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 第１８号 

あびこ浩子 

ゆめ・みらい通信 

 9月議会が終わりました。私はこの9
議会で改めて実感しました。高齢者施

策の転換について議論される中、もは

や高齢者はサービスの受け手としてだ

けではなく、これからは地域コミュニ

ティの担い手として、その知恵を活か

し高齢者の皆様の「居場所」と「出

番」のある地域づくりが進められてい

くのだと再認識いたしました。そのこ

とを「高齢者施策推進分科会」での議

論の中で高齢者団体の当事者の皆さま

ご自身が力強く発言されておられたの

です。日本は世界に類を見ない超高齢

化社会を迎えます。地域で安心して暮

らし続けるために地域のつながり、お

せっかい、お互い様が必要です。高齢

者の皆様が支援者になり、子育てを助

け、困っておられる方を助け、地域コ

ミュニティを中心となって運営してい

ただく、そん

な姿を思い浮

かべました。

頑張っていき

ましょう。 
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みなさま、いかがお過ごしですか？ 
暑い暑い夏もようやく秋の気配 

体調にお気を付けくださいね！！ 

【あびこ浩子プロフィール】 

♦玉櫛小・南中卒業／1980大阪府立千里

高校卒業／1984関西大学文学部卒

業／2008大阪市立大学大学院創造都

市研究科共生社会研究分野修士課程

修了、大学時代銭原キャンプ場でカ

ウンセラーとして活動 

♦1984高槻市立第7中学校教諭／1987茨

木市立三島中学校へ転任1990退

職／2000沢池幼稚園PTA会長／2002
穂積小PTA会長／2006茨木市PTA協議

会会長／2004NPO法人

Chacha－House 代表理事/2006穂

積小校区青少年健全育成運動協議会

会長／2006NPO法人子育て広場全国

連絡協議会理事／2011穂積地区自主

防災会会長／2012穂積地区福祉委員

会副委員長 

♦2008・4茨木市議会議員補欠選挙で初

当選／2009・1茨木市議会議員選挙で

2期目当選／2013・１選挙3期目当選 

♦夫、長女、次女、長男の5人家族 

連絡先：（自宅）茨木市穂積台１２－５０３穂積台グランドコーポ 

     TEL＆FAX 072ｰ624-5480  

Facebook：安孫子浩子｜WEBサイト：http://www.hcn.zaq.ne.jp/abiko-h/ 

＊ 中穂積事務所は6月末をもちまして閉じました。現在自宅が連絡先です。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。     

 みなさま、いつもお世話になってお

ります。あびこ浩子です。 

 本当にこの夏は梅雨明けも早かった

ですが、暑さも半端でなく、もう子ど

もたちに「クーラーもったいないから

消しなさい」とはとても言えない状況

でした。夜寝ている間に、昼間にた

まった熱が一斉に部屋の中に出てきて

かえって夜中に熱中症になってしまう

ケースの報道などが相次ぎました。 

私ですが、体調を皆様に気にかけてい

ただき「大丈夫？」と聞いていただけ

て、本当にありがたいと感謝しており

ます。実はこの夏の暑さが私には幸い

して暑い中で足の動きはスムーズだっ

たのです。クーラーの部屋で腰にカイ

ロを貼って会議に出ているという形で

した。(すごく変ですけど） 

 少し暑さが衰えてきたかと思うと、

竜巻に豪雨。台風の襲来。敬老会の頃

に訪れた台風18号、穂積地区敬老会は

残念なことに中止となりました。気候

の急激な変化は体に堪えます。どうぞ

ご自愛ください。(私も堪えています） 

穂積地区ふるさとまつりにて（7.27） 

穂積ふるさとまつりにて 
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2013年9月定例議会報告 

＜あびこ浩子の実感＞ 

• 誰もが安心して暮らせる

街、バリアフリーがきちん

と守られるまりづくりが大

切。(自分が足腰不自由にな

り痛感） 

• 市民力を活かせる茨木のま

ちの取り組みが必要。 

• みんなで知恵と力を出し合

える、そんな「まち」だと

良いな。 

• 防災の街づくりには地域で

の繋がりが欠かせません。 
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あびこ浩子 

ゆめ・みらい通信 

高齢者施策を見直す審議会での市の提案について 

春日丘地区＆中津地区敬老会 

（穂積地区は台風で中止、残念） 

 茨木市は現在、高齢者施策を総合

的に見直すとのことで、「高齢者施

策を見直すための審議会」を設置し

議論を展開されています。 

 この議論は現在進行形であるため

その議論については質問できません

が、この審議会に提案された茨木市

の改革案はこれまでと大きく施策の

転換をはかる大胆な提案であったた

め、提案について質問させていただ

きました。 

 この質問をするにあたり、私は毎

回この審議会に傍聴者として議論の

行方をみせていただいています。高

齢者の支援に関わる委員さんたち

の、それこそ熱心な発言や質問がや

りとりされ、2時間ほどの審議の時

間が毎回足りないと思えるほどで

す。 

 今回の茨木市の提案は、老人福祉

センターを廃止して、地域にある街

角デイハウスを利用者の受け皿とす

ることや、シルバー人材センターの

組織基盤強化、老人クラブの改革、

高齢者コミュニティビジネス等の創

造地域活動に高齢者を結びつける

マッチング機能、様々な高齢者事業

を見直し組み換えを行うというもの

です。 

 正直、老人福祉センターの廃止と

聞いて、建物自体を壊すのか？と

思ってしまいましたが、そうではな

く、建物をどのように今の高齢者の

実態に合った形で活用していくのか

ということが話し合われています。 

 質問では老人福祉センターの実利

用者約１９００人に対して街角デイ

ハウスの整備が現行10か所プラス10
か所となっており、受け皿として

キャパが全く足りないということを

お聞きしました。小学校区に広げる

ことを原則に当面20か所ということ

でした。 
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 第１８号 

2013年度茨木市監査委員活動報告(監査って何してるの？） 
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 国が打ち出しています「子ども子育て支

援新制度」にうたわれている「地方版地域

子ども子育て会議」を茨木市でも設置する

こととなりました。新たな制度のもとでの

支援サービス量をはかるための実態調査の

ひな形もその会議で議論されます。 

 この会議では、子どもたちの現状を把握

したうえで今後の茨木市における子育て支

援サービスの事業量の計画を策定していく

ということになります。きめ細やかな意見

が反映できるように委員さんやそれぞれの

立場の方々から細かく聞き取り調査をして

いただくよう要望いたしました。 

 待機児童対策について、本市は増え続け

る待機児童に対応するため「待機するため

の保育室」として学園町に「茨木市待機児

童保育室あゆみ」を直営で設置することに

しました。定員は90人です。認可保育園に

入れるまでの間、その保育室で待機すると

いうことです。園庭の広さが基準に達

しないということで認可外保育施設と

なります。どの子も等しく社会で大切にさ

れ育まれるように環境の整備に努力いただ

きたいと切に思います。 

 また、本市は毎年待機児童が増え続けそ

の対策に後追いをしているのが現状です。

実際には厚生労働省基準の待機児童（126
人）とは別に実際に申込みをされて待機に

なっている児童（355人）がおられます。

議会では126人に関して議論が進められて

いますが、潜在的なニーズを考えると、今

の国基準のままの数で本市の保育ニーズを

判断するとなかなか待機児童が解消せず、

保育を受けたくても受けられない子どもた

ちがずっと残るのではないかと危惧してい

ます。子どもたちの育ちを支える「子ども

子そだて支援事業計画」が「子ども育成支

援会議」で作られる経過を今後も見ていき

ます。 

子ども子育て支援制度と待機児童対策について 

 監査委員として今年度活動させていただい

てます。監査委員って何をしているのか？と

思われていることでしょう。 

 文字通り毎月の例月出納検査（一般会計・

特別会計と水道事業会計）を中心に、8月ま

では9月議会での24年度の決算報告に向けて

の打ち合わせを重ねてきました。毎回数字と

にらめっこしています。 

 市の多岐にわたる事業の中から毎年順番や

抜き打ちなどで監査を行っています。もちろ

ん直接現場を確認して出納簿と突き合わせな

ども行っています。10月からは部局の

監査が続きます。行政が税金(市・府・

国）や交付金、利用料などで収入を得

て、毎月の事業や人件費に支払われて

いく様子がよくわかります。大きなお

金が動いて市民のみなさまの生活を支

えています。不公正な使途がないよう

目を光らせてまいります。市民の皆様

には「住民監査請求」という権利があ

ります。税金の使い方で気づかれたこ

とがあれば、監査して欲しいと請求で

きます。 

安威川ダム特別委

員会にて、安威川

ダム周辺道路のト

ンネル工事現場と

新名神高速道路の

建設現場に行って

健康フェスタ

（9.22）歯ブラシ

の「よ防さん」 
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電話＆FAX  ０７２（６２４）５４８０ 

Email: abiko-h@hcn.zaq.ne.jp 

【自宅】茨木市穂積台12-503穂積台グランドコーポ 

あびこ浩子連絡先 
（中穂積事務所は閉めました） 

お互いさまと思える茨木に! 

生活者の視点を政治に！ 

HP： http://www.hcn.zaq.ne.jp/abiko-h/ 

facebook「安孫子浩子」お友達申請待ってます 

皆様へ 腰椎椎間板ヘルニアのために、足腰の具合がまだまだです。毎週火曜日

朝７：３０～８：３０のＪＲ茨木駅西口で街頭報告会をお休みさせていただいて

います。先日「非核平和キャンペーン」でJR駅で久しぶりにティッシュ配りをし

ましたが一時間、立ち続けるのは無理でした。もう少し待ってくださいね。 

 ≪あびこ浩子市政報告会≫ 

日時：2013年10月18日（金）午後7時～8時半 

場所：穂積コミセン、和室 

内容：①9月議会報告 
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あびこ浩子市政報告会を開催します！ 

ご参加お待ちしています(^○^) 

 ②立命館大学開校に向けて、JR駅周辺の整備計画に

ついて 

   講師：茨木市都市整備部都市政策課長 

       田邊 武志 氏 

もう、見ていただけましたでしょうか？ 

2013年3月議会からインターネット中継が導入されてい

ます。リアルタイム中継はもちろん、後から見ることも

出来ます。お時間ある時にぜひ覗いてみてください。 

議会の様子がインターネット中継されています 

穂積校区青少年健全

育成運動協議会主催

の恒例銭原キャンプ！！

あいにくの雨でした

が森は静かで心癒さ

れるひと時でした。 

茨木市議会HPの 

ここをクリック！ 


