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10.1%
8.7%
9.1%
8.1%
7.2%

政令指定都市

市
町村

区のマイナンバー運営予算（単位：千円）

住民票等コンビニ交付実績（2016年1月～2017年1月）
※Ｊ－ＬＩＳ＝地方公共団体情報システム機構

財源は…

27,922
193,507

横山幸次区議のホームペー
ジ・ブログ・ツイッター
をご覧下さい。横山幸次
で検索して下さい。

①住民票 ９６，０００通 内コンビニ交付 １，８３８通
使用カード内訳
マイナンバーカード使用 １，１０６通、住基カード５３５通、
不明２００通
②印鑑証明 ４９，０００通 内コンビニ交付 １，１６６通、
（残りは、自動交付機）
使用カード内訳
マイナンバーカード ７１９通、住基カード３８３通、不明６４
通、（残りは、自動交付機）

区政報告
ニュース

№ ６５５

23,522
491
75,811
85,181
11,543
200
24,751
221,499
非常勤職員報酬など
消耗品購入
労働者派遣、郵送料
コールセンター等業務委託ほか
マイナンバー窓口賃借料ほか
管理用備品ほか
Ｊ－ＬＩＳ負担金ほか
合計

万円、その９割を区の独自財源
で当てるしかありません。「国
策」で進める事業に、なぜ区の
独自財源を充てるのか大いに疑
問です。その分子育てや介護に
回せば大きな仕事ができます。
しかも住民の利便性を見ると、
コンビニでの住民票、印鑑証明
発行でマイナンバーカードの使
用は、全体の１％程度です。１
枚発行にかかる経費は大変な額
です。みなさんはどうお考えで
しょうか。

２０１７年５月１４日
発行 日本共産党区議団
℡３８０２－４６２７
fax３８０６－９２４６
ﾒｰﾙ arajcp@tcn-cat
v.ne.jp
☆町屋相談室
荒川区町屋５－３－５
℡３８９５－０５０４
ﾒｰﾙ yoko1951@aol.jp
国庫支出金
区の独自財源支出

10,717,919
926,543
18,353
2,478,623
6,499,599
813,154
128,066,211
9,205,712
211,271
27,333,950
80,281,895
11,244,654
全国
特別区
荒川区

交付枚数

（2017.3.8時点）

マイナンバー制度で、住民へ 当初申請した方の中には、マイ
のマイナンバーカードの交付が ナンバーカードが「義務」だと
始まって一年以上経過しました。 勘違いした方もおられました。
政府は、利便性の宣伝に力を入 それどころか、他人に見せては
れていますが、全国の交付率は ならない個人番号と顔写真など
人口比で８％台にとどまり、希 が一体のカードを持ちあること
望者数も頭打ちです。荒川区を で個人情報が危険にさらされる
調べるとほぼ全国平均並みです。 リスクが高まります。
政府は、「利活用推進」に躍
また申請しても取りに来ない方
も多くおられるようです。要因 起で多額の予算をつぎ込み医療
の一つは、身分証明書のほかに 分野などへ利用拡大を狙ってい
ほとんど使い道がないからです。 ます。その一方で地方自治体の
負担も大変。荒川区のマイナン
バー運営費は、今年度２億２千
交付率

人口

（2016.1.1時点）

６月５日(月)

弁護士と横山区議が相談をお受けし
ます。秘密は厳守します。お急ぎの場
合は、北千住法律事務所の相談日など
ご紹介します。
生活相談は、随時受付ています。
TEL&FAX ３８９５－０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。
区役所控室 ３８０２－４６２７

はと思います。東京都の住宅政策
も転換が必要です。「住宅は人権」
を実現する第一歩を都営住宅の建
設で。また木造密集地域の改善整
備のためにも従前居住者用住宅に
都営増設で対応するくらいの取り
組みが必要です。 （横山幸次）

午後６時～８時
横山区議事務所

町屋５丁目の旭電化通り沿いの
都営住宅の解体が終わり、基礎工
事も終了、現在は、建物本体の建
設工事に入っています（下写真）。
来年末には完成の予定です。おり
しも５月の都営住宅の募集が始ま
り、相談も少なくありません。し
かし宝くじ並みの難関が
都営住宅の抽選です。荒
川区は戸数が少ないうえ
に交通利便性が良いため
か高倍率です。思い返す
と石原都政になって新築
都営住宅の建設はストッ
プ。新しい都営住宅は、
すべて建て替え用です。
空きが出ないと公募はあ
りません。
最近北九州市で、６名
死亡する簡易宿泊所の火
災がありました。なくなっ
た方も公営住宅に入って
いれば命は助かったので

裏面 食の安全と豊洲問
題、都住募集…など

４月 日の参議院決算委員
会で日本共産党吉良よし子委
員の質問に対して大臣が「豊
洲は…「生鮮食品の卸売市場
用地として想定し得ない」と
認識している答弁しました。
以下国会での質問・答弁を
ご紹介します。

る変更の認可申請をしよう
とする時は、一定の卸売業
者、仲卸業者等の意見を聴
については、想定し得ないと かなければならないと明記
いう趣旨でございますと説明 されております。農林水産
されているわけですが、この 省としましては、実際に認
政務官の答弁についても、大 可申請があった場合には、
臣、同じ御認識ということで 業務規程や事業計画が適切
よろしいでしようか。
に定められているか等につ
いて卸売市場法の認可基準
に従って厳正な審査を行い、
適切に判断を行う方針でご
○国務大臣（山本有二君） 同 ざいます。
じ認識でございます。
○国務大臣（山本有二君）…豊
洲市場への移転につきまして
は、現在、市場開設者である
東京都が専門家会議あるいは
市場問題プロジエクトチーム、
さらには市場のあり方戦略本
部におきまして様々な角度か
ら議論と検証をなされておら
れます。東京都が開設者とし
ての責任を持って対応されて
おり、なお、卸売市場法にお
いて、東京都が、卸売
市場の業務規程に関す

②若年ファミリー向定期使用 740戸
③多子世帯向定期使用
10戸
④若年ファミリー向
50戸

荒川区内では

連 合 総 研 の 調 査 報 告 書 に 基づ
き あ る 研 究 者 が 試 算 し た デー タ
が 衝 撃 的で す 。 中 学 校 の 教 員 の
割が 、 過労 死 ラ イン の 「月１
００時間超の残業」をして
いる。小学校でも、半数強
がそれに該当する。ハード
ルを少し下げて、「月 時
間超の残業」でみてみると、
中学校では９割弱、小学校
では７割強にまで達してし
まうというのです。安倍政
権は、今国会に労働法制の
規制緩和で上限１００時間
を認める法改定を提案。こ
れ自体異常ですが、教員は
その対象外、労働時間青天
井です。
子どもたちに豊かな教育

申込書の書込みのお手伝いが必要な方はご連絡くだ
さい。

※それにしても募集戸数が少なく、ため息が出る方も少な
くありません。自民公明が与党の石原都政以来、新築都営
住宅建設はストップ。ここでも都政を変えることが切実に
なっています。

を 行う た め に は 、 や は り 教 育者
にふ さ わ し い 労 働 環 境を 保 障す
ること がど う して も 必要 で はな
いでしょうか。

①1人～2人用：町屋6丁目2戸・町屋8丁目1戸
東日暮里1丁目2戸
2人以上用：町屋6丁目1戸・町屋7丁目1戸・
荒川7丁目1戸・南千住8丁目1戸
3人以上用：町屋6丁目1戸・南千住8丁目2戸
②若年ファミリー(定期使用)
南千住4丁目3戸・町屋5丁目2戸
③多子世帯(定期使用) 南千住4丁目1戸
④若年ファミリー 西尾久8丁目1戸

80

申込み書配布は16日(火)
都内全体では①世帯向・単身向一般募集が1600戸
8

○吉良よし子

お配りした資料を御覧いた
だきたいと思います。こちら
は、国が食料・農業・農村審
議会の食品産業部会に出した
資料です。… 昨年十二月十
二日の参議院消費者特で矢倉
政務官が、土壌汚染対策法上
は、形質変更時要届出区域の
上に卸売市場が建つことその
ものは、法律上、否定はされ
ないと解しております。…で
あつたとしても、東京都がこ
の汚染の除去を行わず、盛土
等のみを行った状態で卸売市
場用地として申請をすること

築地女将さん会や水産仲卸の７割
以上の業者のみなさんが、「築地で
商売したい。」「築地ブランドを守
りたい。」と要望しています。食の
安全と関係者の合意がない以上移転
は無理だと思います。
汚染した豊洲の土地を買った責任
が問われます。
☆豊洲は、汚染土壌の除去
できません。しかも今回基
準値を超えたベンゼンなど
が検出。盛土をしても生鮮
食料品を扱う市場用地には
使えません。

10

