
中小企業の事業承継を支援

認知症にやさしいまちづくり 災害時の避難情報をスピードアップ

ヘルプマークの普及を推進

愛知県では４月から豪雨災害に備え、避難情報を
市町村が出すタイミングを自動で通知する全国
初の防災情報システムを導入します。市町村は、
このシステムに参加することで、災害対応に追わ
れる中でも、通知に従って迅速に避難情報を出す
決定ができるようになります。

義足や人工関節を使用している方、内部障害や
難病の方など配慮を必要としていることを周囲
の方に知らせるための手段となる「ヘルプマー
ク」の普及を促進します。（７月以降に県内全市町
村の窓口で配布予定）。

あいち事業承継ネットワーク（名古屋市中区）で
は、中小企業がスムーズな事業承継をするため、
会社を継続させる上での課題を明確にする「事
業承継診断」や、専門家の派遣による現状分析を
行い、後継者不在などの問題の解決策の支援を
行います。

国立長寿医療研究センター（大府市）では、アル
ツハイマー病を治療・予防する薬の開発や、同セ
ンターが開発したコグニサイズ（運動と計算・し
りとり等を組み合わせた認知症予防プログラム）
の普及に取りくんでいます。 ２月県議会 一般質問に登壇

　住民の生命と財産を守るために、高潮や大雨、さらに
は、南海トラフ地震への備えが大変重要となります。平成
３０年２月議会一般質問で、中川区内を流れる新川の治水
対策を取り上げました。県が平成19年10月に策定した新
川圏域河川整備計画では、下流域は東海通の日の出橋か
ら上流域の国道1号の三日月橋までの約1.6㎞の区間に
おいて、河道拡幅と築堤を実施することとなっています。
　現在、日の出橋から三日月橋までの区間で、右岸側では
下流より堤防工事が行われており、日の出橋の上流の位

置では、名古屋市が新たな道路をつくるため、正江橋を建設中です。
　左岸側では、用地買収が進められています。また、日の出橋から約0.8㎞上流の位置には東海豪
雨後に仮橋としてかけられた両郡橋があります。堤防の整備に当たっ
ては、本橋にかけかえる必要があります。また、今回、国の中小河川緊
急治水対策プロジェクトに新川が位置づけられ、中川区内の当地域の
護岸工等の整備も進められることになりました。現在整備を進めてい
る新川の日の出橋から三日月橋の区間の治水対策について、現状と
今後の進め方について質しました。

　日の出橋から三日月橋までの約1.6㎞の区間では、伊勢湾台風と同規模の高潮に対応
する高さまで堤防のかさ上げを実施。あわせて東海豪雨を上回る規模の洪水にも対応し
た河道の拡幅を行う。整備に当たっては、下流の日の出橋から建設中の正江橋までの約
1.2㎞を第一期区間、正江橋から上流の約0.4㎞を第二期区間として進めております。
　第一期区間では、平成五年度から用地買収に着手しており、まとまって用地が取得で
きたところから工事を順次実施。右岸側につきましては、これまでに日の出橋から両郡橋
までの工事が完了し、現在はその上流、両郡橋から正江橋までの区間で工事を進めてお
ります。また、左岸側につきましても、平成28年度から正江橋下流の一部区間で工事に着手しております。なお、両郡
橋の改築は、県が費用の一部を負担し、名古屋市が工事を実施することとなっており、橋梁部の用地が取得でき次第、
着工できるよう、市と調整を進めております。
　第二期区間につきましては、第一期区間の整備のめどが立った後に着手してまいります。一方、地震、津波への対策
としましては、平成26年度に策定した第三次あいち地震対策アクションプランに日の出橋から三日月橋までの区間を
位置づけていることから、今後、堤防の地盤強化を行ってまいります。早期の効果発現に向けて、堤防の整備などを着
実に進めてまいります。

建設部長答弁

２月県議会 一般質問に登壇
水害・地震に備える 新川の治水対策を推進！
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実施しています。
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　2018年度から高校の「通級指導」が始まりました。
　愛知県では、昨年度からモデル校１校で、週２時間、「スキ
ルトレーニング」としてコミュニケーションや作業など生徒の
状況に応じた授業を実施。
　今議会で、通級指導の拡大にむけ、教員人材の確保と育
成と支援体制の充実を訴えました。

①通級指導を担当できる教員の確保と育成のため、
　特別支援学校との人事交流や研修の充実。
②生徒の支援を円滑に行うため、保護者、中学校と連携した生徒の支援情報の引継ぎと活用。
③３０年度以降、地域バランスや定時制、全日制も考慮し、実施校の拡大。
「通級指導」 － 発達障がいなどのある生徒が学習・生活上の困難の改善や克服へ、通常学級に通いながら別室で支援を受ける。
※愛知県の生徒数（H29）　小学校4,557人、中学校492人

２月県議会 一般質問より県政報告

発達障害のある生徒を支援
県立高校の通級指導を推進

　平成32年4月の全面供用開始に向け、環境学習等の機能
拡充の提案を行いました。
　新施設には、太陽光発電を初め、太陽熱集熱システムや高
効率の冷暖房設備、人の体温を検知し、照明のオン、オフを自
動で制御するＬＥＤ照明、施設のエネルギー使用状況をリア
ルタイムに把握することができるビルエネルギー管理システ
ム（ＢＥＭＳ）など、最新の環境技術を導入。
　現在の施設と比較して、エネルギー消費量を、75％を削
減することができる施設となります。これを温室効果ガスに
換算すると、年間530トンの削減となり、杉の木3万8,000本が吸収する量に相当します。これはナゴヤ
ドーム八個分を超える面積の森林が吸収する量となります。
　新施設では、1階に一般の県民の方々が自由に御来館いただけるスペースを設け、そこに本県の環境
の歴史から今日の地球環境問題まで、環境について楽しくわかりやすく学ぶことができるような展示設備
を整備。環境調査センター全体を一体的に活用し、ストーリー性のある効果的な環境学習を展開。映像な
どの活用や、子供たちが参加して楽しく学べるような展示内容、施設見学コースの設定、展示エリアに隣
接する実験室や会議室の活用方法などの検討することになりました。

「多くの県民の皆様に最新の新エネ・省エネ設備や本物の環境技術に触れ、世界の環境問題と人とのつながりを
学んでいただく場としても積極的に活用し、未来のあいちを担う人材づくりに取り組んでいきたい」

環境首都あいちのランドマーク「環境調査センター」
県民の親しみある施設へ

愛知県環境調査センター（公式サイトより）
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30年度より以下の準備を進めることとなりました

大村知事の答弁
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　中学卒業後の進路未定者や高校中退者等に対して、高卒認定試
験の合格等に向けた学習や相談支援が２９年秋から名古屋地域（県
生涯学習推進センター）、豊田地域（豊田市青少年センター）豊橋地
域（豊橋市青少年センター）の県内３カ所でスタートしました。
　高校在学者や中学校から不登校であった方、高校中退以降ひきこ

もり状態にあった方、少年院退所
者や児童養護施設退所者など多
くの方が利用されています。
　本会議で、休日や夜間など仕事
をしている方でも利用しやすい時
間帯や利便性の高い場所への開設を要請。教育委員会
から平成３０年度は、まず名古屋地域で、新たに２カ所の
会場を開設することが示されました。

若者外国人
未来塾の拡大を要請

　厚生労働省が発表した、最新の新規学卒者の３年以内の離職率は、
大学卒業者が32.2％、高等学校卒業者が40.8％。大学卒業者の約３
人に１人、高等学校卒業者の約５人に２人が、就職後３年という短い期
間で離職しており、職場定着が課題です。
　愛知県では、企業向けの若者の指導や相談に当たる人材養成の支
援と交流会の開催及び職場定着に取り組む企業への専門家の派遣を
開始しました。
　また、２月に好事例集を５，０００部作成。採用、育成、定着の三つの段
階に分けて実例を掲載し、企業が取り組みやすく工夫している。
　平成３０年度は、新たに、同世代の若手従業員を対象に、職種、業種
を越えて地域で交流を深め、互いに悩みや不安を相談できるようなセ
ミナー交流会を実施することになりました。

若者の職場定着を支援
産業労働委員会 一般質問より

3

4

議会で質問するいぬかい明佳

「若者職場定着取組企業 事例集」

「若者職場定着取組
企業 事例集」の内容

公明党愛知県議員団で視察
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　現在、日の出橋から三日月橋までの区間で、右岸側では
下流より堤防工事が行われており、日の出橋の上流の位

置では、名古屋市が新たな道路をつくるため、正江橋を建設中です。
　左岸側では、用地買収が進められています。また、日の出橋から約0.8㎞上流の位置には東海豪
雨後に仮橋としてかけられた両郡橋があります。堤防の整備に当たっ
ては、本橋にかけかえる必要があります。また、今回、国の中小河川緊
急治水対策プロジェクトに新川が位置づけられ、中川区内の当地域の
護岸工等の整備も進められることになりました。現在整備を進めてい
る新川の日の出橋から三日月橋の区間の治水対策について、現状と
今後の進め方について質しました。

　日の出橋から三日月橋までの約1.6㎞の区間では、伊勢湾台風と同規模の高潮に対応
する高さまで堤防のかさ上げを実施。あわせて東海豪雨を上回る規模の洪水にも対応し
た河道の拡幅を行う。整備に当たっては、下流の日の出橋から建設中の正江橋までの約
1.2㎞を第一期区間、正江橋から上流の約0.4㎞を第二期区間として進めております。
　第一期区間では、平成五年度から用地買収に着手しており、まとまって用地が取得で
きたところから工事を順次実施。右岸側につきましては、これまでに日の出橋から両郡橋
までの工事が完了し、現在はその上流、両郡橋から正江橋までの区間で工事を進めてお
ります。また、左岸側につきましても、平成28年度から正江橋下流の一部区間で工事に
着手しております。なお、両郡橋の改築は、県が費用の一部を負担し、名古屋市が工事を実施することとなっており、橋
梁部の用地が取得でき次第、着工できるよう、市と調整を進めております。
　第二期区間につきましては、第一期区間の整備のめどが立った後に着手してまいります。一方、地震、津波への対策
としましては、平成26年度に策定した第三次あいち地震対策アクションプランに日の出橋から三日月橋までの区間を
位置づけていることから、今後、堤防の地盤強化を行ってまいります。早期の効果発現に向けて、堤防の整備などを着
実に進めてまいります。

建設部長答弁

２月県議会 一般質問に登壇
水害・地震に備える 新川の治水対策を推進！

いぬかい明佳ホームページ

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！

とうほんせいそう

●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

☎（052）954-6714
予約電話（公明党県議団執務室）

いぬかい明佳
ホームページ スマートフォンにも対応しました！ ぜひご覧ください

http://www.inukai-wan.jp/

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。

法律・住民相談会を
実施しています。

ご予約のお電話を
いただきますよう
お願いいたします

2月県議会の一般質問に登壇

新川治水対策の計画図

新川沿岸近くに住む住民の方々と

国立長寿医療研究センター公式サイトより
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