南海トラフ巨大地震に備え
防災対策強化を進めます！
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今までに実現した防災・減災対策を紹介します

家具固定・木造住宅の耐震化を助成

2016年7月11日発行／犬飼明佳事務所

学校耐震化を強力に推進

地震対策として、
これまで高齢者世界などを対象

公明党が粘り強く推進してきた学校耐震化。
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「熊本地震」の
被災者支援に全力を！

23

※文科省資料より
（年）
2002 04 06 08 10 12 1415

「熊本地震」募金活動を実施！
「熊本地震被災者を
支 援 する愛 知 県 民 の
会」の街頭募金活動に
協 力するなど、被 災 地
支援に全力を注いでい
ます。
皆さまのご協力をお
願いいたします。

三菱東京UFJ銀行 青山支店 普通
公明党
０２８８４７１
災害義援金 店番）084 口座番号）
口座
日本赤十字社を通じて全額被災者へ届けられます。

法律・住民相談会を
実施しています。

毎月１回、弁護士による
法律相談会を実施。
お気軽にご相談ください。

予約電話
（公明党県議団執務室）

☎（052）954-6714
ホームページ

４月14日、熊本・大分を中心に甚大な被害を被害

知事は、熊本地震の被災者の受け入れ支援とし

をもたらしている
「熊本地震」。公明党は連立与党と

て、県営住宅等の公営住宅294戸を提供する考え

して、人命救助や迅速な復旧への対策に全力で取り

を示しました。

組んでいます。
これを受けて4月20日、大村知事に対して
「熊本
地震」の被災者に寄り添った支援に全力を尽くすこ

ご予約のお電話を
いただきますよう
お願いいたします

●日時：毎月 第3火曜日19時〜20時30分
●場所：いぬかい明佳 事務所 中川区上高畑2-136 2階

いぬかい明佳ホームページ
いぬかい明佳

大村知事に被災地支援を緊急要望

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

スマートフォンにも対応しました！ぜひご覧ください

とと、愛知県として南海トラフ巨大地震などに備え、
さらなる防災・減災対策の推進を求める要望書を提
出しました
（写真）。
この要望書では、
これまでも公明党の強い要望で
実現してきた木造家屋の耐震化助成や、家具転倒
防止器具の設置助成の継続と促進、
また総合的な
土砂災害対策を推進することなどを要請しました。

今後とも、皆さまの命と暮らしを守る防災・減災
対策に全力をあげて参ります。

今までに実現した防災・減災対策は、
裏面（４ページ）
をご覧ください！

いぬかい明佳は 全力 で 働 きます！
東奔西走！ニュース

トピック1

西知多道路建設の事業化が決定
これまで、大村秀章県知事などとともに、国
土交通省（石井啓一大臣）
に対し、伊勢湾岸自
動車道と中部国際空港を結ぶ新たな西知多道
路の整備促進に関する要望書を提出するな
ど、強力に後押ししてきました。
これが開通すると現在の知多半島道路の渋
滞緩和や空港アクセスの充実、さらには災害
時の輸送路確保などにも大きな効果が認めら
れ、
このほど2016年度から事業化されること
になりました。

トピック2

防災力の強化で安心・安全なまちづくり
想定される南海トラフ巨大地震や豪雨災害
に備えるための防災・減災対策に、全力をあげ
ています。
先日も国内有数の海抜ゼロメートル地帯が
広がり、浸水被害が発生してきた津島市の日
光川流域の水害対策強化のため、日光川河川
防災ステーションを視察。同流域の防災事業
を学び、国と連携しながら、予算の重点化など
さらなる防災対策を加速させることに全力を
あげていきます。

トピック3

子育て女性の再就職や若者の就労支援に全力
これまで厚生労働省などと連携し、子育て女
性が再就職しやすくなるための支援や、働きた
くても働けない若者への就労支援を強力に推
進してきました。
先日も愛知県本部として、
「あいち子育て女
性再就職サポートセンター」
（ママジョブあい
ち）
や、若者の就職をサポートするジョブカフェ
「ヤング・ジョブ・あいち」
を訪れ、雇用情勢を調
査。
さらなる雇用対策の拡充へ全力を尽くして
いきます。

調 査 報 告

愛知県の精神科病院の中核となる

の
「愛知県精神医療センター」
視察調査を行いました

児童青年期病棟

救急病棟、急性期病棟
児童青年期外来
「愛知県精神医療センター」
は、愛知県立城山病院の老朽
医療観察法病棟、一般病棟
一般外来、
物忘れ外来
回復期リハビリ病棟
化等を踏まえ、精神科救急医療及び児童青年期の対応等の
外来部門
入院部門
診察室8→16室
個 室15→72室
さらなる充実を目指し、名称を改めた医療センターです。
保護室２５→47室
愛知県精神
前期工事終了後、平成28年2月22日から新しい施設の
医療センター
光と緑にあふれ
社会に開かれた病院
運用が始まっており、後期工事が終了し全面的なリニューア
児童青年期デイケア
交流プラザ
成人発達障害デイケア
カフェ
一般デイケア
ルが完了するのは平成30年の予定です。
社会との交流
地域支援、
リハビリ部門
個室や保護室を大幅に増やし、救急病棟、急性期病棟、児
作業療法センター
体育館、
グラウンド
ACT、
訪問看護
ミニコンサート
地域支援室
童青年期病棟、医療観察法病棟、回復期リハビリ病棟と、2
つの一般病棟の7病棟を有し、独立した児童青年期外来、充
実した一般精神科外来、ACTを含めた地域支援部門、児童青年期専用のデイケアを含めた３つのデ
イケアと作業療法部門、県民や地域の皆様との交流スペースを持つ先進医療施設となります。

基本理念
持てる資源と知識と技術を総動員し、知恵と工夫を加えて、疾患や障がいから
の回復をお手伝いします。

基本方針
1、安全で良質な模範的医療を提供し、保健・医療・福祉機関、地域との連携
に努めます。
2、急性期・救急医療に力を注ぎ、社会参加の促進と生活の支援に努めます。
3、情報公開に努め、開かれた精神医療センターを目指します。
4、
センター職員及び県内の精神科医療関係者の皆様の教育・研修を積極
的に行い、資質の向上に努めます。
5、経営改善に努め、効率的な運営を目指します。

患者・家族・地域の心の壁を取り除く、開かれた精神科病院

◎「リカバリー」
をサポートする環境づくり◎
自然に包まれた豊かな環境の中で、①地域との交流エリア、②通院やデイケア等、
院外から利用するエリア、③入院治療の落ち着いた療養環境を保持するエリア、の
3エリアを緩やかにつなぎ、
リカバリーをサポートする環境づくりを目指しました。
◎地域に開かれた交流プラザ◎
1階のデイケアと作業療法を中心に交流プラザを設け、
イベント時にも相互に利用しやすい配置計画。交流プ
ラザにはカフェを併設する他、様々な交流やアクティビティが生まれる
「きっかけの場」
としても期待できます。
◎状況に応じて、居場所を自由に選択できる優しい病棟◎
患者さんがその状態に応じて、様々な形やスケールで人と
の関係を保つことができるよう、①ひとりの空間、②家族規
模の空間、③社会的空間、
という段階的な生活領域を設
け、患者さん一人ひとりが居心地の良い場所を選択できる
病棟計画としています。
◎プライベートな個人領域を確保した4床室◎
4床室は、全てのベッド廻りにそれぞれの窓を設け、患者さ
んの好みに応じて光や風のコントロールを行えます。
また
ベッド間にはデスクやテレビ台を組み込んだ収納ユニット
面を設け、個人のプライベート空間を緩やかに形成します。
[フルオープン時]北東からの鳥瞰

いぬかい明佳は 全力 で 働 きます！
東奔西走！ニュース
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て、県営住宅等の公営住宅294戸を提供する考え

して、人命救助や迅速な復旧への対策に全力で取り

を示しました。

組んでいます。
これを受けて4月20日、大村知事に対して
「熊本
地震」の被災者に寄り添った支援に全力を尽くすこ

ご予約のお電話を
いただきますよう
お願いいたします

●日時：毎月 第3火曜日19時〜20時30分
●場所：いぬかい明佳 事務所 中川区上高畑2-136 2階

いぬかい明佳ホームページ
いぬかい明佳

大村知事に被災地支援を緊急要望

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

スマートフォンにも対応しました！ぜひご覧ください

とと、愛知県として南海トラフ巨大地震などに備え、
さらなる防災・減災対策の推進を求める要望書を提
出しました
（写真）。
この要望書では、
これまでも公明党の強い要望で
実現してきた木造家屋の耐震化助成や、家具転倒
防止器具の設置助成の継続と促進、
また総合的な
土砂災害対策を推進することなどを要請しました。

今後とも、皆さまの命と暮らしを守る防災・減災
対策に全力をあげて参ります。

今までに実現した防災・減災対策は、
裏面（４ページ）
をご覧ください！

