
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタートして一年 

 マイナンバー制度 

 

見えてきた問題 

焦る政府 

    揺れる政府 
 

失敗した住基カードの二の舞か 

 マイナンバーカード（個人番号カード）は、

今年 3 月で 3000万枚交付の予定だった。昨

年末で 982万枚普及率 8%。12年かけて 920

万枚交付の住基カードの二の舞か。 

「カードつくれ」と躍起、焦る政府 

オリンピックには、マイナンバーカードの

顏認証システムでテロ対策をと考えていた

政府は、2019 年末までに 8700 万枚の交付

をめざす。顏認証システムと共謀準備罪を併

用されると、急速に監視社会となる。 

対応方針が変わる 揺れる政府 

 個人番号通知カードを国民に発送すると

きは、個人情報保護のため確実に本人に届く

ように、書留で郵送された。しかし、市町村

が 5 月に、各事業主へ発送の特別徴収税額決

定通知書には今年からマイナンバーが記載

される。その郵送方法の政府見解は「番号記

載で普通郵便」→「市町村判断」と変わった。

問い合せが多くなり政府は態度を変えた。市

町村は、書留や番号を一部隠す対応（****）

を始めた。税法上 5月末までに配達と定めら

れている。近隣 3市は書留で予算計上。木更

津市は書留も検討したが、短期間で 12,000

通の書留の配達は物理的に困難という郵便

局の実情により普通郵便で配達するという。 

マイナンバー（12 桁）記入義務がない 

手続きの具体例 

●確定申告…未記入でも受理。（国税庁） 

●年金…基礎年金番号などで年金の手続き

は可能（日本年金機構） 

●保育…未記入でも自治体の判断で申請を

受理は可能。自治体には未記入だけの理由で

受理しないことがないよう対応を求めてい

る（内閣府） 

●雇用保険…個人番号欄を空欄で雇用保険

手続きの届出ができる。未記入が理由で、ハ

ローワークがその届出を受理しないことは

ない（厚生労働省） 

●生活保護…保護の要件に、マイナンバーの

提供はない（厚生労働省） 

●介護保険・障害福祉…申請者が自身のマイ

ナンバーがわからなかったり、記載が難しい

場合などには、市町村の住民基本台帳または

住基ネットなどでマイナンバーを検索し職

員が記載してもよい（厚生労働省） 

 

マイナンバー（12 桁）記入義務の例 

特定口座やNISA口座を開

設するとき・国外送金をする

とき・マル優やマル特の新規

申込や住所変更のとき。 

●▲■ お知らせ伝言板●▲■ 

イベント専用問合せ TEL070-2172-8480 

講座 近代史を学ぶ 大人の学校 

５/11「明治の外交と東アジア情勢」 

６/８ ｢日清戦争」(６月会場は５月に予約） 

毎月第２木曜日14:00～15:30 

講師 元高校教師の栗原克榮先生 

八幡台公民館学習室 資料代100円 

主催 きさらづ市民ネットワーク 

★予約はいりません。初めての方もどうぞ。 

｢デイサービス｣ウォッチング・バスツアー 

５/23（火） 市内 4か所見学。 

参加者に合わせ、各地域へバスを送迎。 

★「ツアー申込案内」をお届けします。5/6 ま

でに➀と②をご連絡ください。☎36-0677  

(ネット事務所 24 時間留守電対応） 

➀お名前 ②住所・電話・Fax のいずれか 

★申込締切５/９  

人数が多い場合は抽選。申込された皆様に

5/10以降に抽選結果をお知らせします。 

参加費(昼食費込) 

 ネット会員 2,000 円  

一般 2,500 円 

きさらづ市民ネットワーク会員 年会費 1000 円です。随時加入受付中。 

まちづくりの主役は市民一人ひとりです。 

市議会議員 田中のりこ 

ブログや Facebook に日々更新中 
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暮らしと政治をつなぐ 市民ネットワーク   

 

田中のりこの議員報酬 756 万 306 円の内訳  

➀議員手取りと国民年金支払分含む ②議員諸経費(視察積立・議員

会会費など) ③税・保険など ④きさらづ市民ネットワークへ ⑤

後年度に必要な資金積立など ⑥市民ネットワーク千葉県へ⑦その他 

 

 

政務活動費 年間 24 万円の使い道 

木更津市議会の政務活動費は年度初めに 24 万円を

会派の構成人数分支給される。年度末に領収書と報 

告書を提出し、残金があった場合は返却する。主な経費の支出例は、

調査研究費・研修費・広報費・広聴費・資料作成費など。田中は１人

会派なので、24万円まで。H28年度の内訳は表参照。 

 

 

 

 

 

 

田中の場合、研修の参加費、宿泊費、

交通費を拠出すると、政務活動費は底

をつく。政務活動費の額にとらわれ

ず、必要な研修は自費でまかなってい

る。昨年度は、男女平等のテーマでノルウェーに、平和や地方自治を

テーマに沖縄の辺野古や伊江島を視察した。      田中のりこ 

田中のりこの場合 

研修費 260,348 円 

資料作成費 13,486 円 

資料購入費 1,188 円 

  計 275,022 円 

被災地スタディツアー(いわき

市)・地方×国政策研究会(議員

会館 春と秋)・JIAM全国国際

文化市町村研修(大津市)・全国

フェミニスト議員連盟サマーセ

ミナー(宮城県)・全国政策研究

集会 2016 (国立市)・JIAMY

研修(ニセコ町、小樽市)・Excel

で学ぶ財政基礎講座(日野市)。 
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暮らしに香る本－有吉佐和子- 

最近、洋物の小説が頭に入らなくなってきた。

それで、若い頃大好きだった有吉佐和子に回帰し

始めた。｢非色｣は、戦後、黒人と結婚してアメリ

カに渡った日本人女性の生き方。｢華岡青洲の妻｣

は、麻酔手術を成功させた青洲の母と妻の葛藤。 

何度も読んでいた有吉の本が今、７４歳の私に違

う感動を与えてくれる。今、目の前に積んである 

「複合汚染」「出雲の阿国」「一

の糸」｢青い壺｣「和宮様御留」「更

紗夫人」「美っつい庵主さん」「不

信のとき」「針女」「紀の川」「香 

華」「地唄」「助左衛門四代記」有吉ワールドは

まだまだあるのに、娘、有吉玉青が母を描いたも

のも面白い。…時間がほしい。    宮下芳子 

オスプレイ配備反対 決起集会 4/2に 1600人 

 住民が大切にしているラムサール条約で登録された「東よか干潟」を案 

内してもらった。干潟や一面の小麦畑が続く。佐賀空港をつくるときに、「自衛隊と

の共用はなし」を盛り込んだ公害防止協定を漁協と県が結んだ。佐賀県の発展のため

に、漁師は土地や海を空港にと手放し、代替地へ移転。その移転した土地 33haへ空

港を拡張し、自衛隊のオスプレイも配備する計画。35ha未満は、住民への環境アセ

スはしない。ステージには漁師の大漁旗が飾られ、熱気があふれた会場は 1600人 

が集結。「県知事は、漁協と約束した協定があるから、自

衛隊のオスプレイ配備はできないと国に言うべきだ。配備

なら、九州佐賀国際空港の軍事基地化を許さない法廷内外

の闘いをする」と漁協の一員でもある自治会長の代表挨拶

で一致団結。                田中のりこ 

市民活動 

イベント 

紹介 

講演「集団的自衛権と自衛隊(仮題)」 井筒高雄さん(元自衛官) 

６月２５日(日)午後２時～４時    木更津中央公民館・会議室 

主催「平和・人権・教育と文化の会」  

３月号  ４月号 

Ａ４サイズ サイズ タブロイド判 

30.8円/部 広報単価 34.3円/部 

16ページ ページ (広報 12＋差込 14)ページ 

40,700世帯 新聞折込 42,700世帯 

457,142円 折込総額 848,449円 

2815世帯 ★配送 2830世帯 

木更津市の「へぇ～」クイズ  

-広報きさらづ- 

H29年 3月号と 4月号で比較。 

「広報きさらづ」は、この 4月から 

サイズが大きくなったのは、なぜか。 

①市民からの要望があったから 

②新聞折込の料金改定があったため 

 ③今年度は市政 75周年だから 

【答え】② 新聞社の料金設定が変わりコスト削減。大きさに関係なく、10ページ以上は 

ページがふえるたび加算で割高。(紙面を大きくページ数を減らしたというがびっくり)。 

新聞未購読世帯(表★参照)は情報政策課へご連絡を（23－7460）、広報を無料で配送する。 

【つぶやき】「おはよう！」市民ネットの

庭は、黄色のおひさま色で輝く“よく咲く

スミレ”が咲きだした。これはビオラとパ

ンジーを交配してできた新種だ。晩秋に植

えて 5 月頃までほんとうによく咲いてく

れる■長く咲くので忙しい私にはピッタ

リ。水をやりながら「きれいだよ!ありがと

う!」と声をかける。花たちは、香りほのか

にいきいきと輝く■通りすがりのあなた

も、そっと耳を傾けてください。花たちの

元気な声が聴こえますよ「今日もがんばっ

たね！」         空より高くのＹ 

「市民ネットワーク通信」「議会速報」それぞれ年に４回発行。地域限定のため、毎回お読みになりたい方はご一報ください。☎36-0677  (24 時間留守電対応) 

  

 

 
主に事務所賃貸費、事務消耗品費(コピー機、

印刷機などのリース代や紙代)、通信や議会速

報の業者委託のポスティング代など。 

議員手取りと 

国民年金支払分 


