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箕面市議会議員

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！

無所属 「市民派」

今「地方自治」の中身が問われている！

これまでの関連事件（
抜粋）
電磁データの便利さと危険性は紙一重

１９９９年 宇治市 ２１万件の住民票デー
タが漏えいし、
第三者に渡る（
データ売買）
２００２年 福島県岩代町 住民基本台帳
のバックアップデータ（
全町民分）
が盗難
２００３年 北海道帯広市 戸籍データ を
記録した磁気テープが宅配便で移送中紛失
２００７年 愛媛県愛南町 全住民の住基
ネット情報がインターネット上に流出発覚
北秋田市でも１１万件の流出が発覚
その他、
住基カードの不正取得（
第三者が本
人になりすまし）
や偽造事件など多数。

デメリット 個人情報が名寄せや デー
このように、
市民にとっては、
多額の税金
タマッチングで結合される。監視社会、
悪 を使う割には、たいしたメリットがなく、む
徳商法の温床に。盗難や紛失事故が多数。 しろ危険性が高いものといえます。

メリット 年金受給者の現況届け不要
住民票の交付が他市でもとれる
国家試験の住民票提出が不要
市町村間の入転出事務の合理化

システム構築費（
累計） ６，
０００万円

箕面市では市民カードや自動交付機が
導入されており、
住基カードがなくても
不便を感じない体制がすでにあります。

住基ネットの少ないメリット
危険で怖いデメリット

してこそ、
地域で暮らす住民の利益を守ることができるのだと思います。

え方でした。地方は国の出先機関ではなく、
地方に与えられた権限を駆使

な議論や、
国や府の意向に逆らえないとする地方自治の流れに逆行する考

て、
大きく議論が分かれました。そこで見えたのは「市民不在」の後ろ向き

ネットの大阪高裁判決を実行するための方法や、
「選択制」の実現をめぐっ

６月議会は争点となる議案がほとんどありませんでしたが、
唯一、
住基

最大の行政改革は、
職員＆議員の意識が変わること

〒562-000 1 箕 面 市 箕 面 2-1-34（みのお サンプラザ北 向 い）TEL/FAX 072-725-835 1
http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/
e-mail: minonet-tomoko@nifty.com

● 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！

そもそも住基ネットは矛盾だらけの
システム。市町村の責任で行う事務な
のに、
市町村の主体性が発揮できない
のはお かしく 、改正地方自治法でも
“
国府は市町村の自治事務を尊重し、
法的解釈をすべき”
となっています。
専門員によ る検討会の答申を日本
弁護士連合会や法律の専門家も支持
しているのに、自公民の議員がそろっ
て「法律違反」を繰り返し、
総務省の言
い分を代弁しました。箕面市では個人
情報保護条例を制定する時に、
審議会
で来るべき電子化社会に向けて個人が
自分の情報をコントロールできる権利
について丁寧に議論されました。少な
くと も「いや だ」と いう市民の権利
は護るべきです。「個人の尊重」と自
治体の姿勢が問われています。

６月議会で自公民は
市民の利益を護るより、
国の意向を代弁し、
市長 を批判

★中西とも子のお約束★
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●箕面駅の周辺整備について
一[般質問から ]

市民の声（パブリックコメント）
をどう活かすのか？
障がい者や高齢者市民の声を
聞 かず に計 画 が ま と め ら れ
た。今後、
当事者の声をどのよ
うに吸い上げていくのか。
必要に応じ、
団体の意見を参
考にする。
③駅前の活性化は、「きれいに
しただけ」では失敗すると、他
市の例が示しており、
常識とさ
れている。商店街全体で、ど の
ように取り組むか、
具体的に検
討されているのか？

３２

２６件、
１３７項目に及ぶ市
民意見が寄せられました。率
直に計画実現を望む声もあ
れば、
厳しい指摘や疑問点も
投げかけられました。
そ のな か で市 は 「検 討 す
る」と前向きに取り組む回答
が沢山ありました。どのよう
に前向きに解決をはかるか、
質問したのですが、
残念な回
答が目立ちました。
①さて、これらの課題は具体
的に、
どのような組織と手順
をふんで検討されるのか？
「箕面山七日市」
に取り組む。

梅雨の晴れ間に散歩に出た。家
並みを外れて、
田んぼの畦道に入
った。コンクリート作りの小さな
溝の両側には田植えを終えたばか
りの稲の苗が風にそよいでいる。
目を上げれば、
緑豊かな箕面の
山々が美しく青空に映えている。
ふと昔を思い出した。田舎の風
景である。今足もとにある小さな
溝には澄み切ったきれいな水が流
れ、
浅い水底には小さな水草が流
れに揺れて、
両側の土手には雑草
や可憐な草花が咲いていた。
子どもの頃、
その畦道を朝早く
露を 踏ん で歩くのが楽しみ だ っ
た。
田植えが終わり、
浅く水をはっ
た田んぼ には、メダ カ・
ドジョウ・
タブナ・
ゲンゴロウ・
カエル・
ナマズ
などが住みついていた。私の姿が
水に映り、
驚いて小さく泥をかき
あげて逃げていった。
これらの小さな可愛い生き物

は溝や田んぼにいる虫や水草などを
食べて、
稲や作物の生育に役立ってい
た。
当時は殺虫剤や農薬などは無かっ
た。雑草取りはすべて家族総出で行
い、
昼時には畦道で揃って昼ごはんを
食べるのが何よりも楽しかった。
時には、
メダカやドジョウをすくっ
て持ち帰り、
家で小さな水槽で飼って
楽しんだが、
２～３週間後にまた元の
ところに返してやった。
今の子どもたちには放課後、
鞄を
放り出して友達と泥んこになって陽
が沈むまで自然と自由に遊べる時間
と環境を与えてやりたい。頭でっかち
だけの子どもはいらない。整えてや
るのは大人の務めである。
水と緑と空気のきれいな箕面のま
ちづくりは端緒についたか。

●皆さまからの投稿を募集しています。これか
らの箕面のまちづくりについてご意見をお寄
せください。文体・書式は問いません。ＦＡＸ・
メール・郵送にて受付（一面をご参照下さい）

委[員会質疑から ] では、医師らの心身の健康が不
知っていますか？
安であるし、
医療過誤にもつな
箕面市立病院の当直医師らの勤務実態
がりかねない深刻な問題です。
医師不足という現状があり、
すぐに解決でき る課題ではあ
りませんが、
働き甲斐のある医
療現場、
労働環境の改善をはか
ること が医師確保にもつな が
ると考えます。

こんな箕面にしたい！

明確な回答なし。
―医師の特別勤務手当てを値上げする条例改正で明らかに―
●まちづくりの観点が弱い。活
約３０
性化策を 問えば いつも 「七日 当直すれば連続 時間勤務 で勤務。当直とはいえ、
人の救急外来があり、
仮眠が
市」。税金を有効に使うシビア 月５回以上の診療科も！
十分にとれる状態ではありま
な視点が見えないのが残念。
１日働いて、
勤務終了後その せん。翌朝、また勤務なので、
さらに追求していきます。
まま当直すると、
また朝まで 連続 時間働くことに。これ

④７億～８億円を かけると い
う見積もり明細と、
費用対効果
は？

Ｔ・Ｍさん）

「箕面の自然、子どもに残せるまちに」
（石丸
３２

庁内の施設を 管理す る担
当部署と 警察な ど の関係機
関と協議して決める。
（
懇話会のような学識経験者
や市民が入った組織で再検討
することはない）
②箕面市交通バリアフリー構
想に基づき、
整備されること
にな っているが、駅前の段差
の問題も解消されておらず、

●新連載●市民リレートーク
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か、
主なものを報告していきます。

政務調査費を使って何を研究した

改革を引き伸ばす自公民の姿勢は理解できない！
議会営委員会の視察（
毎年、
一泊で他市の議会改革を学
進まない議会改革に市民の怒りの声を
ぶ）
は意味がなく、
単なる旅
行と 一緒です 。小学校の扇
会派間の代表者会議（幹事長 い」とか、「これまでも議論し
風機設置を「むだ遣い」とい
会議）
で、
議会改革を進めるため てき た」（だから もう必要な
う一方で、
税金を使って行く
に「協議会の設置」を提案したと い）
、
とかまるでやる気のない
視察を活かさず、特権も返
ころ、自公民の各会派から は信 反応に愕然としました。今す
上しない議員の姿勢が問わ
じられない反応が！「
時間がな ぐ改革に着手しないのなら、
れます。私は諦めず、
今後も
追求していきます。

中西とも子の
「政務調査」報告①

介護者支援策を考えるセミナーに参加

や陳情などは
議会事務局経由
でどうぞ。（直接でもＯＫ）
事務所に寄せられた
声 声 声・
・
・
･
･
（
抜粋）

*各議員・議長宛の要望

います。
是非、
ご参加ください。

●この報告会を９月に予定して

④水道管ですが、
担当部局によると①②④は

ると いうケ ースが少な くあ り
箕面の滝がモータ ーで循環されて
ません。今回のセミナーでは、 Ｑ 現在、
おり、
これは止々呂美の開発でトンネルを作っ
海外の支援策をどう取り入れ
たため に滝が枯れたから、
というのは本当で
て地域で実践していくか、
三富
しょうか？また、
このニュータウン開発も元が
紀敬（静岡大）
教授の基調講演
のあ と 、学者・
厚労省老健局課
とれず、
箕面市は維持管理費のため に毎年莫
長・
精神科医・
ＮＰＯなどそれぞ 大な赤字を抱える、
とも言われていますが、
実
れの立場からの現状報告や提
際はどうなんでしょうか？
案、
意見交換がありました。
Ａ 「水と緑の健康都市」箕(面森町 は)大阪府
また、
首都圏では介護者の会
の事業です。現在、
開発にかかわる収支出の明
や 家族会がネ ットワーク化さ
細について資料提出を府に求め ています。ま
れ、
行政もバックアップして、
介
た、
維持管理費については、
箕面市が負うもの
護者支援を進めています。
は①公園②付け替え道路③学校（
小中一環校）

ＮＰＯ法人介護者サポートネットワークセンター
アラジン主催（ HP:http://www12.ocn.ne.jp/~arajin/
）
私の実体験からも、
介護され
る方はもちろん、
介護する人を
支えることはとても重要だと
常々考えてきました。しかし、
現状では箕面市行政としての
手立ては不十分で、
介護家族会
の活動などに頼りっきりです。
今後、老々介護、又は一人で
両親の面倒を看るなど、
介護が
事業所の職員だけでなく、
家族
介護者の肩に大きくのしかか
り、
肉体と精神をむしばむ結果
になります。とくに認知症の介
護は外部の人からはわかりに
くく、
きょうだいの理解さえ得
られずに孤立し、
追い詰められ

Voice

みなさまの声が

まちづくりに
つながります！

出来上がったばかりで、
使用状況を見てみな
いと正確な数値は試算できない、
とのこと。
なお、
先日トンネルから湧き出た水をポン
プアップして川に放流している現地の調査に
行きました。
市域を流れる唐子川、
茶長阪川、
箕面川、
奥山川の４つの河川に、
総量で毎分６・
８ｔを流しているそうです。府の説明では、
滝
水が枯れてきたからではなく、
トンネルを掘
ったために湧き出た水をくみ上げ、
川にもど
しているとのこと。また箕面の滝が「
人工滝」
というのも事実に反します。しかし、
道路を
作ったために発生した湧き水なので、
本来な
ら無用な府の支出です（
年間３千万円）
。
今後、
この有料道路（
トンネル）
と第二名神
がつながり、「さらに便利」とされています
が、
“
環境破壊と税金の無駄使い”
の高速道路
建設について、
「市の権限ではない」として見
過ごさず、
「地方自治」の観点からしっかり物
申すべきだと考えます。これらの問題はさ
らに調査して別途ご報告します。（
中西）

電話 ７２４－６７０５
Ｆax ７２４－１５６８
メール
giji@maple.city.minoh.lg.jp
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いんふぉめーしょん

＊中西とも子の活動報告（抜粋）

８月４日（土）午後２時～4 時 30 分
●市政報告・懇談会

シングルマザー
１日(日) お花見ハイク
支援の定例ハイ
４日(木) 住基ネットを考える会
キングです。お
５日(木) こころの会・総会
気軽にどうぞ
６日(月)～21 日（土）統一地方選挙応援
８日(日) 菜の花まつり（止々呂美）
１４日(土) ふぇみん府協議会、事務所会議
１６日(月) 男女協働参画施策研究会
１８日(日) 住基ネットを考える会
２０日(金) 市教育委員会・傍聴
２２日(日) ふぇみん池田箕面支部例会
２３日(月) 住基ネット学習会
２７日(金) 駅前周辺整備計画の市民説明会
２８日(金) 北小地区福祉会
新人や 1 期目の議
５月
員向けに、財政や
1 日(火) 中ノ島メーデー
質問のコツなどの
２日(水) 京都農林局視察
グループ研修です
３日(祝) 憲法キャラバン
６日(日)～7 日(月) 地方自治・研修会
８日(火) 市民相談会
９日(水) 全国学力・学習状況調査・市民検討会
11 日(金) 北摂市民派議員研究会（北摂アクションネット）
12 日(土) 坂本やすこさん選挙報告会（豊中市民派市議）
13 日(日) 市民オンブズ箕面総会、事務所会議
15 日(火) びわの会総会
3 ヶ月おき
17 日(木) 住基ネットを考える会
に開催され
19 日(土) 中西とも子の市政報告・懇談会
ます。
20 日(日) ふぇみん池田箕面支部総会
22 日(火) 住基ネット勉強会
24 日(木) 近畿市民派議員交流・学習会 in 大東
25 日(金) 北小地区青少年を守る会・オ総会、品川さん講演会
26 日(月) 大阪弁護士会・住基ネット講演会
28 日(火)～ 6 月 1 日(金) 議案送付、各課ヒアリング
31 日(木) 財政勉強会（予算書）in 豊中
有意義
６月
でした
2 日(土) 自治体学会プレフォーラム in 舞鶴

４月

黒田 充さん（自治体情報政策研究所）のお話し
「箕面市の住基ネットをめぐる対応について」
主催 ： 市民元気クラブ＆無所属クラブ
場所 ： 市民会館 2 階

８月５日（日）午前１１時～（箕面駅集合）
●恒例・滝道ハイク
シングルマザーの居場所・情報交換・子育て支援♪
主催 ： シングルまざぁず・ふぉーらむ箕面

９月８日（土）午後１時（開場）２時（開会）
●

澤地久枝講演会

「憲法を泣かせるな！」

オススメ

主催 ： 澤地久枝講演会実行委員会
場所 ： 豊中市民会館大ホール
参加費 ： ５００円
チケットあります（^^）

＊収支報告
中 西 とも子
2007 年 4 月～6 月
単位（円）
【収入】
議員報酬

箕 面 から変 えようネット
2007 年4 月～6 月 単位（円）
【収入】

1,7５６５０0 3 ヶ月分

繰越金

養護老人ホーム組合議 中西議員より
年会費
会議員報酬を含む
期末手当

1,４７１,740

合 計

3,228,240

カンパ・その他
合計

【支出】

１，335,793
８00,000
７,000
2,000
２,１44,793

所得税

283,724 3ヵ月分

【支出】

共済組合掛金

361,800 3ヵ月分

家賃

240,000
212,500

9,000 3ヶ月分

人件費

積立金（会派）

15,000 3ヶ月分

光熱費

15,362

国民年金

42,300 3ヵ月分

事務機リース料

49,530

通信費

６3,809

ニュース会報費

５4,286

議員団費

保険料

163,200 3ヵ月分

住民税・

会員活動費

固定資産税他

154,400 3ヵ月分

中西拠出金

８00,000 箕面から変えようネット! 備品・消耗品費
他団体費
へ
諸経費・雑費

生活費・
個人活動費
合 計

1,398,816 3ヵ月分
3,228,240

繰越金
合 計

6、210

4 日(月) 本会議
5 日(火)～6 日（水） 各課ヒアリング、住基ネット勉強会
7 日(木)～12 日(火) 常任委員会
10 日(日) 滝道ハイク
13 日(水) まちかどデイハウス・ヒアリング
15 日(金) 住基ネットを考える会
17 日(日) 事務所会議、ピーターフランクル講演会
22 日(金) 豊中箕面老人ホーム組合議会
24 日(日) ふぇみん池田箕面支部例会
前国立市長。
25 日(月)～26 日(火) 本会議
九条市長と呼
27 日(水) 市民相談
ばれています。
28 日(木) 上原公子さん講演会

5,315
21,200
1,512
１，475,069
２,１44,793

○●● 編集後記 ●●○
＊またもやパソコンのトラブル発生。嗚呼！便利な機器
も、時として長時間の労力を一瞬にして水の泡にしてし
まいます。＊手書き派かワープロ派か？なんて言われた
のはもう昔。機械化のなかで価値観も変わってしまった
のでしょうか。個性が覗く味のある手書きよりも画一的な
活字に軍杯が上がるご時世を見直してみては？ （N）

事務所からのお願い m（_ _）m
＊スタッフ大募集！！「とも子議会ニュース」を配っていた
だけませんか？１０件でも２０件でも結構です。また、ニュース
をお届けできるお知り合いをご紹介ください。
＊中西とも子の活動を支えるために、会員になってくださ
い。年会費1,000 円です。またカンパもよろしくお願いします。
●郵便振り替え口座番号 00940-8-267579
（加入者名
箕面から変えようネット！）
●連絡先（事務所）：電話＆FAX ０７２－７２５－８３５１
この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。

