桜舞う、4 月となり、街の木々にも
若葉がかおる季節となりました。
皆さま方には、益々ご清祥の事とお
慶び申し上げます。
時間に追われた合間に見る春の光景
は、心に穏やかな癒しのひと時を与え
てくれます。また、入学式、入社式、
希望が溢れるスタートの時でもあり、
門出を迎える皆さまに心より熱いエー
ルを送りたいと思います。
さて、
大阪府議会も去る 3 月 23 日、
橋下知事から医療費助成の削減見送り
などの修正を加えた 2009 年度当初
予算案が提案され、賛成多数で可決さ
れました。
◆福祉医療費助成事業については、
当初一部負担金を一律 500 円から
800 円に引き上げるという当局案で
したが、議論を重ねた結果、私どもの
主張が受け入れられ、自己負担額の増
額を見送る事となりました。
◆国際児童文学館の中央図書館への
移転については、設立時の趣旨に則り、
引き続き、貴重な児童文学の資料収集
や保存・活用を行うと共に、
「児童文学
の総合資料センター」
「読書活動支援セ
ンター」としての機能を維持・整備が
できるよう付帯決議を提示し決着をみ
ました。
◆ＷＴＣへの大阪府の移転問題につ
いては、議会として２/３議決を要する
という重要案件であります。
利便性、防災拠点としての機能、移

転による効果など多くの解明すべき問
題点が残されており、議会に上程され
て、わずか 1 ヶ月で判断するには、あ
まりにも「拙速」と今回の議案につい
て反対の表明を出しておりました。
これまで知事自らが行ったアンケー
トにおいても、８６％もの府民の方か
ら反対の意見が出されています。
結果として、今議会においては、移転
案は賛成少数で否決されました。
しかし、私どもは橋下知事が主張す
る大阪府、大阪市が連携し大阪再生の
ための都市構想を進めることについて
は賛成であり、今後も全面的な協力を
していく考えです。
◆議会改革の一環として議員提案さ
れた府議会基本条例が全会一致で可決
されました。
府政全般の方針や総合的な施策を定
める計画の策定、変更・廃止にあたっ
て議会の議決を義務づけ、府政の監視
機能を強化する事が主な目的。議会基
本条例の制定は都道府県議会で三重、
福島、神奈川県、岩手に続き５番目。
また、条例の趣旨を踏まえ、定例会
の回数条例も改正。今年９月から、定
例会を年４回(通産７０日)から、年３
回（同約１４０日から１５０日）とし、
１定例会あたりの会期を長期化。委員
会などの弾力的開催、審議時間の十分
な確保が可能となりました。

さらなる認知症対策の府の取組状況について

医療と介護から、切れ目ないサービスの提供を！
三浦議員は、3 月 1３日の健康福祉常
任委員会で、①認知症対策②看護師確
保対策③女性の健康づくりの 3 点に
ついて、府の取り組みについて質問し
ました。
【認知症対策について】

Q 質問：認知症対策については、地域
での見守りや相談体制、支援の広がり、
関係者の連携が重要とこれまで指摘を
したところ。府の取り組み状況につい
て問う。

A

介護支援課長：平成 18 年度に｢認
知症総合対策事業｣を創設。これまでに
①認知症サポーター等は約２万５千人
②認知症サポート医は 35 人
③かかりつけ医研修受講者は約 600 人
④認知症介護の研修受講者は約 4 千人
平成 19 年度からは、モデル事業を府
内 3 箇所で実施。養成した人材を地域
の活動につなげる取り組みを実践。
大阪の主な認知症疾患センター(7 箇所)
ここでは、認知症についての専門医療相談等
実施
●さわ病院(豊中市) 0120-004-142
●新阿武山病院(高槻市) 072-693-1892
●付属滝井病院(守口市) 06-6992-5604

●その他４箇所

Q 質問：認知症の早期発見・早期対応
の為には、医療と介護の連携が不可欠。
「認知症疾患医療センター」とかかり
つけ医との連携、さらには、介護サー
ビス提供事業者の連携など、切れ目の
ないサービスの提供が重要。府として
はどうか。

A介護支援課長：「大阪府としては、
認知症疾患医療センター設置市町村
をモデルとした認知症対策連携強化
事業を創設。地域包括支援センターに、
認知症介護のスーパーバイザーであ
る連携担当者と医療相談役として嘱
託医を配置し、認知症疾患医療センタ
ーと連携しながら、切れ目のない医療
と介護のサービス提供と地域ケアの
支援に取り組む」との回答を得る。
全国の総人口
127,066,182 人
65 歳以上の人口
27,411,466 人(21.6%)
大阪府の総人口
8,670,302 人
65 歳以上の人口
1,773,824 人(20.5%)
吹田市の総人口
347,008 人
65 歳以上の人口
63,666 人(18.3%)
H20 年 12 月 10 日現在

【看護師確保対策について】

Q 質問：安心・安全な医療を提供して
いくためには、看護師の確保が大きな
課題。離職した看護師を再就業に結び
つけるナースバンク事業推進の効果は
どうか。

A 医療対策課長：平成 19 年度から新
たに大阪府私立病院協会にもナースバ
ンク運営委員会に加わって頂き、更に
「看護力再開発講習会」の開催回数を
増 や す な ど の 結 果 、 平 成 18 年 度
4,162 名であった登録者数が 19 年度
4,665 名に増え、その内 1,300 名を
超える方が毎年再就職されるなど効果
があがっている。

大阪発！潜在看護職員復帰支援事業

Q質問：潜在看護師の再就職について
は、医療現場に戻りたいが、ブランク
があるため、医療現場への復帰を躊躇
される方々も多い。そういった方々の
スキル面の不安解消のため、e-ラーニ
ングシステムを活用した、全国初、大
阪発の潜在看モデムを活用した、全国
初、大阪発の潜在看護職員復帰支援事
業が４月より開始と伺う。短時間労働
等、多様な働き方が求められているな
ど、このシステムを活用し、各医療機
関での勤務形態等事例を紹介するなど
「働き続けられる職場づくり」に役立
つ情報を提供してはどうか。

A医療対策課長：ご指摘の「短時間労
働等の多様な勤務形態の導入」につい
ては、看護師の確保定着対策に役立っ
ているとの評価もあり、多様な勤務形
態の導入例等に関する情報発信機能も
加え、より良いシステムの構築に努め
ていく。
【三浦とし子プロフィール】
■ 現2期
■ 公明党大阪府本部
女性局次長・文化国際局長代理
■ 大阪日ロ協会副理事長
■ 吹田市体育協会顧問

★ 吹田生まれ吹田育ち

【女性の健康づくり】
｢大阪府健康増進計画」を推進するに当
たり、女性の健康に係わる実態調査、性
差を考慮した取り組みを図っていく事
が重要。また、これまでの取り組みも
踏まえ、国が実施する「女性の健康支
援対策事業」にも積極的に取り組むべ
き。
これに対し、可能なものは男女別の実
態調査を行い、性差を考慮したより良
い効果の上がる施策を計画後期に取
り組んでいく。又、若年女性層の健康
支援を進めるため、「いきいきつやつ
やヘルシーボーン」事業を、国の受託
事業として申請すると回答を得た。

府民相談
三浦とし子府政相談事務所
吹田市泉町 5-15-22 田中ビル 3 階
TEL０６−６１９０−６８７７
阪急千里線豊津駅下車 徒歩 3 分
どうぞお気軽にお越し下さい。

府 政 情 報

ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡ
対象：34 歳までの就職希望者

一貫したサポート体制で、就職をめざす若者を応援。
｢ＵＰスクエア｣ ｢就職Ｓｈｏｐ｣の２つのエリアからなります。
■ 場所/〒564-0031 大阪市中央区北浜東 3-14 エル・おおさか 2F
■ ＵＲＬ/ http://www.jobcafeosaka.jp

あなたに合った就職活動
を提案
・カウンセリング、就職に、役立

ＵＰスクエア
TEL06-4794-9198

つセミナーや各種情報の提供。
開館時間■月〜金/10:00〜19:00(受付18:30 終了)
土/13:00〜18:00(受付 17:30 終了)
日・祝・年末年始/休館

就職Ｓｈｏｐ
TEL06-4792-1020

事

URL
http://www.ss-shop.jp/

アクセス
■京阪電車 天満橋駅東口より西へ300ｍ
■地下鉄谷町線天満橋駅２番出口より西へ300ｍ
■京阪電車 北浜駅30 番出口より東へ500ｍ
■地下鉄堺筋線 北浜駅３番出口より東へ500ｍ

リクルートの就職の
プロが大阪エリアの仕
事を紹介。
・未経験歓迎の正社員

求人の提供、職業紹介
(応募企業への推薦・面接設定)、面接トレーニングなど
・卒業年次の学生向けサービスは８月〜翌年３月まで
開館時間■月〜金/10:00〜18:30(受付18:00 終了)
土・日・祝・年末年始/休館

アクセス
■ＪＲ京都線 吹田駅北出口すぐ
■阪急千里線吹田駅より北東へ約１Ｋｍ

ＪＯＢカフェすいた
TEL06-6310-5866
■吹田市片山町１−１メロード吹田一番館２Ｆ
http://www.jobcafeosaka.jp/about/suita.html
開館時間 ■月〜金/11:00〜19:00(受付18:45 終了)
土・日・祝・年末年始

府営住宅の募集方法が変わります。

◆千里留学生会館跡地活用事業が決定。

●総合募集の回数を年 2 回から３回に
●募集期間の短縮（1 ヶ月から 2 週間に）
●府営住宅申し込み記載の簡素化
募集スケジュール

月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

総合募集

二次募集

募集
募集
募集

二 次 募 集

総合募集

10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

二次募集

募集

大阪府千里留学生会館跡地活用コンペ（佐竹台
１丁目）が実施され、学校法人関西大学に決定
されました。
今後も留学生の受け入れ、また、地域との国
際交流も実施されていく予定です。

三浦とし子
が提案

募集

◆アクティブシニアパートナーが決定
募集

定員割れをした府栄住宅について
落選者の方に通知し募集します。

大阪府住宅供給公社府営住宅募集係
☎ ０６−６２０３−５５１８

大阪府では、毎月１５日を「アクティブシニ
アの日」としています。シニアの外出や活動
の機会を増やすきっかけとなるよう割引や特
典が提供されます。お楽しみに！
アクティブシニアパートナー：提供する事業者

