
民間には簡素効率化などのメリットはまった
くありません。

Q 会社の受付Aが、来所した外部
者Bに本人かどうか確認できる身

分証明書の提示を求めた。その際に、Bが
IC仕様の個人番号カードを提示した。そ
こでAはBの個人番号カードの表面に記
載された氏名と住所に加え、裏面に記載さ
れた個人番号を記録帳に記載した。この取
り扱いは適法か？

A 個人番号カードなら、違法です。
（罰則はない、しかし事業者が民事

責任を問われることはある？）従来通り運
転免許証などで確認する方が無難です。

本来は、こんな罰則付きの共通番号制度に
しなくても、分野別の個別番号を使って紐つ
けして制度を作れば、安心安全な番号制度が
作れたのです。

自分を守るいくつかの方法
民間の利用を許す段3段階になれば、定期
券購入者の管理に共通番号を使ったり、貸金
業者は借り手に共通番号の提示を求めて貸し
付けをすることもできます。
また法人番号を持たない個人事業主は、個
人番号を替わりに支払い調書に書くことにな
りますが、こんな課税実務を許せば個人事業
者の個人番号は筒抜けになってしまいます。

国税庁は「・・・番号の記載がないことを
もって、税務署が書類を受理しないというこ
とはありません」と言っています。
また、自分の番号を役所に教えたくないと
き、この場合は、役所は職権で番号を取得し、
処理します。これは国のFAQに出ているので、
問題有りません。罰則ももちろんありません。
個人番号カードはもたない、共通番号を変

える、など自衛の手段を考えましょう。

	 ハッカーやなりすまし犯罪者が	 	
	 高笑いの共通番号制		 	
	 金融口座の番号管理で庶民の	 	
虎の子を、政府も狙っている？
アメリカでの不正還付額は13億ドル以上
だそうです。
マスターキーである共通番号の利用拡大を

図れば計るほど、手口は巧妙になります。
そして、金融口座への付番です。
2018年から当面の間は、預貯金口座の共
通番号管理は「任意」とし、2021年以降は「義
務」とする方向です。あらゆる意味でこの預
金口座が狙われています。

電子取引が全盛の時代、個人情報の漏洩が
毎日のようにマスメディアを賑わせています。
私たちはパスワードを頻繁に変えることで自
己情報を守るよう求められています。こうし
た時代に、『一生涯変わらない見える化され
た共通番号』をできるだけ幅広く使わせよう
というのは、どう考えても時代遅れとしか言
いようがありません。
漏えいのおそれが有れば首長はすみやかに
新たな番号通知カードを通知しなければなり
ません。頻繁に番号の変更を申請する市民運
動を展開しましょう。

坂本史子の
目黒区議会議員・無所属

http://sakamoto-fumiko.com/

2015年8月15日

第108号
FAX：3715̶0414

連
絡
先

　090・4754・6932

12 ケタの番号は、すべての日本人と在留
外国人に対し、国と自治体の委託を受けた「地
方公共団体情報システム機構」が、住基ネッ
トワークの住基コードをもとに番号をつくり
付番しています。
大きな遅れが無ければ、10月 5日以降に、
簡易書留で共通番号が各世帯に送られてくる
予定です。送られてきた通知カードはとりあ
えず大切に保管しておきましょう。
この簡易書留は住民登録をしている住所に
送られてきます。

通知カード（紙製）と個人番号カード
（ICカード）のちがいは

欲しくても欲しくなくても今回、全世帯に
送られて来るのが通知カードです。その先、
個人番号カードが欲しい人は、所定の申請書
類で申請します。交付は来年1月からです。
あくまで任意ですが、役所に出向いて交付
を受けることになります。このように個人で
申請するのが基本ですが、法人などでまとめ
てカードを申請する「勤務地経由申請方式」
などの方法を国は追加しています。

	 住民票登録地に居住していない	
人への通知カードの送付は？
様々な理由で登録住所と居所が違う人が

います。この場合居住地に送ってくれるよう、
申請書を住民登録している役所に出します。
8月24日（月）から9月25日（金）の間に、
郵送または持参して申請します。

	 住民票登録地と居所が違う人への	
対応は？

この取扱いは、DV等被害者と東日本大震
災の被災者に限定されていました。これに長
期入院と施設入所、長期出張中の単身世帯も
認められるようです。
この扱いを自治体やDV被害支援団体等を
通して周知するとしていますが、10月5日の
基準日までに周知するのは困難ではないかと、
指摘されています。

共通番号は何に使われますか？
税・福祉・災害の大きく 3つの行政事務に使

われます。政令で個人番号カードの空き領域
利用として「総務大臣が定める事務を行う民
間事業者に開放すること」なども入っています。

給与所得者は、人事・給与担当者に自分だ
けでなく扶養親族の共通番号を伝えなければ
なりません。
2016年 1月 1日以降の税や給与などの法
定調書から、支払いを受けるものと支払者の
共通番号を記載しなくてはなりません。法人
税や消費税、相続税などさまざまな税金にか
かる法定調書への付番事務は厖大なものにな
ります。
法定調書といってもかなり広範囲です。税
分野のおもな法令に関わって利用されるもの
だけでも、57種類に及びます。（「給与所得の
源泉徴収票」は本人交付用の源泉徴収票に支
払者の番号は付けないことになっています。）

	 資産家や高額所得者への	
課税強化などに有効では？

政府が言っているのは次のようなものです。
親が地方に住み、子どもが都会の大学に進
学、アルバイトをしている場合、収入が扶養
限度額を超える場合に、その際バイト代から
所得税の源泉徴収はされていますが、親元で
の扶養控除がそのままだとすると、こういう
過誤、「不正」な控除が是正される、というケー
スだそうです。これが不正？
一方で、事業所得や資産の海外へのシフト

までを把握することはできません。資産や高
額所得へ課税どころか、より徹底して普通の
給与所得者への課税強化がされる、というこ
とでしょう。

	 実質的に、共通番号なしには	
働くこともできません？

主婦や学生が近くの居酒屋でパート、アル
バイトする、この場合、パート先、アルバイ
ト先（雇用主）は給与支払いの際に源泉所得
税を天引き徴収しないといけませんね。当然
雇用主は、パートやアルバイトに個人番号の
提供を求めるし、逆に提示を求めないで支払
うことは違法とされる危険があります。
ブラックな事業主から支払いを受ける場合
も、自分の番号情報を告げなくてはなりません。
一方もし番号提示を拒んだら事業主は給料

を支払わなくてもいいのか、これらは実際に
番号法が実施される頃にならないと分かりま
せんが、労働法上はらわないと違法になるわ
けで…。

事業者いじめの共通番号
従業員や顧客から預かった個人番号を流出

させた場合は、刑事罰を含む罰則が科されま
す。そのため、すべての事業者に情報管理体
制を新たに構築していくことが求められ、小
さな会社には重い負担になっています。共通
番号は従業員や顧客管理には使えませんから、

番号通知カード 個人番号カード表面（案）

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（総務省ホームページより）

区民に返すべき保険料、決算書に記載せず
後期高齢者医療保険料と介護保険料の両
保険制度が発足して以来、返納すべき保険料
がどれくらいなのか、決算書に記載していな
かったというお粗末だ。会計事務規則による
と、この歳入未済額は会計管理者に報告され
調定額から引いて公表しなくてはならなかっ
たが、されていなかった。2014 年度決算か
らは報告・決算書に記載することとした。

徴収できていない区民税等や国保税等の
25億と 24億に比べれば額は小ぶりだが、本
来とりすぎの税金を返さないで丸めた数字に
しておくのはひどい話だ。

早稲田大学マニフェスト研究所による
2014 年度の、全国自治体を調査した結果。
毎年早大マニフェスト研が行っている
もので、全自治体の 84％の 1503 議会を
1000点満点でランク付けしたもの。
議会基本条例の制定と改正、政務活動
費、議会報告会、政策型議員提案条例、
女性議員比率（設問は約70 問）を採点。
総合順位は「情報公開」「住民参加」「機
能強化」の 3カテゴリの点数を掛け合わ
せてランキング化した。
但し、これで住民参加が都道府県の中
では一位？？と思う例もある。あくまで参
考にだが、上位の町田市議会や流山市議
会に比べると目黒区議会の劣勢は明らか。
■議会改革度調査 2014�東京 23区ランキング
総合順位 23区内順位 都道府県名 議会名
10 ― 東京都 町田市議会
37 ― 東京都 東村山市議会
41 ― 東京都 多摩市議会
59 ― 東京都 立川市議会
100 ― 東京都 国立市議会
102 ― 東京都 小金井市議会
131 1 東京都 新宿区議会
142 ― 東京都 調布市議会
161 ― 東京都 小平市議会
217 2 東京都 板橋区議会
265 ― 東京都 八王子市議会
282 ― 東京都 三鷹市議会

301 位以降 3 東京都 杉並区議会
301 位以降 4 東京都 台東区議会
301 位以降 5 東京都 墨田区議会
301 位以降 6 東京都 足立区議会
301 位以降 7 東京都 品川区議会
301 位以降 8 東京都 江戸川区議会
301 位以降 9 東京都 文京区議会
301 位以降 10 東京都 豊島区議会
301 位以降 11 東京都 北区議会
301 位以降 12 東京都 中野区議会
301 位以降 13 東京都 港区議会
301 位以降 14 東京都 千代田区議会
301 位以降 15 東京都 荒川区議会
301 位以降 16 東京都 世田谷区議会
301 位以降 17 東京都 江東区議会
301 位以降 18 東京都 大田区議会
301 位以降 19 東京都 葛飾区議会
301 位以降 20 東京都 練馬区議会
301 位以降 21 東京都 渋谷区議会
301 位以降 22 東京都 目黒区議会
301 位以降 23 東京都 中央区議会

こんな『地方議会』はいらない？！
おかしいです、議長は自民党の期の多い
のから一年毎に持ち回り、（何もせん）副
議長は公明党。数が多いから、4年間決まっ
ている。自治体議会は政党のコピーじゃな
い。一人ひとりの賛否を表明するべき。だ
が、会派で拘束してなきゃナラナイなんて
時代遅れだ。
正副議長の割当て表

目黒区議会、 
ブービー賞

目黒区議会の議会改革度は上位
300 議会の、ランク外！

東京 23 区議会では 22 位のブー
ビーという不名誉！

過去 3年間の還付未済額

年　度 2015 〜 2018

役職（人数）会派等
自

民

公

明

共

産

民

主

維

無

未

ネ

無
会
派

1 議長（1） 1
2 副議長（1） 1

2012 年度 2013 年度 2015 年度
介護保険 776 万円 707 万円 913 万円
後期高齢 656 万円 905 万円 661 万円

どうなる、どうする共通番号（マイナンバー）�その 3
個人番号はすでに拡大法案、法人番号に  保護措置なしそ

も
そ
も
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大型バスが乗りつけ、
目黒の観光名所に
なっている天空公園。

しかし、あまり喜べない現実がある。
目黒区の公園管理にかかる費用は、1〜 2
㌶の規模のものは、約2,000万円である。
ただし、例えば菅刈公園は和館の管理など
があり割高であり、他の公園にも様々な特徴
があり標準単価いくらというわけにはいかな
い。それを考慮した上でも、大橋ジャンクショ
ン覆蓋の天空公園は 7,096㎡で、1㎡当たり
2,838円であり、菅刈公園1,218円、西郷山
公園の 772円と比べると㎡当たりの単価が
格段に高い。
年間2,014万円の公園維持費管理経費の内
訳は、1,000万円の管理委託経費、水光熱費で
300万円、植栽などで600万円である。また、
10年たつと高速道㈱からの補助金は底をつく
から、区が専らお金を出し続けることになる。
造るときから将来負担を考えた設計が必要だ。

（ex. 大橋天空庭園　7096㎡・2,000 万円 /年　� �
�菅刈公園 2㌶・2,436 万円 /年
�西郷山公園　1㌶・772 万円 /年）

JR宿舎跡地に音楽大学？
学校法人東京音楽大学＋戸田建設㈱＋㈱

日建設計がグループを作り、提案したものが、
最優秀となった。他には 3つのグループが
名乗りを上げた。（いずれも共同住宅中心の
建設計画）審査委員会の審査の結果は、ほと
んど判らない。
計 6回開かれ、1回だけ事業者ヒアリング

を行った。購入価格はどこが一番高い提案
だったかもわからない、一番緑を残せる案
だったかも、な〜んにもわからない
それにしても、区債で購入した土地。32
億 2800 万円に利子が 10年間で 9憶 9千万
円ついて、41億円余だ。
これには東京都の交付金が 31億出たん
だが、42億 1100 万円で東京音楽大グルー
プへ売却予定なのである。もともと 32 億
2000 万円で区が購入、区債で買ったので
その利子 9億 900 万円で約 41億 3000 万、
20 年間の維持費を差し引くと、トントンと
いうことなのか。9月に基本協定締結の予定
だ。

　特に赤ちゃんへの眼への影響は大きい。保
護者がスマホの画面を見せてあやしたり、赤
ちゃんが親のスマホを覗いていたりするが、
眼の構造の基本は 6〜7歳までにほぼ形成
されるため、スマホで子守りなどもってのほ
かだ。
　また長時間使用によるさまざまな健康障害
が指摘されている。（図の通り）
　スマートフォンの普及はめざましく、携帯電
話を含めた契約台数は今年 3月で1億 4700
万台になり、一人当たり1台を超えた。
　内閣府 2014 年 2 月の調査では、スマホ
所有率は小学校で13.8％、中学校で47.4％、
高校生で82.8％だった。

　増えれば増えるほど健康への影響も懸念さ
れる。

「集団的自衛権はフグ、肝外せば食べられる」など、珍問答続出の安保法制審議  国会延長95日

厚生労働省は 2014年度の、仕事による強
いストレスなどが原因で発病した精神障害、
過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患の
労災請求件数と支給決定件数を公表した。
脳・心臓疾患（過労死等）および精神障害
等（過労自殺含む）にかかる労災の状況
脳・心臓疾患によるものは請求・認定件数

ともやや減少傾向にあるものの、労災申請
に至るまでが大変な現実を考えれば、公表
されたものは氷山の一角かもしれない。品
川労基署管内は支給決定した件数は過労死
等が3件、過労自殺含む精神疾患が５件だった。

派遣法、残業代ゼロ法など、労働者を大
切にする方向とは逆コースに向かっているの
が現実だ。

アスベスト労災、東京都は最多
全体的にはアスベスト労災の申請・認定件
数は減少傾向だが、それでも全国で1095 件、
認定件数 1002 件。
東京 115 件認定件数 122 件（年度にまた

がっているため）
目黒区内には指定事業場が 3か所。目黒
を含む品川労基署管内では16 件だった

共同通信が 98市区町村で調べた結果、わ
かった。
このように自治体によって待機児童数の数
え方がバラバラなのだ。少なくとも厚生労働
省は、これを統一して公表させるようにしな
いといけない。

上目黒小学校内に認可保育園を整備
特別教室 544㎡を 70名の認可保育園へ、
転用改築する。コンピューター室、家庭科室
を 2016 年７月に
移転の準備をおこ
なう。同時に学校
の教室、トイレ洋
式化を行う。
2017 年４月に
保育所を開設する。

2015年度・待機児数＝294人＜隠れ待機児数＝559人

ツイート＆
ブログも
坂本史子で
クリックを
■発行者：坂本史子　目黒区中央町 1-8-11・405

スマホ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA過労自殺や精神障害での労災認定が過去最多

自治体 15年待機児童 隠れ待機児童

東京都 江東区 167 808

品川区 215 331

目黒区 294 559

大田区 154 未回答

世田谷区 1182 1087

渋谷区 252 276

中野区 172 226

杉並区 42 1432

豊島区 209 未回答

北区 160 106

板橋区 378 198

練馬区 176 360

足立区 322 327

神奈川県 川崎市 0 1695

相模原市 0 234

待機児童と隠れ待機児童� 2015.7.12 東京新聞より

ホルムズ海峡の機雷掃海のはなしも相当無
理があった、そもそもサウジアラビアを陸路
で、紅海を抜ければ済む話だった。
そこで、今度出してきたのが南シナ海。マ

ラッカ海峡を中国がシーレーン封鎖するとい
うことはもう周辺諸国への宣戦布告。しかし
アセアン関連会合では、中国との協議強化を
行い、米中も外相会議をやっている、やって
いないのは日本だけだ。
また、中国への日本からの進出企業は約

４万社、輸出先としては米国に次ぐ2位、輸
入元は日本がトップだ。米中は絶対戦争しな
い、アメリカは中国市場を手放すはずがない。
イラン核協議も米国資本にとっても大切だか
ら進めただけだ。この現実を無視して冷戦時
代の思考で、周回遅れ（それも何周も遅れて）
のランナーをやっているのが日本だ。

「戦争法案という表現は	 	
	 的確ではない、従米法案だ。」
と小林よしのりは喝破した。政府のプロパ
ガンダは「国家安全保障環境が非常に厳しい
状態になった、激変したという。これがペテ
ン、冷戦時代の方がすごかった。米ソが核開
発競争をやり、キューバ危機もあった」しか

しアベ首相は安保法制は夏までに成立させま
すと米国で演説し約束して帰ってきてしまっ
た。危機をあおり対米従属をさらに強固にし
ようとしている。
2014年４月にはオバマ大統領が尖閣諸島

は安保条約の適用範囲だと言った。言ったが、
「適用範囲」と「適用する」は違う。米議会
が反対すればできないよう仕組んだ。
米国の戦略とはこのようなものだ。

アベ首相の政治的自己満足の	 	
� 代償は、重い
一方アベさんは官房長官の時代に証拠のな

い間違ったイラク戦争で米軍を支持した。こ
の過ちを認めたくないために証拠を隠すため
特定秘密保護法を制定し、自衛隊が簡単に海
外派兵できるよう安保法制を急いで決めよう
としている。
原発再稼働にまい進しているのも、過去の
失敗とつながっている。トラブル隠しで停止
していた福島第一原発が運転再開された直後
の 2006 年 12月、第一次政権当時のアベ首
相は「原発の全電源喪失はありえない」と国
会答弁した。しかしその後福島原発は ”全電
源喪失 ”してメルトダウンしてしまった。
アベノミクスにしても、第一次政権のとど
めを刺したのが株価急落。そのため年金基金
を使って株価を支えている。これらの記憶が
トラウマになってアベ首相を突き動かし、リ
ベンジへと向かわせているとしか言いようが
ない。

f　　　　f　　　　f

安保法案は、日本の危機を格段に高める
軍需産業トップテンに（上位 10社）に、

防衛省・自衛隊の天下りが 64人（2014 年
承認数）で契約額の多いところには天下りも
多い。契約額は 7929 億円で、防衛省全体
の１兆 2693 億円の 62.5％で、自民党は引
き換えに、巨額の献金をもらうという構造に
なっている。2020年度に基礎的財政収支を
黒字化するといっているが、ここの聖域は拡
大している。

ミスター自民党は、涙の訴え。
「…政治がすべきことは財政、金融、経済、
社会保障、外交の立て直し。さらには、原発事
故と汚染水の流出、大地震の可能性、頻発す
る火山噴火…、こうした問題への対策こそが
喫緊の課題であって、自衛隊の方々に海外へ
行っていただく余裕はない状況。政策の優先
順位をどうするか、もう一回考え直す時期に
きているのではないか。」外国特派員記者協
会で村上誠一議員は時折涙ぐみながら語った。
アベ内閣が「存立危機事態」という牽強付
会な概念をひねり出して、日本が攻められて
もいないのに他国のために戦う集団的自衛権
の行使を容認したことで、現場は相当混乱す
るのではないか。むしろ自衛隊空洞化が進む
という。
それでも、あえて言うなら自民党の1760
万票は全有権者の 17％にすぎず。また違憲
状態の選挙区割りのなかで当選してきた国会
議員が、これを決めてしまうことも、言語道
断なのである。

岐阜県多治見で 39.2℃、京都市で 39.1℃
（7月 31日）この日 926 地点観測点で、猛
暑を記録したのは 170 か所。30℃以上は
660か所だった。
消防庁が 4日公表した数字では、7月 27

日から 8月 2日の一週間で救急搬送された
人は 1万 1672 人、熱中症での死者は 25人
だった。
ただ心臓病等の病気での死亡が、気温の
急上昇と因果関係があるとの研究もあり、高
温による死者はさらに大いのではないか。
今目黒区では「涼みどころ」として老人い

こいの家を開放している。大震災のあった年
は電気使用の削減の数値目標が設定された
ことで、個々の家で電気使用を抑制し、公共
の場で涼をとろうということで、区内施設が
開放された。省エネ発電所というのは、省エ
ネルギーでその分を発電分としてとらえると
いう考え方だ。
省エネ発電所＋
温暖化防止の地域
戦略として、猛暑の
今年こそ、全区有施
設で「涼み所」を開
設するべきだ。

みんなで涼しくなろう
省エネ発電所を広げよう

頸肩腕

光と音

テキスト・サム
損傷、

ストレートネック

電磁波

ホルモン攪乱、
発がん性、

鬱病、自律神経系・
免疫系への影響

心への
影響

ストレス、依存症、
いじめなど

難聴、睡眠障害、
赤ちゃんの眼の
形成への影響など

スマホが
もたらす
健康障害

週刊金曜日　2015.7.31（1050 号）

報酬および費用弁償等報告
�7 月分議員報酬

支給額 報　酬 ¥586,000
控除額 所得税 ¥44,400

住民税 ¥53,600
議員互助会費等 ¥2,000
日中議連会費 ¥300
国際議連会費 ¥300
計 ¥100,600

差�引�支�給�額 ¥485,400

6 月分費用弁償
会議名 回数 金額
常任委員会 3 ¥6,000
議会

運営委員会 6 ¥12,000
本会議 4 ¥8,000
委員会

出席重複分 -3 ¥-6,000
計 10 ¥20,000

脳・心臓疾患の労災
年度区分 2013 年度 2014 年度

脳・
心臓疾患

請求件数 784 763（92）
決定件数 683 637（67）

うち支給決定件数 306 277（15）

うち死亡
請求件数 283 242（17）
決定件数 290 245（14）

うち支給決定件数 133 121（3）

精神障害の労災
年度区分 2013 年度 2014 年度

精神障害
請求件数 1409 1456（551）
決定件数 1193 1307（462）

うち支給決定件数 436 497（150）

うち自殺
請求件数 177 213（19）
決定件数 157 210（21）

うち支給決定件数 63 99（2）

涼
み
ど
こ
ろ

局　名 請求件
数

支給
決定件数

内　訳
石綿肺

肺がん 中皮腫 良性石綿胸水 びまん性胸膜肥厚

請求件数 支給
決定件数 請求件数 支給

決定件数 請求件数 支給
決定件数 請求件数 支給

決定件数
支給
決定件数

埼　玉 32 33 19 11 12 19 1 1 2 2
千　葉 26 21 15 15 7 5 1 1 3 1
東　京 115 122 50 60 58 54 1 1 6 7 19
神奈川 103 98 55 45 44 45 1 1 3 7 9
計 1095 1002 465 390 559 528 26 32 45 52 77

都道府県別の請求・決定状況の一部（労災保険法）
（　　）内は女性


