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●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、編集長
●平成12年2月　　㈲お茶の間通信社を設立、代表取締役
●平成15年4月～　愛知県議会議員に初当選、現在5期目

プ
ロ
フ
ィ
ー
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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　民主党愛知県議員団政務調査会長
平成21年5月～22年5月　愛知県議会健康福祉委員会委員長
平成24年5月～25年5月　民主党愛知県議員団幹事長
平成25年5月～26年5月　名古屋港管理組合議会監査委員
平成26年5月～27年5月　民主党愛知県議員団副団長
平成27年5月～28年5月　産業振興・環境対策特別委員会委員長
平成29年5月～30年5月　名古屋競輪組合議会議長
平成30年5月～令和元年5月　新政あいち県議団団長

事務所のご案内

愛知県議会議員　高橋正子

日本初！国際空港直結型！日本初！国際空港直結型！

愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」が８月30日オープン!
　常滑市の中部国際空港島に、新たなビジネスや文化の交
流拠点として愛知県国際展示場「アイチ・スカイ・エキス
ポ」がオープン。“国際空港直結型”で、国内外あらゆる
場所からスムーズにアクセスできる国際展示場は日本初！
　展示面積は約6万平方メートルで、柱のない1万平方
メートルの大空間「展示ホールA」では大規模コンサート
やe-スポーツイベントなどに。ホールB～Fを一体利用す
れば国内最大規模5万平方メートルの広さになり、国際的
な展示会などにも利用できる。そのほか、様々なシーンに
応じて18室の会議室、フードコートも完備。館内全体が
次世代の高速移動通信方式「５G」に対応し、海外からの
展示物に関税がかからない国内唯一の保税展示場であるこ
とも強み。

日本最大の広さを

誇る50,000m²の
展示ホール

柱のない
10,000m²のホール

日本で4番目に大きい
約60,000㎡の

国際展示場

■ 愛知県社会福祉大会／2019年10月30日（水）
■ The Collection（海外スーパーカーの展示会）／2019年11月9日（土）～10日（日）
■ 愛知・知多半島マーケット2020／2020年1月25日（土）～26日（日）

■ HAPPY MAMA FESTA／2020年2月28日（金）～3月1日（日）
■ 第5回あいち・じもと農林漁業成長応援「食」と「農」の大商談会／2020年３月5日（木）
■ 鉄道フェスタin「Aichi Sky Expo」／2020年３月20日（金）～21日（土）
■ ロボカップジャパンオープン2020あいち／2020年３月20日（金）～22日（日）

「アイチ・スカイ・エキスポ」の運営権対価収入を原資とした「展示会産業振興基金」を活用して、官民連携による催事を開催。
官民連携による催事開催スケジュール

区分郵便



　令和元年愛知県議会９月定例会は９月20日から開かれ、総額132
億2,670万円の補正予算案と、条例の制定など27議案を提出。
おもな議案と予算額は次の通り。

トピックス

　一宮市今伊勢町馬寄の石刀神社で約400年続く「石刀祭（いわとまつり）」が
2019年8月6日に、愛知県の無形民俗文化財に指定された。石刀祭は、祭りの
世話を担当する「頭人（とうにん）」に派手な馬具で飾り立てた飾り馬「献馬」、か
らくり人形を操る三層外輪形式の山車（だし）で構成。関ケ原合戦の際に徳川氏
が陣営を設けたことで神社境内が荒廃し、のちに神社修復とその祝いに山車・

馬を奉納したのが始まりとされている。献馬と操り人
形が付随する山車が併存するのは稀で、さらに祭りに
世話人「頭人」行事が山車行事とともにあるのは極め
て珍しい。祭りは毎年4月に開催される。

令和元年9月定例県議会
主な審議内容

西尾張インターチェンジ（仮称）が
仕上げの段階に！

新濃尾大橋（仮称）は桁製作に入る！ 苅安賀駅付近鉄道高架は
仮側道の用地確保に目途。

名岐道路は計画段階評価手続き

2019年度愛知県議会・常任委員会は    　　　　　　　 に所属。建設委員の目で、

　2020年 10月に開催される「あ
いちロボカップ AP2020」のプレ
大会として、2020年 3月20日～
22 日に愛知県国際展示場「Aichi 
Sky Expo」で国内大会を開催。

ロボカップジャパンオープン 2020 愛知を開催

一宮南西地域・稲沢市方面から東海北陸自
動車道へのアクセス強化と、主要地方道岐
阜稲沢線（西尾張中央道）の渋滞対策を図る
ため、東海北陸自動車道のインターチェン
ジを新設する事業を進めてきたが、令和２
年度末に完成できる見込みに！今年 10 月
からいよいよ最
後の桁架設が始
まっており、料
金所や舗装と仕
上げの工事が行
われる。

　濃尾大橋の渋滞緩和と岐阜県との地域間
交流を図るため、一宮市と羽島市間に新し
い橋の整備を進めてきた。既に木曽川の両
岸に橋台がそれぞれ１基、川の中に橋脚が
５基完成しており、現在、残る橋脚３基の施
工に取り掛かっている。　新たに橋梁上部
工（橋長 L=759ｍ）が始まる予定で、今年は
愛知県側の 335.4
ｍの桁製作に着手
し、順調にいけば
2020 年代半ばに
完成予定！

　名岐道路は一般国道 22 号の一宮市内の
交通円滑化や交通安全確保、地域経済の成
長などのために地域高規格道路として計画
されている。現在、名古屋高速の一宮中イン
ターチェンジと東海北陸自動車道一宮木曽
川インターチェンジの間の延長約６㎞を対
象に、国により路線の整備方針案などにつ
いて、自治体・関係団体・地域住民などの
間で意見聴取が行われている。国道 22 号
にどのような構造で新たな道路が造られる
か、期待が集まっている。

　主要地方道岐阜稲沢線（西尾張中央道）と
名鉄尾西線の交差部において、鉄道による
踏切遮断と、前後区間で４車線から２車線
への車線減少による慢性的な渋滞を解消す
るため、鉄道高架化を行おうとしている。こ
れにより、岐阜稲沢線を始めとして３箇所
の踏切がなくなり、新たに３箇所の交差道
路が整備される予定。鉄道高架を整備する
にあたって、これまで仮側道整備をするた
めの借地交渉を行ってきた。この借地用地
の確保がほぼ最終段階に至り、仮側道の整備
が始まる準備が整いつつある。来年から仮側
道の工事と同時に、観音寺駅から東の鉄道工
事の準備が進められる。

3,867万円

1,435万２千円

豚コレラ緊急対策として、農家営支援
や防疫体制強化などを推進

防疫対策の推進や農家経営支援、養
豚農場緊急消毒実施費など防疫体
制の強化、野生イノシシ移動防止策
の設置による感染拡大防止対策。ま
た、あいちの豚肉消費拡大のための
PR にも努める。（外に債務負担行
為　12億7,099万８千円）

38億9,822万２千円

愛・地球博記念公園の駐車場検討や
周辺道路の対策検討を推進

9,900万円

知多半島観光圏協議会などが実施主体
で、観光・産業・物産・グルメなどのブー
ス出展やステージショー、グルメキッ
チンカーも登場。

愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」で、
知多半島の魅力を発信する観光フェアを開催

7,520万円

ジブリパーク開業に向けた公園整備の推進
　地域医療介護総合確保基金を活用し、
介護職員の職場環境の改善および介護
サービスの向上を図るため、介護事業所
の業務を効率化する ICT 機器の導入に
対して助成。

介護事業所の ICT 機器の導入を支援

　スタートアップ企業の創出・育成・展開を図るための本県
の拠点施設となる、スタートアップ支援拠点「ステーションAi
（アイ）」を、名古屋市昭和区の鶴舞公園南側にある「県勤労会
館」跡地に整備するための調査に乗り出す。オープンは2021
年度の予定。PFI（民間資金活用による社会資本整備）で施設を
整備し、運営権を民間に売却する「コンセッション方式」を採
用。（外に債務負担行為　9,460万円）

　来園者の円滑な案内・誘導や安全な移動に係る公園整備
の基本設計に着手。北エントランスを整備して総合案内セ
ンター（仮称）の設置に必要な基本設計と、公園サインの基
本設計、「ジブリの大倉庫エリア」から「どんどこ森エリア」
をつなぐ園路の基本設計。「青春の丘エリア」の『地球屋』の
整備調査と検討を行う。

　駐車場確保に向けた測量や配置計画等の検討を実施するほ
か、県道力石名古屋線をはじめとした公園周辺の道路について
交通渋滞緩和に向けた対策の調査設計を実施。

スタートアップ企業を積極的に支援
するため、支援拠点の整備を推進

2,438万９千円

SDGs 未来都市あいちの推進

　本県はこの７月に国から「SDGs 未
来都市」に選定され、８月には「愛知県
SDGs未来都市計画」を策定し、2030
年のあるべき姿や今後 3 年間に先導的
に進める取組を設定。また、SDGsの普
及啓発と生物多様性保全等にも積極的
に取り組む。
<SDGsの概要>
国連サミットで採択された経済・社会・環境にかかわる 17 の目標
を国際社会全体で取り組む。

2,000万円

5,220万円

建 設 委 員 会 地元一宮の建設ビッグプロジェクトにズームイン！地元一宮の建設ビッグプロジェクトにズームイン！

令和元年9月定例県議会
主な審議内容

新濃尾大橋

イメージ

「石刀祭（いわとまつり）」が
県文化財に指定！
「石刀祭（いわとまつり）」が
県文化財に指定！

「石刀祭」は、参加する全員が“主役”のまつ
り。400年の歴史を誇る「石刀祭」の伝統
を重んじ、大切な祭りだからこそ“省略”
することなくきちんと伝統を守っていき
たい。今回、県指定文化財になったこと
は、祭りの継続の力強い後押しになる。

石刀神社 木全宮司

一宮市今伊勢町馬寄字石刀２

　大正13年（1924）に竣工した旧葉栗郡木曽川町の町会議事堂（国
登録有形文化財）の建物を再生した資料館で、アメリカ・ビクター社製
の大型手回し型蓄音機「ビクトローラ・クレデンザ」（大正元年製造）の
素晴らしい音色を“ライブ”で楽しむことができる。平成25年に一宮市
内の70歳代の男性から寄贈を受けたもので、同蓄音機が国内で“現
役”稼働するのは金沢市蓄音機資料館と九州大学、そして木曽川資料
館の3か所のみ。レコード盤のコレクションは大正14年から昭和35年
までの昭和歌謡、クラシック、ジャズなど4,300枚。究極の蓄音機の音
色を楽しみたい方は、事前に問い合わせを。

一宮市木曽川資料館

旧葉栗郡木曽川町会議事堂の建物
国登録有形文化財！

現役は日本で 3台！？という蓄音機。
臨場感あふれる音色を体感！
現役は日本で 3台！？という蓄音機。
臨場感あふれる音色を体感！

この手回し型機械式蓄音機は、資料館館長の川井達朗
さん（右）とメンテナス職人の平松達郎さんが奏でる。

一宮市木曽川町黒田字宝光寺18-1　（名鉄新木曽川駅から徒歩3分）
TEL（0586）87-5197　開館時間／9:30～ 17:00　月曜日休館

「ビクトローラ・クレデンザ」
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NPO法人　響愛学園NPO法人　響愛学園

Kyoai 小さな芸術の森

　何らかの障がいをもった幼児から成人、そして健常者も対象に、音楽や
アートを通して素晴らしい才能を見つけ出し、感性を育てる人間教育を目
指すNPO法人「響愛学園」は開園して9年になる。
　一宮市時之島地区内にある“Kyoai 小さな芸術の森”と呼ばれる学び舎
は、アートと音楽を通して障がい者の日常生活や社会生活を総合的にサ
ポートする。児童発達支援・放課後等デイサービス「マーシーアート」「マー
シーミュージック」では、18歳までの支援が必要な子供たちに専門的な
技術指導や療育を行いながら絵画や造形など自由にアート作品を制作し
たり、音楽でコミュニケーション能力を向上させたり。就労継続支援B型
事業所「ハミング」は、芸術表現活動を「仕事」として続けていくことができ
る場所。この芸術の森では、多目的スペースの「アートホール」や、手織り体
験、カフェにショップも併設し、地域間との交流を積極的に進めている。

　いたるところに学園生のアート作品が飾
られている店内。専属のシェフはイタリア
料理が得意で「身体にやさしい料理を提供
したい」と、素材の味を引き出す調理法や季
節の野菜をふんだんに使った健康ランチが
おすすめ！モーニングサービスもシェフ手
作りでなかなかの人気！また、14：00か
らのカフェタイムでは、シェフのお手製
「ティラミス」や「シフォンケーキ」などが味
わえる。営業時間は9：00～16：00。

障がいのある人もない人も共に教育を受け
ることで積極的に社会参加・貢献ができる
「共生社会」の形成を目指す。
2006年12月の国連総会で採択された「障
害者の権利に関する条約」で示された。

インクルーシブ教育とは

Ori Cafe   ハミング

▲コーヒー（￥300）にプラス
￥100で豪華なシェフ手作り
のイタリアンモーニングに！

西洋料理専門調理師
や製菓衛生士の免許
も取得。調理師学校
教師や子ども食堂の
運営経験もある。

▲スープランチ (￥800）／野菜のコクを味わう
スープ「ミネストローネ」と焼きたてパン「フォ
カッチャ」にサラダ、デザート、ドリンクが付く。

山田英樹シェフ

「アートホール」は一般開放もしている。
（貸出は1時間￥1,000）

障がいの有無ではなく互いに認め合い、
社会とつながり自立することを支援する福祉施設。

手織り体験教室手織り体験教室
1 回の体験でコースターを 5 枚織ること

ができる（月曜～金曜日 10:00 ～ 11:30、

13:30 ～ 15:00 ／料金は￥2,500（糸代

含む）／〈予約制〉 070-5337-4309

インクルーシブ教育インクルーシブ教育

一宮市時之島妙光寺6-1
TEL（0586）64-8491

◀カレーランチ (￥800）
ベジタブルミンチとこだわりの
スパイスを使ったキーマカレー

オーケストラの場を通して健常者
も障がい者もお互いに認め合い、響
き合うことができるかを目的に
2015年7月に結成。常時メンバー
を募集。年齢制限も障がいの有無も
問わず、シンフォニーでは練習の集
　　大成として、一年に一度コンサ
　　　　ートを開催している。

インクルーシブルオーケストラ「シンフォニー」

両郷町

テラスウォーク

大赤見

時之島
至江南

155

22
Kyoai
小さな芸術の森
ニトリ

Kyoai
小さな芸術の森

活動報告「お茶の間プレス」＆「お茶の間プラ
ス」を定期発行し、県議会を、そして愛知県の
魅力を紹介すると共に、高橋正子の活動も身
近に感じてもらえる取り組みをしています。

県政をわかりやすく！議員活動の見える化を推進！

雑学を交えてわかりやすくお話させて頂きます。
お気軽にお問い合せください。

少人数からの座談会・ミニ集会・
講演会も行なっております。

少人数からの座談会・ミニ集会・
講演会も行なっております。
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