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ツイッター、フェイスブックも
やっています！

決算特別委員会で質問に立ちました

9月18・24日に行われた決算特別委員会での1問1答形式の総括質疑で、この間区民の方々
から寄せられていた声や選挙中の公約に基づいて6つの点から区政を質しました。

家庭ごみ有料化は許されない
中野区は「ごみ減量のため」と家庭ごみの有料化の方針を
出しています。しかし分別の徹底や生ごみ処理機の普及など、
資源化を進めてごみを減らす余地には十分にあります。各地
の自治体でごみ減量に効果をあげている戸別収集にも及び腰

いくら位
かかるの
かしら？

です。こういった努力をすべきだし、家庭に新たな負担を押し
付ける有料化は許されないと指摘しました。

実効性のある地球温暖化対策を
中野区のCO₂ 排出量削減の現状と目標設定について問い質しました。質疑の中で
中野区が排出量削減の目標は持ちながらも、逆に
排出量を増やしている現状が明らかになりました。
そこには中野区の対策が実効性のないものがほと
んどであることも影響していました。そこで太陽光
発電設備への助成など実効性ある対策に足を踏み
出すこととともに、
最近、
地球温暖化を抑え

出典：IPCC 第5次評価報告書（JCCCA のウェブサイトから引用）

るための真 剣な目
標設定などを求め
ました。

気温が高く
なっている
けど…

白鷺せせらぎ公園を利用しやすく
白鷺せせらぎ公園の運
動場はスポーツ施設にも
関わらずフィールド上での

コミュニティバス
「なかのん」を復活しよう
区はわずか3年で
「なかのん」補助を
打ち切ってしまいま
したが、
「なかのん」
の利用者 数は区の
当初 予 想を上回り
コミュニティバス「なかのん」
順調に推移していま
した。質疑の中で、コミュニティバスを始めて
から実施を取りやめた自治体は 23 区に中野区
以外にないことも明らかになりました。再び区
費の投入をして、
「なかのん」の復活を求めま
したが、区の答弁は「そのつもりはない」とい
う冷たいものでした。しかし今後、コミュニ
ティバスの役割はますます求められてきます。
引き続き議会でも取り上げていきます。

障害者・高齢者向け
住宅の増設を
中野区には障害者向けの区営住宅である

すばる

「昴館」があります。高齢化や障害の進行に対
応するために24時間対応できる体制を整える
ことを求めると同時に、応
募倍率 70 倍にも達する

水以外の飲食が禁止され
ていました。夏場の熱中

高齢者福祉住宅の抜本
的拡充を求めました。

症も心配される中で、子
どもも使う施設でもあり、
利用しやすい設備を整え
6 月に開園した白鷺せせらぎ公園
ることを求めました。
またこの運動場ではインターネットによ
る施設予約「ないせすネット」が使えな

いという問題もありました。
「ないせす」

保育士確保に
足を踏み出して
今、各地で深刻になって
いる保育士不足を解消する

が使える他の施設が 70～90%台の稼
働率に対して、30% 台の稼働率にしか
なっていないことが質疑の中で明らか

ため、区内で働く保育士の
ための家賃 補助制度を整
えることを求めました。

になりました。区はシステム改修の際に
改善することと答弁しました。
▲

総括質疑に立つ羽鳥区議

戦争法廃止へ！

国民連合政府実現の訴えに反響
国会では与党による委員会での突 「戦争やだね！中野パレード」実行委員
然の審議打ち切りと暴力的な採決が 会は10月12日にも集会やパレードを開
行われるなど、民主主義のルールも踏 催し 500人も参加。
「立憲主義を守れ」
みにじるやり方で戦争法が成立させら の声はますます大きくなっています。
れました。
日本共産党は法案が成立した9月19
しかしたたかいがこれで終わったわ 日にただちに「戦争法［安保法制］廃
けではありません。
議会では先日終わっ 止の国民連合政府の実現をよびかけ
た第 3 回定例会には共産党・民主党・ ます」とした呼びかけを発表しました。
無所属合わせて 15 名が共同して「戦 この呼びかけは①戦争法を廃止する
争法廃止を求める」意見書を提出し 国民の運動を大きく盛り上げる、②
ました。戦争法成立前から続いている 戦争法廃止で一致する勢力でこの仕

10月から個人番号通知カードも郵送され始め、
「どうしたらよい
のか？」
「情報漏えいは大丈夫か？」と不安が高まっています。
区議会にも関連する条例案が出され共産党は反対しました。
通知カードが届いた時の対応など疑問にお答えします。

Q 通知カードがきたら？
大事に保管して。
個人番号カード申請は自由
「番号通知カード」は簡易書留で届
きます。カードが届いたら番号を他人
に知られないように大切に保管するこ
とが重要です。
通知カードと一緒に「個人番号カー
ド」の交付申請書も同封されています
が、申請は義務ではなく個人の自由で
す。通知カードがあれば行政手続きな
ども何の問題もなくできるため、必要
がなければ申請しなくて構いません。

A

などの災害対策の手続きで使います。施
行前に新たに預貯金口座や特定健診など
にも利用を拡大することが決まりました。
しかし個人にメリットはほとんどありませ
ん。所得証明書の添付がいらないなど手
続きの一部が省略できる程度です。
事業所は給与などの書類に番号を記載
する必要があるため、従業員に番号の提
供を求めることになります。ただし、従業
員から提供が得られず、番号が書かれて
いなくても、書類は受理されることになっ
ています。

「個人番号をお尋ねします」
Q と電話がきたら？

行政が訪問や電話で個人番号を
Q 番号の使われ方は？
A 尋ねることは絶対にない。
社会保障抑制などに活用。
今後「あなたのマイナンバーがネット上
A なし崩しに拡大
に漏れている。削除にお金がかかる」など
来年１月から、医療保険や介護保険、 の詐欺電話もありえます。少しでも怪しい
雇用保険など社会保障、確定申告な と感じたら、話を打ち切り警察や役所に相
どの税分野、被災者生活再建支援金 談しましょう。

相談 受け付けています
生活のこと、地域のこと、
なんでもご相談ください
議員団控室／電話：3228-8873
FAX：3389-8657
携帯電話：090-4607-7889

羽鳥だいすけの

日々雑感

事をやりきる国民連合
政 府を 作る、③この
一点で一致する野党
が選挙協力を行う、
の 3 点からなり大き
な反響が寄せられて
「戦争法廃止の国民連合政府」の
います。
実現を呼びかけるパンフ

羽鳥だいすけ区議会日誌

マイナンバー制度開始に
不安高まる
マイナンバー条例案の反対討
論に立つ羽鳥区議

１０月１２日の集会で挨拶する山添拓弁護士と
区議団、植木都議

①9月10日／第3回定例会開会・本会議：長沢議員が質問
に立つ。戦争法案によって自治体がアメリカによる戦争に
動員される危険を指摘するも、区長は再び「国によって
議論がされるもの」と答弁。また「戦争法案などという
ものはない」と強弁。
②9月11日／本会議：小杉議員が住民無視の沼袋駅周辺
まちづくり計画案について、羽田空港の新飛行ルートに
ついてなど質問。
③9月17日／決算特別委員会：来住議員が平和の森公園
への体育館建設について、公園が作られた歴史的経緯か
ら見ても体育館建設は許されないことを指摘。区は「これ
までの歴史を完全に継承」と根拠も示さず述べる。
④9月18・24日／決算特別委員会：羽鳥区議が質問に立つ。
詳細は一面参照。
⑤10月2・4日／決算特別委員会、本会議：平成26年度の
一般会計・各特別会計決算が採決・議決が行われる。決算
認定への反対は共産党と無所属1名のみ。
⑥ 10月7日／区民委員会：
「新しい中野をつくる10か年計
画」
（素案）について審議される。社会保険制度について、
「運
営の観点ばかりが強調され、高すぎる国民健康保険料につ
いて触れられていないことは問題」と指摘し、誰もが必要な
医療を受けられるよう保険料の軽減策充実を求める。
⑦10月16日／本会議：共産党・民主党・無所属3名と共同
で「安保法制の廃止を求める意見書」を提出。結果は賛成
17・反対24で残念ながら否決されたが、共同提出という
新しい流れが生まれた。

自民・公明・
民主らが 風呂釜陳情を不採択
公社住宅では従 前居 住者に対して、壊れた風呂釜
の20万円以上にもなる購入費用を自己負担させて
います。それに対して自治 会 や居 住者からは署名
も添えて、
「居 住設備は公社が 整 備してほしい」と
陳 情が出されていました。共 産 党は採 択すべきと
主張しましたが、自民・公明・民主らの反対によって
不採択となってしまいました。

自ら選び取ってこその人生

今も全国各地で戦争法廃止を求める行動が行われてい
ます。それは自らの手で人生と社会を選び取る営みだと思います。この
マンガでは、作中の人々には自らが考える前にシステムによってその人
に合った「最良の人生」が指し示されてきます。この作品が強烈に、今
の「日本」という社会を問うていると感じました。
★このコラムでは、地域のこと、私のことなど、雑多な中身をご紹介していきたいと思っています。

三好輝
『監視官常守朱』

