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かい俊光です

我孫子市議会議員こんにち
は　

　No53
  　　2015　秋

後援会事務所　〒2701143
　我孫子市天王台4-3-11
TEL/FAX:04-7197-1016
自宅：我孫子市青山台4-2-14

　★活動ブログ毎日更新中！

　候補者氏名　　　　　　所属　　　　票数 　前回比

1坂巻　宗男   無　　現　 4,229　-1,357
2佐々木　とよじ　 無 現 2,844    +158
3印南　宏    無　   現 2,723     -444
4飯塚　まこと  民　   元 2564.267  +906
5久野　晋作   無　   元 2,310       -82
6高木　ひろき  自 現  2,218    +968
7ちの　理   無　 現　 2,196      +32
8かい　俊光   自  現  2,192  +176
9西垣　一郎  自 現 2,093    -169
10岩井　こう  共 現 1,782    +306
11野村さだお   共　  新　  1,766      
12ひぐらし　俊一　 無　 現　 1,689    +72
13戸田　ちえこ  公 現 1,664    -364
14豊島よういち　 無 現　 1,661     +40
15関　かつのり  公 現 1,654     +12
16椎名　ゆきお  自 現　 1,555    +207
17木村　とくみち  公 現 1,524    -242
18江原　としみつ 公 現 1,517    -250
19松島　わたる  無 現  1,494    -145
20早川　真   社　 現　  1,480.732  +130
21内田　みえこ  無 現　 1,310    -121
22海津　にいな　 無 元 1,189    
23さわだ　あつし　 無 新　  1,120
24せりざわ　正子 無 現　  1,019    -533
　かけ川正治   無　  現　 1,009    -398
　やぶき　啓子  無　  元　 546       -319
　池田　大輔   無　  新　 258.501 +68
　池田　ひろと  無 新 256.498

　■投票率　
　44.83％（過去最低）
　（前回　50.25％）
　（前々回 51.03％）

　11/15に投開票が行われました新市議
会議員選挙において、新議員２４名が決ま
りました。私自身は、地元の皆様、サークル
・ボランティア団体等、多くの皆様に支えら
れ、票を伸ばさせていただきました。本当
にありがとうございました！
　投票率は過去最低の44.83％。なお前
回は50.25％でした。午前中が雨だったと
いうこともあり、投票するには悪状況にあり
ましたが、投票率の低下は私が６月議会で
質問したように予想された事であり、選管
も対策も練っていましたが、効果が不十分
だったという事でしょう。不在者投票の割
合は含まれていませんが、投票率の高い
場所は、56.23％の下新木自治会で、低い
場所は35.92％の第二小です。
　投票結果をみてみると、上位は佐々木議
長が議長職の影響か票を伸ばし、飯塚氏
が県議選の影響で票を伸ばしています。た
だ、民主党が１人であり、大物が応援にき
たわりには得票が伸びなかったのでは？
元職が強い選挙でしたが、２２位から２５
位で次点の掛川氏までがつくし野を拠点
とする候補者であり、この地区で激戦、票
の削り合いがあったようです。
　自民党の公認は２から４に増やしたのに
も関わらず、候補者全体の得票数を伸ばし
全員当選。共産党も世間の追い風を受け
て１から２へ増やしました。公明党は全体
的に票数を減らしている反面、社民党は伸
ばしました。また、女性議員の票が伸び悩
んでいます。
　立候補者数が少ない事、下位の方と上
位で当選される方の差が開いている現状
を見て、また街頭活動での市民の意見を
聞いて、議員定数は削減すべきだという思
いは強くなりました。どうぞ議員定数削減
に対しご理解宜しくお願いします。

お陰さまで３期目当選！感謝、感謝です。
　順位を一つ上げ、176票増やしました！！

星野順一郎市長とがっちり握手！



E-mail : info@kai-toshimitsu.com

☆マイナンバー制度の当局の考えについて（6月議会の回答より）

☆『生き甲斐、やり甲斐、育て甲斐』

1972年　7月23日　大分市生まれ　（楽観的なO型）
1995年：慶応義塾大学法学部政治学科卒業
1995年：大手小売業に入社
2004年：衆議院議員桜田義孝公設秘書
2007年：我孫子市議会議員初当選（２０１１年２期目当選）
◎趣　味；　ランニング（フル3時間12分）読書（漫画も）、
　　　　　　 テニス（連盟所属）、野球（連盟所属）
◎マイブーム；　ラーメン食べ歩き、自転車、パソコン
◎家　族　；妻（双子妊娠中/双子の育て方教えて下さい）、息子3歳
Twitter、Facebook、Instagramもやっています！

＜一寸一言＞
■私が進めていますフィ
ルムコミッションで、地元
天王台の「フラパーム」「ア
ヴィニオン」「WOOT-
WOOP」さんで映画ドラ
マロケを撮らせていただ
きました。協力していただ
いたエキストラ、お店の方
ど々うもありがとうございました！自らが動く、メディアをつか
った街興しをこれからも取り組んでいきます！

＜主な役職＞環境福祉常任委員長/議会運営委員/都市計
画審議委員/土地開発公社評議員/自民党我孫子市広報部
長/放射能対策特別委員/隊友会/我孫子三田会
＜地域活動＞保護司/NPO法人手賀沼フィルムコミッション
理事/我孫子市テニスクラブ/ウィングAC/交通安全推進隊

少し不安な「マイナンバー制について」のQ＆A
Q.職員への周知徹底方法は？
⇒１月に、マイナンバー制度の職員Ｑ＆Ａを作成し周知
を行い、昨年５月２８日には、関係各課に配置したマイ
ナンバー制度推進担当者を対象に研修会を開催し、１
月２８日には、全職員を対象としたマイナンバー制度の 
研修会を開催し、6月３日には政府公報パンフレットの
冊子を全課に配付し、周知徹底を図りました。今後は
特定個人情報の取り扱いについての職員研修を実施
してまいります。

Q.心配される個人情報保護対策について万全を？
⇒特定個人情報を取り扱う事務につきましては、特定
個人情報を保有する前にそれぞれの事務ごとに特定
個人情報保護評価を行います。具体的には、まず事務
ごとにしきい値判断を行い、特定個人情報保護評価書
を作成すべきか判断をします。既に、これら評価書の作
成を行い、順次特定個人情報保護委員会に提出し、公
表するなど、適切に対応をしており、そのほか、特定個
人情報保護委員会が示している地方公共団体向けの
ガイドラインに基づき安全管理措置を講じていきます。
マイナンバー制度での職員の意識づけということかと
思いますが、６月の頭に、総務省から年金機構の問題
があったことによって注意喚起の文書が来ております。
直ちに私どもでも全職員向けに注意徹底ということで
、注意喚起を図ったところでございます。今後も引き続
き個人情報保護という観点でさまざまな安全対策を
講じていく とともに、そこの意識づけはしっかりやって
いきたいと思います。

Q. 個人番号カードの普及はどれくらいに？
⇒国における個人番号カードの普及率を参考にする
と、本市は平成２８年３月末で市民の約４％、約５，０
００人がカードを取得すると想定。また、今後健康保
険証との一体化などが実現するとさらに普及が進むこ
とが考えられます。
　
Q.マイナンバーを使った関係各所との連携は？
⇒マイナンバー制度においては、番号法別表第２に定
められた事務に類似するものは、個人番号を独自に利
用するための条例、いわゆる利活用条例に定めること
により、個人番号を独自 に利用することができます。さ
らに、特定個人情報保護委員会の承認を得ることがで
きれば、他の自治体などと情報のやりとり、いわゆる情
報連携をすることができます。
　現在、どの事務について個人番号の独自利用をする
か検討を行っているところでございます。独自利用の検
討を行っている事務としては、子ども医療費に関する
事務、ひとり親家庭などの医療費助成に関する事務
などがあります。
　また、個人番号カードの利活用につきましては、e-Ｔ
ＡＸなどの電子申請、図書館 利用証、印鑑登録証、コ
ンビニなどでの住民票の取得などが内閣官房により
紹介されております。将来的には、オンラインバンキン
グを初め各種民間のオンライ ン取引や電気・ガス・水
道などの民間サービスへの届け出がワンストップでで
きるよう検討されております。

　天王台北近隣センターで行われ
た天王台地区社協主催の高齢者
対象の「健康フェア」に参加してき
ました。
前半はどうしたらボケずに健康で
暮らせるか、分かりやすい事例と
ともに講師の先生が教えてくれま
した。後半はリンゴのおもちゃ、ゴ

ムや太鼓などを使ってのゲーム。頭も身体も健康にな
りました。
科学的にも効果が証明された我孫子発の健康体操だ
そうです。我孫子市内でもっと盛んにしたいですね。

11月4月 10月6月 8月

◎我孫子市の人口少し持
ち直してきました！！

のある
街作り


