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秋真っ盛り！
外出がうれしい季節ですね。
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。
早いもので、今年度も半ばを迎えました。暑い夏が足早に過ぎてい
き、気が付けば秋真っ盛りとなりました。例年よりも涼しくなるスピー
穂積地区敬老会＆金婚式

ドが早い気がします。雨がたくさん降り、関東地方で堤防が決壊し、水
害にあわれた様子がテレビで報道されていました。無事に皆さんが元の

【あびこ浩子プロフィール】

生活に戻れますようにと祈るばかりです。茨木市の災害対策を今一度点

♦玉櫛小・南中卒業／1980大阪府立千里

検し、皆さんの不安が少しでも解消されますようにと思います。

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

立命館大学茨木キャンパスが開学し、連日多くの市民の方が大学に集

市研究科共生社会研究分野修士課程

い、様々な活動を展開されています。岩倉公園では、子どもたちの元気

修了／大学時代銭原キャンプ場でカ

な声が響き、週末ごとに大きなイベントが開催されています。本市の取

ウンセラーとして活動

組にも大学との連携がたくさんございます。大学の持つ知恵を私たちの

♦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

暮らしに活かすことで更により良い方向に進んでいけることでしょう。
春から始まった本市の高齢者施策の新たな展開では、老人福祉セン
ター桑田荘が、高齢者活動支援センター「シニアプラザ茨木」としてリ

会会長／2004NPO法人

ニューアルされて、高齢者団体でいっしょに指定管理を受託し運営され

Chacha－House 代表理事/2006穂

ています。こちらも連日活気あふれる活動が展開されています。ご高齢

積小校区青少年健全育成運動協議会

の皆様が元気に地域で活動され、暮らしていただけることが何よりのこ

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

とです。健康寿命が延びれば、実は医療費や介護保険の負担が減ってい
くことにもつながります。
本市の取組が一歩ずつ、実を結び始めています。どれも市民の皆様が
主役として活動されているからこそのものと感じています。皆様の活動

当選／2009・1茨木市議会議員選挙で

を支えるために、頑張って参ります。どうぞ皆様の身近な課題をおしら

2期目当選／2013・１選挙3期目当選

せください。よろしくお願いいたします。

♦夫、長女、次女、長男の5人家族
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2015年9月定例議会報告

マイナンバー制度がはじまります。

個人情報保護について
ニュースでも報道されています「マ

らどうしようという不安の声もお聞

イナンバー制度」が始まります。「住

きしています。基本は銀行カードや

民票を有するすべての人１人につき一

クレジットカードと同じく、紛失し

つの番号(１２桁)を割り当て、社会保

た場合は届け出をして対応すること

障・税・災害対策の分野で同一人物で

になります。マイナポータルのサイ

あることを確認するために導入される

トを見るにはインターネット接続環

制度」です。

境が必要ですが、特に高齢者の方な

通知カードの郵送は１０月からです
が、事務手続きの流れから１１月から
順次お手元に郵送されるとのことで
す。今後、１２桁の番号とマイナポー
上中段、雨プログラムで実

タルという個人ページを閲覧するため

施された「穂積地区ふるさ

のパスワードが必要となります。手続

とまつり」下段は「春日丘

きに必要だからと持ち歩いて落とした

地区ふるさとまつり」

どでインターネットを使うのが難し
い方にはどのように対応するかなど
検討事項も多いのが現状です。取り
扱う市役所職員は、指先の静脈認証
で識別し、扱う端末も限られたもの
で、どこで誰が何を操作したかが記
録されます。何重にもセキュリティ
が有るとはいえ心配は尽きません。

障害を理由とする差別の解消に向けて
平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆ
る「障害者差別解消法」）が制定されました。施行は一部の附則を除き平成28
年4月1日です。この法律には「行政機関は不当な差別的取扱いの禁止及び合理
的配慮の提供が法的義務」とされています。その対応についてお聞きしまし
た。このことは、庁内全体の課題であり、どの窓口でどのような対応があった
のかを検討し、全体で考えていく必要があります。「職員対応要領」を作成し
進めていくとのご答弁でした。是非、形だけにならない、血の通った取組にな
ることを期待して、今後も見ていきたいと思っています。
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民生常任委員会にて
シニアいきいき活動ポイント制度

すが、ボランティアとしていろんなところで活
動されている方はたくさんおられます。今後は

本市の広報９月号の特集は「シニアライフ 他分野にも広げていただけたらと要望いたしま
の過ごし方 ８００００時間をデザイン」 した。
でした。その中に「シニアいきいき活動ポ

新しい介護保険制度で

イント」について書かれていました。高齢

上段：茨木病院

者が指定の施設等で活動することでポイン 本市は３月議会で、新しい介護保険制度への移 での学習会
ト が 貯 ま り 、 申 請 す る と ポ イ ン ト に 応 じ 行は平成２８年度４月からということに決まり 下段：社会福祉
て、年間５千円を上限としてお金に交換で ました。要支援１・２の方を地域支援事業で受 協議会での学習
きる事業です。受け入れ事業所が９月４日 け入れること、新たなサービスメニューを担っ 会
現在５１か所、登録者数が２１５人、その ていただく事業所を増やすということを次年度
うち初めてボランティア登録された方が９ から始めるということで、進捗状況をお聞きし
割とのことです。皆さんの活動が、ポイン ました。これからという答弁でした。本市がす
ト換算されて、お金に還元される仕組みで でに取り組んできた、街かどデイハウスやいき
すから、何かやってみようとお考えの方は いき交流広場の取組を活かしていかれることと
是非登録ください。また、現在は高齢者施 おもいます。どうなるのかとの声を聴きます。
設でのボランティということになっていま 一日も早い取組の説明をお願いいたしました。

2014年度決算認定について
妊婦健診助成の充実

再生可能エネルギーの取組

里帰り・海外出産にも対応

循環型社会を目指す取組が進められてお

少子化の現在、子どもを産み育てる方が
当然減っています。何より子ども一人を育
てるためにかかる費用は民間保険会社の試
算では、すべて公立で大学までで約3000
万、すべて私立で理系大学ですと約6000
万かかるとのこと。少しでも子育てを支え
るために妊婦健診助成が実施されていま
す。当初は大阪府下の病院だけでしか対応
されていなかったのですが、現在は里帰り
出産、そして海外で出産される場合にも助
成していただけることがわかりました。海
外赴任先等で出産予定の方は是非ご利用く
ださい。

り、「第2次環境基本計画」が策定されまし
た。「住宅用太陽光発電システム等設置補
助」「省エネ省CO2設備導入補助 」がおこ
なわれています。タマスマートタウンでは太
陽光発電システムなどが標準装備されていま
す。これからの住宅には再生可能エネルギー
装備は当たり前になっていくのでしょう。こ
れらは本市が独自で補助しているものです。
是非ご活用ください。
また、E3ガソリンに入っているバイオエ
タノールの取組も環境センターで実施されて
います。環境に優しいガソリンは通常のもの
より安いようです。私もガソリンスタンドで
E3ガソリンを選んでみようと思います。
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お互いさまと思える茨木に!
生活者の視点を政治に！

あびこ浩子連絡先
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

HP：

TOPICS

http://www.hiroko-abiko.jp

１１月１０日(火）

facebook「安孫子浩子」お友達申請待っ

市議会主催の議会報

てます

告会

銭原キャンプ場にて青健協

エキスポシティ開業、どう変わるの？

開催します。

キャンプ！

10月15日(木)市制報告会&市長とのトーク会＆学習会を開催します
市制報告会を開催します。

今回は３本立てです。

日時：１０月１５日(木)午後７時～８時

１１月１９日にエキスポシティがオープン、道路

場所：穂積コミセン 和室

の混雑具合など心配もいっぱい！

１．９月議会報告

また、これからの茨木市の取組について、直接市

２．木本市長とのトーク「これからの茨木について」

長に伺います！

３．エキスポシティができる！どう変わる？JR茨木駅周辺

みなさん、おこしください。お待ちしています！

整備、阪急茨木駅周辺整備について

舞妓さんと昼食会！

紅葉の京都へ！いこう

秋のバスツアー開催！

11月15日（日）「非日常体験、舞子さんと昼食会ツアー」やります！
昨年、また来年も！のお声をいただいたバス 詳細は別紙チラシをご覧ください。
ツアー。今年もやります！
定員 ４５名(先着順）
１１月１５日(日)、もみじも美しい紅葉の京 費用 ９０００円(バス代、昼食代、保険代込）
都。普 段 で き な い 体 験 を と、舞 子 さ ん と い っ
申込みは、あびこまでFAXで 072-624-5480
しょに昼食会です。(木戸孝允 旧跡）サント
※留守番電話の場合はメッセージを入れてください。
リー工場、お買い物、もみじも見れます

左足のしびれが続いている結果筋肉が落ちて右足とまったく違ってしまいました。これでは10
年後は自力歩行が出来ないかもと不安です。気持ちいい季節ですし、できるだけ自転車で足の
訓練をしようと決意。（電動ですが・・・）見かけられたら声かけてくださいね！
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