僣上げ饉続協議に個人情報は無用
建物所有者 との借 上げ継続 の協議 に、入居者 の個人情報 はま った く必要ない。入居者 の人権 にかかわる
無用な差別や誤解 を生む危険があ り許容 で きるもので はない。
個人情報 を、た とえ部屋 番号通知 だけで も、
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3。

期間満了時 (20年 の)の ことは誰も分 らな い

数年先 の 自分 自身や 家族 の要介護度等は誰 も予測 できない。この意 向調査は、期間満 了時 の三 条件 で判
断す る こ とにな つてい るが、そ の時点にな らない と答 えよ うが ない。回答不可能 な意 向調査 である。
今 の段 階 で答 えると、要介護 3以 下はす べて該 当者 「い ない」をチ ェ ックす る ことに な り、住宅斡旋 ・
転居 を執拗 に迫 られ る ことになる。 (い つたん転居すれ ば、期間満 了時に要介護 3以 上に変化 して も元に
戻れない こ とを見越 した姑息な調査 である。
「各種認定調査票」について
なぜ都市計画総局が。家族全員 の個人情報を管理 しようとするのか ?
「個人情報 の取 り扱 い につい て」 (重 要 )の 文書 の 中で、「 0・ ・要介護 区分お よび 障害認 定は変 わる場合
があるため、都市計画総局 が保健福祉局 か ら定期的に最新 の情報を受け審査 す る」と、書 かれて い る。要
す るに、要介護 区分な どの変化 を住 宅部がい ち早 くつ かみ、審査でふ るい にかけ転居 を迫 る。家族全体 の
状況変化 を、住 宅部はい なが らに して把握 で きる。「そのための資料 として使 うことを同意 して くれ」 と
4。

い うので ある。
同意書 に署名はなぜ必要なのか ?
あ とで 問題 が起 こつて も 「あなたが同意 したではないか」 とい う口実 となる。
「個人情報 の取 り扱 いへ の 同意」を、継続入居 の必 須条件 として迫 るのは一種 の脅迫 である。

5。

6。

85歳 以上は絶対残れるか ?

必ず残れ るとは限 らない。「お願 い」文書 の 中に、「建物所有者 が契約延長 を希望 しない ときは、借 上げ
建物所有者 に対 して 、
満了 日までに他 の市営住宅へ住み替 えてい ただ く」としてい る。神戸市は これまで 、
契約継続 を働 きかけてお らず、む しろ 20年 で契約 を打ち切 る方向で動 い てい る。 また 、家族 の 中に 85
歳以上 の人 がい る場合で も、20年 期限 までに亡 くな つた場合 は、そ の時点で転居 を求め られ る。 いずれ
に して も安 心は 出来ず、継続入居 を原則 として認 め させ る以外 、残 る道 はない。
要介護 3以 上だか ら安心か ?
要介護 区分は、介護認定審査 のたびに変化 し、厚労省 は現在 の 区分 をよ り厳 しくして、介護 区分 をよ り
軽度 に引き下 げよ うと して い る。 また、本人 が リハ ビ リに努 め、介護度 が軽 く変化す る場合 もある。今、
7。

介護度 が 3以 上だか らといつて も認定審査 で
す る こと自体 が 問題 である。

転居 強要 にまけへ んで

2以 下 になれば直ちに転居 を迫 られ る。要介護度 を基準に

!

この 「意向調 査」は、入居者 の現状 をま った く理解 しない まま、市 の一方的な思惑で造 られた 「追 い 出
し用資料」 にす ぎない。震災後 18年 、多 くの入居者 が助 け合 い寄 り添 い なが ら暮 らしてい る実態 を、行
政独 自で調 べ もせ ず、被災者 の意見 も聞かず実施す る調査は何 の意味 も持 たない。
市長 も局長 も入居者 との話 し合 い を、一切拒否 して きた。勝手 に決 めた三 条件 で線 引き じ転居 を強行す
れば、 この間築 いて きた コ ミュニテ ィ(き ずな)は 瓦解 (か がい)す る。
「個人情報 へ の同意」は、
「追 い出しに利用されるだけだから返送し
や、
借 上げ協議会 では、この「意向調査票」
ない」ということにした。
「意 向調査票」な どを送 りつ け られた入居者 か ら、「こん な勝手 な調査には協力できない か ら、みんな
で相談 して返事 を出さない事 に した」 (長 田区)と か 、「私は転居 しません」 とだけ書 い て返送 した。 (灘
区)な ど、様 々な怒 りの声 が寄せ られてい る。「借 上げ住 宅入居者協議会」は入居者み んなで 団結 し、勝
手な神戸市 の転居強要 を絶対に許 さない。
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シール『 私 は転居 しませ ん』

日時 :2013年 7月 26日 (金 )午 後 2時 〜 4時
場所 :市 立婦 人会館

…

どん どん と活用 され てお ります !!
申込先 :078‐ 371‐ 5789阪 神・淡路大震災 。
被災者ネットワーク
)

ヽ ( 平Z日 10:00 〜 12:00)

