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高速新料金、大半値上げ国交省許可 

 

 

高速道路の 4 月以降の料金が 14 日、正式に決ま

った。 

税金を使った割引は原則として廃止し、消費税率

引き上げ分を転嫁するため、大半の路線は値上げ

となる。 

全国の高速道路会社 6 社が新たな料金案を申請

し、国土交通省が許可した。 

 新料金は、4 月 1 日午前 0 時以降に高速道路に

入った車が対象。消費増税を機に、料金の単位は

50 円刻みから 10 円刻みに変える。高速道路会社

が自ら財源を負担する割引は続けるが、自動料金

収受システム（ＥＴＣ）を利用する車だけが対象で、

現金払いは割引しな 

い。新料金は走行距離に応じた体系に改められる。

このため、本州四国連絡高速道路の明石海峡大

橋などは、ＥＴＣ利用の料金が値。 

下がりする。 

 割引制度を見直すのは、国が負担していた財源

が今年度末で尽きるためだ。東日本、中日本、西

日本の３高速道路会社が現在行って 

いる割引制度に必要な財源は、会社側が計 5000

億円、国が 4000 億円。受益者負担の原則に沿っ

て、税金を新たに投入せず、国が 

負担しないことになった。 

 

避難所はこちら新たに地図記号 

 国土地理院は 14 日、災害が起きた際の避難所

や緊急避難場所を示す新しい地図記号案を公表

した。国民の意見を聞いた上で、4 月に最終決定

する。 

 

（図上、左から）災害時に被災者か一時的に逃げ

込む緊急避難場所と、避難生活を送る避難所、避

難所兼緊急避雛場所の 3 種類。対応可能な災害

を示すマークとともに表示される。 

 

災害マークは（図下、左から）洪水、津波・高潮、土

砂災害、地震・火災の 4 種類。 

 4 月施行の改正災害対策基本法で、市町村が避

難所や緊急避難場所を指定・更新することが義務

づけられるのに合わせて作られた。 

国土地理院の電子地図に記載されるほか、市販の

地図や市町村のハザードマップヘの使用も想定し

ている。 

 

微小粒子状物質 

大気汚染の原因になり、呼吸器系疾患を引き起

こすとされる微小粒子状物質（ＰＭ２・５※）の濃度

が２６日午前、東北から九州にかけての広い地域

で上昇した。大阪府や香川県、福井県の全域など

で初めて、１日の平均濃度が国の暫定指針である

１立方メートル当たり７０マイクロ・グラムを超える可

能性があるとして、外出や屋外での激しい運動を

控えるよう、注意喚起を行った。兵庫県も播磨東部

地域で注意喚起をした。 
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 大阪府内では２５日昼から各地で濃度が上昇。

府内６地域の平均濃度は、２６日午前５時～正午

で同５７・５～９０・４マイクロ・グラム。 

 大阪市住之江区では２６日午前８～９時の平均

値が同１０４マイクロ・グラムを記録するなどした。府

環境保全課は「大陸から流れ込んで来たのが原因

と考えられる」としている。 

 同市天王寺区のパドマ幼稚園では、午前から園

児の屋外活動をすべて中止した。同園は「体への

影響を考えると慎重にならざるを得ない」としている。 

 日本気象協会によると、２７日は全国的に雨にな

る予報で、大気中のＰＭ２・５の濃度は下がるとみら

れるという。 

※ＰＭ＝Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ Ｍａｔｔｅｒ 

 

高濃度の時はどうすれば？ 高性能マスクで防護

を 

Ｑ ＰＭ２・５って何？ 

Ａ 直径２・５マイクロ・メートル以下（１マイクロ・メー

トル＝１０００分の１ミリ）の小さな粒子で、工場や自

動車から出る排ガスなどが正体。肺の奥に入って

ぜんそくや気管支炎を引き起こす恐れがあるほか、

肺がんリスクの上昇も心配されている。 

Ｑ 日本の環境基準は。 

Ａ 環境省は２００９年、「大気１立方メートルあたり

１年平均値が１５マイクロ・グラム以下、かつ１日平

均値が３５マイクロ・グラム以下」であれば、健康へ

の影響はないとする環境基準を定めた。１日平均７

０マイクロ・グラム超の暫定指針値も示していて、こ

れを目安に各自治体が住民に注意喚起をしてい

る。 

Ｑ 原因は。 

Ａ 環境省によると、冬から春にかけて西日本で１

日平均値が３５マイクロ・グラムを超える地域が目立

つ。国内でも排出されているが、工場が少ない九

州の離島でも高い数値が観測されていることから、

大気汚染が深刻な中国大陸から偏西風に乗って

飛来している可能性が高いとみている。 

Ｑ 対策は。  

Ａ まずは外出を控え、外出する場合も、長時間の

激しい運動をできるだけ減らす。粒子が小さいため、

一般用のマスクではあまり効果がなく、環境省は医

療用や産業用の高性能な防じんマスクを推奨して

いる。 

１．微小粒子状物質（PM2.5）とは 

○大気中に浮遊している 2.5μm（1μm は 1mm の千

分の 1）以下の小さな粒子のことで、従来から環境

基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質

（SPM：10μm 以下の粒子）よりも小さな粒子です。 

○PM2.5 は非常に小さいため（髪の毛の太さの

1/30 程度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系へ

の影響に加え、循環器系への影響が心配されて

います。 

○粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排

出されるものと、硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物

（NOx）、揮発性有機化合物（VOC）等のガス状大気

汚染物質が、主として環境大気中での化学反応に

より粒子化したものとがあります。発生源としては、

ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コ

ークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施

設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さ

らには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあ

ります。 

○これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づ

く工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自

動車排出ガス規制などにより、SPM と PM2.5 の年間

の平均的な濃度は減少傾向にあります。 

２．環境基準について 

○環境基本法第 16 条第１項に基づく人の健康の

適切な保護を図るために維持されることが望ましい

水準として以下のとおり環境基準を定めています。 

１年平均値 15μg/m3 以下 かつ １日平均値 

35μg/m3 以下 （平成 21 年 9 月設定） 

○この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患

及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を

基に、専門委員会において検討したものです。 

私はこの無料アプリ（大気汚染アプリ）を使

って予防しています。 

「大気汚染予報」（iOS & Android: 無料）。 

このアプリの良い所は、天気予報のように、その

日、翌日、１週間の大気汚染が予報されています。 
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花粉も汚染物質も、洗濯物にくっつきます、この

アプリでは動画でいつ、何時くらいに汚染物質が

飛んでくるのかがだいたい分かりますので、我が家

はそれを見ながら、汚染が激しそうな日は以下の

対策をとっています。 

1 洗濯物は外に干さない 

花粉も汚染物質も、洗濯物にくっつきます！ 

取り込む時にバサバサとはたいても良いのですが、

やっぱりそれでも気になる時は、もう外には干さな

い！！ 

洗濯物と一緒に花粉や汚染物質などが家に入っ

てきます。 

「今日はやばいな...」なんて思う日は、我が家は浴

室乾燥に頼っております。 

家族の健康が一番。 

大げさかもしれないけど、「大気汚染予報」は汚染

物質の「可視化」が出来る、数少ない予防策では

ないかと、わたしは思っています。 

まだこのアプリ使ったことないパパやママには、特

にオススメします！ 

後々になって何でもなければそれで良いのです。 

とにかく「今出来ることをやる」これに尽きます。 

De JJ3UXN 

論語のススメ 

「子どもの道徳心養う」受講増 

古代中国の思想家・孔子の言葉を記 録した「論

語」 を学ぶ講座が各地で人気を集め、子どもの参

加者が増えている。論語には他者を思いやること

や学ぶことの大切さが説かれており、いじめ問題な

どが相次ぐ中、「道徳観を身に着けさせたい」という

親心が背景にあるようだ。小中学校での活用を検

討する教育委員会もありヽ「子(し)曰(いわ)く--」

の教えが広がりを見せている。 

■全国各地で’ 

「学びて時に之
これ

を習うヽ亦説
またよろこ

ぱしからずや」。岡 

山県備前市の旧閑谷学校講堂に小学生 25 人

の声が響いた。県青少年教育センターが開く論語

教室。「学校で習ったことを家で復習しています

か。学んだことを反復すると、いつの間にか身につ

いて楽しくなるんですよ」と、国友道一同センター

所長び、語りかけた。 

閑谷学校は江戸前期の 1670 年、岡山藩主・池

田光政が日本で初めて庶民向けに建てた儒学の

学校だ。子ども、大人の両方を対象とした論語学

習は 1965 年に開始。2012 年度の受講生は 1 万

5000 人で、10 年度より 2000 人増。うち中学生だ

けで 12 年度は 7000 人を数え、今年度も昨年度

並みのペースで受講生が集まっているという。 

 国友所長が今年度、受講した小学生の親に行っ

たアンケートでは、大半が「子に変化が見られた」と

回答。小学４年山口あかりさん（10）を通わせる母・

優子さん（39）は、［日本人の道徳観は海外でも高

い評価を受けており、娘にもきちんと学ばせたいと

思った」と話し、「『過ちて改めざる、匹を過ちと１ 

う』を朗唱した日には、娘が『失敗が怖くなくなっ

た』と話してくれた」と喜ぶ。小学４年の息子（10）を

受講させた太田幹男さん（42）は「暗唱などを通じ

て積極性や自信が身に着いてきたようだ」と手応え

を語る。 

｢自分さえよければ｣ 社会風潮に危機感 

 論語に詳しい森熊男・岡山犬名誉教授(漢文

学)は｢論語には、互いを尊重し合って生きるた

めのルールがわかりやすい言葉で書かれてい

る。現在の論語ブームは、『自分さえよければ』

という社会の風潮に対する危機感の表れでは

ないか｣と分析する。 

 また、ＮＰＯ法人論語普及会(大阪市)の目黒

泰禰(たいぜん)副会長は ｢2006 年の教育基

本法改正が大きなきっかけとなった｣と指摘す

る。改正法には、道徳の教科化や公共の精神

の育成、規範意識の確立などが盛り込まれてお

り、｢論語の規範意識や普遍的な価値観は道徳

教育に役立つと親や学校に理解されてきた｣と

みる。 
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 栃木県足利市にある日本最古の学校「足利学

校」では、同市が 05 年度から毎週日曜に素読体

験を実施。12 年度の参加者は‐‐１０９人で、初年

度のほぼ２倍に。ここ数年、親子連れが目立つよう

になったといい、「未就学児を連れた家族も多い」

と話す。江戸時代に第５代将軍・徳川綱吉が儒学

の学問所として建立させた湯島聖堂（東京都文京

区）で開かれている講座でも、受講する子どもの数

がこの２年で４倍となり、「道徳心を養うのに役立つ

と保護者が考えているからでは」と分析する。 

■関連書籍も 

 関連書籍も注目を集める。論語を多く取り上げた

斎藤孝・明治大教授の「声に出して読みたい日本

語」 （草思社）シリーズは、絵本も含めて売り上げ

計 288 万部のベストセラーに。安岡定子さんの「親

子で楽しむ こども論語塾」シリーズ（明治書院）も

計 25 万部と人気を呼んでいる。 

 こうしたブームの中、岡山県教委は有識者を交え

た論語教育に関する検討会議を行い、「他者への

思いやりの心を育てるのに有効」と判断。来年度か

ら小・中学校に代表的な論語の章句の意味や背

景をまとめた教員向けの冊子を配布し、クラス単位

の朝の会などで学習の機会を設けるよう促す方針

だ。先行実施している学校の授業例を収集・分析

し、カリキュラム作成にも取り組むといい、担当者は 

「児童・生徒の心に少しずつでも浸透し、いじめ、

校内暴力などの抑制につながれば」と期待する。 

 

論語の代表例 

章句 現代訳 

義を見て為
せ

ざるは、

勇なきなり 

人としてなすべきこ

とだと分かつていな

がらそれをしないの

は、勇気がないから

だ。 

過ぎたるは猶
な

お及ば

ざるが如
ごと

し。     

物事の行き過ぎは、

不足することと同じ

ようによくないこと

だ 

己の欲せざる所、人

に施すこと勿
な

かれ。 

自分が嫌だと思うよ

うよなことを人にし

てはいけない。 

過ち改めざる、是
これ

を

過ちと謂う 

間違えることは誰に

であるが、本当の過

ちは、間違ったと気

付きながら、それを

改めようとせず、そ

のまま放置しりこと

である。 

三人行べば必ず我が

師有り｡其
そ

の善き者を

択
えら

びて之
これ

に従い、其

三人が行勁を共にし

たら､必ず自分の先生

になる人がいるもの

の善からざる者にし

て之を改む。 

だ。そのよい人を選

んで素直に従い、悪

い人を見ては反省し

て自ら改めよ。 

 

論語 儒学の創始者とされる孔子（紀元前 55

１～同 479 年）の言葉や弟子だちとの問答を集め

た言行録で、儒教の経典「四書」の一つ。親や年

長者に敬意を持つことも教えとされ、江戸時代に

は封建制度を支える思想として活用された。 

 

ガラケー健在 

1 月はガラケーがスマホの出荷台数を

上回ったらしいけど… 

あ、なるほど…ってなりました。 

読売新聞によると、国内メーカーによる 1 月の携帯

電話の出荷台数でガラケーがスマホを上回ったそ

うなんです。 

前年同月の出荷台数と比べてみると、スマホが

0.5％増の 92 万 4000 台だったのに対し、ガラケ

ーは 16.4％増の 109 万 1000 台が出荷されたん

だとか。伸び悩む国産スマホに対し、国産ガラケー

は大躍進を遂げたみたいです。 

その原因について、調査結果を発表した JEITA は

「スマホの通信費が高いため、従来型の携帯電話

に戻す動きも出ている」と発表しています。たしか

に、ガラケーの頃は使わなければ月の支払いは

1000 円〜2000 円ぐらいに抑えられたのに、スマホ

になった途端月の支払いが 6000 円〜7000 円ぐら

いに跳ね上がりますもんね…。もうちょっと安価な

パケット定額プランが用意されると嬉しいんですけ

どね。 

でも実は、この調査結果にはアップルの iPhone

やサムスンの Galaxy シリーズなど海外メーカーの

携帯電話は含まれていません。日本で圧倒的なセ

ールスを誇る iPhone や復調の兆しを見せる国産

ガラケーに対し、突破口を見いだせない国産スマ

ホ…という見方もできるかもしれませんね 

私もスマホとガラケーの２台持ち。 

大事な通信用は、電池の持ちが良くて、通話

品質が良い、使い慣れたガラケを使用。 

スマホは DTI の「ServersMan SIM LTE」月

490 円＆電話は「ServersMan 050」4 月

末までは無料を使っています。これで十分で

す。 

 


