とうほんせいそう

いぬかい東奔西走
中川区総合水防訓練に参加

いぬかい明佳の日々の
奮闘をご紹介します！

日本初のヨット
世界大会が開催！
本年１０月、ヨット
の世界大会「セー
リ ン グ ワ ー ルド
カップ」が「豊田自
動織機 海陽ヨッ
トハーバー」
（蒲郡
市）で開催されま
す。大会を通じた
地域の活性化を
めざします。

水難救助や簡易水防など、住民参加型の訓練を
行いました。台風やゲリラ豪雨に対し、日頃の備
えが重要です。

レゴランド・トレイン出発進行！

県
政
通
信

街頭で実績や政策をアピール
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県立学校

多様な学びを
推進する

①県立初となる単位制の定時制高校が開校
城北つばさ高等学校

本年４月、
「 城北つ
ばさ高等学校」
（ 名古
屋市北区）が開校し、
新一年生が元気に学
んでいます。単位制と
昼 間 部・夜 間 部 の 定

城北つばさ高等学校

時制を柔軟に組み合わせた教育課程が特徴で、
自分の
ペースで興味のある科目を受講できます。
私は議会質問などを通じ、不登校等により学ぶ機会
を逸した生徒が再チャレンジできる学校の新設やス
名古屋駅と金城ふ頭をつなぐ
「あおなみ線」
では
レゴランドをイメージしたラッピング列車が運行
しました。

法律・住民相談会を
実施しています。

公明党女性議員の皆さんと協力して推進した、
県の障がい者支援や、がん教育の取組みを報
告。小さな声を一つ一つ実現していきます。
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

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

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

生徒のニーズに合わせ、
アルバイトの単位認定や秋入学なども計画

クールカウンセラーなどの配置を推進しました。

②全国初となる公設民営化がスタート
愛知総合工科高等学校・専攻科
「愛知総合工科高等学校・専攻科」
（名古屋市千種区）
では、
学校法人名城大学の管理のもと公設民営化が始まりました。
公教育に民間活力を導入し、
トヨタ自動車や三菱重工業な
ど生産現場の第一線で活躍するスペシャリストから直接生き
た技術・技能を学ぶこと
ができます。これからも
「産業首都あいち」の次

ロボットシステムなど最新技術の実演を視察

世代を担う人材の育成に
取り組んでまいります。

愛知総合工科高等学校・専攻科

専攻科…高校卒業後、２年課程で高度な技能・技術を
習得。修了後は大学編入学資格が認められます。

県政報告① 中小企業の事業承継を支援

県政報告③ 若者と外国人を応援 教育格差解消を推進

中小企業・小規模事業経営者の高齢化が進み、業績が好調でも廃業を余儀なくさ
れるケースが増加しています。雇用の維持や技術の継承など経済発展のためには、事
業を円滑に引き継ぐ支援を拡充することが喫緊の課題です。
事業承継税制 拡充の主なポイント
国では中小企業の世代交代を後押しし、後継者にかかる税負
現 行
拡充後（１０年間）
担を軽減します
（図参照）。
私は、産業労働委員会で税制緩和に合わせ、本県の中小企業
納税猶予の ５年間で平均８割
雇用要件を緩和
適用要件
の雇用維持
の事業承継の支援と広報周知の拡充を質しました。
対象者を拡大
経営者１人に対して
適用対象者
1 人へ
このたび、県が中心となり
「あいち事業承継ネットワーク」
（構
後継者１人のみ
の承継などを認める）
（ 複数人から
成：商工会、商工会議所、金融機関、士業団体、事業引継ぎ支援
発行済み株式総数
対象株式
全株式
の３分の２まで
センター等）
を構築し、
ワンストップでの支援が始まりました。自
猶予割合
８０%
１００%
社の状況を確認する
「事業承継診断」や支援チーム（士業専門
家等）を派遣する
「トライアル支援」など、無料で承継の準備段
階から切れ目ない支援を行います。
また、
ＨＰのリニューアルやＳＮＳによる情報発信にも力を入
れることとなりました。中小企業の支援に全力で取り組みます。

まずは、お気軽にご相談ください
あいち事業承継ネットワーク事務局

☎052-589-2234（月〜金曜 ９：００〜１７：００）
名古屋市中村区名駅四丁目4-38
中小企業の経営者から事業承継の課題や
ウィンクあいち
（（公財）
あいち産業振興機構内）

愛知県では今年度「若者・外国人未来塾」がスタートし
ました。進路が決まっていない中学卒業生や高校中退者、
日本語の学習が必要な外国人等を対象に、高卒認定試験
合格などに向けた学習支援を実施。
さらに教育、福祉、労
働等の関係と連携し、就労や社会的自立を支援します。
県生涯学習推進センター（名古屋市中区）、豊橋市、豊
田市の青少年センターの3か所に拠点を設置しました。
子どもたちがさまざまな方法で学び直しができるよう、
学習環境の整備を進めてまいります。

愛知県の学習・自立支援事業
対
象

中卒後
進路未定者

高校
中退者

日本語支援が
必要な外国人

県生涯学習推進センター
（名古屋市中区）
では、生活相談、
学習支援、外国人の日本語学習を週１回実施

若者外国人未来塾 会場と問合せ先
事
象
︵
い
ず
れ
も
無
料
︶

日本語
学習支援

教育・福祉・労働など
の部局が連携

高卒認定試験に向けた学習支援
進学・就職・生活などの相談・助言
基礎的なパソコン講座

愛知県生涯学習推進センター
（連絡先：あいち・子どもＮＰＯセンター ☎052-232-3655）
豊田市青少年センター
（連絡先：豊田市文化振興財団 ☎0565-32-6296）
豊橋市青少年センター
（連絡先：特定非営利活動法人いまから ☎090-9894-8823）

要望などをお伺いする

子どもたちがつくる、子どもたちの街

戦国武将ゆかりの地をＰＲ

県政報告④ キッズビジネスタウンあいちが開催

県政報告② スタンプラリー初開催！
スマホ用

昨年11月、忍者体験や甲冑の試着な
アプリが大活躍！
どを楽しめる戦国イベント
「サムライ・
ニンジャフェスティバル２０１７」を大高緑地公園（名古屋市緑
区）
で開催しました。今回、関連の催し物として初めてスマホを利
用したスタンプラリーを実施。スマホ用アプリ
「愛知戦国巡り」
を
通じて参加し、名古屋城、犬山城、徳川美術館など戦国武将ゆか
りの県内20カ所の施設を訪れると、
スマホに押印画面が表示され
大高緑地公園で甲冑を試着する子どもたち
る。
スタンプを集めると景品がもらえる企画を実施しました。
私は、委員会で体験型企画の充実やスマホを利用した
スタンプラリーをイベント開催前から実施するよう提案
してきました。
これからも、愛知県が誇る観光資源を最大
限に活用し、さらに名所を周遊したくなる仕組みを構築
して 戦国武将のふるさと愛知 をＰＲしていきます。
地元中川区では、前田利家ゆかりの荒子観音寺付近がスポットに。
スタンプを集めていた母娘も
「お城なども見て回って、
スタンプを
３個集めたい」
と好評でした

県立中川商業高校で、毎年恒例の
「キッズビジネスタウンあいち（ＫＢ
Ｔ）」
が開催。小学生が市民となり、み
んなで働き・学び・遊ぶことで、街を
運営し、社会の仕組みを学びます。
また、商業科で学ぶ高校生が催事の
企画・運営を通して、職業観等を身
中川商業の小島校長「生徒の日ごろの
学習内容を活かす機会になる」
と
につける機会となっています。
買い物や食事、納税もすべてKBT
ＫＢＴ市役所で住民登録をし、
ハローワークで職業探し。販売やものづく 通貨「だがね」で
り、サービス業など20社を超える企業団体
のブースで就業体験。中商生徒もサポート
をします。
ＫＢＴ通貨「だがね」を得て、税務
署で納税後、買い物や食事ができます。
中川商業の先生・生徒、地域、小学生、地
元企業団体の皆様が一体となり、今回も大
変盛り上がりました。

地元消防団も協力し消防士を体験

「だがね」給料表

6月議会報告

県政報告① 障がいのある方の支援が拡充！

平成23年、名古屋難聴児を持つ親の会の方々と大村知事へ
補聴器購入の支援を要望。実現へ粘り強く取組みました

私は、
これまで障がい
が あ る 人 の コ ミュ ニ
ケーション支援の拡充
に取り組んできました。
愛知県では、身体障害
者手帳の交付対象にな
らない 軽 度・中 等 度 難
聴児に対し、新たに補聴
器購入に対する支援制度がスタートします。
また、今年度から始まる下記の施策を推進し
ました。
●色覚障がいがある人に配慮したカラーユニ
バーサルデザインのガイドライン策定
●中小企業が初めて障がい者を雇用した場合に

障害者支援施設の整備を推進

奨励金（60万円）
を支給
●特別支援学校の全教室にエアコン設置
（３年計画）
●肢体不自由特別支援学校の全てのトイレを
洋式化し、多目的トイレも設置（５年計画）

「環境首都あいち」の取組み

県政報告② 県有施設の照明をLED化へ
昨年、地球温暖化対策の新たな枠組みとなる「パリ協定」を受け、国は「2030年度までにＬＥＤ化
100％」
とする計画を閣議決定しました。
私は、
これまで環境委員会等で、県有施設の照明をリース方式によりLEDに切り替え、
ＣＯ₂削減と初
期費用を軽減することを訴えてきました。今年度、愛知県では、試験的に２施設でLEDを導入すること
が決定。低酸素社会にむけ、一歩前進しました。
●２施設の効果
LED照明
ＣＯ₂排出量
電気代等の削減額
リース料

9千100本
約60％（年間282トン）削減
年間990万円
年間980万円

県有施設４１４施設では....
蛍光灯44万7,000本、省エネ型9万1,000本、LED8,000本。
全てLED化すると年間６億５千万円の消費電力削減が見込める。

LEDが導入された
愛知県自治センター
（左）
と
西三河総合庁舎

委員会報告1

技能五輪全国大会を通した
「人材育成」
を支援

本県では技能五輪全国大会が2019年と2020年に連続開催されます。私は、人材育成に取り組む中小
企業や職業科の高校、専門学校への支援や次世代を担う小中高
生へモノづくりの楽しさを伝える取り組みの拡充を訴えました。
◎今年度の取組み
●中小企業や学校等へ
選手育成に伴う経費の助成制度がスタート
（１団体13万円）
技能五輪全国大会の出場に必要な参加費等を全額助成
●公開練習会の開催
●中高校を中心にメダリスト等の技能者を派遣
アイ
チータ

少年少女技能大会「アイチータ杯」
11月4日
（土）
〜5日
（日）中小企業振興会館 吹上ホール
中学生:ロボット製作と制御（プログラミング）、事前申し込み
小学校:4年生〜6年生:未定、当日参加可
（お問合せ先：技能五輪・アビリンピック推進室 ☎052-954-6875）

委員会報告2

愛知県への移住を促進！

東京一極集中が懸念される中、本県では、県内高校生の約9％が
首都圏へ進学し、県内大学生の約19％が首都圏で就職しています。
首都圏から愛知県へ人を呼び込む施策を加速する必要があります。
◎今年度の取組み
・新たに、東京で常設の相談窓口を設置。
・名古屋と東京のオンライン中継で地元企業と在京求職者の
マッチング
・本県に縁のある著名人による愛知の魅力発信セミナーや学生
向け就活講座を開催
・首都圏の大学訪問や父母会、同窓会など本県出身者へのアプ
ローチ強化

技能五輪は、フライス盤など工業系や
理美容など生業系の41種目。愛知県は、
12年連続で最優秀技能選手団賞を獲得

あいちＵＩＪターン支援センター
Ｈ２８年度：相談件数 ３，
４６４件
Ｈ２８年度：転入者数 ３７名
ホームページ https://www.uij-aichi.jp/
●名古屋オフィス
名古屋市中区錦3-15-15 CTV錦ビル6階
株式会社イープラネット内
TEL 052-308-4859
●東京オフィス
東京都港区港南2-15-1
品川インターシティA棟28階
TEL 03-6717-4427

６月県議会で成立した主な補正予算
●「ジブリパーク
（仮称）」構想の検討調査費 20 000千円
愛・地球博記念公園（モリコロパーク）
は、美しい花々や庭園、
サ
ツキとメイの家など県最大級の公園です。
「となりのトトロ」
を制
作したスタジオジブリと協力して2020年初頭のオープンをめざ
し
「ジブリパーク
（仮称）」の検討調査を実施します。
●愛知県国際展示場の機能充実 60 000千円
コンサート需要を取り組むため、天井高を14ｍか
ら20ｍに変更。

自然豊かな「モリコロパーク」

●プロフェッショナル人材の活用支援 20 000千円
大企業からの出向・研修など県内中小企業との人材
交流を促進。

とうほんせいそう

いぬかい東奔西走
中川区総合水防訓練に参加

いぬかい明佳の日々の
奮闘をご紹介します！

日本初のヨット
世界大会が開催！
本年１０月、ヨット
の世界大会「セー
リ ン グ ワ ー ルド
カップ」が「豊田自
動織機 海陽ヨッ
トハーバー」
（蒲郡
市）で開催されま
す。大会を通じた
地域の活性化を
めざします。

水難救助や簡易水防など、住民参加型の訓練を
行いました。台風やゲリラ豪雨に対し、日頃の備
えが重要です。

レゴランド・トレイン出発進行！
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政
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信
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県立学校

多様な学びを
推進する

①県立初となる単位制の定時制高校が開校
城北つばさ高等学校

本年４月、
「 城北つ
ばさ高等学校」
（ 名古
屋市北区）が開校し、
新一年生が元気に学
んでいます。単位制と
昼 間 部・夜 間 部 の 定

城北つばさ高等学校

時制を柔軟に組み合わせた教育課程が特徴で、
自分の
ペースで興味のある科目を受講できます。
私は議会質問などを通じ、不登校等により学ぶ機会
を逸した生徒が再チャレンジできる学校の新設やス
名古屋駅と金城ふ頭をつなぐ
「あおなみ線」
では
レゴランドをイメージしたラッピング列車が運行
しました。

法律・住民相談会を
実施しています。

公明党女性議員の皆さんと協力して推進した、
県の障がい者支援や、がん教育の取組みを報
告。小さな声を一つ一つ実現していきます。
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

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

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

生徒のニーズに合わせ、
アルバイトの単位認定や秋入学なども計画

クールカウンセラーなどの配置を推進しました。

②全国初となる公設民営化がスタート
愛知総合工科高等学校・専攻科
「愛知総合工科高等学校・専攻科」
（名古屋市千種区）
では、
学校法人名城大学の管理のもと公設民営化が始まりました。
公教育に民間活力を導入し、
トヨタ自動車や三菱重工業な
ど生産現場の第一線で活躍するスペシャリストから直接生き
た技術・技能を学ぶこと
ができます。これからも
「産業首都あいち」の次

ロボットシステムなど最新技術の実演を視察

世代を担う人材の育成に
取り組んでまいります。

愛知総合工科高等学校・専攻科

専攻科…高校卒業後、２年課程で高度な技能・技術を
習得。修了後は大学編入学資格が認められます。

