羽島市議会議員

羽島市議会三月定例会
日頃より皆様方には並々ならぬ
ご支援賜りまして心より感謝いた
しております。
三月定例議会は二月二十六日か
ら始まり提出議案は五十六件、二
十六日間わたり審議をしまして三
月二二日に閉会する予定です。
私は三月一〇日に以下の様に一
般質問させていただきました。
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安井 在宅医療、介護連携の推進
についての現状と、今後の取り組
みは？
市の回答 羽島市医師会と連携し

室、施設内にショ￤トステイ一〇
床を併設。平成三〇年二月開設予
定、養老町の社会福祉法人吉田会
に決定。

女性目線で街づくりを！

安井ともこ活動報告

討議資料

安井 特別養護老人ホームの入所
待機者数、市内６番目の特別養護
老人ホームについてその概要は？
市の回答 入所待機者数は、平成
二七年六月現在で二二三名、要介
護三以上の方です。新設について
は広域型の特別養護老人ホームで
定員は五〇人、木造平屋建てで個
室を二六室、四人部屋多床室を六

て「顔の見える関係」つくりを目 座」を開催している。平成二八年
的とした研修会を昨年一〇月開催。度 よ り 医 師 や 看 護 師 で 構 成 す る
「羽島市在宅医療マップ」を作成、 「認知症初期集中支援チーム」を
市内の医療、介護、障がい福祉の 新たに設置、この他にも認知症の
各関係施設等の情報が集約されて 方やご家族などが気軽に集い、情
いる。認知症施策として「認知症 報交換や相談などができる場であ
オレンジガイドブック」を作成。 る「認知症カフェ」の運営費に対
今後も羽島市医師会と連携し在 する一部補助を新たに始め、認知
宅医療・介護連携に資する研究や 症対策に取り組んでまいります。
普及・啓発に取り組んで行く。
子ども取り巻く環境について
安井 第七期羽島市高齢者計画の
策定スケジュールは？
安井 子ども虐待に関して、実態
市の回答 第七期高齢者計画は、 及び防止策は？
平成三〇年度から三二年度の計画 市の回答 虐待に関する相談・通
です。要介護認定者、介護事業従 告は平成二五年度四八件、平成二
事者、無作為抽出した六五歳以上 六年度三六件、平成二七年九月末
高齢者の方などに対して、介護サ で四〇件。防止策として虐待に至
ービスのニーズや課題、生活実態 る前に、子育て支援事業の普及、
の把握などのアンケートを実施。 推進や相談をしやすい体制の整備
平成二九年度にはこの実態調査の に努める。
結果「羽島市高齢者等施策検討委 安井 子育てマイスターの活躍の
員会」にて策定していく予定です。 場について積極的な機会提供は？
安 井 認 知 症 対 策 と 今 後 の 予 定 市の回答 子育て支援に理解と熱
は？
意のある方を「子育てマイスター」
市の回答 認知症ケアパスとして として認定して、その活躍をサポ
「羽島市認知症オレンジガイドブ ―トしてきた。子育て支援の担い
ック」を作成。認知症を正しく理 手になる人材を確保することが必
解してもらい、認知症の方やご家 要となり「子育て支援員」を要請
族をあたたかく見守ることができ する「子育て支援員研修」が実施
る様に、「認知症サポーター養成講 された。今後放課後児童教室、地
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６番目の特別養護老人ホーム建設予定地（堀津町）

ごす事はとても大切な事と考えて
います。子どもを見守り・支えあ
い・安心して暮らせる町になりま
すよう要望いたします。

まさき夢まつり
二月二十八日に正木小学校で
『まさき夢まつり』が開催され出
席しました。正木町の様々な団体
が協力して催す祭典で正木地域の
「絆」の強さを実感できる素晴ら
しいお祭りでした。私も最後の演
目の合唱団で出演しました。

空き缶コンロ炊飯体験会
三月三日に新井公民館にて羽島
市の女性防火クラブのご協力で
「空き缶コンロ炊飯体験会」を開

手製の空き缶コンロでご飯を炊く。
今回作った灯芯を空き瓶に取り付け
れば懐中電灯代りのランタンに。

羽島市議会定例会開催
福祉新井ふれあい会
健康づくり推進員
南新井 忘年会
清和会・創清会会議
ポップスフェスタ羽島
北新井 忘年会
新井老人会年末会
羽島健幸展
市議会 質疑・付託
住民参加条例 傍聴
子育てマイスター参加
羽島中学校給食試食
三ツ柳防災訓練
海津文化センター視察
武藤容治報告会

年末夜間消防 坂丸
年末夜間消防 新井
新春賀詞交観会
成人式
上大浦大浦の蛇新年会
新井自治会新年会
消防団出初式
子育てマイスター最終
文化芸能演奏会
テコンドウ選考会
清和会視察 三重中央開発
可児市高校議会傍聴
若獅子駅伝
市議 全員協議会
子ども子育て会議傍聴
南越前町議員交流会
羽島市議会定例会開催
正木夢まつり
新井公民館防災訓練
羽島中学校卒業式
議会 一般質問
民生文教委員会

気がつけば当選してから早一年
が経とうとしています。「安心して
暮らせる街」を目指して、より良
い羽島市の未来を創造し、女性の
代表として議会に意見を届けます。
皆様のお役に立てるよう精一杯
努力・勉強して頑張って参ります
ので引き続き皆様のご支援・ご鞭
撻をお願いします。（安井智子）
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域子育て支援拠点事業、ファミリ
ーサポートセンター等での活躍が
期待される。

子育てマイスター交流会

安井 子どもと一緒に過ごす大切
さについて市の考えは？
市の回答 乳幼児期は生涯にわた
る人間形成の基礎が培われる極め
て重要な時間である。豊かな子育
てとなる様、乳幼児健診時に「赤
ちゃんと絵本を楽しむ体験」を提
供し「ブックスタート事業」を実
施している。
安井 新制度では母親が社会に出
て働くことも支える制度となって
いますが、しかし反面、子どもと
過ごす時間を減らすこととなるの
も事実です。乳幼児期に一緒に過

小学生と老人クラブ合同の大合唱
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