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ものが間違い﹂と批判
し︑利用者負担の導入
で福祉パスの交付が減
り︑結果的に障害者の
社会参加を阻害するこ
とになると市長に質し
ました︒
林市長は

﹁福祉パスの見直しは
受益者負担を目的とし
たものではなく︑適正

別所 丁目にお住ま がすごいこと︑家屋調
いのＳさんから電話が 査を家の外だけでなく
あり﹁隣の家が建て壊 中もすること︑騒音・
しをし︑３階建て 戸 振動については横浜市
のマンションを建築す の環境創造局大気・音
ることになったが︑そ 環境課に相談すると測
の家を壊す騒音と振動 定器を貸してくれるの
がひどくて困っている︑ でそれで測定し︑業者
どうしたらいいか﹂と がその範囲を守ってい
のこと︒さっそく次の るのかを知るとよい︑
日伺いました︒
などのアドバイスをし
近隣住民も一緒に
ました︒
この日︑建築業者の
また 建 築業 者 に対 し
方も来ることになって て︑住民の要望を箇条
いたので︑その場に立 書きにして回答期限を
ち会い︑近隣住民の方 つけて送り︑文書で回
たちも数人きて︑振動 答をもらうようにする
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☆６月の一般質問より 私・荒木は︑市が行っ
横浜市は︑障害者が た福祉パス利用者アン
無料で市営地下鉄や路 ケート結果では︑無職
線バスに乗車できる福 が４９・６％と約半数
祉パスの見直し案を示 であり︑１か月あたり
し︑市民意見募集を始 の収入について﹁決まっ
めました︒案では︑軽 た収入はない﹂が３０・
度の知的障害児・者に ６％︑ 万円未満が３
対象を広げる一方で一 ０・９％あったことを
律年間３２００円の利 紹介︒
用者負担を導入します︒ 福祉の心がない
﹁収入の低い障害者に
利用者負担を強いるこ
とは︑さらに生活困窮
に追い込むことになる
という認識があるのか﹂
﹁障害者に応益負担を
押し付ける考え方その
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交付を目的としたもの﹂
であり﹁そのため︑所
得によらず一律定額に
よる金額を設定した﹂
と述べ﹁限られた財源
の中︑対象者の拡大な
ど支援の必要な障害者
に適切なサービスを提
供していく﹂と強調し
ました︒
☆待機児童解消を急ぐ
あまり定員外で児童を
詰め込むのは発達を阻
害するのでやめるべき
☆中学校の武道必修化
︵柔道︶に伴う安全対
策について取り上げま
した︒

ようにと伝えました︒
すぐに︑Ｓさんは要
望をまとめて提出しま
した︒その結果︑マン
ション玄関部分の目隠
しや︑フェンスをリニュー
アルするなどの要望が
実現することになりま
した︒

６月の活動
生活相談 ４件
・保育園の定員外入所
について
・国民年金加入
・隣地のマンション建
設について
・生活保護申請
議員活動
１日 一般質問準備の
ためのヒアリング
２日 子ども子育て新
システムと学童保育に
ついての学習会

☆不育症ってご存知で
すか？
不育症とは︑流産や
死産を繰り返してしま
う症状のことをいいま
す︒適切な検査及び治
療を受ければ︑ ％以
上の方が無事赤ちゃん
を出産できるという研
究結果が出ています︒
☆ 学習会を開催
横浜市会の女性議員
で構成する﹁女性議員
の会﹂で﹁不育症そだっ
てねっと﹂のみなさん
と懇談したことがきっ
かけで︑不育症につい
て議員向けに杉ウィメ
ンズクリニックの杉俊
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３ 日 市 歯 科医 師 会 主
催のフェスティバル

南区民謡民舞友の会
発表会

４日 事務所会議
団会議

隆先生に講師をお願い
し学習会を開催しまし
た︒
☆治療費が高い
そ こでわかっ たこと
は︑もともと妊娠出産
は病気でないというこ
とから︑自費扱いなた
め治療費が高額だとい
うことです︒たとえば
血栓ができる体質の方
には︑ヘパリン自己注
射で︑胎児が無事に育
ち出産することができ
るのですが︑分娩する
までに平均１２２万円
もかかるそうです︒そ
の自己負担があるがゆ
えに︑検査や治療をた

５日 政策総務財政委
員会 大岡地区懇談会
６日 基本条例調査特
別委員会 南工業会
周年祝賀会
７日 一般質問準備
本大岡地区懇談会
８日 本会議
日 学校図書館を考
える集い
日 不育症セミナー
日 一般質問のため
の調査 団会議
日 六ッ川地区懇談
会
日 本会議一般質問
日 建設一般労働組
合主婦の会総会
日 別所地区懇談会
日 市後援会総会
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めらう方もいるとのこ
とです︒
☆国や自治体の援助を
神 奈川県内で は︑大
和市・横須賀市・秦野
市・綾瀬市が助成を実
施しています︒横浜で
も実現できるように働
きかけていきます︒
☆相談はこども青少年
局こども家庭課親子保
健係℡６７１ー３８７
４ ＦＡＸ６８１ー０
９２５で受け付けます︒
心配な方はご相談く
ださい︒

挨拶する大貫団長と私

日 政策総 務財政委
員会
日 政策総務財政委
員会 運営委員会
日 本会議 採決
日 区議団会議
日 明治公園集会
日 六ッ川台後援会
で介護保険の学習会
日 生活相談
日 大都市制度の学
習会と団会議
日 生活保 護制度の
学習会
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れまでですが︑まだ
代︒なんとかこれ
以上ボケが進まない
よう︑日々努力する
しかないですかね︒
いい方法がありまし
たら教えて下さい︒

ます︒歳のせいで仕
方がないと言えばそ

と出てきてがっかり
することが度々あり

が多く︑そのあと
﹁ああ○○だった﹂

あらきのぼやき
６月議会が終わっ
てボーッとする間も
なく︑次々と仕事に
追われています︒
最近︑人や物の名
前が出てこなくて
﹁あれ﹂とか﹁それ﹂
とか代名詞になる事
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