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高橋正子
がん撲滅先進県を目指すために
3人に1人は「がん」で亡くなる時代となり、本県は平成
29年度までに「40歳から70歳までのがん罹患率の10％
減少と、75歳未満のがんの死亡率の20％減少」を目標にし
た「愛知県がん対策推進計画」を平成20年3月に策定し、現
在はその計画に副って『予防と治療と研究』の各分野にわた
ってがん施策を推進している。愛知県民の誰もが、どこに住
んでいても 質の高いがん医療 を受けられる体制づくりを
目指す、本県の各がん施策への取組について質問。

Q：成人喫煙率半減を目指す取組について

制度などは事業者から希望があれば、がん患者な

A：直近の数値である21年度を見ると本県の喫

どの病気療養者の職場復帰についても活用いた

煙率は男性27.5％、女性9.3％。喫煙率を半減す

だけるものと考える。

るためには、社会全体で禁煙エリアの拡大や、禁

Q： 手術待ち時間 が延びているとの課題が全国

煙治療の敷居を低くするために身近な禁煙治療

的に言われるが、がんセンター中央病院の実態は

実施医療機関や禁煙サポート薬局の増加を促し、

いかがか？また、この手術に関連して何らかの課

県のホームページへ掲載したり、リーフレットに

題は？

インターネットのアドレスを記載していく。

A：全体的には概ね3週間から4週間となってお

Q：国の目標は50％…低迷！20％前後の本県の

り、ここ数年、手術待ち時間の短縮ができている。

がん検診受診率アップへは？

がんセンター中央病院においても特に、外科系医

A：がん検診の受診者の利便を図ることから、職

師や麻酔科医の確保が難しい状況が続き、この夏

域の特定健診実施機関の情報と市町村がん検診

には3年ぶりに常勤麻酔科医1名について確保の

の情報を合わせて示すことにより、がん検診と特

目途が立った。現在、常勤麻酔科医４名で9つの

定健診を同時に受診できるよう配慮していく。

手術室を稼働しており、常勤麻酔科医が充分に確

Q：国指定の16の「がん診療連携拠点病院」
（尾張

保されれば１日当たりの手術件数を増加させ、手

西部医療圏は一宮市立市民病院を指定）の体制強

術待ち時間のさらなる短縮が図られるものと期

化をどうする？

待している。

A：愛知県がんセンター中央病院に「愛知県がん

Q照射費用300万円！名古屋市北区に整備され

診療連携協議会」を設置し、拠点病院相互の連携

る陽子線がん治療施設への支援は？

協力体制の強化を図るとともに、地域の医療機関

A：
《大村知事》この陽子線がん治療施設の整備に

への診療支援などに努めていく。
Q：がん患者の職場復帰に対して、県としてサ

《プロフィール》
H23.4 愛知県議会議員に3期目当選
◯常任委員会／総務県民委員会
◯特別委員会／行財政改革・道州制調査
特別委員会（副委員長）

よって、治療の選択肢が増える。県内に21ある
「がん診療連携拠点病院」を通じて、適応患者が適

ポートできる取組は？

切に陽子線がん治療施設を紹介されるシステム

A：事業者の取組はメンタルヘルス分野に重きが

を構築していく。

置かれているが、県による社会保険労務士の派遣

医療 を
質の高いがん
制づくりを！
受けられる体

「愛知県がん対策推進計画アクションプラン」にみる、
本県のがん施策、その目標と取組について

「一宮市苅安賀のがんセンター尾張診療所
でも、是非、乳がんの一次健診から受け入れ
を！」と愛知県へ要望しました。
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6月県議会の主な議案
《６月県議会の主な議案》

6月定例議会は6月24日から7月15日まで開かれ、東日本大震災

地震防災に200億円増！

を受けた地震防災対策などを盛り込んだ1593億円の補正予算案の
ほか、市街化区域内の規制緩和条例案など大村知事の公約関連の議案

●３連動地震対策

を審議、可決しました。論戦の中では、知事公約である「県民税10％減

東海・東南海・南海の3連動地震が発生した場合の津波、液状化を含めた被害
予想調査（5828万円）

税」
「 中京都構想」などの現実性や政策効果について疑問が噴出した
が、いずれにしても「カタチが見えず、ただいま検討中」と中途半端で
議論は深まらなかった。税収減対策であるはずの知事給与（30％減）
や県議報酬抑制（11％）の議論も行政改革や議会改革などの本質的視

●放射能測定器

大気、水道水、食品検査用の放射能測定機器を購入（7500万円）

●基幹的広域防災拠点の候補地を調査

点を欠いた表面的やりとりに終始し、課題を残した。

首都圏、京阪神圏と同様の、大規模災害発生に備えた応急災害対策拠点の県内
設置に関する調査（500万円）

県議会・議員活動の見える化宣言。
名古屋駅東口において、街頭県政報告会を開催。

●県立学校の耐震化促進

高校校舎の耐震工事を、2015年までの全校完了を目指し、前倒し実施（22
億9528万円）

●民間住宅の耐震改修費補助

県民の皆様から、県議会・議
員の仕事が見えないとの意見
があるのも事実です。そこで、
民主党愛知県議員団では姿勢
を示していくために、定例議
会閉会日に街宣活動による議
会報告を実施することになり
ました。第１弾は7月15日に名古屋駅東口において、街頭県政
報告会を開催。６月議会の代表・一般質問登壇者を中心に１時間
にわたって民主党県議団の姿勢・思い、そして活動内容、議会質
問内容についてマイクを握りました。

耐震性の低い木造住宅の工事費を最大で90万円補助。対象を3000戸に拡
大。
（10億8375万円）

●私立校への授業料補助

私立高校の授業料補助額を低所得者で8400円引き上げ、年39万1200円
にするなど、公私格差を是正（99億9877万円）

●あいち健康の森に薬草園

大府市の「あいち健康の森」に薬草園を整備するための設計費（3274万円）

●市街化調整区域内の規制緩和（新条例）

地域の活性化を図るため、市街化調整区域での住宅、病院、社会福祉施設など
の建築制限を緩和。工場や研究所などの立地も推進。市町村長の申し出や計画
が条件。
（政令市、中核市など市が開発許可権限を持つエリアを除く）

後援会に入会していない方でも、
どなたでもご参加していただけます。

諏訪湖フィナーレ花火

桟敷席賞
火観

参加費

行

9月4日（日）

書と

■お問い合せ

諏訪大社・下社
（参拝）

8：30出発

8：50〜9：20

道の駅・風穴の里
（休憩）
10：10〜10：30

11：30〜14：30

SUWAガラス
（見学）

岡谷I.C

松本I.C

上高地
（昼食各自・散策）
11：30〜14：30

板蔵ラーメン
（試食）

飛騨清見I.C

15：30〜16：10

（安房トンネル）

一宮木曽川I.C

各地

19：00頃

高橋正子後援会「諏訪湖フィナーレ花火」バスツアー参加申込書
）

□初めて参加
□2回目以降

。

お

上諏訪温泉

さ

い

※申し込みは1名につき最高6名迄

旅行代
でお
金を添えて後援会事務所ま

チロルの森
（入場・昼食）

▲

申込

岡谷I.C

注）
：メニューによりレストランの場所が異なります

お名前（ふりがな

になり次第締め切らせて頂きます

参

者の

（休憩）

8：00頃

16：00頃着

程

8月3日（水）〜
8月4日（木）〜

朝10：00〜合計先着120名

加

一宮I.C

■集合場所（出発時間） 一宮駅 i バス乗場
（7：30） 宮西公民館前（7：40）

高橋正子企画「諏訪湖花火」に

2回目以降参加の方

地

※昼食は「天ぷらそばとキノコ鍋」又は「バーベキュー」のチョイス

上諏訪温泉
「ぬのはん」
（泊） ＊17：30〜ご宴会 19：30〜花火観賞

9月5日（月）

（1部屋4〜6名）となります。
し込みは ※男女別相部屋
申

上高地

オプション
上高地の昼食は自由食となります。
プラス1,000円でお弁当の事前予約が
できます。
（申込時にお支払い下さい）

ひとり24,000円
各

宿泊／上諏訪温泉・湖畔の宿「ぬのはん」

＆

9月4日（日）〜5日（月）

とき

にて花

初めての参加の方

《1泊2日バスの旅》

申込

み下

ご住所（〒

−

）

TEL （
携帯

）
ー

※マンション名・部屋番号、世帯主と名字が異
なる場合は世帯主の名字もご記入下さい。

−
ー

紹介者及びグループ代表者

（高橋正子事務所内）

高橋正子後援会事務所

TEL（0586）71−2900
一宮市大宮1−3−6 グランドメゾン大宮1F
〈真清田神社から西へ徒歩1分〉

■旅行取扱／名鉄観光バス
（株）一宮支店
観光庁長官登録旅行業第1857号

総合旅行業務取扱管理者

早川剛之

バス乗車場所

□一宮駅 i バス乗場
□宮西公民館前

□天ぷらそばときのこ鍋 □バーベキュー
□ビール
□日本酒
□ウーロン茶
●上高地でのお弁当は？ □注文する
□注文しない
●1日目の昼食は？

●夕食時のお飲み物は？

※ウラ面をお読み頂いた上で、申込書をお切りください。

