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ご家族の皆さまでご覧ください。

地域に密着した会報をお届けします。
平成27年９月９日

愛知県が 国家戦略特別区域 に認定されました

【国に認定された区域計画の主な内容】

国家戦略特別区域とは
国家戦略特区は、産業の国際競
争力の強化及び国際的な経済活動
の拠点の形成に関する施策の総合
的かつ集中的な推進を図るもの。
2015年度までの期間が集中取組
期間。民間・地方公共団体と国が
一体となって取り組むべき事業を
推進するため、民間の能力が十分
に発揮できる。世界で一番ビジネ
スのしやすい環境を整備し、経済
成長につなげることができる。

１

愛知県道路公社の有料道路８路線を
民営化（有料道路コンセッション）へ

民間事業者の創意工夫が発揮され、効率的な管理運営（技
術面・費用面）と良質なサービスの向上にむけ、県道路公社
が管理する有料道路 8 路線について業務を民間事業者に委
託。広くは IC や PA の新設による利便性の向上や、沿線開
発等による地域経済の活性化も視野に入れる。
知多半島道路

20.9km 衣浦トンネル

1.7km

知多横断道路

8.5km 衣浦豊田道路

4.3km

今回指定を受けた8路線

中部国際空港連絡道路 2.1km 猿投グリーンロード 13.1km
南知多道路

19.6km 名古屋瀬戸道路

2.3km

３ 常滑市に農家レストラン
農業分野で６次産業化を後押し
生産から加工までを担う 6 次産業化を
後押しするため、常滑市内において農地
での農家レストラン経営を認めるほか、
農地売買の許可業務を農業委員会から常
滑市長に移し、農地の集約化を図る。

プロフィール

●昭和33年11月 一宮市大宮に生まれる
●昭和57年3月
愛知学院大学法学部法律学科卒業
●昭和58年4月
㈱一宮タイムス社編集部に入社
●昭和63年8月
一宮タウン情報誌「EGG」を創刊
㈲お茶の間通信社を設立、代表取締役に就任
●平成12年2月
●平成15年4月〜 愛知県議会議員に初当選、
以後連続当選し現在4期目

愛知県議会議員おもな役職・職務実績
平成19年5月〜20年5月
平成21年5月〜22年5月
平成24年5月〜25年5月
平成25年5月〜26年5月
平成26年5月〜27年4月

日本初

民主党愛知県議員団政務調査会長
愛知県議会健康福祉委員会委員長
民主党愛知県議員団幹事長
名古屋港管理組合議会監査委員
民主党愛知県議員団副団長

２

未承認薬も混合診療で使える

高度な先進医療、がん治療が可能に！
アメリカなどの先進国にお
いて承認を受けている医薬品
等で、日本においては未承認・
適応外の医薬品等を名古屋大
学医学部付属病院、国立病院
機構名古屋医療センターで使
えるようにし、最先端のがん
治療を保険治療と併用（混合
診療）可能に。

事務所のご案内

〒491−0044
一宮市大宮1−3−6
グランドメゾン大宮1F

TEL（0586）71−2900
FAX（0586）71−5380

http://www.masakonet.info
E-mail 138@masakonet.info

9 月議会 建 設 委 員 会 での高橋正子の質問

平成27年9月愛知県議会が10月14日に閉会
総額83億3703万余円の一般会計補正予算など
28議案を審議、可決！

伊勢志摩サミット

伊勢志摩サミット（G７）
◯開催日／2016年5月26日（木）〜27日（金）
◯開催地／三重県志摩市阿児町神明賢島
予算額

3億
5400万円

ゲートウェイとなる愛知県での受入・歓迎準備を
始めるとともに警戒警備の万全を期す。
政府からの協力要請を受け、各国首脳や関係者、メディ
アなど多くの方々の受入・歓迎を万全の体制で行うと共に、
日本一の技術・産業や伝統・文化の魅力にふれていただけ
るように取組む。また、国内外要人の身辺の安全確保と国
際テロなどの未然防止など警戒警備の準備を進める。

大規模展示場の整備を目指し、基本構想を策定
本県の産業基盤の強化を進めるため、大規模展示場の
予算額
3000万円
整備に係る検討を加速。

リニモ公園西駅東側に新たな改札口を整備
大型輸入家具専門店の出店などにより、
リニモ利用者
の利便性向上を図る。

予算額
742万3000円

県営名古屋空港見学者受入拠点施設の整備に向け

航空機や自動車、鉄道などの産業観光施設を始めとし
た観光スポットを巡るバスツアーを催行。

県内産業における女性の活躍促進・雇用拡大のため
「あいち・ウーマノミクス」を推進

あいちの農林水産物の消費拡大を図るため
更なるブランド力の強化等に取り組む
愛知の誇る名古屋コーチンや花、抹茶、あさり、
うなぎ
などを核として更なるブランド力の強化に取り組む。

水素エネルギーとロボット技術の最先端施設を視察

産業振興環境対策特別委員会
委員長としてあいさつ

予算額
7305万6000円

先端技術を 視 察

陸自
東海北

西尾張中央道に東海北陸道の IC ができるの？

動車

東海北陸自動車道と県道岐阜稲沢線（西尾張中央道）を接続させる
【西尾張インター】
（仮称）の設置工事が進められています。

名神高速道路

IC

西尾張インター（仮称）
料金所

道

県内製造業をはじめとし、女性技術者・研究者が活躍で
予算額
2017万8000円
きる職場環境づくりを進める。

「産業振興・環境対策特別委員会」

9月1日、福岡県糸島市にある「水素エネルギー製
品研究試験センター」へ。今、自動車など広範な分
野への応用が期待されている水素エネルギー製品の
研究開発試験センターを視察。また福岡市では、医
療・介護・災害救助など様々な分野で重要な役割を
果たすと期待されるロボットの体験展示施設「ロボ
スクエア」で、我が国の先端技術を体験。翌9月2日
は、福岡市が中部水処理センターに開設した下水処
理過程で発生するバイオガスから水素を製造し、燃
料電池自動車（FCV）へ供給する世界初の水素ステ
ーションの施設調査を行った。

予算額
320万円

至尾西 IC

央

事故が多発する交差点の信号灯器のLED化で、交通事 予算額
1億663万8000円
故の抑止に努めていく。

愛知県と岐阜県が連携し
両県の産業観光施設の周遊観光を実施

中

交通死亡事故抑止に向け、交通安全対策を強化

一宮で進む！

張

県内企業の海外事業活動を積極的に支援するために、 予算額
高い関心を集めるインドに
「愛知デスク
（仮称）」を民間 575万5000円
委託により設置。

地域における介護の総合的な確保を推進するため、地
予算額
域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設の整備や 41億2384万2000円
介護人材の確保を図るための施策を推進。

何ができるの？どうなってるの？

尾

インドに県内企業の相談窓口となる「愛知デスク（仮称）」を設置

団塊の世代が後期高齢者となる平成37年に向けて
介護施設の整備や介護人材の確保に向けた取組を推進

西

展示コンテンツの基本設計を実施するとともに、展示物
予算額
の整備に必要な財源を確保するために基金を設置する。 500万円

志摩 英虞湾

至羽島

展示コンテンツづくりを進める

特別委員会

幹線道路の特定区間で交通事故の発生割合が高い 事故危険箇所 は愛
知県内で130箇所が特定され、
レッドゾーン69箇所、
イエローゾーン61箇
【西萩原北方線】北今（北今交差点）
所に区分して平成28年度までに事故発生を3割減の目標で緊急的、集中的
【155号】萩原町高木（高木交差点）
に対策をとっていく。抜本的な交差点改良ができない箇所については、
カラ
【155号】南小渕（南小渕交差点）
ー舗装などで
ドライバーに注意喚起を促す施策をとることが多く、
事故抑止
【155号】末広（末広3丁目西交差点）
【大垣一宮線】小信中島（尾西庁舎北交差点） 効果も報告されている。私的感想として、平成20年からスタートしたカラー
メンテナンスで
【一宮各務原線】浅井町大日比野（大日比野交差点） 舗装対策にドライバーも慣れを感じかけていないか？また、
摩耗しているカラー舗装の再塗装に今後、費用が必要となっていくことなど
【岐阜稲沢線】大和町南高井（南高井交差点）
【155号】八幡3丁目（稲荷公園北西交差点）
が課題。県としては、
カラー舗装だけではなくさらに新しい手法の導入も視
【155号】萩原町萩原（二子交差点）
野に交差点の危険箇所対策はしっかりと取組んでいくと答弁。

一宮市内のレッドゾーン

平成27年9月議会主な 補 正 予 算 の内容

道

平成27年9月愛知県議会は9月17
日に開会。地域医療介護総合確保基
金を活用した介護施設の整備や介護
人材の確保対策（41億2384万余円）
や、道路・河川等の建設事業（37億
4271万余円）、交通安全施設の整
備（1億663万余円）など、総額83
億3703万余円の一般会計での増額
補正予算案を審議。補正予算案以外
では、県営名古屋空港に整備する見
学者受入拠点施設展示物整備基金条
例の制定についてなど28議案を可決
し、10月14日に閉会した。

交通事故の危険性が高い交差点での事故防止対策について

ON OFF

至稲沢市

東海北陸自動車道へのアクセス強化と共に、西尾張中央道の渋滞を緩和させる目的
で新たにインター「西尾張インター（仮称）」を建設中！ 今年度からはランプ橋の橋脚
工事に着手し、交差市道の立体化に向け、東側の橋台工事を進めていく。供用開始は
2017年度の予定であるが、用地取得や既設の地下占用物の撤去に時間がかかり
2017年より遅れる見通し。

旧尾西市の木曽川・西中野渡船上流に、新しい橋を造ってるの？
巨大橋梁「新濃尾大橋」
（仮称）の架橋工事を進めています。
「濃尾大橋」から下流にあたる西中野渡船の上流約１km地点に「新濃尾大橋（仮称）」の架橋
工事（橋長759m）
が進行中。架橋位置は一宮市東加賀野井〜羽島市下中町城屋敷で、
この
一般県道「羽島稲沢線」は一宮市側は国道１５５号に接続で、
７〜８年後には完成の予定。現
在、8基の橋脚のうち2基と橋台1基が完成し、今年度は右岸側の橋台１基の施工と、
２８年
度に２基の橋脚工事の着手に向け手続きを進める。

西尾張中央道・苅安賀踏切の慢性的な渋滞解消対策は？
名鉄尾西線苅安賀踏切を除却し、
鉄道を高架化します。
交通渋滞の解消対策として、名鉄尾西線苅
安賀１号踏切の箇所と近接する苅安賀駅を
含めた約１．
１km区間を高架化する。計画で
は、苅安賀１号踏切をはじめ3つの踏切は
除却、西尾張中央道を現在の２車線から４
車線にし、円滑な交通の確保を行う。
事業延長は約1.8kmで、今年度は、鉄道施設（本線）の詳細設計、仮側
道設計および用地測量を進めていく。

名古屋高速道路が岐阜まで延びるってほんと？
名古屋高速 16 号線以北の国道 22 号を２階建てにして
「名岐道路」を岐阜へ延伸する要望があります。
本年8月に、一宮市、岐阜市、各務原市、笠松
町、岐南町の3市2町で「名岐道路整備促進
期成同盟会」
（会長・中野正康一宮市長）が設
立。現在の名古屋高速16号一宮線以北の名
岐道路を延伸し、岐南インターへの接続を要
望。また9月には、同盟会のメンバー首長がそ
ろって愛知県庁を訪れ、名岐道路延伸区間の
早期事業着手に関する要望が行なわれた。
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一宮市博物館初！「浮世絵展 描かれた風景」が開催中！
歌川広重の『保永堂版 東海道五拾三次』全55図＋変わり図6図を展示

江戸時代より、浮世絵といえば、歌川広重
（1797 〜 1858）の《東海道五拾三次》が代表
格。特に第一場面の「日本橋」はよく目にする絵
図。しかし、今回紹介する「日本橋」にはよく知ら
れた絵図以外に、実はもうひとつの絵図があ
る！どうやら版元の依頼によって改作版が作ら
れたようで、今回の展覧会では『保永堂版 東海道
五拾三次』の日本橋から京都まで全 55 図に加
えて、変わり図 6 図を展示。見比べてみるとまる
で間違い探しのような面白さがある。初めて浮
世絵を観る人にもわかりやすく展示しているの
で、この貴重な機会を、ぜひお見逃しなく。

芸 術 と紅 葉

■特別観覧料（常設展を含む）
一般500円、高校・大学生300円、小・中学生200円
■開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで）
一宮市大和町妙興寺2390 TEL（0586）46-3215

NEW
博物館併設のカフェにも
cafe
驚きのモーニングが！

紅葉の名所へ行こう！

一宮

ふろーりす

一宮市起字下町 211
TEL（0586）62-9711

■営業時間
10:00〜16:00
月曜日休み
TEL090-8476-8361
〈喫茶のみの利用者は
博物館入館料不要〉

≪入館自由≫

一宮市尾西歴史民俗資料館
旧林家住宅
ヘルシーモーニング派には、フルー
ツもいっぱい入った「シリアル」

第15回

つり
もみじま

年
平成27
）
1日（土
11月2
）
日
（
22日

店長
おすすめ
「海鮮中華粥」
モーニング

0

〜15:3

10:00

江戸時代の代表的な町屋建築の様式
を伝える別館「旧林家住宅」は、平成 14
年に国の登録有形文化財建造物に指定。
四季折々の姿が楽しめる日本庭園は一
宮の紅葉の名所。京都から運ばれた石と
紅葉が織りなす風景は必見！

NEWS

お米から炊くこだわり！お粥の
中には海鮮の具がいっぱい！

開館して26年の博物館にゆったり
とくつろげるカフェを！との待望論 一番人気！
の中、博物館のリニューアルと同時に 「パンケーキ」
一角にカフェコーナーを新設。化学肥 モーニング
料や農薬未使用の有機 JAS マーク認
定。安心・安全、香り高い自慢の「有
機栽培コーヒー」
（￥400）が人気で、
特に さすが一宮！ と思わせる 3 種
類から選べるモーニングサービスは
必見！また、雨の
日には、ピラフ＋
ドリンクのセット
（￥ 800）が半額
になるのは驚き！
一宮市博物館館長
吉川宏之さん（右）
カフェふろーりす店長
田中政男さん（左）

モーニングタイム／10:00〜12:00

愛知県営公園「大高緑地」に自然体験型恐竜探険アトラクション誕生！

「ディノアドベンチャーライド名古屋」が来夏オープン！
愛知県では、大高緑地の一層の魅力向上を 【所在地】
名古屋市緑区
図るため、民間活力を活用した新たな公園施
大高町及び鳴海町
設「ディノアドベンチャーライド名古屋」を平成
28年7月頃、オープンさせる。事業者は（株）
エヌエーオー。大高緑地若草山西側斜面（約
3.2ha）
に動いて吠えるトリケラトプスやイグ
アノドンなどの恐竜（実物大模型）
３０体を樹林
地内に設置。カートに乗り太古の恐竜の森を体
験する自然体験型アトラクション。カートは約
20分で大人1,300円、中学生以下900円。

