校視察
１５日（水） 市民相談
１６日（木） 後期高齢者広域医療制度の説明・意見交換会（府）
１７日（金）
箕面市保健医療福祉総合審議会・傍聴
１８日（土） 生野区朝鮮初等学校公開参観、ＤＶ問題学集会、
１９日（日） 平和のまち条例をつくる会
２１日（火） 第二名神高速道路勉強・意見交換会（茨城土木）
２２日（水） 子ども育成推進会議・傍聴
２７日（月） NPO 市民活動促進検討委員会・傍聴
２８日（火）
豊中市箕面市養護老人ホーム組合議会定例会
２９日(水) １２月議会・議案説明会
２日（木）
３日（金）
４日（土）
５日（日）
６日（月）
７日（火）

１２月

２月 ３日（土）午後２時～４時３０分
● 中西とも子と箕面から変えようネット！
総会＆新年の集い
お 楽し み
第１部 ２時～２時５０分 総会
に！
第２部 ３時～４時３０分 新年の集い
場所：中央生涯学習センター２Ｆ（メイプルホールの建物）

☆２部では「十三のピカソ」こと堀口画伯を迎えて！

２月 ４日（日）午後２時～
● 平和を考える連続学習会

有効数：４２６４筆
が確定しました！

「平和のまち条例を語ろう」
―署名結果報告と今後のスケジュールほかー
ゲスト：杉谷 伸夫さん（無防備平和と市条例をめざす向日市民の会）
場所：市民活動センター（ヴィソラ内） ☆参加費：５００円
主催：箕面市平和のまち条例をつくる会

２月 24 日（土）午後 2 時～4 時
●市民企画講座 講師：W・S ひょうご（民間相談機関）
「夫や恋人の不機嫌が気になりませんか？」
－身近なところでおこる DVー
女性のみ
場所：市役所第３別館４階会議室
☆一時保育あり（２月２０日までに７２４－６９４３へ申込みを

＊収支報告
箕 面 から変 えようネット！！！
2006 年10 月～12 月
単位（円）

中 西 とも子
2006 年 10 月～12 月
単位（円）
【収入】
議員報酬
期末手当
合 計

【収入】

1,738,500 3ヶ月分
１8，０００ 養護老人ホーム組
１、５６４．６５０ 合議会議員報酬を
１２，０００ 含む
3,333,150

【支出】
所得税
共済組合掛金
議員団費
積立金（会派）
国民年金
保険料
住民税・
固定資産税他
中西拠出金

20５，415
３０４，４０0
9,000
15,000
41,580
２４３，７００

3ヵ月分
3ヵ月分
3ヶ月分
3ヶ月分
3ヵ月分
3ヵ月分

１４３，２００ 3ヵ月分

繰越金
中西議員より
年会費
カンパ・その他

１，２４3,0９８
800,000
3,000
17，360

合計

2,063,458

【支出】
家賃
人件費
光熱費
事務機リース料
通信費
ニュース会報費
会員活動費
備品・消耗品費
他団体費
諸経費・雑費
繰越金

24０，００0
124,８００
15,618
79,53０
88,749
108,815
25,979
3,680
2,400
3,264
1,370,623

１日（金）市政５０周年記念式典、高齢福祉課ヒアリング
８00,000 箕面から変えよう
４日（月） 本会議
ネット!へ
５日（火） オアシス運動
生活費・
６日（水）～８日（金） 常任委員会
個人活動費
１，７５０，５００ 3ヵ月分
７日（木） 本会議、常任委員会
９日（土） マリーンズ・ゴーホーム鑑賞、平和条例署名活動
合 計
2,063,458
合 計
３，３３３，１５０
１０日（日） ふぇみん箕面支部定例会、平和条例署名活動
１１日（月） 常任委員会
○●● 編集後記 ●●○
1３日（水） 箕面市介護サービス評価専門員の合議による会議
１５日（金） 豊中記者クラブ会見
＊今号は「地方自治」がテーマです。何かにつけ「国が決
１８日（月） 男女協働施策研究会、平和のまち条例・署名活動
めたことだから」というふうに簡単に諦めがちですが・・・本
２０日（水） 都市計画審議会・傍聴
当にそうなん？という疑問と怒りが湧いてきます。もっと
２１日（木）・２２日（金） 本会議
NO！と言えるはず。役所
２４日（日） 市民展、平和条例署名活動
(4)地域の視点で「お上の決定」にも
この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。
の「常識」を見直すことこそ真の行革への１歩では？ （N）
２８日（木） 住基ネット・専門員による検討会・傍聴

