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育ちざかり！こども関連施設
市民病院跡地に計画されている「こども関連施設」。
早くこの「広場」に愛称が欲しいですね。去る３月発表
された｢こども関連施設等基本構想｣は、こどもたちへの
あったかいメッセージでいっぱいです。是非、手にとっ
てください。とよはし市民会議では｢構想｣(Ａ４・15頁)
を増刷し、ご希望の方にお届けしています.（無料）
（電話：0532-48-1203へ）
今年度はこの構想に沿い、1,043万円の予算で、｢基本
計画｣が策定されます。次に、その計画に対して、市民
の皆さんが声を届ける仕組みもあります。今後「広報」
などを、こまめにチェックしていてください。

とよはし市民会議では、｢構想｣のパソコン画面を、
都心活性課からお借りし、親子グループの皆さんのご希望
に応じて、５分間説明会を開いています。カラフルな画面
で、｢構想｣が読みやすくなったと好評です。
まちづくりへの一歩は、まず「関心を持つ」こと。
次いで｢意見を伝える｣こと、｢活動に参加する｣ことで行政
との協働のまちづくりが確実に進みます。
そこはまた、０歳からだれもが学ぶ｢市民政府｣の学校とな
ることを願っています。

とよはし市民会議は、今回、２問目の答弁直後に本会議
での質問を終了しましたが、閉会後に、第３番目の質問
を提出。６月議会は、今も継続中です。
引き続き、以下を提案します。
１．質問時間の６０分目途を、最長９０分まで。
２．一問一答方式を検討する。
３．質問回数の制限と無くす。

ご存知ですか?
平成７年からの豊橋市議会会議録の全てを、
ホームページでご覧になれます。
( ｢豊橋市議会ホームページ｣から
｢市議会会議録｣をクリック)

＊宛名書きボランテイア募集のお願い
＜住基関連500人郵送アンケート＞
とよはし市民会議では、選挙人名簿から500名の方を、
無作為抽出し、郵送によるアンケートも実施します。
日 時：７月１７日(水) １８日(木)
両日とも午前１０時から
場 所：市役所の選挙管理委員会で、直接封書に
宛名を書き移します。（
48‐1203）
ご協力くださる方は、0532‐48‐1203へお電話ください。
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「発言」は議員の固有の権利です。質問をする・しないを決める
のも議員本人です。その上に、豊橋市議会では、「一般質問」に関
して、議会運営委員会の申し合わせがあり、去る６月２日、質問時
間を今まで一人９０分までの枠から、｢６０分を目途とする｣ことに
決定しました。
４０名の議員中、質問者が今後半数の２０名を越えれば、質問と
答弁のあり方、あるいは今、３日間ある質問日をさらに増やすこと
などの検討が必要です。この数年、質問議員が増え、議会が活性化
してきたと言われますが、議会改革が形と内容を伴って進むことが
期待されています。

とよはし市民会議の考え
この８年間、９０分の質問時間を使って、毎回数項目に
わたり質問してきました。(はじめの６０分で、十分に議
論し、各項目について、２番目までの答弁を得る。そして
残りの３０分は、３番目の質問と最後の詰めに使う。)
一人の質問時間が６０分となると、正味議論できるのが
４５分。項目も２つまでに絞らないと、質問の３番目まで
届かないでしょう。質問を減らしてもっと議論を深化させ
てはと言われますが、問題が多い時代であること、実現ま
でに時間がかかるため、何度も議論する必要があり、項目
は減らせません。
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差し出し有効期間
平成１７年７月１０日
まで有効
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とよはし市民会議
｢住基ネットアンケート｣

行

青年よ、青年よ、つねに正義とともにあれ。もし、正義の観念が、
汝のうちでうすれるようなことがあれば、汝はあらゆる危険におち
いるだろう。エミール・ゾラ｢前進する心理｣より(Ｋ)

とよはし市民会議は、皆さんと行政をつなぐ市民活動を応援し、共に生き活きまちづくりを進めます。

住基ネット

㈰国民総背番号制とは？
国の機関が様々な個人情報を番号制により一元的に管
理し、この番号を民間も含め多目的に利用すること。
㈪住民基本台帳とは？
市町村が管理する、１４項目のうち、誰でも閲覧が
可能なのが「住民の氏名、住所、性別、生年月日｣。
㈫住基ネットとは？
住民基本台帳のネットワーク化。地方公共団体の共同
のシステムで、国が管理するものではない。
㈬住民票コードとは？
一人一人に付けられた１１桁の番号。昨年８月、皆さ
んの家庭へ、葉書で家族全員の住民票コード（番号の
一覧表）が届いたことと思います。
㈭住基カードとは？
住基コード、パスワード、相互認証の鍵情報が入った
ＩＣカード。今年８月より全国どこでも住民票がとれ
ます。顔写真付きのカードなら、身分証明としても
利用可能。
㈮ＬＧＷＡＮ（エルジーワン）とは？
３,３００の自治体をみんな結んで、メールなどが送
れるネットワーク。豊橋市の今年の予算額は８７２万
円余。（総合行政ネットワーク整備費）
㈯霞ヶ関ＷＡＮとは？
国の機関（府･省･庁）全部を結ぶネットワーク。
㉀財団法人地方自治情報センター（全国センター）の
働きは？
都道府県より送られた６情報をストックし、ネット
ワークを通して官庁へ提供する民間団体。
㈷名寄せ
一つの番号にいろんな情報を集積させて整合性を図る
ことですが、住基ネットでは禁止されています。
㉂セキュリテイとプライバシー
本来分けて考えるべきだが、｢個人情報保護｣の一言で
あいまいになっている。システム運用者の立場で、情
報資産の個人情報を保護（セキュリテイ対策）してい
るだけで、個人情報の本人のプライバシーを保護して
いるわけではない。
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アンケートにご協力ください。番号に○をつけてください。
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昨年８月、私たち一人一人に「１１桁の住民票コード」がつきました。
今年８月、このコードが入力された住基カードの利用が始まります。
よくわからない。知らないうちにどんどん監視社会に進む・・・と、心配の声。

そこでまず、言葉の意味をまとめてみました。

㈰

『て〜ぶる』10号

去年8月、１１桁の住基コード葉書が世帯に一枚
届いたことについて葉書を
１．見た。
２．見ていない。
３．忘れた。
市役所にある、あなたの住民基本台帳（名前、
性別、生年月日、住所）を、一人分百円で誰でも
閲覧できることを
１．知っていた。
２．知らなかった。
３．その他（
）
今年8月２５日から、あなたの１１桁の番号が入った
住基カードを入手すれば、全国どこでも住民票が入手
できます。豊橋市では、このカードを一枚５００円、
２,０００枚準備しています。このカードを
１．使いたい。
２．使わない。
３．その他（
）
とよはし市民会議では、住基ネット本格稼動を前に
このアンケートを行い、結果をホームページで報告の
予定です。差し支えない方は、○を付けて下さい。
年 齢：
10代、20代、30代、40代、
50代、60代、70代、80代以上
性 別：
男性 女性
住基ネットに関して自由にお書きください。
お願い：締め切りは7月3１日。
この部分を切り取って、投函してください。
どうそよろしくお願いいたします。

情報時代の情報不足！肝心なことは、伝わらず
あいまいになっている！
Ｑ：市役所で管理が徹底していても、国段階で漏えいな
どの心配は？
Ａ：国は、はじめ93事務に使用としていたのが、オンラ
イン化関連法成立で264事務にすぐ拡大したことか
らも、この住基ネットは国側に便利。
各省庁の個人情報に共通番号（11桁）をつけて禁止
されている｢名寄せ｣が出来、個人情報の総合的管理が
可能となる。漏えいの中で多いのが誤操作・誤作動に
よる情報流出。住民基本台帳法では故意犯しか罰する
ことが出来ないなど、漏洩の心配は残ります。
Ｑ：住基カードのメリットは？
Ａ：住民票の写しが不要となるだけ。行政手続には、印
鑑証明や戸籍謄本などが必要で、市役所へ行かずに
済むことになりません。
Ｑ：住基カードの空き領域の利用は進むのですか。
Ａ：豊橋市では現時点では独自利用の予定はなし。
Ｑ：豊橋市の住基関連予算は？

Ａ：2001年度(H13)

既存住基の改造費用、機器借り
上げ料
5,570万(決算)
2002年度(H14) 開発費用、機器借り上げ料
コード通知 2,020万(見込み)
2003年度(H15) 開発費、リース料2,130万(予算）
2004年度(H16)以降のランニングコスト1,000万

＊「住基ネットいち抜けた」(現代人文社)等を
参考にさせていただきました。

渡 辺 則 子（無党派）
とよはし市民会議 代表
所属委員会：福祉教育委員会
中心市街地活性化
調査特別委員会

最新情報
改正された住民基本台
帳施行令(政令)でわか
ったこと
今まで㉀の全国センター
の記録は「６情報のみ」
としてきて、法改正なし
には６情報以上、記録は
ふやさないはずでした。
ところが㈭住基カード交
付開始とともに、｢カー
ド管理」にかかわる今後
の個人情報が、７番目の
情報として、法改正をせ
ず、政令で認められそう
です。「名寄せ」が漢字
では難しいが、数字では
簡単であることもはっき
りしていますから、不安
は増大するばかりです。

住民票コードの民間使用が法律で禁止は、本当でなかった！
銀行口座を作るときの本人確認に「住基コード通知書」が使われていたり、ヤミ
金融関係で売買されたりした事実が判明。いかに国同様、民間が欲しい住基情報か
ということもはっきりしてきました。

住基ネットの個人情報保護の万全策は？
個人で接続拒否！と、葉書を返しても、１１桁は残ります。｢住基ネット離脱自治
体を増やす」「住基ネット廃止法案の成立」以外に万全策がないほどに問題山積。

とよはし市民会議の考え：
昨年９月、今年３月の議会で、住基ネットを取り上げながら、十分に議論できず
新年度予算に賛成しました。今回２種類のアンケートを実施し、問題点を明らかに
して、９月議会に臨みます。皆さんのご意見もお聞かせください。

お知らせ
「ダイオキシン問題全国交流集会
2003 in あいち」
宮田秀明摂南大学教授 特別講演
「ダイオキシン！世界の最新情報」
・7月20日（日）13:00〜14:45
・レディヤン春日井
（ 0568‐85‐4188 ）
＜JR勝川駅より車で7分＞
(資料代500円)

ご相談いつでもどうぞ !
〜ピンクの屋根の南栄ふれあいセンター〜

４８-１２０３

TEL&FAX：0532ｍａｉｌ：watanabe@toyohashi-noriko.net
ＵＲＬ：http://www.toyohashi-noriko.net/

とよはし市民会議事務所内（渡辺則子）
〒441-8108 豊橋市町畑町森田38-72

愛知県立芸術大学器楽専攻の
女性による「弦楽四重奏」
フレッシュ コンサート
・8月10日(日)18：30〜19：30
・アイプラザ豊橋小ホール
(旧勤福)
＜南栄駅下車徒歩７分＞（無料）
＊詳細はとよはし市民会議へどうぞ

