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浜松いのちの電話

静岡県議会議員［無所属］

浜松いのちの電話に伺いました。

田内浩之だより

いのちの電話はボランティアで自殺願望を抱いている方や精神的な危
機を抱えている方を電話という手段で支援する団体です。
ボランティアの方々は自腹で 5 万円くらいの負担をして 1 年半講習を
受けはじめて電話を取ることができます。
なおかつ交通費も自腹です。「運営は本当に厳しいので県からの補助
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金が多いに越したことはないけれど 3 年〜 5 年の期間限定の補助金では
なく継続的な支援を望みます」とお話していただきました。
「死にたい」は「生きたい」のこころの表れなので、自ら生きていく
力を見出していただけるようにお聴きするとのお話は考えさせられる
TEL/ 053‐473-6222

ものがありました。
皆さんの大切な税金がこのような団体さんを支えることに使われる
のはとても意味のあることではないでしょうか。

Tue.10.25.2011

県議会議員の立場に立たせて頂いてから早くも半年の時間が流れました。

開設 / 365 日毎日
日〜火曜日・祝日 /10:00 〜 21:30

震災の影響もあり、社会を閉塞感が覆っていますが、私が県議会議員になったことで、

水〜土曜日 / 10 : 00 〜 24 : 00

少しでも湖西市・静岡県が良くなるように仕事をしてまいります。

第 4 土曜日 / 10 : 00 〜 翌日 10 : 00

また、みなさんからお声を頂くことが一番の勉強になると痛感しております。

社会福祉法人 浜松いのちの電話

どんなことでも結構ですのでご連絡下さい。

視察と会議
24 日と 25 日の午前中、12 月議会の代表質問を議論する会議と視察がありました。
まず会議ですが、前回のブログでお知らせしたとおり今まで代表質問（議会で会派の代表が質問し
ます。）は会派の役員でまとめていたのを私のような 1 年生議員も議論に参加させてもらえるように
なりました。
今回の会議での中心は、来年度県の予算が 400 億不足することに対してどのように埋めるのか、ま
た苦しい予算のなかでも重点的な取組、3 万人の新たな雇用を創造することを目標とした「静岡県雇
用創造アクションプラン」などでした。

１

厚生委員会でのご報告

県議会には分野ごとに常任委員会というものが置かれています。
私が所属している厚生委員会は私が取り組みたい病院を含めた医療、
子育て支援、介護等を担当するところです。
その場で私たち議員は県に質問や要望というかたちで、議員として
求められている行政に対する監視・提案をしていきます。
是非実現したかった子供の医療費助成と精神障害者 1 級医療費助成

視察は２か所で 1 か所目は浜松中央警察署です。
最近は独居高齢者の方が変死体で発見されることが大変多いことや、災害発生時の機動隊の取り組
みのお話を伺ってきました。

▲委員会の議員席

は、委員会の前に来年度実現予定との方針が示されたので委員会では
とりあげませんでした。子供の医療費助成と精神障害者 1 級医療費助
成は、私に限らず各議員さんや市町が要望していたので一安心です。

もう一つの視察先は、財団法人浜松テクノポリス推進機構に伺いました。
あまり聞きなれない名前かもしれませんが企業と大学行政を結びつけたり、中小企業の育成に先進

以下に私の質問と県の回答（要点だけ）を掲載させていただきます。

的な取り組みをされています。 津田理事長（スズキさんの元代表取締役社長）から非常に勉強になる
お話を聞けました。特に印象的だったのは「個々の企業だけでなんとかしようではなくチームを作っ
てがんばらないと」というお話でした。

質問
１

補正予算案の母子寡婦福祉資金等未収金
対策事業費について

▲職員さんの席

未納者の方々は金銭に苦労している場合や何

質問
2

か精神的に問題を抱えているケースもあると思
います。業務の中に困っている方を市町の生活

めて研修医が来る事が必要です。

もでてくると思いますが、答弁をお願いします。

私がいくつか伺った病院からも指導医に対する

（今回の 9 月補正予算対象の事業です）

▲機動隊の方の実演

▲会議風景
ご意見
お問合わせ

静岡県議会議員

〒431-0431

田内浩之事務所 ■ 静岡県湖西市鷲津 330-11
I・HEIMⅡ 101 号

http://www.tanai.jp
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助成が必要との声が大きいですが県の姿勢を答弁
お願いします。

母子家庭においては違う事業で市町が訪問等
行っているので、そちらのほうでフォローでき
県の
回答

るようにする。
info@tanai.jp

TEL. 053-575-3105 FAX. 053-575-3107 携帯 080-1553-9629

県内病院における医師確保のためには指導医の
先生にスキルアップしていただき、その先生を求

保護担当等につなぐ役割も組み込むと助かる方

県の
回答

指導医の助成について

■発行元 ( 有 ) 朝倉印刷
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来年度中に実現する予定です。

質問
3

質問
4

災害時の医療対策ついて
災害時の医療対策は県全体で考える必要があ

７月８月９月に行われた自動車業界の土日就業

○４、５、６月などは民間企業主催の就職イベントが多くあるようですが夏以降は少なくなるので
行政が行う必要があります。

るものと、例えば１つの災害拠点病院がつぶれ

対応の保育園に対する県単独の助成の

○多くの企業にきてもらうために企業に声かけするための予算が欲しいです。

てしまった時の対応など西部中部東部と分けて

検討はありますでしょうか ?

○この場で面接を受けることをためらっている方が多いので、背中を押してあげる人が必要です。

考えたほうがいいものがあるというお話をある

県の
回答

病院からいただいたのですが、そのご意見に対
しての考えをご答弁お願いします。
県の
回答

今夏の土日就業対応の保育園助成について

私の
希望

病院の意向を伺って、必要なら検討する。

県単独の助成はありません。
国の動きを待っているのではなく
県独自で動くべきです。

来場者に懸命に声をかけている職員もいれば、ただ立っている職員もいるので
問題があります。
○やはり名が通っている企業に人が集まります。
明日から始まる 9 月議会でも雇用対策に関する補正予算が提出されて
いますし、今後も限られた財源の中で少しでも良い雇用政策を考えなくて

質問
5

はいけません。

精神疾患の医療費の助成について
先日の中澤議員の一般質問に対する答弁で精

神障害について色々ご教授いただき、又、精神と

神疾患に対する医療費の助成の予定が示されま

身体の合併症に対応できる病院が少ないために東

Thu.09.22.2011

した。この問題はぜひこの委員会でと取り上げ

部から介護タクシー等で聖隷三方原病院に来る患

たいと思っていましたので答弁を聞いて安心い

台風、議会開会、視察

者さんは交通費がとても負担になるので是非助け

たしました。当局の取り組みに頭が下がります。

て欲しいというご要望も頂いてきました。是非検

私の知り合いにも精神疾患で入院の必要がある

討をお願いします。

にも関わらず入院費の負担が重すぎて退院しな

また１級だけでなく２級も助成の対象にする必

ければいけなくなった方がいますが、多くの方
が救われるはずです。
私も先日聖隷三方原病院の精神科病棟に伺い精

要があると思いますが答弁お願いします。
県の
回答

来年度以降に検討しますが来年度分は１級のみ。

昨日の台風 15 号で、県内でも悲しいことに 2 名お亡くなりになってしまいました。（9 月 22 日
10 時現在）新聞にも載っていましたが避難勧告などの情報を県民の皆様に伝えることが十分ではな
く地震対策も含めてどのような情報を伝えるかという課題が浮き彫りになりました。
昨日から 9 月議会開会です。 川勝知事からは県の地震対策についての話がありました。
内容は、ハード面では静岡県第 3 次地震被害想定に対した対策を進め、ソフト面では本県で経験
した最大の浸水域とされる安政東海地震を超える規模の津波も考慮に入れ、中長期的には、国による
「東海・東南海・南海」3 連動地震の検討内容を踏まえ、県の 3 次地震被害想定の見直しをした上で、

質問
6

質問
7

自殺対策ついて
法テラスと精神科医の連携は非常に期待がで
きますが、精神科医と行政の連携も進める必要
例えば香川県で行なっている、精神疾患の患
者さんの退院が近づいた段階で病院側が精神保
すればセンターに連絡が入り相談を開始する事
業は有効かと考えます。県の所見をお願いしま
す。
精神科と行政の連携はどのような形が好ましい
か考えます。

津波対策を含めた新たな「地震対策アクションプログラム」を策定し、危機管理対策に取り組むとの
ことでした。
その他にも雇用対策に一層取り組む等のお話がありまし

円を自己負担している現状があります。

た。今日はアクトで行われたハローワーク浜松主催の障害

補助による短期ではなく長期的な支援と補助金

者就職面接会にいってきました。

の増額が必要と思われますが答弁お願いします。

健センターについて説明をし、患者さんが希望

56人以上の企業は 1.8％の障害者法定雇用率を達成しな

いのちの電話は精神科のお医者さんではカバー

くてはいけませんが、県内では 49.8％（平成２２年度）の

できない、ひたすら話を聞いて欲しい自殺願望

企業しか達成していないのが現状です。達成してない企業

の方や精神に危機を抱いている方の気持ちをカ

は代わりにお金を払います。４００人くらいの来場者で会

バーしてくださっています。不況の影響により

場は埋め尽くされておりましたが、本当にみなさん働きた

企業の寄付が激減して大変苦しい運営の理解を

いという意思が傍らにいた私にも非常に伝わってきました。

▲障害者就職面接会

そして、そのあと聖隷三方原病院の精神科と精神病棟にお

お願いします。
県の
回答

２

先日浜松いのちの電話に伺いました。
ボランティアの方々が研修費用３万から５万

があります。

県の
回答

いのちの電話ついて

話しを伺ってきました。

ここでは長期支援を約束できないが前向きに検
討する。

聖隷三方原病院は、県下で唯一精神と体の両方病んでいる患
者さんの救急対応ができる病院です。

視察のご報告 →10 月 12 〜 13 日視察に行ってきました。

精神病棟を理解し、患者さんと直に接している方にお話を聞
きたかったので伺ったのですがお忙しい中とても丁寧に対応

■学習支援施設 ( 所沢市）

してくださり感謝しています。

最初の目的地は、埼玉県独自の取り組みであります生活保護世帯に対する中学生の学習支援施設です。

精神病は診療報酬が低い上に入院も長期に渡るので予算ぎ

県内 10 か所の介護施設（場所を無償で提供）等で、彩の国子ども・若者支援ネットワークという団体が
運営しており、教員を退職された方々を中心とする支援員が所属しています。実際子供たちに勉強を教える
のは、40 名程の支援員と300人程の学生中心ボランティアです。現在460 人くらいの子供達が週 1 〜 4 回、
18 時から 20 時頃まで勉強しています。
（場所によって違いますし、土曜日やっているところもあります。
）
私は今回、所沢市の特別養護老人ホーム亀令園さんで行われている教室にお伺いしました。

-２-

りぎりだということ、精神病の早期治療の重要性、若い方の
▲聖隷三方原病院

受診が増えているのは地域や家族の力が弱くなっているから
か？など貴重なお話をしていただきました。
さ来週から始まる厚生委員会でしっかり提言していきます。
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県の
回答

いのちの電話ついて

話しを伺ってきました。

ここでは長期支援を約束できないが前向きに検
討する。

聖隷三方原病院は、県下で唯一精神と体の両方病んでいる患
者さんの救急対応ができる病院です。

視察のご報告 →10 月 12 〜 13 日視察に行ってきました。

精神病棟を理解し、患者さんと直に接している方にお話を聞
きたかったので伺ったのですがお忙しい中とても丁寧に対応

■学習支援施設 ( 所沢市）

してくださり感謝しています。

最初の目的地は、埼玉県独自の取り組みであります生活保護世帯に対する中学生の学習支援施設です。

精神病は診療報酬が低い上に入院も長期に渡るので予算ぎ

県内 10 か所の介護施設（場所を無償で提供）等で、彩の国子ども・若者支援ネットワークという団体が
運営しており、教員を退職された方々を中心とする支援員が所属しています。実際子供たちに勉強を教える
のは、40 名程の支援員と300人程の学生中心ボランティアです。現在460 人くらいの子供達が週 1 〜 4 回、
18 時から 20 時頃まで勉強しています。
（場所によって違いますし、土曜日やっているところもあります。
）
私は今回、所沢市の特別養護老人ホーム亀令園さんで行われている教室にお伺いしました。

-２-

りぎりだということ、精神病の早期治療の重要性、若い方の
▲聖隷三方原病院

受診が増えているのは地域や家族の力が弱くなっているから
か？など貴重なお話をしていただきました。
さ来週から始まる厚生委員会でしっかり提言していきます。

-５-
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浜松いのちの電話

静岡県議会議員［無所属］

浜松いのちの電話に伺いました。

田内浩之だより

いのちの電話はボランティアで自殺願望を抱いている方や精神的な危
機を抱えている方を電話という手段で支援する団体です。
ボランティアの方々は自腹で 5 万円くらいの負担をして 1 年半講習を
受けはじめて電話を取ることができます。
なおかつ交通費も自腹です。「運営は本当に厳しいので県からの補助

〒４３１−０４３１静 岡 県 湖 西 市 鷲 津 ３ ３ ０ − １ １ I ・ H EIM Ⅱ １０１号
■電 話 ０５３−５７５−３１０５ ■ メール info@tanai.jp
■FAX ０５３−５７５−３１０７ ■ ホームページ http://www.tanai.jp

金が多いに越したことはないけれど 3 年〜 5 年の期間限定の補助金では
なく継続的な支援を望みます」とお話していただきました。
「死にたい」は「生きたい」のこころの表れなので、自ら生きていく
力を見出していただけるようにお聴きするとのお話は考えさせられる
TEL/ 053‐473-6222

ものがありました。
皆さんの大切な税金がこのような団体さんを支えることに使われる
のはとても意味のあることではないでしょうか。

Tue.10.25.2011

県議会議員の立場に立たせて頂いてから早くも半年の時間が流れました。

開設 / 365 日毎日
日〜火曜日・祝日 /10:00 〜 21:30

震災の影響もあり、社会を閉塞感が覆っていますが、私が県議会議員になったことで、

水〜土曜日 / 10 : 00 〜 24 : 00

少しでも湖西市・静岡県が良くなるように仕事をしてまいります。

第 4 土曜日 / 10 : 00 〜 翌日 10 : 00

また、みなさんからお声を頂くことが一番の勉強になると痛感しております。

社会福祉法人 浜松いのちの電話

どんなことでも結構ですのでご連絡下さい。

視察と会議
24 日と 25 日の午前中、12 月議会の代表質問を議論する会議と視察がありました。
まず会議ですが、前回のブログでお知らせしたとおり今まで代表質問（議会で会派の代表が質問し
ます。）は会派の役員でまとめていたのを私のような 1 年生議員も議論に参加させてもらえるように
なりました。
今回の会議での中心は、来年度県の予算が 400 億不足することに対してどのように埋めるのか、ま
た苦しい予算のなかでも重点的な取組、3 万人の新たな雇用を創造することを目標とした「静岡県雇
用創造アクションプラン」などでした。

１

厚生委員会でのご報告

県議会には分野ごとに常任委員会というものが置かれています。
私が所属している厚生委員会は私が取り組みたい病院を含めた医療、
子育て支援、介護等を担当するところです。
その場で私たち議員は県に質問や要望というかたちで、議員として
求められている行政に対する監視・提案をしていきます。
是非実現したかった子供の医療費助成と精神障害者 1 級医療費助成

視察は２か所で 1 か所目は浜松中央警察署です。
最近は独居高齢者の方が変死体で発見されることが大変多いことや、災害発生時の機動隊の取り組
みのお話を伺ってきました。

▲委員会の議員席

は、委員会の前に来年度実現予定との方針が示されたので委員会では
とりあげませんでした。子供の医療費助成と精神障害者 1 級医療費助
成は、私に限らず各議員さんや市町が要望していたので一安心です。

もう一つの視察先は、財団法人浜松テクノポリス推進機構に伺いました。
あまり聞きなれない名前かもしれませんが企業と大学行政を結びつけたり、中小企業の育成に先進

以下に私の質問と県の回答（要点だけ）を掲載させていただきます。

的な取り組みをされています。 津田理事長（スズキさんの元代表取締役社長）から非常に勉強になる
お話を聞けました。特に印象的だったのは「個々の企業だけでなんとかしようではなくチームを作っ
てがんばらないと」というお話でした。

質問
１

補正予算案の母子寡婦福祉資金等未収金
対策事業費について

▲職員さんの席

未納者の方々は金銭に苦労している場合や何

質問
2

か精神的に問題を抱えているケースもあると思
います。業務の中に困っている方を市町の生活

めて研修医が来る事が必要です。

もでてくると思いますが、答弁をお願いします。

私がいくつか伺った病院からも指導医に対する

（今回の 9 月補正予算対象の事業です）

▲機動隊の方の実演

▲会議風景
ご意見
お問合わせ

静岡県議会議員

〒431-0431

田内浩之事務所 ■ 静岡県湖西市鷲津 330-11
I・HEIMⅡ 101 号

http://www.tanai.jp
-６-

助成が必要との声が大きいですが県の姿勢を答弁
お願いします。

母子家庭においては違う事業で市町が訪問等
行っているので、そちらのほうでフォローでき
県の
回答

るようにする。
info@tanai.jp

TEL. 053-575-3105 FAX. 053-575-3107 携帯 080-1553-9629

県内病院における医師確保のためには指導医の
先生にスキルアップしていただき、その先生を求

保護担当等につなぐ役割も組み込むと助かる方

県の
回答

指導医の助成について

■発行元 ( 有 ) 朝倉印刷
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来年度中に実現する予定です。

