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　『岸和田市男女共同参画推進条例』の施行から4年半、行
政においても数値目標や重点課題を設けて意欲的な取り組
みがなされています。
　そこで男女平等参画社会実現へ向けて、女性会議が現在
取り組んでいる課題について、市議会議員の皆さまと勉強会
をもちました。

＜ 市議会議長あいさつ ＞

　社会の少子高齢化が大問題となっております。当市でも26
年度には1000人の人口減で、出生数と死亡数の差が300人、
転入と転出の差が700人、これにはびっくりしました。私も
孫たちをみるにつけ女性がフルタイムで働くのは本当に困難
な現状だと痛感しています。保育所も門限があるのでイクジ
イ・イクバアの助けがないと難しい。本日の勉強会、最後ま
で一生懸命に取り組みたいと思います。

男女が共に働きやすい環境づくりと子育て支援について

女性会議：働く女性の環境調査のため『岸和田商工会議所女
性会』の方たちと話し合いを行いました。やはり出産の前
後に辞めてしまう、あるいは辞めざるを得ない人が多いそ
うです。

議員：確かに保育所にも簡単には入れないようですし、女性
が働き続けるのは大変です。そこをどう解決していくか、
市役所とも協力しながら女性が働きやすい環境をつくれる
よう頑張りたい。

女性会議：11月に『イクボス』の講演会を開催します。部下
の状況をよく把握している上司の元では男性もイクメンを
やりやすく、企業としても業績が上がっているそうです。
議員の皆さまもどうぞいらしてください。

議員：男女の賃金格差、昇進格差の面で日本は遅れていま
す。女性は結果的に非正規で雇用されている人が多いた
め、シングルマザーの子どもはとりわけ厳しい状況になり
がちです。一方子育て世代の男性は長時間労働を余儀な
くされ、当然のように子育ての負担が女性に重くかかって
くる。働き方の改善が一番必要だと思いますね。女性が
しっかり働ける国は出生率も上がっています。

女性会議：著名な大企業でも男性が育休を取ると「職場に
戻ったときに席がない」とも聞きました。

議員：昔は男女の役割分担意識がありましたが、今は両働

きが当たり前になってきました。営利企業で女性が管理職
として働くのは厳しい面もあるが、でも能力に応じて働け
ることが大切です。お母さんが安心して外で活躍できる環
境づくりを目指したい。また当市の教育のレベルが低いと
感じる親が、子どもの就学前に転出するケースもあります。

議員：学童保育に関しては、学校と児童育成課が話し合い
をして、夏休みのみでも預かる所が増えてきました。単な
る預り所ではなく、教育的な意味合いを持つ中身になって
ほしい。それを現場から少しでも充実させていくことが大
切ですし、希望する全員が入れることが肝心だと思いま
す。

女性会議：男性も困難な環境で働いており、男女が共に働き
やすくなる子育て支援のための環境づくりが大切です。各
担当課では子育て支援に関する事業を頑張っているのに、
就学前の子育て家庭が他市へ転出してしまう。『岸和田市
子ども・子育て支援事業計画』が策定されて質の高い子育
て支援を目指すそうですが、7月1日現在チビッコホームの
待機児童が全校区で156名もいるそうです。待機児童の解
消と、1～6年生が対象になったので、児童間の縦の仲間づ
くりなどもチビッコでできたらいいと思います。

議員：男女がはっきりものを言い合い、また意見を聞き合え
るのが男女共同参画社会だと思います。子育てに関しては
相談先が分かれているので『ワンストップサービス』があ
ると、相談相手と信頼関係が築けてお母さんも安心でき、
子育てや仕事にも取り組み易くなるのでは。『ネウボラ』は
若い人にも高齢者にも必要だと思います。

女性会議：東京の世田谷区などが内閣府のネウボラ実施モ
デル地域となっています。今年度中に150市町村で始まる
ようです。当市でもワンストップサービスの窓口があれば
市民に便利です。公立保育所には地域支援担当がいるの
で、この方たちを活用しては。乳児健診等で就学前まで
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の記録が保健センターに保管されているそうですが、中学
までも引き継いでほしいです。

議員：ネウボラに関しては、熊取町の訪問型子育て支援
「ホームスタート事業」の視察に行きます。 8月に『女性活
躍推進法』ができ、従業員301人以上の事業者は女性の活
躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析
するとなっています。 300人以下は努力義務ですが。また
政府は2020年までに指導的地位の女性の割合が、少なくと
も30％になることを目標にしています。本市にも啓発をお
願いしたいと思います。

女性会議：子どもには男性も女性も同じく親です。「女性の
ための・お母さんのための子育て支援」ばかり言うようで
は、職場の環境も良くなりません。男性の育休制度の広が
り、まして育休の取得は進みません。

市民のための合葬墓について

女性会議：長年お墓に関する調査・研究をしていますが、少
子化、シングルの増加、墓参の困難化等を前に市民の意
識も大きく変化しています。無縁墓になることを避け、市
民の選択肢を増やすためにも合葬墓の建設が必要と考え、
市へも要望書を出してきました。

議員：合葬墓の必要性も含めて、市も市民の墓に対する意
識の変化を理解しています。市では市民の墓意識の詳細
なアンケートを取っているところなので見守っていきたい。

女性会議：合葬墓建設については近年マスメディアでも広く
取り上げられています。市民の多様なニーズに向き合って、
一歩でも前へ進めていただきたい。

議員：市営の墓地だけでなく、地域の墓地もありますが何分
にも狭く、地域では自然発生的に「合同墓を」という話も
出ています。合葬墓の実現を進めていきたいです。

超高齢者社会に向けて ― 2025年問題 ―

女性会議：現在高齢者と高齢化率は増える一方です。高齢
になっても人としての尊厳を損なうことなく、これまで住
んできた所に住み続けられたらと思いますが、新しく構築
される『地域包括ケアシステム』を考えると、期待よりは
不安を感じます。7月に介護保険課に聞きに行きますと、今
はまだ具体的なことは何も決めていないと言われました。
地域の協力が必要ならば、方向性だけでも早く教えてほし
いと思います。

議員：確かにこのシステムは「ヤヤコシイ・地域の力を介護
に活かし、介護費を安上がりにしたい」ものです。専門家
ではない地域のボランティアや民生委員さんに肩代わりを
させ、ヘルパーも無資格者に、短期の介護講習を実施して
介護を賄おうというものですが、そうなると、現在介護を
受けている人のサービスが低下したり、また介護報酬の引
き下げによって小規模の介護施設がつぶれるかもしれず、
そんなことにならないよう行政に働きかけたい。

女性会議：要支援者は、予防給付から地域
支援事業に移行することになりますが、
現在利用している人達は、継続してサー
ビスを受けられるようにしてほしい。要支
援の人のサービスを減らすことで要介護

状態に移行することになりうると思います。地域の人達に
互助で支え合うといわれていますが、地域の人達は他人
の家に入ってお世話できないと不安がっています。現状の
サービスを低下させない環境づくりをお願いします。

議員：介護保険が出来た当初の目的は、家族のみの介護から
社会的介護への転換でした。現在は国の福祉費用削減が
目的になっています。要支援の人にも介護保険を適用し、
市が介護予防にも責任をもって行うのが当然と思います。
地域や老人会に委ねるのはおかしいと思っています。

議員：実際に介護というのは大変です。2025年問題と言うが、
国はまともな方策を打ち出せていない。地域包括ケアシス
テムといっても地域がヘルパーの代わりはできません。団
地によっては声掛けやカフェの設置をすることで独居の高
齢者などに配慮する試みもありますが、これに関わる民生
委員・役員・ボランティアたちにはなかなかのことで、ま
して介護など無理です。それでも2017年4月からこのケア
システムが始まります。

議員：40～50代が真剣に取り組まないと、高齢者同士ではと
ても難しい。皆ができるようなシステムができてくれたら。

女性会議：今後は地域支援事業に変わることになるが、その
時介護保険の申請時に、質問チェックリストで判断するの
でなく、介護認定審査会で判定するようにしてほしいです。
高齢者がずっと元気に過ごせるように、岸和田独自の介護
予防体操で市民が楽しんで参加できるようにしてほしいで
す。

ＤＶ防止対策について ― ＤＶ根絶に向けた啓発 ―

女性会議：市には啓発活動を頑張っていただいていますが、
議員さんの所にもＤＶの悩みの相談があるのではないで
しょうか。被害者にとって、ワンストップサービスになっ
ていないと、同じことを何度も聞かれ、心の負担が大きく
二次被害に繋がります。また男性がＤＶの被害者になった
場合は、女性に比べても声を挙げにくいように聞きます。

議員：それに近い相談もあることはありますが、なかなか解
決するのは難しいです。

議員：「ＤＶとは何か」から始まった啓発には、皆さんの活動
と市の取り組みがあります。これまで相談を受けてきた私の
個人的な経験からも、ＤＶ問題では具体的な支援が大切だ
と思います。啓発ももちろん大事ですが、何と言っても具
体的なアクション、ワンストップの対応が必要だと思います。

女性会議：岸和田市男女共同参画推進計画には、ＤＶ被害
者の支援体制づくりとして「岸和田市配偶者暴力相談支援
センター」の設置に向けた検討を行うと謳っています。セ
ンターの設置が早く実現するよう声を大にして言いたいで
す。

…………………………………………………………………

　市議会議員の皆さまとはこれからも、情報の交換や前進に
向けてのアイデアの共有等をできればと思います。
　なお市の担当職員さんから「ＤＶ対応については、相談者
の意思を尊重し、本人の背景を見ながら必要な部署と連携
し、安全確保に努めています」との説明を受けました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実川　孝子） 
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倉敷美観地区の美しい町なみの中で「日本女性会議２０１５倉敷」が開催されました。
開会式では、大会長の伊東香織市長から、倉敷市は平成１２年「男女共同参画宣言都市」となり、平成２３年度から５年間「ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と家庭の調和）」の推進」「男女間のあらゆる暴力の根絶と被害者支援」「生活困難を抱える人々 への支援」などを重点項目として取
り組んでいること。また、子育て支援が女性の社会進出を促進するものと考え、子育てと仕事が両立できる環境の実現に努めていると、若々
しく力強いあいさつがありました。千人のボランティアに支えられて、１０分科会と交流会が開幕しました。

　パネリストの井久保伊登子さん（医師・エッセイスト）は、彼
女が生きた戦中・戦後の女性史について。大原あかねさん（大
原美術館専務理事）は、曾祖母の意思を継ぎ、困難に屈せず
歩み続けた倉敷の女性たちの活動を後世に残す活動について。
滝村雅晴さん（パパ料理研究家）は、パパ料理を通して『家族
の共食』『ママや子どもたちのために料理をするパパ』について
話されました。今は介護食にも力を入れているそうです。
　井久保さんは1936年生まれ。日米開戦の中、多感な少女時
代を過ごしました。軍国優等生にはなれず、暇を見ては読書に
ふける毎日だったそうです。その時に出会ったのが倉敷の女子
教育の創始者である上代淑の立志伝『苦学と自立の上代淑物
語』。自立した彼女の生き方に憧れ教師となるが、就職時に思
い知らされた男女格差。女子教師は国語の他に家庭科と音楽、
給食作りだけで物足りなかった。社会的に自立した人間として
生きたい欲求を夫にぶつけて話し合うと医師になることを勧め
られた。育児と学習の両立。夫の協力で無事医学部に合格し
勤務医として再出発した。後に岡山の文学的風土を築いた農
夫の詩人長瀬清子と出逢い導かれて同人散文誌の一員となっ
た。退職後は市民講座や文章教室で自分史を勧め、受講した
人々は相次ぎ出版しているそうです。
　「戦後民主主義に守られて生きてきました。老いて思うこと
は、ただ一度の人生、自分らしく自由に生きたい。その地盤と
なるのは平和と民主主義。想像力を全開し、よく見聞きして、
自分自身の考えを持って行動する市民となり、戦争に加担せ
ず、ひとそれぞれが尊重される市民社会を目指したい。そして
守りたい。」と結ばれました。
　ちなみに上代淑、永瀬清子の最後の講演は「平和」「民主主
義」だったそうです。倉敷には歴史の表に出てこないすばらし
い女性活動家がいたこと。そして彼女達の活動が次世代に引
き継がれ続けています。

　歴史を振り返ることで少しは自由になれたり、元気になれた
りします。私たちの地域
にも豊かな歴史があり、
豊かに生きるための知
識が詰まっています。勿
論すばらしい女性活動
家たちも。歴史を振り返
り学ぶことでよりよく生
きる手がかりが見つかり
そうな気がしました。　　　　　　  

【第一部】 　コーディネーターの戒
かい

能
のう

民江さん（お茶の水女子大
学名誉教授）からDV防止法制定・施行から14年、親密な関係に
おける暴力の顕在化、「人権侵害」であることを示す意義、うな
ぎ登りに増え続けている現状、DVとは何かという定義、特質、DV
が及ぼす影響（心身の健康の侵害、経済的社会的影響、子ども
への影響）などの趣旨説明がありました。

次に3人のパネリストが「若い人や子どものDV・性暴力被害の
現状と問題点」を各現場から問題提起されました。上村茂仁さん
（ウィメンズクリニック・かみむら院長）は性教育活動の講師と
して全国で年間約100校の学校講演、約20回の一般講演を行って、
一日100件のメール相談に直接答えながら教育活動を行っていま
す。クリニックでも性被害者は上村さんだけではなく、スタッフ
と仲良くなって1～2時間かけて心を開いて話を聞く環境づくりを
しています。ワンストップセンターの必要性を話されました。

井上摩耶子さん（ウィメンズカウンセリング京都代表）はDV
家庭で育った「女の子」の発信から、自分の父親が「DV加害者」
であることを認識しないでいることが多く、中・高校生時代から
DV加害者的男性とつき合い始める。まさに「暴力の連鎖」「愛着
障害」となっていきます。

清
きよ

野
の

幸
ゆき

代
よ

さん（弁護士）は倉敷市の「女性の弁護士による法律
相談」を担当し、DV・セクハラの問題が年々増加傾向にあり、DV
が原因での離婚が多く、デートDVが増加している。被害者に否
定しないで寄り添うよう心がけているが、30分で話すのは難しい。

【第二部】　パネルディスカッション

①必要な支援について
学校では、養護教諭、担任の新しいしくみづくり、友だち
の形成。声を出してつながる活動、行動をする。
しっかりした大人の窓口を強化し、大人のネットワークをつくる。

「心理教育」と心理的ケア（カウンセリング）が必要である。
DVへの理解。支援している人に対して不足しているもの
を提供する。

②効果的な予防教育とは
DVは「ジェンダーの暴力」なので、幼少期、小中高でのジェ
ンダー平等教育が必要。「ノー」とはっきり言う。自分が一
番大事。親密関係においても「身体の尊厳を侵害されるべ
きではない」という人権意識についての教育が重要である。

③加害者対策
加害者プログラムが抑止力になっている。社会全体が理解
をもち、周りからDVは犯罪であると言う。

　子どもたちの目線で、信頼できる大人が側にいることが大切。
孤立しない社会づくり、声をかけ寄り添う、相談窓口に一緒に行
けるようなネットワークづくりをし、自分の言葉で伝えられる環境
が大切である。厳しい状況ですが、社会は少しずつ変わりつつあ
るのでネットワーク力を注いでいけたらと締めくくられました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成 2 7年 1 0月 9日（金）～ 1 1日（日）

思いやり 男女（ひと）が集う 白壁のまち思いやり 男女（ひと）が集う 白壁のまち

第１分科会　歴史「女性史」

歴史が築くわたしの未来

第 5分科会　  ＤＶ 　
DV のない社会をめざして　
～ みんな大切な人♡あなたにできることは… ～

第１部　時代を映す歌。大正時代から現在までの女性のあゆみを
歌とともに振り返る

第２部　パネルディスカッション「過去・現在・未来を語る」 
歴史の中で輝きを放ってきた女性の足跡をたどり、振り返
ることで私たちが未来に向かって何が出来るのかを考える

野上　千寿

中川　麗子
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「ホームレス問題の授業づくり全国ネット」代表理事の生田
武志さんの講演でした。

今、子どものいる世帯の65.9％が「生活が苦しい」と感じて
いる。かつて一億総中流といわれたわが国は、1970年代後半
から子どもと家庭への政策にお金をかけなくなり、その結果
子どもの貧困率は2012年調査で16.8％（ひとり親家庭の場合は
54.6％、母子世帯では84.8％）にのぼる。また、1950年に比べ
物価は8倍に、国立大学の学費は148倍に上昇し、その結果大
学卒業時点で奨学金という多額の借金を抱えた若者が増加し
ている。

講師が長年活動してきた釜ヶ崎地域は貧困率の際立って高
い地域ではあるが、最近は全国的に釜ヶ崎化が進んでいる。
90年代になって、サラリーマン、若い人、女性の野宿者が増

えてきた。この地で困窮世帯などの子どもを支援する民間施
設「子どもの里」では、24時間、0歳から18歳の子どもの支援を
しているが、学童保育ととらえられて、大阪市の補助が半額
以下になり大変な状況に陥っている。

義務教育は無料ではあるが、授業料以外にかかる費用も多
く、例えば、中学の制服が買えない家庭にPTAで着なくなっ
た制服を譲り継ぐ運動が起こっているところもあるが、これは
地域の商店の売り上げを圧迫し、違う貧困を生み出す。制服
が必要なら無料支給や補助の制度を整えるべきである。

ひとり親など困窮家庭の子どもは高校、大学へ進学できて
も奨学金という借金を抱え、就職できても親の扶養義務が発
生したりという貧困の連鎖の事例が示された。

きちんと働ける社会づくり、教育も含めて子育てにかかる費
用の無償化、働けなくなった時の十分な社会保障。それらが
整ってこそ国民の貧困化、子どもの貧困化が防げ少子化にス
トップがかかるのではないか。しかし、現在の日本は負のスパ
イラルがますます大きくなっているように感じられてならない。

第 7分科会　  貧困 　
現場で考える貧困家庭への支援
～ ひとり親家庭の子どもたち ～

福 祉 部 会

施 設 見 学 ・9月10日（木）
・参加人数：10名 　　

南　淳子
　南海本線和泉大宮駅から徒歩10分前後にある３か所の施
設を見学しました。
　まず“ポポロスタージュ宮前”。ここは、使用面積18.3㎡の
ロフト付き単身者向けのハイツで、費用は敷金・礼金等なし
の38,000円/月です。事務所にはヘルパーが常駐し、現在介
護を必要としている方が１人入居されています。この事業会
社は、春木駅の近くにサービス付き高齢者向け住宅も運営し
ています。
　あとの２か所は住宅型有料老人ホームで、先に訪れたの
は、西之内町の“藤の花”です。７階建の建物の４・５・６
階が居室で定員30名です。下の階ほど介護度の高い方が住
まれています。運営が医療法人で、同建物内にデイサービス
等の介護事業所があります。部屋の広さは18.11～18.45㎡で、
入居条件は①原則60歳以上の伝染病疾患がない②前払い金
や月々の生活費を支弁できる③運営・管理規定等を承諾で
きることで、原則身元引受人１名を定めるとあります。費用
は、前払い金300万円、月額使用料152,600円［管理費102,000
円、食費48,600円（１日３食30日）、水道代2,000円］＋電気料
金です。
　最後は上野町東の“ハートビレッジ岸和田”を訪れました。
２階建で居室数50室、居室面積13.36㎡、入居条件は要介護
認定を受けている人（福祉制度等を利用の人も入居可能）。
利用料金は敷金10万円（福祉制度等利用の人は0円）、月額
利用料99,900円（家賃39,000円、共益費19,500円、食費41,400
円）です。
　両施設共ほかに医療、介護、日用品等の費用が必要です。

ワ ー ク 部 会

岸和田商工会議所女性会との懇談会
10月27日（火）14:00～15:30　　商工会議所　会議室
参加人数：商工会議所女性会  8名　  ワーク部会  10名

　　

本郷　元子
ワーク部会は、女性が働く上での様々な問題を考え、女性

が働き易くするための解決法を探ることを課題として取り組
んできました。

今回、岸和田商工会議所女性会の方々との懇談会を企画
し、女性経営者の方々が働く女性の諸問題をどう捉えておら
れるのかについてお聞きしました。

お互いの自己紹介で始まると、すぐに和やかな雰囲気になり、
活発に意見交換がなされました。いろいろな職種の経営者や管
理職の方が参加してくださり、それぞれの体験に基づくお話に
は惹きつけられるものが多々ありました。
「子育てしやすい処遇及び家族的雰囲気の職場づくりを心

がけています」「女性は変化を嫌がるので、さりげなくバーを
上げて能力を引き出します」「男女による差別はしませんが区
別はします」女性として管理職に抜擢されたのは「バランス
感覚を買われたのかも。きっちりしすぎないのが良い場合も
あります」「産休、育休は職場の人員が少なく中々取れませ
ん」「うちでは産休、育休はきっちり取り職場復帰もできてい
ます。復帰後のモチベーションは少し下がりますかね。比べ
て男性は変わりません」などなど。私たちの質問によどみなく
答えてくださる姿勢には、積み上げて来られた経験の確かさ
を感じました。

ワーク部会では、今
後も積極的に外の方々
と話し合い、より良い
働き方を探っていきた
いと思っています。

貝塚　眞知子
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安倍晋三内閣総理大臣、衆参両議院議長に抗議文提出
　集団的自衛権行使を容認する安全保障関連法案が衆議院に
て強行採決されたことを受け、8月1日、国民の意志を踏みにじる行
為を抗議する文書を提出しました。国民の半数以上が反対という
世論の中、明らかに憲法違反のこの法律は、残念ながら8月19日
未明、参議院においても可決され、成立しました。国民の生命と
財産を守るために、今後も見届けていかなければなりません。

第27回　岸和田女性会議
かしましフェスティバル

と　き： 2015年12月13日㈰　9：30〜15：30
ところ： 岸和田市立女性センター

Ｑ 生活支援コーディネーターの役割とは？

A 地域支え合い推進員といって、介護予防・要支援の人の受け皿
になるため３か所の＊１地域包括支援センターに配置されました。
2017年度には＊２各日常生活圏域に１名ずつ配置される予定です。
コーディネーターは地域の支援ニーズを拾いあげ、その地域に不
足するサービスやサービスの担い手の養成、活動等の資源開発
とマッチングさせる役割をします。また、2017年度から全市的な
取り組みを話し合う「協議体」を設置するため、「研究会」の準備
をしています。メンバーは介護保険課、福祉政策課、産業政策
課等の行政や、社会福祉協議会、ボランティアセンター等で、生
活支援コーディネーターは中心的な役割を求められています。

Ｑ もう介護保険制度では支えきれないと？

A 2017年４月から要支援１・２の人のヘルパーとデイサービスは給
付から外れます。市町村事業へ移行となり、新しい介護予防・
生活支援総合事業になります。例えば、デイサービスに通所し
ている人が専門的なサービスが必要であると判断された場合は
そのまま現行のサービスを使えますが、他の人は緩和基準によ
るサービスや住民主体による支援等の多様なサービスへ移行と
なります。ミニデイサービスや体操、運動等の活動など、自主的
な通いの場等です。サービスの支え手は老人クラブ、自治会、
ボランティア、ＮＰＯ等です。高齢者も支え手側に回ることも。

生活支援サービスには、ゴミ出しや買い物、玄関の戸締りなど
考えられます。ここで生活支援コーディネーターは大きな役割を
担わないといけないと思っています。社会資源の開発が必要で
す。地域の人たちの互助という力が求められます。

Ｑ ご自身もご家庭で介護をされているとか？

A 義父は３か月の入院後自宅へ帰りました。24時間持続点滴で、
介護度５です。ヘルパーは毎日、週２回の訪問看護と訪問入浴
のサービスを受けています。毎朝、口腔ケアとオムツ交換し出勤。
夫は点滴の交換をします。なるべく体を起こし、髭剃りなど自分
で出来ることをしてもらっています。孫が来ればカルタで遊ぶこ
とも。昼間、独りの時に誰か看に来てくれれば助かるのですが
…。そういう仕組みを作っていきたいと考えています。

＝＝＝＝ インタビューを終えて ＝＝＝＝
　はたして地域に支え手側の人がいるだろうかという心配もあります
が、協議体などに地域住民・ボランティアとして参画し意見を届けて
いくことが必要ではないかと思いました。

＊1 高齢者の総合相談窓口。保健師・看護士、社会福祉士、主任
ケアマネジャーの3職種が配置されている。

＊2 岸和田市では6つの日常生活圏域（都市中核、中部、葛城の谷、
北部、久米田、牛滝の谷）を設定。

この人にインタビュー

　団塊世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な介護状態になっ
ても住み慣れた地域で生活が継続できる仕組みづくり「地域包括ケア
システム」が課題となっているなか、今年度岸和田市から「生活支援
コーディネーター」として委託された大浪さんにお話を伺いました。

〔プロフィール〕

・Ｓ32年生まれ

・夫と義父の3人家族

・趣味は畑仕事と 

ウォーキング
地域包括支援センター社協　所長
生活支援コーディネーター 大浪　雅子さん

仕事も家事・育児も
泉本　法子　　　　　　　　　　　

　今年の「きしわだ男女共同参画フォーラム」は厚生労働事
務次官村木厚子さんの講演会でした。「女性フォーラム」の名
称が昨年度から変更された効果のためか講師への関心度の
高さのためなのかわかりませんが、男性の参加者が多いのが
印象的でした。
　たくさんの資料やデーターをもとに少子化、女性の就業率
のＭ字カーブと出生率の国際比較、高齢者や障害者雇用の現
状、女性の継続就業・出産と男性の家事・育児時間の関係な
どの説明がありました。今後の国の具体的な取り組みとして、
待機児童解消加速プラン、放課後子ども総合プラン、育児休
業給付の充実、女性の仕事と家庭の両立支援の施策、イクメ
ンプロジェクトなど私たちに関心のある施策について話され

ました。
　村木さんは高知大学を卒業し、「働き続けられる仕事」とし
て公務員を選択、労働省に就職し結婚、夫婦ふたりで子ども
を育てながら仕事を続けキャリアを積んでこられました。普
通の女性でもここまでやってきたというお手本、ロールモデ
ルになりたいといわれます。しかし、仕事をやりこなす能力、
仕事と育児・家事を両立させる体力、共通の価値観を持つ
夫の存在は誰でもが簡単に真似できるものではありません。
「仕事を一生懸命頑張っても其れだけでは褒めてあげない。
仕事をして結婚もして子どもを育てたら褒めてあ
げる」といったお父さんの期待に応えた生き方で
あったといえます。これからの子育ては男女とも
に仕事と家事の両立できる人づくりが求められま
す。孫にはもっとお手伝いの勧めをしなければと
思っています。

 （山中　眞知子）
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只今迷走中
和田　由紀子

お針子サロンに席を置いて2年。
1年目は訳も解らないまま、お

針子サロンの運営委員にクジ運が
いいというのか大当たり。2年目は
小物までにも手を出し慌ただしい
日々。はたまた2年で女性会議の役
員、と本当に運がいいのか？悪い
のか？1ケ月に3回女性センター通
い。自宅から自転車で、センター
に着くやいなや大量の汗が……こ
の夏の厳しかった事。

しかし、いいこともある。衣服
を始める為、ミシンを買ったおか
げで古着物地ではないけれど、麻
布で嫁と孫のワンピースを作り東
京へ。早速2人で試着して写メー
ルを送ってきた。決して上手いと
は言えない代物だがニコリとした
顔を見て癒された気持ちになりま
した。これもお針子を始めたおか
げかな…？

女性会議では、忠岡町の私。岸
和田の市政の話を聞いていても耳
に入らずチンプンカンプン。

はたしてこのまま役員会議に参
加させて頂いていていいのか？お
針子サロンの作品作り以外での活
動の方がプレッシャーになりつつ
ある今日この頃……

忠岡町の事に関心を持った事な
どなかった自分が、いかにいい加
減に暮らしていたんだなと思える
ほど、女性会議の役員の方々の熱
心さには頭が下がる思いです。少
しその熱心さに近づけるよう、衣
服・小物・運営委員もう少し頑
張ってみようかな…？と…迷走中

　発信したい情報がありすぎて、活字
ぎっしりの紙面に反省しきりです。
また今回は広報紙発行間際の事業が多
く、編集にドタバタしました。

（小畑、実川、中川、野上、馬場、山中）

つ ぶ や き

・役員会 ３回
・代表・事務局会議 ３回
・広報編集委員会 ８回
・女性学サークル ４回
・ワーク部会 ５回
・福祉部会 ３回
・サロン・ドゥ・ＧＯＭＩ ２回
・お針子サロン 13回
・悠遊・ＵＢＡステーション ５回
・かしましフェスティバル実行委員会 ４回
・地域包括ケアシステム役員対象勉強会 8/1
・総理大臣・衆参両院議長に抗議文提出 8/1
・久米田校区交流準備会 8/21
・市議会議員との勉強会依頼文持参 9/7
・保育課に聞き取り 9/9
・市議会議員との勉強会事前学習会 10/5
・水とみどり課に聞き取り 10/15
・お針子サロン展示販売会 10/18
・生活環境課と打ち合わせ 10/23
・市議会議員との勉強会 10/29
・生活環境課との懇談会 11/9
・「イクボスは事業も社会もリードする」講演会 11/14
・久米田校区交流会 11/15
・広報発行 11/25

＜行事への参加＞
・男女共同参画フォーラム 8/8
・きれいな岸和田大作戦 ２回
・近畿地区社会教育研究大会 奈良大会 9/4
・岸和田市戦没者追悼式 9/26
・日本女性会議2015倉敷 10/9・10
・人権協会幹事研修会 10/28
・近畿公民館大会 11/19

＜委員会への出席＞
・生涯学習推進本部委員会 ２回
・岸和田市環境審議会 ２回
・岸和田だんじり祭り運営協議会 7/30
・非核平和資料展（8/5～9）受付担当 ２回
・テレビ岸和田放送番組審議会 8/18
・岸和田環境計画「市民ワークショップ」 8/22
・女性センターまつり実行委員会 9/5
・人権協会役員会 9/28
・人権協会幹事会 10/2
・シルバー人材センター理事会 10/23
・平和を考える戦争展実行委員会 10/29
・女性センター事業意見交換会 10/29
・介護保険事業運営等協議会 11/25

あ ゆ み（7/26 ～ 11/25）

　「地域包括ケアシステムについて」と
いうテーマで岸和田市の地域包括支援
センター社協の大浪さんにお話を伺い
ました。
　最近では少子高齢化ということばは
耳にタコができるほど聞いて知ってい
ましたが、今後ますます高齢化が進み、
出生率より死亡者数が増えるという現
象が起こってくると再確認しました。
団塊の世代が75歳になる2025年問題に
ついては、高齢化が30％を越える見通
しであるため、その時に向けて様々な
取り組みが必要です。
　まず、少子高齢化が進むと、高齢者
を支える担い手が不足し、支える人が
少なくなると、社会保障費の財源の確
保も困難になります。そこで、介護保
険制度を維持可能なものにするために
は、地域で支えるための地域づくりが
急がれ、予防の重要性についても必要
であることを学びました。
　また、後期高齢者の認知症が増える見

込みであることから、認知症予防や理解
を深め、介護保険を利用しなくていいよう
な介護予防への取り組みが重要です。い
つまでも住み慣れた地域で住み続けるに
は、地域力を高める、地域で支え合う互
助の力が必要です。たとえば、ごみ出し
が困難な場合、近隣の住民がその人の
家から集積場所へ持っていくことや、買
い物に行く時についでに買い物をするな
ど、少しの援助で生活が維持できること
を知りました。
　核家族化に伴い家族関係が希薄に
なってきており、家族による援助が困
難なケースが増えてきています。その
ため、介護保険制度だけでは支援が困
難で、地域で支えることが求められて
きています。今後は地域の住人である
私たちも、介護につ
いては専門職と一緒
に考えていかなけれ
ばならないと感じま
した。

第１７回 お針子サロン展示会
10月18日㈰ 兵主神社にて170名の
参加者で、盛況のうちファッション
ショーと即売が行われました。

 「地域包括ケアシステム勉強会」に参加して
８月１日(土) １０:００～１２:００　女性センター　　参加者：１７名

山本　一美

「おわびと訂正」 84号の役員紹介の氏名に誤りがありました。「澤田眞寿美」さん→正しくは「真寿美」さんです。おわびして訂正いたします。


