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目黒区議会議員・無所属

http://sakamoto-fumiko.com/
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20年前に旧国鉄清算事業団から、区と
東京都が半分ずつ取得した土地である。
今回売ることが本決まりとなり、今月中
にも事業者を公募する。事業者から提案
書を出してもらい、5月頃には売却先が
決まる。もともとは公営住宅などを建設
するはずだったが、例の「目黒区財政難」
騒動のせいで売られることになってしま
った。最低売却価格はあるものの、公募プ
ロポーザル方式という随意契約だ。

予算原案書だと27億6千万円で売れ
れば良いという考え。32億で買っている
から5億円も損をすることになる。建物
高さは西郷山通りから21mまでで、売却
後10年間は用途は変更をできないこと
になっている。（すでに何社も問い合わせ
があり、その内容は目黒区のホームペー
ジで公開している）

隣地の旧日通の土地で新築する。敷地は現
在の7345㎡から16100㎡と2倍以上に広く
なる。高さは40mで地上7階建て。建設工事
は6月頃からで、完成予定は2017年5月とな
っている。28科・センター、433床の大規模医
療センターだが老朽化が懸念されていた。

大部分が世田谷区となるため世田谷区ま
ちづくり条例による住民説明会が開かれた。
また東京都の中高層の建築物、世田谷・目黒
両区の開発許可の対象となる物件だ。あわせ
て目黒区の事業として周辺の電線地中化が、
前倒し実施される。

東邦大大橋病院が移転新築

週刊文春によると、目黒区の学校給食に使
われている中国産食材・食品は「青のり、あさ
り、いか、ザーサイ、しなちく、紅しょうが、茹
でぜんまい、にんにくの芽、春雨、ほたて貝
柱、マッシュルーム水煮」であった。区教育委
員会がこの一年間で使われたものを、各学校
に調査をかけたところ、「ザーサイ、干しえ
び、にんにくの芽、青梅干し」だった。

代表的なメニューは中華スープ、中華おこ
わ、青椒肉絲、混ぜご飯。

家では中国産を避けているのに、学校給食
で出されているとは、納得のできない保護者
も多いだろう。

目黒区給食の検査体制はどうなっている
のだろう。

主な検査は以下の通り。
① 食品品質検査

学校給食に納品された食材について農薬・
添加物の品質検査を行う。

年一回、10月に実施。小・中2校づつ。
② 学校給食に納品された食材の、細菌検査

を行うもの。

年一回、5月に実施。小・中数校。
③ 放射性物質検査

米、牛乳、ヨーグルトで、年2回〜4回のゲ
ルマニウム半導体測定器で全校行う。

食材を碑文谷保健センターで検査するもの。
☆　　☆　　☆　　☆

11年から21年にかけて目黒区では給食の
調理外部委託が完了した。 省力化や画一的
な衛生管理が重視されたせいで国産から外
国食材が入り込むことになったのかもしれ
ない。

学校給食に中国食材！東京・神奈川68
全市区調査結果の目黒区の実態について

住民一人ひとりに、一生涯変わらない12
ケタの共通番号/マイナンバーが、10月に各
世帯に送られて来ることになっています。

図［1］のようにこの番号は、紙製のカード
で4情報と個人番号だけが載ってきます。と
りあえず大切に保管しておきましょう。これ
は番号通知カードと言って、その後のICカ
ードとは別物です。区役所から送られて来る
ので、役所がやっていると思いがちですが、
違います。ほとんどを、J-LIS（地方公共団体
情報システム機構）というところに委託して
います。（システム運用は別会社に再委託）

この共通番号を使う国の事務は、表［2］の
通りです。

2016年1月からは、番号がついたICカー
ドが交付開始されます。ICカードは持たなく

ても構いません。番号を使った行政の事務が
開始されるのもこの1月からです。税や福祉
にかかる申請書等には個人番号の記入が求
められます。

また会社員は確定申告等のため、会社から
扶養家族の分も含め、個人番号の提出を求め
られます。

番号は「個人番号」と「法人番号」の2種
「個人用」（個人）と「それ以外用」（法人）

が共通番号にはあります。
法人番号は13ケタです。①国の機関②地

方公共団体③設立登記法人が対象です。
民間の共通番号利用に係るコンプライア

ンス・コストは、一万人規模の企業では、シ
ステム改修だけでも数億円という見積もり
があります。（日経新聞13.11.15「検証　マ
イナンバー対策」）大企業はこうしたコスト
を負担する余力があるかもしれませんが、中
小企業はたまったものではありません。

なりすまし被害から身を守れる？
個人番号は、医療機関がそのまま使うこと

が認められていません。なので厚労省は医療
分野には独自の個別番号を使う方針を明ら
かにしてます。今ある住民票コードから、「暗
号化した」個別番号を作るので、オープンな
共通番号よりよっぽど安全です。

しかしこの構想でも、全体を個別番号にし
ていかなければ、ヒモ付きで医療情報も結局
個人情報に結合されて、盗み見られたりなり
すまされたりする危険は無くなりません。

預金口座を共通番号で管理？

“庶民の虎の子”の預貯金を国が管理する
ことがいいことなのか、よく考えてみる必要
があります。課税の公平、脱税の防止、不正
受給の防止といっても、利子所得や金融取
引、不動産などの資産は対象外、番号制度で
不正申告や不正受給を防げるわけではなく、
とれるところから取ってやろうということ
になりかねません。

a a a

同時に提示の義務はなくても、生活の色々
な場面で番号を求められることが予想され
ます。法律に規定された場合を除いて、他人
に番号の提供を求めることは禁止されてい
るとはいえ、罰則はないし、いちいち法律に
基づいているかどうかなんて判断しにくい
でしょう。

ICカード、持つもたないは自由
番号を拒否することはできないが、その先

のICカードを持つか持たないかは、自由で
す。ICカードには4情報と番号、写真、ICチ
ップがのっています。紛失したときのことも
考えて、持たない方が無難です。行政機関な
どで必要なら、番号と顔写真付きの証明書を
出せばすみます。

以上のようにIT業界にとってはチャンスが
ふくらみますが、もし個人情報が漏洩し
たときは甚大なコストがかかります。 各
種申請に住民票添付が省けるくらいのメ
リットなら、いらないという運動もおこり
そうです。

a a a

銀行などからはパスワードを定期的
に変えて下さいと督促が来る時代に、生
涯不変の見える共通番号なんて、時代錯
誤もいいところ。 自分の身を守るため
に、いろいろ理由を付けて、何回も番号

10月にあなたの共通番号（マイナンバー）が届きます。
やっぱり、それでも、危ない共通番号 その1

7月にはJR跡地を
売ってしまいます

認定区分国民年金、厚生年金、共済年金、確定拠
出年金、退職者年金等の年金事務
雇用保険法、労災法等の労働事務
介護保険法、健康保険法、生活保護法、障害者総合
支援法、各給付等の事務
児童扶養手当、自立支援給付等支給の事務
確定申告等 税務当局が内部で利用
被災者生活再建支援金等の事務

図［1］通知カード、個人番号カード（共通番号ICカ
ード）イメージ（CNNニューズNo.80より）

〜目黒ショック“から3年〜超緊縮財政”の反動で大盤振る舞い？
貯蓄（財源対策用の基金）が、2017年度で

120億円に大幅に増える見通し。その分団体
補助金や各種イベントへの補助は、緊急財政
対策以前に復活だ。一方、早 と々区長や特別
職は、給料をもとに戻すと宣言している。

しかし一旦上がった使用料、利用料、保険
料等は、区民に影響大だがもとにはもどら
ない。 さらに教育費は原案の段階でマイナ
ス3.5％とダウンしている。 中でも区立図書
館は八雲中央館を除いて、ほとんどが丸ご

と委託されようとしている。
震災の教訓で、ワイアーで吊り下げ型の

天井を構造上強くしようと補強工事を計
画実行する。 ここまでは実にいいことだ。
しかしケチってしまって、サポートセンタ
ー天井だけ次年度計画に後回しにしてし
まった。臨時経費で4憶5千万円余だ。災
害はいつ起こるかわからない。後回しはや
めるべきだ。
区議会予算議会2月19日㈭〜3月23日㈪

共通番号制 住基ネット
① 付番の対象 個人居住者／法人等 個人居住者
② 一人一番号（コード）か ○ ○
③ 番号は公開利用か ○ ×
④ 番号の民間利用の可否 ○ ×
⑤ 番号は変更可能か ×（原則、生涯不変） ○（何度でも可）

⑥ 番号と基本情報とのリンク ○ ○
⑦ 情報連携／データ照合の可否 ○ ×
⑧ 情報連携等に使う回線 ポータルサイトでは

ネットも可 なし
⑨ 紙製通知カードは任意取得か ×（強制交付） なし
⑩ IC力ードは任意取得か △ ○
⑪ IC力ードの携行は義務か △ ×
⑫ カード面への番号記載の有無 ○ ×
⑬ IC力ードは写真付きか ○（必須） 選択制

を変えるのも手です。また住基ネットに反対
する運動体では、訴訟も構えています。表［1］（CNNニューズNo.79より）

表［2］



（ホテルグランドハイアット東京）
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090・4754・6932

安倍晋三さんの晋和会や、麻生太郎さんの
素准会から、政治活動費で466万円、1970万
円それぞれ支出していたことが、総務省が公
表 し た 2013 年 度 政 治 資 金 収 支 報 告 書

（11.29）で明らかになった。資金管理団体か
ら支出している。

安倍さんの焼き肉好きは有名だが、一晩で
30万円とか、麻生副総理は98万円などがあ
る。ほかにも林芳正1289万円、茂木敏充
1019万円、宮沢洋一、石原伸晃、塩崎恭久、小
渕優子各議員が続く。

これらの支出は「渉外費」「会議費」などの
名目が並ぶが、もともとは政党支部を経由し
た政党助成金などだ。

この政党助成金はいわずとしれた税金で、

自民党は2013年度で150億5858万円。 こ
れらが迂回して、以上の「有名政治家」のふと
ころに入ってくるわけだから、一晩にうん十万
飲んだり食ったりしても、何ともないわけだ。

これではスーパーでの値引き札が張られ
るのを待って買い物をしていく、一般市民の
悲哀はわからんだろうなあ。

今回も自民党は小選挙区で48％の得票し
かない。しかし、小選挙区制のおかげで選挙
区全議席・295の75％（222）（あとで＋1）を獲
った。

48％と75％じゃえらい違いがあるが、いつ
もこれで決まりだ。現行の選挙制度のなせる
わざで（小選挙区を中心にちょっぴり比例代
表制も入れとこう制）、膨大な数の死票を発
生させるとんでもない選挙制度だ。

比例区票だけでいえば、与野党は拮抗す
る。自公94VS86野党だ。これを全衆議院の
議席数475に配分してみると・・・。これはちょ
っとやりすぎだが。

投票率最低も更新、何のための610億円
総選挙だったのか。

これまで政党単独での最多議席は2009年
の民主党の308。 続いて1986年自民党の
300。今回は自民で291、これに公明の35を
加えると325。郵政選挙の「熱狂」の中とった

最多の327には及ばないものの、定数も減っ
ている事から、議席占有率では自公で最高に
なった。自民とわず、民主と言わず、現行の小
選挙区中心の制度だと、繰り返し、こんなこ
とが起こる。いつまでこのような愚を繰り返
すのか。

その為、昨年9月には衆議院議長の下に第
三者機関の調査会が設置され動きはじめた。

とりあえず、現行の小選挙区制を廃止し比
例代表中心の制度にするよう、この調査会に
求めていこう。

区立全体では約43％の洋式割合で、まだ
まだ和式便所が多い。

2014年度は原町小学校の改修を行った。
2015年度は、東山中、八雲小、駒場小を予定。
国は校舎の改修費の3分の1を補助する。学
校で大便をするのを嫌がる生徒もいるので、

男子トイレをすべて個室にした中学校もあ
る。災害時は避難所にもなり、「使いやすい洋
式に」の要望も高い。大手メーカーは「トイレ

セミナー」開
催も行って
いる。

ま だ ま だ
行きにくい
という学校
のトイレ。い
ろいろ改善
の方向も出
されている。２月１日（日）午後13：00～15：00

向原住区センター・第一会議室
３月7日（土）午前10：00～12：00
鷹番住区センター・第一会議室予定
4月18日（土）午後14：00～16：00

場所未定

〈1〜3月値上げカレンダー〉
家計にもボベィーブロー〜〜アベクロの脱デフレ路線で円安
進行、食材や資材を輸入する企業を直撃した結果

メーカー（店名） 値上げ幅 主な商品（サービス）

1
月

日清食品 5〜8% カップ麺「カップヌードル」など約250品目（1日から）
東洋水産 4〜8％ 即席麺「マルちゃん赤いきつね」など（1日から）
明星食品 3〜8% 即席麺「チャルメラ」「一平ちゃん」など（1日から）
サシヨー食品 5〜8% 即席麺「サッポロ一番」など（1日から）
エースコック 3〜9% 「ワンタンメン」など約200品目
コクヨ 平均9.5％ 文房具1122品目（1日から）
キッコーマン 平均8% 輸入ワイン36品目（1日から）
日本水産 3〜15％ 家庭用冷凍食品（1日から3月1日にかけて）
アウディ 約3% 主力自動車「A3」など一部モデル（1日から）
宝酒造 約6% 紹興酒「塔牌」など（5日から）
永昌源 約6％ 輸入紹興酒（5日から）
Jオイルミルズ 8〜10％ 家庭用・業務用の食用油（5日から）
日清オイリオ 8〜10% 家庭用・業務用の食用油（5日から）
王子ネピア 10%以上 トイレットペーパー、ティッシュなど（5日から）
大王製紙 10%以上 トイレットペーパー、ティッシュなど（5日から）
日本製紙クレシア 10%以上 トイレットペーパー、ティッシュなど（5日から）
日本製粉 4〜9％ 家庭用パスタ「オーマイスパゲッティ」など（5日から）
昭和産業 4〜7% 家庭用パスタ（5日から）
日清フーズ 5〜13% 家庭用パスタ「マ・マ　スパゲッティ」など（5日から）
ハウス食品 5% 即席麺「うまかっちゃん」など（16日から）
ほっかほっか亭 10〜30円 一部の「ほかほか弁当」
NECパーソナルコンピュータ 10％ パソコン、タブレットなど

2
月

味の素冷凍食品 3〜10% 冷凍食品「ギョーザ」など約60品目
テーブルマーク 3〜10% 冷凍食品「お好み焼き」など約40品目
ニチレイフーズ 3〜10% 冷凍食品「から揚げ」など
日本製紙 10％以上 印刷・情報用紙
ハウス食品 8〜10% カレールー「バーモントカレー」など
丸富製紙 15%以上 再生紙トイレ紙

3
月

三井農林 5〜10% 「日東紅茶」ティーバッグなど
紀文食品 5〜15% 魚肉練り製品、中華総菜など
シマダヤ 4〜9% うどんなど冷蔵麺
森永乳業 8.3〜10.5% アイスクリーム「ピノ」など
明治 8.3〜10.5% アイスクリーム「スーパーカップ」など
ロッテアイス 8.3〜10.5% アイスクリーム「爽」など
井村屋 6.3〜10% アイスクリーム「やわもちアイス」など
江崎グリコ 10〜40円 アイスクリーム「ジャイアントコーン」など
ハーゲンダッツ 9〜25円 アイスクリーム「ミニカップ」など
日清オイリオ 30〜50% オリーブオイル
ハウステンボス 1〜3%弱 ハウステンボス入場料

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

なぜこんなに死票が多いの？そのしくみ、とは

党名 2014.12.14
目黒区得票率

2012.12.16
目黒区得票率

2014.12.14
全国得票率

自由民主党 34.34% 25.52% 33.10%
次世代の党 ─ ─ 2.70%
民主党 17.50% 16.43% 18.30%
公明党 8.71% 6.87% 13.70%
社会民主党 2.24% 2.01% 2.50%
維新の党 15.25% ─ 15.70%
生活の党 2.88% ─ 1.90%
日本共産党 14.25% 6.19% 11.40%

★比例代表得票率

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTグルメな首相

外食先
29日 銀座のイタリアン「アルジェントASO」

30日 ホテル内のステーキハウス「オークドア」
（昼食)、ホテル内のすし店「六緑」(夕食)

31日 ホテル内のレストラン「フィオレンティーナ」
1日 ステーキハウス「オークドア」
2日 ホテル内の日本料理「旬房」
3日 ホテル内の仏料理店「ザ・フレンチ・キッチン」
4日 横浜市の日本料理店「九つ井本店」

111111111111111111111
111111111111111111111されど、学校のトイレ

写真（八雲学園事例）
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中央体育館
●
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値上げの日にちは、出荷日、納入日、発売日など（日刊ゲンダイ 2015年1月6日号より）

健康マーク、はじまります。・・・が、
4月からお目見えする新マークですが、

コンビニやお総菜屋さんで見かけること
があるかもしれません。国の基準は有りま
すが、公的な認証機関は有りません。基準
に合ってさえいれば事業者が勝手に付け
ることができます。 問題のトクホ（特定保
健用食品）以下かもしれません。塩分やカ
ロリーを参考にすることはできますが、そ
れより、添加物はどれくらい入っているか
食品表示の方を、気を付けてみる習慣を付
けましょう。健康マークはあてにしないく
らいが良いです。

3つの料理の組み合わせ
の場合

料理Ⅰ（主食）の料理
に表示する場合

料理Ⅱ（主菜）の料理
に表示する場合

料理Ⅲ（副菜）の料理
に表示する場合

正月8連休のアベ首相外食模様

自由民主党 41,350票 社会民主党 2,709票
次世代の党 5,005票 維新の党 18,363票
民主党 21,071票 生活の党 3,473票
公明党 10,499票 日本共産党 17,160票

★比例代表開票結果

ツイート＊
フォロー
お願い
します^0^

目黒区の、2014年比例代表投票結果と、
前回との比例代表得票率比較


