いぬかい東奔西走
支部会を盛大に開催！
2015年10月21日に、
支部会を開催しました。
県政報告とともに、地元中
川区の皆さまと活気あふ
れる意見交換をさせてい
ただきました。

2016年1月１日発行／犬飼明佳事務所

地元中川区の皆さまと

児童虐待防止を街頭で訴え！
「愛知県子どもを虐待から守る条例」を通し、行政、警
察、医療機関の連携強化を訴えました。親の孤立を防
ぎ、社会全体で未来の宝である子どもの見守りを！
●相談電話:子ども家庭１１０番☎（０５２）
９５３-４１５２

青年層の政治参加に期待
就職、賃金、結婚、子育て、趣味、携帯電話料
金…。若者の生活に直結する課題を、熱く本
音トークしました。
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名古屋市中川区野田2-333-D

新年おめでとうございます。

旧年中は、格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
そして、皆さまの真心のご支援で再び県政の場に送っ
て頂き、改めて感謝申し上げます。
「リニア中央新幹線」、燃料電池自動車「ＦＣＶ」、国産
初の小型ジェット旅客機「ＭＲＪ」等の新技術の発展、伊
勢志摩サミット、
ラグビーＷ杯2019、東京オリンピッ
ク等の国内外からの集客など、日本の未来をリードす

子ども虐待防止の
シンボル
オレンジリボン

●無料 法律相談会●
予約電話（公明党県議団執務室）
☎（052）954-6714
弁護士による無料法律相談会を毎月実施。
お気軽にご相談ください。
日時：毎月 第3火曜日
19時〜20時30分
いぬかい明佳 事務所
中川区上高畑2-136 2階

る愛知県の重要課題に全力で取り組んでまいります。
る身近なご相談まで、現場の皆さまの声を第一に、本

中川区発！
現場のネットワーク！
！
ばばのりこ市会議員、木下まさる市会議員
と団結第一で、皆さまの声をカタチに変え
てまいります。本年もよろしくお願いします。

年も走り抜いてまいります。

愛知県議事堂前にて

視 察 がん患者支援を推進！
愛知県がんセンター中央病院では、昨年、医
師が患者から離れた位置で、立体映像を見な
がら内視鏡手術を行う支援ロボット「ダヴィンチⅩｉ」を導
入。患者の負担軽減と質の高い医療の提供が可能となりま
す。
また、院内の「地域医療連携・相談支援センター」
では、
ハローワークと連携し、
がん患者の再就職や復職などの支
援に取り組んでいます。
がん患者の５年後の生存率が50％を超える中、長期に

★ご予約の電話をいただき
ますようお願いします。

いぬかい明佳ホームページ

県政全般にかかわる大きな要望から、生活にかかわ

若者と本音トーク

わたる治療等を受けながら、生きがいや生活の安定のため
に就職を希望する方への更なる支援が必要です。

http://www.inukai-wan.jp/

●愛知県がんセンター中央病院

里見りゅうじ氏（党労働局
次長）
らと医師の話に耳を
傾ける

名古屋市 千種区鹿子殿1-1 ☎（052）762-6111（代表）

愛知県議会報告

議
長
！

平成27年度の本会議と
健康福祉委員会の一般質問より。

本会議質問１

首都圏からの移住促進で人材確保
少子高齢化により労働力人口の減少が見込まれる中、首都圏
の本県出身者や学生に対し、就職・転職の促進と、
Ｕ・
Ｉ
・Ｊターンの
支援を提唱しました。現在の取り組みとしては、昨秋、
「 愛知県地
域しごと支援センター」
を名古屋駅前と東京駅前に開設。
ポータ
ルサイトや大学訪問を通じ、希望者の掘
り起こしやセミナーを開催し、相談・マッ
チングを実施。さらに、住宅や子育て、就
学支援、医療費補助など生活関連情報も
提供しています。

本会議質問2

愛知センターはJRセントラ
ルタワーズの42階にある

再チャレンジ教育が拡充へ

子どもの居場所となるフリースクール

●愛知県地域しごと支援センター
愛知センター ☎（０５２）
４４６-８８７１
東京センター ☎（０３）
６７３４-１０５２

不登校等により、小中学校で十分に力を発揮できな
かった子ども達に、将来の夢や希望を与えられる高等学
校の必要性を訴えました。
県は、平成２９年４月に愛知工業高校（名古屋市北区）
の跡地に複数部制単位制の定時制高校を開校予定。そ
の他の昼間定時や全日制の単位制学校の設置も、今年
度内の計画策定が決定しました。通信制についても定時
制学校との併設が可能か研究を進めています。
また、不登校児童生徒の居場所として注目を集めてい
る
「フリースクール」
との連携強化を図り、自立支援の充
実を図る方針を示しました。

本会議質問3

水害対策 排水路の整備が一歩前進
東海豪雨から１５年。近年、台風は巨大化し、ゲリラ豪雨も
頻発しています。降った雨を速やかに排除する排水対策は、
県民の命を守る重要な施策です。その１つである
「農業用排
水路」の多くで老朽化が進行しており、水害防止のため早期
の改修を要請しました。
特に、
３０年以上が経過し、老朽化が著しい名古屋市中川
区の「包里排水路」
と
「富永排水路」は２７年度に劣化状況等
の調査を実施し、新たな改修の検討を行うことになりました。

健康福祉委員会 一般質問

災害時の要配慮者の支援充実を
高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児など、災害時
に配慮の必要な方の支援体制づくりを進めなけれ
ばなりません。私は、
「福祉避難所」の確保と
「愛知Ｄ
ＣＡＴ
（愛知県災害派遣福祉チーム）」の創設につい
て取り上げました。
福祉避難所は、県内（５４市町
村）で８１８カ所。国の指針であ
る「小学校区に１カ所以上」設
置しているのは２６市町村とな
りました。
しかし、
６市町村では
未だ１カ所もなく、遅れている
自治体に対し、県が積極的に支
援することになりました。

トピックス
●

小児救急電話相談を
子どもの体調が悪い時に
ご活用ください！
小児救急電話相談「＃８０００」は、毎日
夜７時〜翌朝８時まで利用時間を拡充し
ました。看護師や小児科医師からアドバ
イスが受けられます。携帯電話でも固定
電話でもつながります
（一部使用できない
回線もあります）。
マグネットチラシを
保健所等で配布中！

●
●
●
●

ワカモノの就職を応援
「ヤング・ジョブ・あいち」は、
３つのゾーンで、総合的
な相談をはじめ、職業紹介から就職・定着支援に至
るまでワンストップでサポートします。

●
●
●
●
●
●
●
●
●

「ヤング・ジョブ・あいち」
を視察する
里見りゅうじ氏（党労働局次長）
ら

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ママたちと笑顔の懇談

災害時でも誰もが
安心なまちづくり
を目指して

●

●

地域の人と老朽化が進んで
いる農業用排水路を視察

ＤＣＡＴとは、社会福祉士や介護福祉士など福祉
専門職で構成され、災害発生直後に被災地へ駆け
つけ、要配慮者の介護や福祉ニーズの把握、相談、
支援を行うチームです。年度内の創設に向け、チー
ム員の募集を開始。本県のＤＣＡＴは、被災地の避難
所や福祉避難所での支援活動に加え、要配慮者を
探し、周辺市町村の受け入れ施設へ移送するコー
ディネートを行うことが大きな特徴。福祉避難所不
足が懸念される中、要配慮者やその家族が少しでも
安心できる体制の構築を目指します。

●

のヤ
サン
ポグ
ー・
ジ
トョ
内ブ
容・
あ
い
ち

①４５歳未満の若年者向けの
「愛知わかものハローワーク」
②学生や卒業後３年以内の既卒者向けの
「愛知新卒応援ハローワーク」
③自分の適性や適職探しをしたい方向けの
「あいち若者職業支援センター」

●ヤング・ジョブ・あいち
名古屋市中区栄４-１-１
中日ビル１２階
☎（０５２）
２６４-０６６５
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