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坂本史子の
目黒区議会議員・無所属

http://sakamoto-fumiko.com/

2016年1月1日

第110号
FAX：3715̶0414

連
絡
先

　080・3579・6932

記念区民フォーラム
2 月 27 日（土）13：30
田道住区センター第 2・3 会議室
安部芳絵さんの基調講演他、4つのグループワークなど

区内にはDカフェ（認知症カフェ）が5か所
Dカフェ・ラミヨ
目黒区五本木1-5-11
第2日曜／第4土曜　午後1時〜4時
東急東横線祐天寺

Dカフェ・リハビリ工房
目黒区八雲5-10-22
グリーンヒル駒沢公園1階
第3土曜　午後1時半〜3時半
バス　東京医療センター前

Dカフェ・でんどう
目黒区目黒1-25-26
田道ふれあい館3階
第1土曜　午後2時〜4時
バス　権之助坂／田道小学校入口

Dカフェ・東が丘
目黒区東が丘2-5-1
東京医療センター3階
第2水曜　午後2時〜4時
バス　東京医療センター前

Dカフェ・さんま
目黒区三田1-11-7
厚生中央病院3階
第3金曜　午後2時〜4時
JR目黒／恵比寿

区立小中学校の小 3 〜中 3 生にアンケート調査を行った。
回収率 93.9％。

全体で 71％がスマホまたは携帯を所有。内、フィルタリ
ングを設定しているのは 25％であった。中学生の利用時間
では平日は 15％、休日は 32％が 2 時間以上使っていた。

また、インターネットによるトラブルには、中 3 で 29％、
小学 6 年生で 14% があっていた。トラブルの内容は「チェー
ンメールが送られてきた」が一番多かったが、中には「身に
覚えのない料金の請求メールが送られてきた」100 件、「出
会い系やアルバイト紹介サイトなどで脅迫されたり、嫌が
らせを受けたりした」15 件、「インターネットや携帯サイト
で知り合った人に付きまとわれた」15 件というのもあった。
その際、全学年を通じて「母親に相談する」が多かったが、
小学 6 年生や中学生では、
だれにも相談しなかった
という回答の方が多かっ
たことから、常日頃の相
談しやすい人・環境作り
が必要だ。

2014 年 6 月に改正されたもの。2 年を超
えない範囲で政令で施行となっていた。

それに従って目黒区の扱いは、総務課に「審
査員」たる職員を置く。また 3 名の外部委員
で構成する「目黒区行政不服審査会（仮称）」
を置く、だった。12 月の定例会で賛成多数
で条例は成立。

しかしこれまでは「審査請求」「不服申し
立て」の 2 つの手段があったが、これが一つ
に削られた。これまでは個人情報保護審査会
が、住基ネットワーク反対運動の時も、住民
の意見をよく聞いてくれて、実に良い答申を
出した。この既存の審査会の方の権限が縮小

されて、新しい不服審査会の方に移ってしま
う。

Z　　a　　b
さて『行政庁の処分に関する不服申し立て

について定めている行政不服審査法が、公正
性、利便性の向上および国民の救済手段の拡
充の観点から抜本的に見直され、…改正法が
公布された。』これは国側の法改正の趣旨説
明である。

国民に対して保証する！というところは改
正以前も改正後も何ら変わらない。あらため
て行政とは、国、都道府県、市区町村、その

新聞報道された区立駒場小学校だが、事
件の工法とは違っていること、また念のため
目黒区は、旭化成建材や元受会社に確認した。
ローデックス工法というものでデータ改ざん
は無いとの回答をえた。

問題のくい打ち工法は、この 10 年前に開
発された。ダイナウィング工法という。残土
が少ないことや「環境配慮型」ということで
普及したらしい。

その他の目黒区の関係物件は、備蓄倉庫 2
件、区営アパート増築エレベータ 2 件という
ことだが、いずれもその工法ではなかった。

10 年前に比べ区内の樹木は 1,577 本減少
した（幹回り 20㎝以上、2004 年＊ 29,942
本→ 2014 年 28,365 本）。緑被率は目標の
20％にはまだまだだが、0.2％増の 17.3％
だった。

そして COP21 は閉会したばかり。一人当
たり CO2 排出量が米国はインドの 10 倍の
温室効果ガスを排出していることから、今後

「先進国側」は「途上国側」に 12 兆円の技術
支援等を行うことになった。
『世界気象機関』によると最近の一年間の

世界の森林伐採等で 9 ± 5 億㌧の二酸化炭
素が増加した。しかし一方で熱帯や亜熱帯
の CO2 年吸収量のお蔭で、過去 10 年間の
ものより 2014 年の CO2 増加率を、小さく
することはできない。このように森林資源が、
CO2 など温室効果ガス削減に果たす役割は

大きい。伐採を抑え樹林を育てることは気候
変動に対する大きな抑止力となるのだ。

因みに区内の緑の実態では、既存のみどり
の減少に歯止めがかからない。樹林 109.7㌶
→ 115.2㌶、屋上緑化 0.9㌶→ 3.7㌶となっ
た が、300 〜
1000m2 の 樹
林は減少、樹
木とともに目
黒区の緑の特
性である民有
地の緑を、緑
化計画による
規制等で保全
していくこと
が必要だ。

早いもので、
目黒子ども条例は

10周年！
Dカフェでコーヒーブレークを

82 項目の、会派から出された提案をこれ
から仕分けていく。その仕分けの仕方（進め
方）は、各会派バラバラだったため、改めて
25 日に決定する予定だ。今、目黒区議会だ
けが改革から取り残されている。そのため早
く道筋を付けたいのに、自民会派は数にモノ
を言わせた運営をやろうというのがミエミエ
だ。これでは進まない。

一方で議員報酬と政務活動費についてはす
ぐにやらなくてはならない。3 月予算確定ま
でに減額のままか、元に戻すか決めなくては
ならないからだ。もちろん今の減額のままで
いい。

報酬月額 586,000 円→ 598,000 円、政活
費の方は月額 120,000 円→ 140,000 円、に
は勿論反対だ。

	 		自民会派、改革
やる気なし？！

スマホトラブル、中3で29％

“国民の権利をうばう”行政不服
審査法改正旭化成建材の杭偽装、目黒区は？

めぐろのみどりから考える温暖化防止

2面へつづく

総数 トラブルに
あった割合

小学校 5 年生 1311 9.3％
小学校 6 年生 1139 14.4％
中学校 1 年生 903 26.9％
中学校 2 年生 884 26.1％
中学校 3 年生 850 28.7％

目黒区 15 万世帯への配達は 12 月 1 日に
終わっている。12 月 10 日時点での区役所
への戻りは 1 万 3 千通、約 13％の戻り率だ。
日本郵便によると全国で配達された 5684 万
通のうち、500 万通が自治体に戻されている。

先日情報公
開・個人情報
保 護 審 議 会
が開かれ、介
護保険の申請
書類の件が報
告された。こ
れも、個人番
号（マイナン
バー）を書か
せ る 仕 組 み
に変わったが、

12 桁の番号を覚えていない、書きたくない
区民も少なくないだろう。

で、その際は、書かなくていい。
国のマニュアルがあって、法 14 条 2 項に

基づき行政側が番号を “ 一方的 ” に記入する
からだ。

また全国中小業者団体連絡会というところ
が、直接国と交渉していて、申請書類に “ マ
イナンバー不要 ” との回答を得ている。

最近、社会保険労務士への相談が相次いで
いるそうだ。ライブアニュースによると、会
社に黙ってバイト、離婚や、年齢でさばを読
んでいたり、の場合。マイナンバーで手繰る
と会社にわかってしまう。これで “ 解雇 ” を
ちらつかされたらたまったものではない。

対策マニュアルはこちらから、
http://www.bango-iranai.net

マイナンバー未達、500万件！

引上げ
（左周り

掘削
（右周り

拡大掘削ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
注入（左周り 杭挿入完了

杭挿入回転
または自沈

工法の施工手順

旭化成建材のホームページから

公明新聞 12 月 15 日より

全国地球温暖化防止活動推進センターホームページより

“議会改革協議会”
全国商工新聞より

第 6 回ティーンズフェスタ IN めぐろ 2015

今回問題になったダイナウイング工法の施行手順とは
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報酬および費用弁償等報告
 12 月分議員報酬

支給額 報　酬 ¥586,000
控除額 所得税 ¥-162,930

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 ¥-106,730
差 引 支 給 額 ¥692,730

11 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 4 ¥8,000
特別委員会 0 −

本会議 3 ¥6,000
予算・決算委員会 0 −
特別区内等 0 −

委員会出席重複分 -2 ¥-4,000
計 8 ¥16,000

「目黒教育大綱」への意見を募集している。1月22日まで

政争の具にされた消費税増税と財政再建

他だ。その反対は無い（国民が行政庁になる
ことはない）。

今回、国は「私人」＝「国民」となったらしい。
なぜなら、沖縄の名護市辺野古沖の埋立許可
承認取り消しについて、政府が行政不服審査
請求を沖縄県に対して行ったからだ。「行政
手続きに対し、住民が行使するべき請求権」
を国が使うというのである。沖縄防衛局が国

土交通省に、行政不服審査請求を出し、これ
を、国土交通省は受理、審査し裁決を下す。

o　　z　　m

法が「個人の権利利益の救済を目的として
いる」限り、審査庁である国交省は、不受理
にして門前払いというのが妥当だった。こう
した「超法規的」処置というか、法律破りが
横行する由々しき事態なのだ。

23 区の清掃工場施設整備計画では、毎年
度 150 億円の整備費がかかると試算されて
いる。この経費をさらなるごみ減量と資源化
のために使うべきである。

従って以下のような改革を進める必要があ
る。

東京市町村自治調査会にならい、ごみ減量
研究の部門を置くこと、財政的には容リプラ
スチック回収が財政調整需要額に適切に算定
されるようさらに都に働きかけることなどだ。

そして、現在の 3 分割された事業体では清

掃事業の改革は進まないので、都区制度を廃
止し市に移行してあらゆる事務事業に責任を
持つことが必要だ。まずは、5 区程度が一部
事務組合をつくり、最終処分まで運営・管理
することとする。その際は組合議会の議員数
を民主主義的な選出方法で増やすなどし（実
費弁償のみ支出）、当て職議長のみで構成さ
れることのない、議会として機能するように
することも必要である。
≪「目黒区一般廃棄物処理基本計画素案」へ
の会派意見・要望を出しました。≫

1 兆円分の「軽減税率」
法人実効税率の下げで 1 兆円分の減税
残りの 4 兆 4 千億円の増税分は、一

世帯当たり約 4 万円の増税で

消費税の軽減税率適用範囲のすったもん
だは、見慣れてきた政治劇とはいえ、呆れた。

さらにいえば、今回のインドへの円借款は
1 兆 4 千億円、アベ外交で 4600 億円余をこ
の間ばらまいてきた。彼の地の民政に役立て
ばいいが、どう考えても違うだろう。帰って
くる金かもしれないがすべて税金である。

社会保障財源を調達するとかの言い訳は

とっくの昔に破た
んしている。

来 年 の 通 常 参
議院選では新たに
420 万人の有権者
が誕生する。

若者の政治参加
が広がる意義は極
めて大きいが、初め
ての投票が、こんな
政治状況じゃあ…。

（ （ヽ`Д́ ）ノプンプン

障害者権利条約を批准するため、国は基本
法を改正し差別解消法を制定した。これから
は国の機関等はもちろん自治体はそのための
条件整備を、しなくてはならない。「合理的
配慮義務」といって、国や都、区は障害者差
別を「解消」するための取り組みを、具体的
に提供することになる。

ところが、これに “ 過重な負担 ” にならな

い範囲でというのがつく。これがいただけな
い。国は「要領」で、これはイイ、あれはダ
メと例示しているが、判断するのが行政の側
であってはならない。

また教育委員会も、文科省のガイドライン
などを参考に要領を策定するが、これから要
望を上げていこう。

「障害者差別解消法」にむけ	
目黒区は取り組みを

意外！65歳以上一人暮らし世帯が、
一人当たり排出量で一番多い

水銀に関する条約は 2013 年に採択され、
国内法は 2015 年 6 月、公布された。有機水
銀による水俣病の惨禍に鑑み、水銀による汚
染を食い止めるため、「国、自治体、事業者
による水銀使用製品の回収」が盛り込まれた。

今回目黒区では、蛍光灯、水銀体温計、水
銀血圧計を、月 2 回の不燃ごみ収集日のうち、
1 回をこの 3 点の収集日とする。回収は専用
の収集車で、4 月から開始する。

最終的には、北海道北見市のイトムカ鉱業
所で水銀をとり出し、貯蔵、一部再利用され
るようだ。

いずれにしても汚染者責任、拡大生産者
責任になっていない。小型家電や水銀含有製
品の回収事業は事業者が適切な費用負担で
行うことが必要である。めぐろ買い物ルール
で、消費者が使い終わった商品や回収対象物
は、まず小売事業者側に返すことを進めよう。

水俣条約		4月から蛍光灯等の分別回収開始
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

年金積立金（GPIF・年金積立金管理運用
独立行政法人）の 50％を株式で運用できる
よう法律改正したため、徐々に日本株保有率
が高まっていたが、株高のときには確かに 14
兆円の運用益が上がっていた。しかし、この
ような乱高下が繰り返されている状況ではこ
んな危険な公的年金の運用が許されるはず
がない。一方、公務員年金と厚生年金の一本
化が行われたが、これも表と裏があって、公
務員年金の格差是正と一見良いことのように
語られるが、実はこの厚生年金基金の株安に
よる運用の失敗を、公務員年金の資金で補お

うという策略だとのもっぱらのうわさだ。さ
もありなん。

現在はグローバル格差社会。0.14％の富裕
層が 81.3％を所有し、トップの 85 人が 35
億人分の富を保有している、と横浜市立大学
の上村雅彦教授。膨張するギャンブル経済に
よって格差は拡大しているのだ。

すでに GPIF の日本株保有率は 25％に近
付いているはず。米国の出口戦略次第ではさ
らに損失が膨らむ。75 歳での年金支給開始
などもとりざたされる。早く安倍政治を終わ
らせるしかない。

年金資金8兆円損失。
総活躍どころか「1億総下流」のアベノリスク

1面のつづき

公明新聞12月16日より→

日経新聞12月13日より

日刊ゲンダイ12月15日より

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

フランスなどが1990年代半ばから積極的に
導入し、今では100カ国以上が使っている。地域
特有の農水産物や食品について国や伝統や製
法などを審査して基準を満たせばその名前を
登録、知的財産として保護する制度である。地
域特産の果物に認定マークのGIマークを付ける。

現在、夕張メロン、江戸崎カボチャ、八女
伝統本玉露、壷つくり黒酢、あおもりカシス、
神戸ビーフの 10 品。

ところで機能性表示食品の届け出件数がう
なぎ登りだそうだ。以下、その効能調査結果

（一部）。

産地ブランド、農水省GIマーク付与
機能性表示食品制度と併記がOK。

週刊金曜日12月11日（1067号）より

共同代表挨拶

基金の振込先（店番号 – 口座番号） / 送金先名義「辺野古基金」
⃝沖縄県労働金庫県庁出張所 953-3406481 ⃝ゆうちょ銀行（電信） 17000-13659411
⃝琉球銀行県庁出張所 251-185920 ⃝ゆうちょ銀行（払込取扱票） 01790-5-128966
⃝沖縄銀行県庁出張所 012-1292772 ⃝コザ信用金庫那覇支店 017-2032531

※ すべて普通預金


