
皆さまの自宅は、洋式トイレですか？
現在、県立高校149校のトイレの洋式化率は、わずか31%に
留まっています。私は、700人の在校生にトイレアンケートを実
施。学校で洋式をメインに使用する男子は97%、女子は76%。
うち、必ず洋式を使用する女子は14%と、洋式トイレ不足が浮
き彫りになりました。加えてアンケートでは、
トイレが「臭い」「汚い」「暗い」、さらに「怖
い、壊れている」という回答も加えた「５Ｋ」
の実態が浮き彫りとなりました。

和式便器は、構造上、汚れが多く、雑菌が繁殖しやすいというデメ
リットがあります。さらに、清掃時に床を水で洗い流す「湿式」では、

菌が増殖し、悪臭も発生しやすくなります。洋式トイレの設置と合わせ、床を塩化ビ
ニール等にしてモップや雑巾でふける「乾式」にすることで、雑菌は４６０分の１に
減少するなど、衛生面で大幅な改善が見込まれます。

大便を流す水量は、和式トイレが１回約１３リットルに対し、洋式トイ
レは１回５～６リットル。５０％程の節水効果が期待できます。
外国人児童生徒の増加により、学校のトイレも国際化が必要です。
また、特別支援学校のトイレの洋式率が61%に留まることも問題

です。特別支援学校の児童生徒にとって、トイレは自立のための大切な学習場所。
介助者が一緒に入れる広さや、児童の排せつ練習のための機能充実が必要です。

私は議会で、「県立高校のトイレの100%洋式化（温水洗浄付き）と共に、多目的
トイレの全校設置、特別支援学校のトイレ整備の早期実施」を訴えました。
それに対して教育長からは「県立学校の長寿命化計画の検討委員会の中で、トイ
レについても、生徒や保護者の声も取り入れ、洋式便器の設置割合や付帯設備、
広さなどの仕様、期間について、学校種に応じて定めていく」旨の答弁を引き出
しました。早期計画、早期整備を全力で推進していきます！

堤防に雑木が繁り、水流や堤防の強度、ゴミ
の投棄などについて地域の方から心配の声
をいただき、「出合橋」周辺を整備しました。

里見りゅうじ副
幹事長らとUR
豊明団地（豊明
市）内の空き店
舗を活用した
「まちかど保健
室」を訪問。団
地の急速な高

齢化に対応した、キメ細かな医療・介護サービスを
提供する先進的事例を調査しました。
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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

★ご予約の電話をいただき
　ますようお願いします。

●無料 法律相談会●
予約電話（公明党県議団執務室）
☎（052）954-6714
予約電話（公明党県議団執務室）
☎（052）954-6714
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「Ｌａｙａｒ」

高齢化対応の団地を視察

若者の声を政治に反映！

中川区福田川の堤防整備

公明党青年委員会が、「VOICE ACTION」を各地で展
開。あなたは、どの政策に期待しますか？
 （１）非正規雇用の待遇改善、最低賃金１,０００円を推進
 （２）無料で使える公衆無線ＬＡＮの充実
 （３）不妊治療の公費助成、幼児教育の無償化めざす
 （４）出会いをつくる「婚活」、新婚世帯の生活を支援　
 （５）月曜午前半休の促進など、働き方・休み方を見直し

住民の方 と々にこやかに

公明党 VOICE ACTION ホームページで投票を!
https://voice-action.net



●医療、介護、予防、生活支援、住まいを地域で切れ目なく一体的に
　推進する地域包括ケアシステムの県内全域への構築　
●特別支援学校の過大化による教室不足、長時間通学の解消
●自動車に次ぐ、本県の次世代の成長産業である航空機産業の拡大・発展
●中小企業支援策の充実を図り、更には若者や女性など県民の雇用の拡大
●愛知県地域強靭化計画に基づき大規模地震・津波に対する強靭な地域作り
●保育所の整備、保育士の確保や処遇改善を推進し待機児童の解消を図る
●児童虐待防止に向けて、警察・学校と児童相談センターの連携強化
●貧困の状況にある子供の育成の環境を整備し、スクールソーシャルワーカーの配備拡充
●愛知県いじめ防止基本方針を踏まえ、スクールカウンセラーの配備拡充

「コミュニティーサイト」の
利用で被害にあった児童数
が過去最多となっていま
す。そのアクセス方法はス
マホが８５．２％で、有害サ
イトの閲覧を制限する「フィ
ルタリング」を利用していた
のは、わずか３．７％。しか
も、被害児童の半数以上が
１５歳以下と、低年齢化が懸
念されています。
「保護者のためのスマホ教
室」では、保護者が実際にス
マホを使い、危険性やフィ
ルタリングの重要性等を認
識していただきます。平成２８年度は予算を拡充し、２
５０教室以上の開催とテキストを改訂。小中高等学校
を通じて、ＰＴＡ等での教室開催を働きかけます。

愛知県における日本
語指導が必要な外国
人 児 童 生 徒 は 、
6,373人と全国最
多です。子どもの言
語習得は、小学校入
学前までの言語環境
により、大きな差が出ます。そのため本県では、
外国人の子どもを対象に、１５市町村で入学前
のプレスクールを実施。２８年度も、学校行事や
家庭の役割などについて、英語やポルトガル語
など６言語で記した冊子を作成し、小学校生活
をスムーズに送れるよう取り組みます。
また、親自身が、日本語を十分に話せない状況
もあります。今年度は新たに、子育て期の外国
人の親に対する支援として、乳幼児期における
日本語習得に必要な事項等を検討し、モデル
事業を実施します。

（※）ネウボラ＝福祉大国フィンランド
の子育て支援制度で、妊娠から子育て
におけるアドバイスや支援などの各種
サービスを、ほぼ無料で受けられる。

今年度もさまざまな事業が前進します！
公明党県議団「平成２８年度愛知県予算に対する要望書」から（抜粋）

「保護者のための
スマホ教室」開催拡充へ

外国人の親子へ日本語
習得の支援を推進

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限され
ることなく生活できる期間のことです。愛知県の健
康寿命は、男性７１．６５年、女性７４．６５年となって
います（全国：男性７１．１９年、女性７４．２１年）。
今年度、「健康づくりチャレンジ」事業をスタート。
「食」と「運動」の生活習慣の改善を啓発します。
愛知県は、１人当たりの野菜摂取量が全国最下位で
す。食生活チャレンジでは、「愛知県産野菜をもう１
皿」と提案。運動チャレンジでは、「動いて元気に、も
う10分」と運動習慣の大切さを呼びかけます。スー
パーやコンビニ、飲食店等に「あいち健康情報ス
テーション」を設置し、１１月頃に発信予定です。

また「あいち健康マイレージ」事業は、現在２９市町
村での実施を、今年度中には４６市町村へ拡大する
予定で、協力店も６６１店舗に増加します。この事業
は、健診やスポーツ、地域活動への参加など、健康づ
くりを実践してポイントを貯め、県内の協力店舗で
サービスが受けられるものです。今年度、更なる健
康づくりの取り組みを進めていきます。

目指せ！健康寿命の日本一！！

あいこんナビ（あいち出会いサポートサイト）が２
月にリニューアル。婚活イベントをはじめ、たしな
み講座など、多くの情報で男女の出会いを応援し

ています。また、従業
員の結婚支援に取り
組む企業が婚活応援
団として登録したり、
出前講座や企業間交
流会も開催します。

新婚で世帯収入３００万円未
満の方には、住居費や引越し
の費用として最大１８万円を

支給する市町村へ
の補助を実施しま
す。平成２８年度
は、豊橋市、知多
市、新城市、一宮市
で実施予定です。

妊娠期から子育て期の家庭へワンストップで様々なニーズ
に対応し、相談支援を提供する「子育て世代包括支援セン
ター」を、今年度は１５市に拡大予定。今後、全市町村での設
置を進めていく方針です。
産後ケア事業は、宿泊型や日帰り型、家庭訪問型があり、医
療機関の協力が必要です。現在は５市での実施に留まってい
ますが、今後、医療機関に対する産後ケア事業の実施協力に
関する調査とともに、市町村への拡大を働き掛けます。
また、医療機関が少ない市町村では近隣市町村の医療機関
を活用できるように広域化できる仕組みを要請しています。
妊娠から出産、子育てと、切れ目のない支援の拡充と地域の
格差解消に取り組みます。

日本版ネウボラ　　の推進（※）

新妻ひでき参議院議員、里見りゅうじ氏と春日井市の産後
ケアの取組み等を視察

多くの方々のお声を大村知事へ

結婚応援フォーラムも開催●あいこんナビ　https://www.aiconnavi.jp

出会い
支援

結婚
支援

「あいこんナビ」などを通して出会いと結婚の応援を！

県議団で国立長寿医療
センター（大府市）を視察

愛知県議会報告
平成28年2月の定例本会議と健康福祉委員会の質疑より

議
長
！
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レは１回５～６リットル。５０％程の節水効果が期待できます。
外国人児童生徒の増加により、学校のトイレも国際化が必要です。
また、特別支援学校のトイレの洋式率が61%に留まることも問題

です。特別支援学校の児童生徒にとって、トイレは自立のための大切な学習場所。
介助者が一緒に入れる広さや、児童の排せつ練習のための機能充実が必要です。

私は議会で、「県立高校のトイレの100%洋式化（温水洗浄付き）と共に、多目的
トイレの全校設置、特別支援学校のトイレ整備の早期実施」を訴えました。
それに対して教育長からは「県立学校の長寿命化計画の検討委員会の中で、トイ
レについても、生徒や保護者の声も取り入れ、洋式便器の設置割合や付帯設備、
広さなどの仕様、期間について、学校種に応じて定めていく」旨の答弁を引き出
しました。早期計画、早期整備を全力で推進していきます！

堤防に雑木が繁り、水流や堤防の強度、ゴミ
の投棄などについて地域の方から心配の声
をいただき、「出合橋」周辺を整備しました。

里見りゅうじ副
幹事長らとUR
豊明団地（豊明
市）内の空き店
舗を活用した
「まちかど保健
室」を訪問。団
地の急速な高

齢化に対応した、キメ細かな医療・介護サービスを
提供する先進的事例を調査しました。
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公明党青年局
の皆さんと

医療系大学、市、URが一体の取り組み

スマホをかざして
いぬかい明佳の
メッセージを
聞いてみよう！

県立学校の
トイレ改革を

▲議会で質問する
いぬかい明佳
◀高校生に実施し
たトイレアンケート
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いぬかい東奔西走

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

★ご予約の電話をいただき
　ますようお願いします。

●無料 法律相談会●
予約電話（公明党県議団執務室）
☎（052）954-6714
予約電話（公明党県議団執務室）
☎（052）954-6714

衛生面

エコ面

教育面

こんなにあります！ 県立学校 トイレの問題点

和

洋

いぬかい明佳ホームページ http://www.inukai-wan.jp/

議会
報告

  多目的トイレ
も全校に設置
  を！！

スマートフォン
をお持ちの方
は、無料アプリ

をインストール！
この顔をアプリ
にかざしてみて
ください！！

「Ｌａｙａｒ」

高齢化対応の団地を視察

若者の声を政治に反映！

中川区福田川の堤防整備

公明党青年委員会が、「VOICE ACTION」を各地で展
開。あなたは、どの政策に期待しますか？
 （１）非正規雇用の待遇改善、最低賃金１,０００円を推進
 （２）無料で使える公衆無線ＬＡＮの充実
 （３）不妊治療の公費助成、幼児教育の無償化めざす
 （４）出会いをつくる「婚活」、新婚世帯の生活を支援　
 （５）月曜午前半休の促進など、働き方・休み方を見直し

住民の方 と々にこやかに

公明党 VOICE ACTION ホームページで投票を!
https://voice-action.net


