第２部
︻皆様からの﹁声﹂を︼
そのためにも︑地域
を主体とした施策が重
要になることを話させ
ていただきました︒
応援メッセージリレー
として ︑以前︑ぽかぽ
かの委託事業﹁いきが
いデイサービス﹂から
稲葉良子さん︑練馬区
有償移動サービス連絡
会代表・伊藤絵利子さ
ん︑ＮＰО法人音楽工
房のあ代表 長島潤さ
んの歌など︒和やかに
終了することができま
した︒
平成 年 月 日に
も同様の﹁区政報告会
パートⅡ﹂を開催を
いたします︒
その際にも︑お気軽
にお誘いあわせの上︑
ご参加ください︒

3

13

の参集をいただき︑盛況
な報告会を開催すること

高松小体育館に百人以上

︻写真︼

23

ができました︒

今後の活動予定

月 日〜 月 日
第４回定例議会が終了
しました︒

平成 年 月 日
〜 月 日
﹃第 回定例議会
ー平成 年度予算
審議を中心にー﹄

１月中旬
国交省担当政務官
を囲み
障害者・高齢者の﹃移
動の権利とサービスの
あり方を考える﹄

円

500

事務連絡先 Tel 03-3990-3107 Fax 03-5241-9735

15

月 日︵日︶ 時〜
﹃白石けい子の
区政報告会
パート Ⅱ﹄
高松小学校
体育館にて

参加費

11

11

9

12

5

11

2

3

23

月 日
東京都知事選挙
月 日
全国統一地方選挙

10

白石けい子の
区政報告会 速報
月 日︵日
時 用し︑練馬区の現状の
〜 時 分︶練馬区立 数字を報告︒財政規模
高松小学校体育館にて︑は︑安定しているが︑
﹃白石けい子の区政報 それは︑国や都︑特別
告会﹄を行いました︒ 区 からの交付金という仕
地元高松地域をはじ 組みで成り立っている
め︑練馬区内から多く こと ︒そして︑現状の課
の方々の参加をいただ 題として︑保育待機児数
き︑大きな励みとなり 千九名・特養待機者数
ました︒
現在三千人・不登校数
参加者数
名︒ゲ 全国上位・自殺者数が
ストには︑参議院議員・ 二桁数を切らない状況
現法務副大臣 小川敏 をしっかりと見つめて
夫︑衆議院議員第 区 いくことが︑生活に密
木内孝胤︑第 区江端 着した区政の責務では
貴子︑そして吉田公一︑ ないか⁝⁝︒
川島智太郎の各氏をは
じめ︑東京都議会議員
は︑野上ゆきえ︑中谷
祐二︑あさの克彦各氏
の参加と応援もいただ
きました︒
30 5

第１部
︻練馬区政の現状︼
プロジェクターを使

12 12

29

23

24

12
「保育&介護」施設を高松にて提供中。福祉現場の声を届けるため区議会議員に。
環境まちづくり委員会、医療・高齢者特別委員会委員長。
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Tel 03-3993-1111(内7621〜5)
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一般質問より

せざるを得ないケースも出 ー﹃いのちの授業﹄
﹁性感染症の予防﹂︑さら
ていることから︑専門知識
に助産師活用をー には︑自分が望まれて産ま
を有する受任者を確保する
平成 年 月︑厚生労働 れたことを知ることによっ
ことが必要であり︑今後の 省が﹃健やか親子 ﹄で
て他人を大切にできること
需要増に備える意味でも︑ 世紀に取り組むべき課題と を伝えるなど︑まさに﹁い
これまでのように︑弁護士︑ して示した小中学校におけ のちの教育﹂を担うに相応
司法書士︑社会福祉士だけ る﹁性教育﹂については︑ しい人材ではないか︒
を主力としたままでは︑需 練馬区教育委員会の年間計
練馬区としても︑助産師
要に応えられなくなること 画にも盛り込まれ︑現在︑ と協力し︑統一教材を使用
を懸念されている︒
主に養護教諭・担任教諭が し全小中学校に向けた﹃い
これからは︑行政書士や 担当している状況である︒
のちの授業﹄を実施すべき
市民後見人を活用していく
医療学会では︑﹁いつ ﹂ と考える︒
ためにも︑受任者が負担す ﹁誰が ﹂﹁どのように ﹂ ︻区の答弁︼
練馬区でも重視している 内
る事務費用への助成制度を これを教育するのが望まし
確立し︑成年後見人制度の いかを検討する中で︑助産 容であり︑すでに中学校で
申立権を有する一時負担制 師に注目が集まっている︒ も実施しているところもあ
度の創設を国などに呼びか
助産師と言えば︑練馬区 る︒
けるなど︑円滑な制度運用 の新生児訪問指導﹁こんに
教育委員会としても助産
を働きかけるべきではない ちは赤ちゃん訪問事業﹂に 師の協力による実践事例を
だろうか︒
名の指導員登録から︑訪 紹介しつつ︑さらなる充実
︻区の答弁︼
問率が平成 年度 ％から に向けて指導していく︒
ご指摘のように︑区が対
年度には ％に高まるな
応する事案には︑制度活用
ど︑区政に大きく貢献して
をすることによって問題の
いる︒
︻後記︼﹁白石けい子区政
整理に寄与しうることは承
助産師とは︑出産現場を
レポート﹂第 号を発行す
知︒今後制度の内容を︑全
取り仕切ることができる周
ることができました︒今年
庁的に周知し︑認識の共有
産期に関わる専門職であり ︑ は︑第 期最後の年の瀬と
化を図るとともに︑業務に
生命尊重を基盤にした職業
なります︒寒い季節︑健康
おいて活用できるよう精査
倫理と専門職能をも有して
にご留意されましてよいお
を行い︑さらに検討を進め︑
おり︑﹁男女の身体の違い﹂
年をお迎え下さい︒
国などにも働きかけていく︒
﹁ いの ち の誕 生 の神 秘 ﹂

12

21

69

今定例会において︑私から
は︑以下の二点について一
般質問項目を区長に質して
いきました︒

る様々なトラブルを未然に
防止する意味でも重要であ
ることから︑今後の高齢化
や核家族化で︑一人暮らし
の高齢者や単身︑あるいは
親族が高齢で後見人になれ
ない障害者が増える中︑練
馬区としても積極的な制度
周知に努めるべきである︒
品川区では︑すでに平成
７年度から︑庁内検討委員
会を開催し︑長年の経験を
もとに﹃あんしんサービス﹄
を開始︑高齢者が元気なう
ちに制度の趣旨をお知らせ
して任意後見を勧めると共
に︑法定後見への移行も円
滑にできるよう工夫してい
る︒
そこで︑練馬区において
は︑区民からの相談ケース
のみならず︑行政と区民の
間の権利関係が生じうる様々
なケースにおいても︑この
制度を円滑に活用できるよ
う︑全部署で認識を深める
連携体制が近々の課題とし
て求められている︒
そして︑最近︑裁判所に
よる法定後見で︑利害関係
人である親族の一人を選任

16

29

21

ー﹁成年後見制度﹂
の活性をー
平成 年４月に新設され
た成年後見人制度は︑介護
保険制度と共に高齢者の生
活を支える﹁車の両輪﹂と
呼ばれ︑例えば︑利用者本
人に介護サービスの契約内
容を吟味する判断能力がな
い場合に備えるもので︑そ
の普及・定着はこれからの
課題と言える︒
練馬区でも︑平成 年︑
社会福祉協議会に﹃権利擁
護センターほっとサポート
ねりま﹄を設置し︑以来︑
相談される方は︑知的障害
や高次脳機能などの身体障
害者とその親族︑配偶者に
先立たれた高齢者など多岐
に渡り︑平成 年度には相
談件数が延べ六千百九十二
件まで高まっている︒
この制度は︑生活に関わ
12

