とうほんせいそう

いぬかい東奔西走
日光川水閘門（飛島村）が供用開始

いぬかい明佳の日々の
奮闘をご紹介します！

みずから守る水防訓練
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名古屋市中川区野田2-333-D

議会報告

生命を守る「防災・減災対策」が急務！！
６月18日に大阪府北部において震度６弱の

川を遮断し水の流れを調節する機能も持つ水
門。津波や台風による高潮等の被害から日光川
の中下流地域を守ります。

中川区では、住民主体
で負 傷 者 の 搬 送やダン
ボールを活用した簡易水
のうの作成等、体験型水
防訓練を実施しました。

荒子川の環境保全

ヘルプマークの配布がスタート

揺れを観測する直下型地震が発生し、大きな
被害をもたらしました。
この地震を踏まえ、南海トラフ地震など今
後起きる可能性が高い愛知県において、同じ
ことを繰り返さないための対策が急務です。
６月20日、公明
党愛知県議員団
は、大村知事に対

「荒子川を美しくする会」
（中川区）の皆さまと
清掃活動。吉田会長を中心に25年以上にわたる
地道な取り組みで地域の憩いの場を守っていた
だいています。

法律・住民相談会を
実施しています。

外見では分かりにくい
内部障がい者等が、困っ
たときや災害時に周囲
に提示する
「ヘルプマー
ク」。県内市町での配布
が始まりました。

☎（052）954-6714

愛知県ホームページより

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

ホームページ

塀と通学路の早期
点検、家具などの

真心の街頭募金活動を
安江のぶお氏と展開！
いとう渉

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）

し、学校のブロック

本県の防災・減災対策を要望に
対し、大村知事は「対策に素早く
取り組みたい」
と回答

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

転倒・落下防止対
策を求めました。

現在、危険度の高い県立学校のブ
ロック塀は撤去を進めています

また、
「 平成
平成 3０年

7月豪雨

ありがとう
ございました！

救援募金

３０年７月 豪
雨」により、西
日本を中心に

多くの地域で河川の氾濫や浸水害、土
砂災害が発生し、死者数が200人を超え
る甚大な災害となりましました。
本県の対策を進めるとともに、
「被災
者を支援する愛知県民の会」の皆さま
と一日も早い復興を願い、街頭募金活
動を行いました。

名古屋駅周辺で安江のぶお氏らと募金活動に参加

トピックス

認知症予防セミナー
「100万人訪問」の声を基に企画

手足を大きく動かしながらの引き算に挑戦。
コグニサイズを楽しみました

県営中川住宅（中川区）で認知症予防をテー
マにセミナーを開催。高齢者ら約50人が参加しま
した。
セミナーでは、県職員の保健師が、運動と計
算、
しりとりなどを組み合わせた認知症予防プロ
グラム「コグニサイズ」を紹介しました。また、認
知症や介護の相談窓口である中川区東部いきい
き支援センターの所長からは、
「不安があれば気

トピックス

県政報告

軽に電話をしてください」
と呼び掛けました。
参加した60代女性は
「認知症の不安は大きい。
予防法などを知ることができてよかった」
と話し
ました。
私は、
「100万人訪問・調査」運動をする中で
「認
知症予防を学びたい」
「自身や家族に介護が必要
になったとき、身近に相談できる人がいない」
と
の声を多く聞きました。
これらの要望・悩
みに応えようとセ
ミナ ー を 企 画 。同
自治会と内容を検
討し、
コグニサイズ
や相談窓口の周知
を図る企画を実施
認知症予防セミナーであいさつ
しました。

平成30年度5月補正予算決議

ジブリパーク整備に向けた基本構想の策定及び
基本設計の実施
ジブリパーク構想の情報発信
＜基本的な考え方＞

◎ 愛知青少年公園、愛知万博（長久手会場）、愛・地球博記念公園と姿を変えながら、長年にわ
たって県民を始め多くの皆様に親しまれてきた。
◎ 愛・地球博記念公園の都市公園としての機能や自然環境を損なうことなく、公園の歴史的成り
立ちや皆様の思いなどにも配慮し、万博後の未利用地や既存施設を有効活用する。
◎ スタジオジブリの協力のもとに、基本デザインの角質を公園施設として整備し、
これによって公
園全体の魅力を高め、
より多くの皆様に愛されるオンリーワンの公園になることを目指す。
◎ 公園内を
「楽しんで歩いていただけること」
を重視するとともに、公園内で根付いている様々な
活動やイベントなどと共存することを目指す。
◎ 今回公表する基本デザインは、次のステップである基本構想などとの核として位置付ける。
どんどこ森エリア

もののけの里エリア

ジブリの大倉庫エリア

青春の丘エリア

相談窓口
中川区東部いきいき支援センター ☎052-354-8343
中川区西部いきいき支援センター ☎052-352-8258

県営住宅の住環境を改善
万場東住宅の
改修前の
郵便受け

万場東 県 営 万 場 東 住
宅（ 中 川 区 ）の 自
住宅

万場東住宅の樹木剪定後

治会から樹木が敷
地外まで伸び、虫の発生にも
悩まされているとの相談を
いただきました。
このたび、樹
木 の 剪 定を行うとともに劣
化・損傷が激しかった郵便受
けの改修も実施しました。

視察
万場東住宅の改修後の郵便受け

県営戸田北住宅（中川区）の住

戸田北
民から駐車場出入口の安全対策
住宅

万場東住宅の樹木剪定前

のご要望をいただきました。来客
者等も見やすいように「一方通行」や「止マ
レ」の標識等を改良しました。

戸田北住宅の標識

障がい児の学びの場 フリースクール訪問

発達障がいのある子どものフリースクール「見晴台学
園」
（中川区）
を訪問。
音楽療法士によるハンドベルの授業や粘土を用いた造
形の授業を視察しました。藪一之学園長は
「学校に居場所
がないと感じている子どもが安心して学べる場を提供し
たい」
と述べ、
フリースクールの
ために行政からの支援が受けに
くい 実 情 を 伺 い ました 。教 育
ニーズの多様化に対応できるよ
う、国・県・市の連携が必要です。
見晴台学園ホームページより

県教育委員会も交え、学園の取り組みや課題など意見交換
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