☆2015 年度 12 月議会が終了しました。市民生活に関わることを報告します。
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マイナンバー制度の報告

木更津市 59060 世帯

通知カードの返戻数 計…5,052 通(12 月 4 日現在)
4,000 通

1,036 通

16 通

郵便局での保管期間が過ぎ、

通知カードを送った

受け取り

市役所に

住所に住んでいない
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1,124 通

受け取りさ
れた。

市は
「通知カード返戻のお知
らせ」
の通知を 12 月中旬ま
でに発送。受け取りを促す。

今年度のマイナンバーの経費
議
会
で
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し
て
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か
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市は、異動事項を確認して、内容
に応じた処理を行う。必要に応じ
て現地調査等を行う。

確定申告はどうなる?

市は、改めて、制度の
説明し、ご理解をい
ただくよう努める

木更津市は使用しない

予算 2 億 4 千万円、国からの 今まで市民会館や市役所で行っ 木更津市は、個人番号カードを
補助金は 4 割と見込んでいまし ていた H28 年 2～3 月の H27 職員証に使用しないとのことで
たが、実際は、通知カードの交付 年度分の確定申告は、
従来どおり。 す。
に関係する経費等も加え、２億６
４００万円となりました。国から
H29 年２月～３月の 28 年分
個人番号カードを作るのは、義
の補助見込額は約４７％です。
の確定申告から12ケタの番号が 務ではなく、罰則もありません。
必要。木更津税務署によると「確 国家公務員が身分証として、個人
広報きさらづ 1 月号でお知らせ
定申告書に個人番号の記載が無 番号カードを使います。これが、
12 ケタのマイナンバーを、どん い場合も受付はする。その後、個 企業や団体に波及すると、働くた
なときに使うのか掲載されます。 人番号の記載を求めていくが、具 めに個人番号カードを作らなくて
体的な方法は未定」とのこと。
はならず、田中は懸念します。

2015 年度 12 月議会 トピックス
貧困の世代間連鎖のない社会をめざして
「子どもの貧困」木更津市では
経済的に困難なため就学援助費
を受けている子どもの数を調べた
ところ、今年度は小学生が 100
人中 4～5 人、中学生は 100 人
中 7～8 人であった。小学生がこ
こ数年横ばいであるのに対し、中
学生は増加傾向である。また、生
活保護家庭の子どもも、この 10
年で 1.8 倍に増加している。

木更津市のひとり親家庭の現状
ひとり親家庭は計 1031 世帯
( H27.9.1 現在)。1 年前よりも
60 世帯ふえ、94%が母子家庭で
ある。また H27.10.9 現在、所得
が平均の半分
ひとり親家庭
以下(121 万
973 世帯
円未満)の児 母子
53 世帯
童扶養手当受 父子
5 世帯
給者は 580 養育者
人、児童数にして 903 人いるこ
とが調べてわかった。

児童扶養手当増額のニュース

オスプレイ整備拠点化

児童扶養手当支給額
子ども
現行
H28
1 人目 42000 円 42000 円
2 人目
5000 円 10000 円
3 人目
3000 円
6000 円
↗人以上の家庭への児童扶養手当
の支給額を引き上げの方針を決め
た。しかし、子どもの成長に伴う食
費や教育費等の増加に対する抜本
的な課題の解決にはならない。現状
では、高校中退と高卒では生涯の収
入は大きく違って
くるので、生活と
就労の支援だけで
なく、教育支援も重要である。

生活保護になる前の支援充実を
木更津市では、経済的に困難な方
の相談窓口を、社会福祉課に設け
た。１１月 20 日現在７９世帯に生
活や就労の支援事業と６世帯に住
居確保給付金の支給事業を行なっ
ている。今後は子どもへの貧困の連
鎖をなくすため「学習支援事業の実
施を検討したい」と答弁があった。

国は、市議会に於ける基地対策特
別委員会の協議会で次の 2 点につい
て説明を行なった。
① オスプレイを整備する企業が富
士重工（株）に決定報告（11/5）
② ハワイでのオスプレイ墜落事故
の報告（12/14）
なんと国は、
「市議会への報告で、
住民への説明責任は果たした」
という
見解。さっそく委員会では、質疑一覧
を作成し、
議会として住民への報告内
容はできた。
市のホームページ掲載は
まだ検討中。
オスプレイ
イの試行運転
で操縦するの
は、米海兵隊。
もしも、木更津で墜落した場合、日
本、アメリカのどっちの法律に基づ
くのか、田中は質問した。しかし、
詳細は後日文書で報告となった。日
米地位協定に基づくのか、今後を注
視していく。
また、
「基地対策関係に関する要望
書」を国に提出することを議員発議
し、議会で可決された。

政府は来年度から子どもが２↗

木更津市の「へぇ～」クイズ-資源ごみの分別
燃やせるゴミは赤いゴミ袋 びん・かん・ペットボトルは
緑のゴミ袋、容器包装プラスチックは黄色いゴミ袋です。
では、写真をご覧ください。ラベルとフタは、黄色いゴ
ミ袋(フタは公民館や社会福祉協議会などでも回収)。
さて、右の容器本体は、どのゴミ袋ですか?
① どちらも緑色のゴミ袋
② どちらも赤いゴミ袋
③ カルピスの容器は黄色いゴミ袋、
お茶の容器は緑のゴミ袋。
正解は③ お茶は
カルピスは
よくみるとマークは違います。中身は空にして、分別を徹底
することで質の良い資源ごみになります。
ぺっっ

【あとがき】次々と誤配や遅配のマイ
ナンバー関連のニュース■田中はマイ
ナンバー法のお話し会を 10 回開催。
通知カードが届いたと高齢者からの電
話。その都度、家に駆けつけ直接説明
■国は、
H28 年度末には個人番号カー
ドを 1000 万枚にふやし、
オリンピッ
クまでには 8700 万枚にする計画■
現在、個人番号カードの作成は義務で
はなく、罰則もない。書留で届いた通
知カードで十分と考える■国民に番号
をつけて税は徴収される。一方社会保
障は、申請する時の書類が少し減るだ
けで従来どおり。国民へのメリットは
少ない■喜んでいるのは IT 産業だけ
か? 常にシステム改修やバージョン
アップで収益が見込めるから(のりこ)

