六月一日�私も呼びかけ
人となり� 青
( 山地区 第
)
一回まちづくり懇話会�を
開きました�集ま�てくだ
さ�た方々と盛岡市職員が
青山新駅やゾ�ンバス�道
路問題などについて一緒に
話し合い�その後改善に結
びついたものもあります�
ただ待�ていても�住み
やすいまち�や�民主的な
行政�は生まれないと思い
ます�
私は盛岡の各地域で�
まちづくりに関する自発的
な取り組みが行なわれるこ
とが�盛岡市を変える一番
の力になると思います�
皆さんの地域でも�まち
づくり懇話会�を行ないま
せんか�ご興味のある方�
ぜひご一報ください�

まちづくり懇話会を

す�

多くの自治体で住基ネ�
トの延期を求める声決議が
上がる中�私も六月議会で
表題の意見書を提案しまし
たが�反対多数で不採択と
な�てしまいました�しか
し�国会では一部の自民党
議員も延期を言い出してい
ます�今後に注目を�

監視の目を

①システムが一�所でも破
られれば�そこから全国民
の情報を入手できる�
②プライバシ�保護が不十
分� 国
( 会審議中の�行政
個人情報保護法案�は自治
体の�個人情報保護条例�
よりも後退している )

プライバシ�も危ない

�住民基本台帳���������� 住
( 基��� �
) 施行�延期
�求��意見書��提案������反対多数�不採択���
のに運営費用は莫大です�
住基ネ�トとは
最
( 低でも�ネ�トワ�ク
八月五日から実施予定の
の構築に約四百億円�運用
全国の住民台帳をネ�トワ
費に毎年約二百億円�通知
�ク化するシステムです�
に百億円�と試算�この他
その利点は①どこに居ても
にも各自治体での負担分あ
住民票が取れる②本人確認
り 運
) 営主体は�財団法人
事務の簡略化�の二点のみ� 地方自治情報センタ��総
務省の外郭団体です�税金
�金食い虫�システム
の無駄遣いではないでし�
うか�
た�たこれだけの利点な

�
� 市 民 会 議 � 主 張� �
景気対策のためにも消費税廃止�
介護は�保険ではなく税金で�
危険で高価な原発廃止�
財源確保と行政改革は�年間所得三千万円以上�
金融 資 産 一 億 円 以 上 の 人 々 へ の 増 税� 年間所得
二千万円以下の人々への減税を基本とする�総合累
進課税の徹底で

�����
������市民協働�

屋を取り壊すことが問題に
な�ています�市民団体が
存続を求めて運動を行な�
ていましたが�桑島市長は
�生活文化財としての価値
は認めるが�解体は避けら
れない�という立場です�
本来ならば話し合いの
場を設け�解決策を探�
ていくべきなのではないで
し�うか�市が進めている
都市計画マスタ�プランで
は�市民の声を聞く�番屋
については�まず市の決定
ありき�という姿勢は�非
難されてしかるべきもので

盛岡市青山３－２９－４
電話・ＦＡＸ ６４５－８５１０
ｉｓｅ＠ｎｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ
http://www.nnet.ne.jp/~ise/
自宅
盛岡市前九年１－９－２６
電話６４６－５３９６ ＦＡＸ６４６－６５２４
事務所

アンケ�ト結果
皆さんにお願いしていま
した�青山新駅・ゾ�ンバ
スアンケ�ト�の結果がま
とまりました�ご協力あり
がとうございます� 結
(果
は私のホ�ムペ�ジにも掲
載しています )
七十％以上の方が�案を
行政と地域住民が協力して
決めるべき�という回答で
した��まちづくりは住民
参画で行なう�との考え方
は�もはや当たり前です�

一方的な桑島市長
八幡町消防コミ�ニテ�
センタ�新設のため�全国
的にも珍しい望楼のある番

いせ 志穂（市 民 会 議）

ボランティア募集
紙面に書ききれないことを詳しく載せ
お知り合いに渡していただい
ています。ぜひご覧ください。( 活動報告、 たり、ご近所のポストに宅配し
提出議案、議会の審議状況、掲示板など ) ていただくボランティアの方を
アドバイスなどもよろしくお願いします。 募集しています。また、ご相談
http://www.nnet.ne.jp/~ise/ ご意見などお気軽にお電話くだ
さい。カンパも大歓迎です。
メールアドレス ise@nnet.ne.jp

いせ志穂のホームページをご覧ください。

盛岡市議会議員
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市長�����
�市民�声�無視�����
�始��行政�決定�����
―
������大混乱

建物にな�ています�
市民との合意無く廃止に

昨年八月開かれた県公共事業評価委員
会において�簗川ダムに利水参加してい
る盛岡市・矢巾町・豊沢川土地改良区 (
花巻市宮野目地区 の
) 三者が�水が必要�
との主張を行ない�委員会は�事業継続
が妥当�という意見書まとめました�し
かし今年四月�花巻空港拡張などで豊沢
川土地改良区の農地が減少�ダムの受益
面積を五四七�から三四三�に大幅な下
方修正していることが解りました�

岡市でもまとまりました�
市民のまちづくりへの要望
を聞き行政施策に反映でき
れば�市民満足度も高まる
ばかりかコストも削減でき
るはずです�しかし六月議
会での市長答弁によれば行
政が積極的に市民参画を進
めるために新たな体制を造
るわけでは無いようです�
東京三鷹市のまちづくり
条例は�市民が地区計画等
の原案を市長に申し出るこ
とができる� 第
( 十七条の
二 と
) �都市計画への市民
の参加を保証しています�
盛岡市でも�市民が都市
計画に意見を言える�そし
て計画策定に参加できる�
様に変えるべきだと思いま
す�その為の�まちづくり
条例�を作�て行きたいと
私は考えています�
ご協力をお願いします�

中村哲医師講演会
開催日変更のお知らせ

)

七月十六日に予定してい
た�中村哲医師講演会�が�
アフガニスタン情勢により
中村医師が帰国できなくな
�たため�左記のように変
更になりました�ご迷惑を
おかけした皆様におわびを
いたします�
七月十六日には中村医師
が所属するＮＧＯ�ペシ�
ワ�ル会�の事務局長�福
元満次氏がアフガン情勢の
講演を行ないました�
�アフガンに大量に入�
ているＮＧＯがインフレを
引き起こしている�などマ
スコミでは知り得ない�現
地からの生の情報にとても
驚きました�
中村医師からはさらに
詳しい話が聞けると思いま
す�ぜひ�
ご来場ください�
中村哲医師岩手講演会
二〇〇二年八月五日 月
(
十九時�二十一時
岩手県民会館中ホ�ル

簗川ダムの本体工事に国の事業認可がおりるのは
来年の夏�ダム建設に反対の声をあげて下さい�

農地面積の縮小は昨年の段階ですでに決まっていた事
簗川ダムはムダなダム
にも関わらず︑説明は全くナシ︒また﹁ダムはいらない﹂
私は�六百七十億円の事業費で盛岡市簗川地区に計画さ という立場の人達は委員会で発言できませんでした︒
れている県営簗川ダムの建設に反対です�その理由は�
盛岡市でも三年前に水需要を下方修正
①水需要の縮小で盛岡周辺でのダム建設は税金の無駄遣い�
②オ�バ�フロ�対策の無いダムでは治水対策にならない� 見直し後の資料によると�二〇一六年には盛岡市の給
③簗川・根田茂地区の貴重な動植物が失われてしまう�
水人口は三一万人�一日最大給水量十三万三千九百�と
予測しています�これだと簗川ダムからの取水を含まな
県は�建設に不利な資料は出さない�態度
い給水能力の十六万九千百五十�でも約三万五千二百五
十�の余裕が生じ�簗川ダムがなくても将来の水需要に
十分対応できる�現状なのです�しかし盛岡市は昨年の
公共事業評価委員会で�ダムが必要�と主張しました�
簗川ダム利水参加による盛岡市の負担金は六十四億円
と見込まれています�

簗川��
� 県主導�公共事業評価委員会�問題��

住民参加のまちづ
くりを提唱する�都
市計画マスタ�プラ
ン�が今年の三月盛

まちづくり条例
制定を

�先に市民の声を聞いてい な�てしま�た施設もあり
ます�肴町市民プ�ルは存
ればこんな事にならなか�
続署名など運動が盛り上が
たのに��多くの市民がそ
りましたが�結局壊されて
う思�ています�
まずはバリアフリ�です� しまいました�バスの便が
良い場所だ�ただけに惜し
マリオスやプラザおで�て
む声が今も聞かれます�八
が顕著ですが�階段や重い
幡町番屋が同じ轍を踏むこ
ドアなど�高齢者や体の不
とにならなければ良いので
自由な方に大変使いづらい
すが�

先に声を聞けば�

バブル期に基礎が作られた盛岡市の総合計画はすでに
現状に合わず�市民から様々な要望が出ています�しか
し現状では決定済みの都市計画を市民の声で変更する手
だてはありません��まちづくり条例�を作らねばなら
ない時期に来ています�

����������
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