とうほんせいそう

いぬかい東奔西走

いぬかい明佳の日々の
奮闘をご紹介します！

県
政
通
信

地元のもちつき
大会に参加

「ミニ語る会」
を各地で開催

2017年1月1日発行／犬飼明佳事務所

参加者の皆さまと

議会報告と懇談的に皆さまのお声をお聞きしま
す。参加者の皆様からは
「私たちの声を直接届け
ることができる」
「県政を身近に感じられる」
と好
評をいただいています。

ミツカンミュージアムを視察

もちつきを手伝う

子ども達が、楽し
くおもちをつき、
おいしく食べて
い ました 。日 本
の伝統を伝える
貴重な体験の場
です。
ＰＴＡの皆
さま、ありがとう
ございます。

若者とともに！
「リアルな政治」
を

名古屋市中川区野田2-333-D
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「小さな声」
「一人の声」を県政へ！
昨年は、念願の参院選愛知選挙区での
「里見勝利」本当にありがとうございました。
皆さまから多くの要望や陳情、市民相談等を
いただきました。一つひとつ真摯に向き合い、
明るいあいちの未来づくりに全力で取り組みます。
本年も
「一人を大切に」
との公明党精神で
走り抜いて参ります。大変お世話になりますが、
よろしくお願いいたします。
愛知県議会議員 いぬかい明佳

り 里 議 明けましておめでとうございます。昨年の参院選では、皆様のご支援で初当選さ
院
改めて御礼申し上げます。皆様のご期待にお応えするため、
メゅ 見 議 せて頂き、
ッ
国・県・市の公明党のネットワークを更に密に
員 いぬかい明佳 議員とともに、
セう
ーじ
し、政策実現へ向け全力で働いてまいります。本年もよろしくお願い致します。
ジ
参

オリジナルラベルの「味ぽん」
も作れる

元気いっぱいの青年局メンバーと

ツアー式の体験型博物館「ミツカンミュージア
ム」(半田市)。酢の製法や道具などモノづくりの
伝統、
また地域の歴史文化も紹介しています。江
戸時代に酢を運んだ
「弁才船」
は圧巻です。

法律・住民相談会を
実施しています。

公明党青年局のメンバーと給付型奨学金の創設
や、最低賃金のアップ、
ブラックバイト対策など、
身近な問題を語りあいました。高畑駅前街頭で
希望ある未来への投資を訴えました。

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

県営住宅の出入り口にスロープを設置
愛知県営西前田第二住宅（名古屋市中川区）全４棟の１階出入り口

これまで同住宅への出入りには、階段を通らなけれ
ばならず、障がいのある人や車いす利用者、介護者な

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

実績
報告

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

どに大きな負担がかかっていました。同住宅に住ん
でいる見取妙子さんも、交通事故で体が不自由な
息子さんの介助で悩んでいました。
そんな実情を見取さんからお聞きし、現場を調
査。県公営住宅課に対してスロープの取り付けを要
請し、実現に至りました。見取さんからは
「長年の悩み
が解消されて本当にうれしい」
との声を頂きました。

念願のスロープを背景に、見取さんご家族や住民の方々と

T O P I C S

平成28年度(2016)
12月補正予算

平成28年度12月議会で補正予算が成立しました。
この中から、いぬかい明佳が特に力を入れて推進した
事業をピックアップしてご紹介します！

888,100 千円

平成２９年11月オープン予定の同ミュージアム
（豊山町）で、来場者が航空機の歴史や仕組み等
を参加・体験しなが
ら学 べる施 設とな
る展 示コンテンツ
を制作します。
主な展 示コンテン
ツは、実機展示（ＹＳ
１１、ＭＵ-２、ＭＵ-３
００等と）とサイエ
ンスラボ。
愛知県の資料から

3

オレンジタウン構想の
推進に関する調査

あいち健康の森（大
府市）及びその周辺
地 域 を 対 象に認 知
症に理 解 の 深 いま
ちづくりのモデルと
するための調査を実
施します。
これにより、認知症
対 策 の 現 状と課 題
の 整 理 などが 期 待
できます。

3,500 千円

2

2016年10月14日

総額 ２０９億１,９７７万余円
・一般会計 ２０７億８１５万余円
・特別会計 １，
２０２万余円
・企業会計 １億９，
９５９万余円

運転免許試験場の
ＰＦ
Ｉ導入による整備

9,135,000 千円

民間活力を生かした
県営公園のアトラクション視察
県営公園「大高緑地」
（名古
屋市緑区）内で平成28年7
月にプレオープンした「ディ
ノアドベンチャー名古屋」
を
視察。県内初の民間活力を
生かした県営公園の利活用
について調査しました。

老朽化等により建替えが必要な運転免許試験
場・運転者講習センター（天白区平針）
を、
ＰＦ
Ｉ
（民
間事業者サービスを活用した運営）
を導入して整
備します。
これにより、民間事業者の能力を活用
した高品質な公共サービスや、運営面でのコスト
削減が期待できます。

動いて吠える実物大模型の恐竜（18体）が、約2ヘクタールの樹
林内に設置されている自然体験型の恐竜探検アトラクション

2016年11月14日

最新技術を活用した農業振興

整備が待たれる平針運転免許試験場

振興環境委員会の質疑から
愛知県国際展示場の設備充実を要望
平成３１年秋、展示面積６万㎡の大規模展示場
「愛知県国際展示場」が空港島（常滑市）
に開業
予定。委員会で、展示場
の設備面と運営面の問
題を質し、施 設 の 一 層
の充実を求めました。

県農業総合試験場（長久
手市）を視察。農業者が抱
える課題の解決に向け、農
作物の新品種や農業技術
の研究・開発を行う施設で
す。最新の栽培システムの
活用などを通し、県内の農
業振興を応援します。

愛知県の資料から

あいち健康の森公園

2016年10月18日

県民の命を守る
防災対策

日本
防災士会
マスコット

日本防災士会愛知県支部（保坂松男代表）
と懇
談。家具固定や福祉避難所の周知、防災意識の
啓発など、県が行っている防災施策の普及や、
防災対策の強化について要望を頂きました。私
も防災士の一人として、対策を強化し県民の命
を守る取り組みに力を入れていきます。

懇談では、保坂代表から県内の学校で開催した防災研修会や
被災地への調査活動などの取り組みが報告された

…………………………………………………………………………………………………………………

「サムライサミット」
に向けての取り組み
2017年に愛知県で開催される「サ
ムライサミット」
に向けて、県内に多数
ある武将ゆかりの名跡などを、スマホ
を使いARなどの最新技術を活用して
周遊できる仕組みを求めました。

光や温度などを情報通信技術で制御する最新の栽培システム
「あいち型植物工場」
では、生産量が倍増

……………………………………………………………………………

1

あいち航空ミュージアムの
展示コンテンツ整備費

調査活動＆要望活動
……………………………………………………………………………

議会報告

2016年11月17日

女性の視点に基づく政策を
大村知事へ提唱
公明党愛知県本部女性局（長
谷川由美子局長）の議員とと
もに知事要望を実施。一人ひ
とりに光を当てた福祉実現のため、7項目の予
算要望を行いました。公明党ネットワークで、女
性の視点に立った政策を推進していきます。

「がん教育の推進」や「障がい者や難病の方々への支援の充
実」、
「介護離職ゼロへの取組強化」など7項目の要望を手渡す
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