真の文明ハ山を荒らさず川を荒らさず村を破らず人を殺さざるべし （このみ座右の銘）
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・紫外線にご注意を！
・プラスチックごみ分別
・このみ質問ファイル
・暮らしやすさをお手伝い
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新市建設計画は、着実な実施を
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▼新会派「無所属市民の会」所属
▼総務委員会・行財政問題等調査特
別委員会所属
①緊張感ある議会運営②政策提
言③議会改革をめざし、
新しい会派
を結成しました。
総務委員会では副委員長に就任
しました。
幅広い市政の分野が属す
る委員会です。
一層、
勉強を深め、
市
民の皆さんの福祉が向上する市政
をめざします。

た一環した総合施設」として、出さ
新市建設計画実施工程表では、
御 れたものです。
そもそも補助金削減
津の金川病院の立て替えが、
始まり を目的としたものですから、
子ども
も終わりも点線で示されています。 の発達保障よりも経済効率、
財政削
御津町当時に事業実施年度が17年 減を目的にしたものといえます。
待
から19年と確定していた事業であ 機児解消や、
子育て支援など、
保育・
り、御津地域の医療施設の拠点で 子育て問題の課題の解消のために
す。早急な事業展開が必要です。
は、
保育所、
幼稚園、
その他子どもに
灘崎町の奥迫川集会所の移転改 かかわる多様な施策の拡充こそが
築は、
旧岡山市に集会所をもたない 必要です。
数百世帯の町内もある中で、
利用世
帯数が約60世帯の集会所が突出し 高島団地元気の館整備事業
高齢者が多く住む市営団地を対
たものにならないよう意見が出さ
象に、
コミュニティー機能の強化を
れました。
高島団地
（岡山市高島）
の移
しかし、施設整備の基準として、 めざし、
補正予
人口や世帯数を過度に強調しては 転新築が計画されています。
算案で、高島団地を「元気の館」
（仮
いけないと思います。
称）として整備する事業費（現入居
総合施設モデル事業は予算凍結 者への移転補償費や用地測量費な
この事業は、
就学前の教育と保育 ど455万円）
が計上されました。
耐用
の総合施設のあり方を調査研究す 年数の過ぎた20戸程度が、
取り壊し
るモデル事業として民間に委託す 後、平屋の建物を建設、部屋は風呂
6月5日
第12回ひまわり
る国の事業です。委託先は、無認可 やトイレを備えた1Kとし、
共用リビ
マーケット
保育園「だいいち子どもの国幼児 ングを設けることになっています。 （岡山市高屋公園）
園」です。同園の決算書は提出され
また高齢者の生活支援、
保護のた
恒例のフリーマーケットに加え
ず、経営の健全度、選定の根拠も示 め、
隣接地に通所型を想定した福祉
て、
「大型紙芝居」
「ギター弾き語り」
されなかったことから、
選定方法に 支援施設を併設することになって
も登場し、会場は大盛り上がり！
問題があると指摘され、採決の結 います。
次回は11月です。
果、
予算案は賛成多数で可決されま
イベント案内
したが、今後、調査結果を委員会に ＊ピースサイクル 7月30日
（土）〜31日（日）
報告し、
了承を得てから執行される
人形峠から岡山市まで自転車で走ります！／主催:ピースサイクルおかやま
ことになり、予算は可決・凍結とな ＊第
5 回夏休み親子企画
＊第5
りました。
8月10日（水）カバヤ食品岡山工場見学＆デイキャンプ
参加費；大人1000円 子ども500円
申し込み〆切 8月5日（金）
総合施設とは2003年6月、骨太方
針第3弾の「国庫補助負担金整理合
理化方針」のなかで「新しい児童育
成のための体制の整備」として「就
学前の教育・保育を一体として捉え

＊ この み フ ォー ラ ム 『 市政 報 告会 』
9月3日（土）19:00〜20:30岡山市立東公民館

＊9 月議会開会 9月6日（火） 予定
※問合わせ 下市事務所（T＆F086‑270‑5333）

このニュースは、
「いきいきネットワーク」の岡山市議会議員・下市このみによる市政レポートです。
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★UVインデックスに応じた紫外線対策★

日差しが強くなってきました。
自
然の中で思い切り体を動かしたい
季節ですが、
日焼けにはくれぐれも
気を付けたいものです。
日焼けの原因となる紫外線が皮
膚の老化を促し、
皮膚がんになる率
を高めることは、もう常識です。免
疫力も低下し、
白内障の一因にもな
ります。紫外線は、年齢や性別に関
係なく、有害なのです。

1〜2

弱

3〜5

中 程 度

い

6〜7

強

8〜10

非常に強い

11＋

極端に強い

い

…安心して戸外で過ごせます。
…日中は出来るだけ日陰を利用しよう。
出来るだけ、長袖シャツ、日焼け止めクリーム、帽子を利用しよう。
…日中の外出は出来るだけ控えよう。
必ず、長袖シャツ、日焼け止めクリーム、帽子を利用しよう。

市のうち名古屋など7市、政令指定
都市を除いた34の県庁所在地のう
ち福島、
新潟、
奈良、
鹿児島など20市
がプラスチック容器の収集をして
スーパーやコンビニで買い物す おり、
これまで生ごみと一緒に焼却
るともらえる レジ袋 が、07年にも していた自治体でも、分別・リサイ
有料化される見通しになりました。 クルする動きに変わってきている
子どもには特に危険
ねらいは増え続けるプラスチック ところがあります。
紫外線は皮膚の細胞のＤＮＡを ごみの減量化。
資源循環型社会を目指す側面か
傷つけ、
生命活動の基本となるタン
プラスチックごみが日本の家庭 ら見れば、
「燃やしておしまい」
では
パク質を合成するための暗号の一 ごみに占める割合は重さで2割、容 なく、
「繰り返し使う」
べきだと思い
部を変えてしまいます。ただ、細胞 積で6割、
問題の レジ袋 も、
これに ます。
プラスチック容器を作るため
にはこうした傷を修復する機能が 含まれます。
これだけの量のプラス に、
石油など貴重な資源が使われて
あり、
ほとんどの場合は元に戻りま チックごみを分別して、
リサイクル いることを思えば、
やはり再利用し
す。
しかし、
傷が多すぎると、
修復で にまわせばごみの量は明らかに減 たいものです。
きない部分が残り、
細胞分裂でＤＮ るわけですが･･･。
プラスチックごみも燃やしたほ
Ａが複製される際、
間違ったままの
プラスチックも燃やせる高性能 うが埋め立て地への負担が軽く、
分
暗号がコピーされてしまい、
皮膚の な焼却炉の導入が進んでいる現在、 ける手間もいりません。しかし、手
シミや皮膚がんの原因となります。 手間も費用もかかる分別・リサイク 間がかかっても 燃やさず 再利用
「体をつくる細胞の数は子ども約 ルに踏み切るには 英断 が必要で する道を、
岡山市でも探っていくべ
3兆個、
大人約60兆個。
子供の体では す。調査によると、14の政令指定都 きではないでしょうか。
細胞分裂が盛んなので、
遺伝子を担
≪市政メモ≫
うＤＮＡが傷つくと、
傷を持ったま
人で、
市の指定する要件に該当する
ま細胞が分裂する機会が増えてし 不妊治療費が
人（※2）。
まうのです」
と市橋正光神戸大名誉
助成されます
◆助成内容…1年度当たり10万円を
教授は、
紫外線は子どもに危ないと
岡山市では特定不妊治療
（体外受精
限度に通算2か年度
警告しています。
及び顕微授精）
に要した費用の一部 ※指定医療機関（※1）
・該当要件
（※2）
・
■UVインデックス
（UV指数）
を助成しています。
申請方法などは市保健所健康づく
紫外線が人体に及ぼす影響の度合いをわ
◆対象…法律上の夫婦で、
平成16年 り課へお問い合わせください。
かりやすく示すために、
紫外線の強さを
10月1日以降に指定医療機関（※1）で ◆問合せ・申請窓口…保健所健康づ
指標化したもの。
体外受精または顕微授精を受けた くり課(086‑803‑1264)
4 月 20・21 日
岡山県郵政退職者会旅行
（太宰府天満宮）

4月7日
げんげの会・お花見
（沢田）

■発行

下市このみ事務所

岡山市高屋 187‑4 ビテンタカヤビル201号

5 月 22 日
備中神楽
（御津・河瀬神社）

TEL&FAX (086)270‑5333
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2005年6月16日（木） 個人質問
ホームページに全内容を掲載しています

金川病院の移転改築

東部地区図書館

児童相談所

▼新市建設計画の中で、
御津町の策 ▼６月補正予算の概略設計費は、
ど ▼中核市でも設置できるように
定した御津町総合保健福祉施設
（仮 のような設計をするのか。
概略設計 なった児童相談所の設置について
称）調査･基本構想はどう扱われる についても、情報共有をはかり、市 の研究はどこまで進んだのか。
のか。建部町と合併しても、金川病 民協働で進めていくのか。
〔市長〕
児童相談所設置は、
中核市の
院の建替えに影響はないのか。
〔教育長〕公園と一体的な整備等に 今でも意欲はあるが、
政令市になっ
〔新市建設計画推進局長〕同基本構 ついて、
市民の視点に立った方向性 たときの財政的な支援がある形の
想の内容も含め、
関係部局との協議 を見い出し、
構想を固めるための概 ほうがいいものできるだろう。
引き
にあたっている。
建部町との合併論 略設計。これに基づき、適切な時期 続き、
児童相談所機能を岡山市がや
で、
御津地域の新市
に地域の皆さま方、
市民の皆さまの れるようにしたいという切望を
建設計画が変更に
ご意見やニーズを伺いながら進め 持って研究をしていく。
なるということは
ていきたい。
考えていない。

児童クラブの安全対策
▼帰宅時間の遅い児童クラブの子
どもたちの下校中の安全対策につ
いて、どんな指導をしてるのか。
〔保健福祉局長〕不審者対応等も含
んだ緊急対応マニュアルを各クラ
ブに配布し、
それを元にそれぞれの
クラブで安全確保の徹底に向けた
取り組みを重ねていただいている。

岡山後楽館校舎整備
▼岡山後楽館中・高校の施設整備基
本計画の進捗状況は？どのような
スケジュールで、
22年度校舎整備完
了とするのか、ご説明を。
〔教育長〕関係各課からなる岡山後
楽館校舎整備検討委員会を開き、
平
成22年度までのスケジュールにつ
いて協議をしている。
各課連携した
プロジェクトチームを立ち上げ、
今
年度中に具体的な校舎整備の基本
的な構想を確定していきたい。

携帯電話は安全か！
総務省のホームページに、携
帯電話全機種のSAR値（頭部へ
の電磁波局所吸収率）が公開さ
れた。
その背景には、
全米での19
歳以下の死因第2位に脳腫瘍が
急浮上した現状や、携帯電話訴
訟の急激な増加、
イギリス・ドイ
ツでの16歳以下への携帯電話使
用を国をあげて警告している点
などがあるのだろう。
携帯を使うと、頭痛・めまい・
耳鳴り・吐き気・脱力感などの症
状を訴える人が増えているとい
う。携帯から発信されるデジタル
マイクロ波エネルギーが脳中枢に
数十倍も吸収される熱集中点
（ホットスポット）現象により「頭
痛」
を引き起こす。この現象はマイ

クロ波の電磁エネルギーが脳の神
経伝達物質のドーパミンに影響を
与え、脳の電磁波を携帯電話の他、
家電製品・OA機器・高圧送電線・
パソコン・放送局などで浴び続
けている人は、白血病が増えた
り、血圧調整機能に異常を生じ、
高血圧の割合が3.2倍になってい
るという研究が発表された。
この他にも、欧米の多数の学
者が生体への影響として、肺癌・
乳癌・子宮癌・流産・早産・ダウン
症・精子減少・痴呆症・アルツハイ
マー等を誘発すると、ショッキ
ングな研究が報告されている。
国やメーカーは使用上の注意
や危険性に対するアドバイスを
しっかりやってほしいものだ。
そう
しないと取り返しのつかないこと
になるだろう。
〔おかやま土と健康の会〕
影山久方 ℡086（279）
7854
6 月 19 日
福田英子記念碑移設式典
（野田屋町公園）

5 月 28 日
「図書館ほしいな」
看板づくり
（高屋公園）

6月4日
有期雇用全国ネットワーク発足
記念シンポジウム
（大阪市）

■ホームページ http://ww3.tiki.ne.jp/ s‑konomi/ ■メール s‑konomi@mx3.tiki.ne.jp
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ひざや腰が痛くて、
玄関の段差が
つらい。
家の中でも段差でつまずか
ないかと不安。
こんな思いを感じて
いませんか？
ちょっとした段
差なら、大がかり
なリフォーム工事
をしなくても解消
段差解消スロープ① できる バリアフ
リー商品 が市販

段差解消スロープを使った改修例
制度

されています。
た
とえば、
室内の段
差解消スロープ
（写真①）
や、
玄関 玄関用踏み台②
用 踏 み 台（ 写 真
②）など。
また、お風呂場の段差解消には、
洗い場に すのこ を敷くのも有効
です。
少しの工夫と手間で、
暮らしやす
い家になります。
周囲のみんなでア
イデアを出し合い、
トントンカンカ
ン 日曜大工 に励むのも、
素敵なコ
ミュニケーション作りになるかも
しれませんよ。
※要介護認定を受けている方や、
障
害をお持ちの方は、
購入に際して別
表の制度の適用を受けられるケー
スもあります。まず、最寄りの福祉
事務所・ケアマネージャーさんにご
相談ください。

内容

対象

介護保険制度

手すりの取り付けや段差の解消など
要介護認定を受けている方
の住宅改修費の支給

岡山市営住宅バリアフ
リー化リフォーム事業

1992年以前に建設された市営住
市が認定し浴室や便所への手すり取
宅に入居していて介助を必要と
り付けなどの住宅改修を行う
する高齢者や障害者の方

下市このみ事務所まで

TEL&FAX 086‑270‑5333
開設時間 月曜日〜金曜日 9:00 〜17:00
（上記以外は留守電・FAX での応対です）

労働相談なんでもライン
TEL&FAX 086‑270‑5350
相談無料･秘密厳守

23 15 14 12

60

15

収入
議員報酬
旅
費
計

2,130,000
90,000
2,220,000

支出
共済掛金
所得税
住民税
国民年金
国保
親睦会費等
事務所家賃
事務所維持費
生活・活動費
計

241,800
143,190
144,600
39,900
152,530
76,500
147,000
534,547
739,933
2,220,000

29 28 25 24 21 19 15 13 12
29
20

10

下市このみ活動日誌︵抄︶

16

(05.3 月〜 5 月）

３３３３３月月月月月
１〜４日 本会議
５日 東公民館文化祭
７・８日 本会議
︵７日 下市このみ個人質問︶
９・ 日 経済委員会
日 東公民館講座﹁地域の自然と歴史﹂
日 高島駅開業二十周年記念式
日 ２月議会閉会
日 かがやき小規模授産施設お披露目式
日 岡山市・御津町・灘崎町合併記念式典
日 国体スポーツ調査特別委員会
日 まちづくり研究会例会︵下市事務所︶
・ 日 群馬県・高崎市視察︵小さな自治︶
日 第 回小鳥が丘環境対策委員会

御津支所訪問
とれとれ岡山魚フェスタ
農業委員会総会
公務非常勤問題を考える講演会
日 臨時議会
御津特例区協議会
憲法記念県民集会
ＲＡＣＤＡ
︵路面電車と都市の未来を考
える会︶
総会
第 回合併情報交換会
︵倉敷市︶
日 北海道視察
︵ニセコ町・函館市︶
星原水車村３周年記念イベント︵御津︶
児島ボート視察
︵倉敷市児島︶
まちづくり研究会例会︵下市事務所︶
27

28 26 24

▼議員報酬の使いみち

1人につき
18万円

４月
１日 岡山空襲平和資料館開館式
２日 たんぽぽネットワーク定例会
３日 キッズフェスティバル︵岡山ドーム︶
６日 第 回合併情報交換会
︵早島町︶
日 農業委員会旭東部会
日 経済委員会市内視察︵御津・灘崎地区︶
日 第 回岡山市連合婦人会総会
日 わいわい広場〜私たちの声を国会に届け
ましょう
︵東公民館︶
東部地区図書館を創る会定例会
日 百間川ふれあいフェスタ
日 ベアテ講演会
日 みつ児童クラブ見学︵岡山市御津︶
まちづくり研究会例会︵下市事務所︶

５月
６日
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編集後記
殺伐としたニュースばか
りが目につく昨今︒
特に子ど
もを巻き込んだ事件は哀し
すぎます︒
良くも悪くも大人に感化
されて育つのが子どもです︒
哀しい子どもを増やさな
いため︑
大人にできることが
あるはずですよね︒ ︵は︶

岡山市すこやか住宅リ
フォーム助成制度

市政 ・ 市民相談

昨今、TV・新聞でお目にかかれな
い日はないのですが、
郵政民営化と
靖国参拝については、
国民の大半は
白けた目で眺めています。なぜで
しょうか。
実は、単純な問題なのです。たと
えば、
相撲界の若貴紛争と似たとこ
ろがあるのです。当の小泉さんも、
貴乃花親方も、前者は 民営化 と
参拝 に、
後者は 相撲道 という熱
病に罹り、熱にうなされて、平常な
体調ではないと思います。
両者の共通するところは、
平素信
頼する家庭医がいないため、
全く正
しい治療がなされていないのです。
熱にうかされて平常な判断がで
きない状態です。
自分だけが正しい
と思い込んだとき、
経験則から家庭
においても、政治の世界において
も、
世の中の諸事は出口のない闇の
中に、道を失ってしまうものです。
「無理を通せば、
道理が引っ込む」
のが、
世の習いだと思います。（I）

支給限度額

60歳以上で寝たきりや身体障害
手すりをつけたり、段差をなくした
のある方、60歳未満でも、身体
り等の改造費用の一部を助成（借家
障害者手帳1級の方、2級の視覚
の場合は家主の承諾が必要）
または肢体障害のある方
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■ FAX・メールニュースを発行しています。お問い合わせは事務所まで。ニュースへのご意見・ご感想をお寄せください。

