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　一宮ジャンクションに建設中の一宮稲沢北イン
ターチェンジが間もなく完成、供用開始となります。
また西尾張中央道の踏切遮断による交通渋滞
解消と、苅安賀駅付近3カ所の踏切を除去するため、
苅安賀駅付近鉄道高架化事業も目に見えて進んで
います。

　本年１月、いよいよ中央道の東側
線路沿いに仮側道を設置する工事
が始まります。令和３年度は中央道
の西側線路沿いの仮側道設置工事
を順次進めてまいります。高架完成
後は踏切が解消され、西尾張中央
道の4車線化が実現。新濃尾大橋
も急ピッチで施工が進むなど、一宮
市の西の玄関口整備が次々と進み
ます。

名神高速一宮JCTに一宮稲沢北ICが間もなく開通！
苅安賀駅付近鉄道高架化事業も進む

　愛知県は名草線４車線化未整備区間である千秋町
地内において、令和２年度に測量・予備設計を終え、
令和３年度には引続き公安協議や地権者説明会等が
行われます。事業化へ向けた準備が急ピッチで進み
ます。
　岩倉市内については本年８月頃に４車線化工事
完了見込みとされています。国道22号線と41号線の
中間に位置する県道名古屋江南線が全線４車線化
されることにより、名古屋が益々近くなり、国道22号線
の渋滞緩和も期待されます。
　また名神高速道路スマートICを一宮IC～小牧IC
間に設ける調整が進められています。一宮市の東の玄関口整備を加速してまいります。

名草線（県道名古屋江南線）全線４車線化へ！

国・　 ・市をつなぐパイプ役に！県

一宮市制施行100周年　便利で住みよい中核市 一宮市へ！
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新春にあたり、皆さま方には健やかに令和３年をお迎えのことと存じ上げます。
　この１年、新型コロナウイルスの猛威により、マスク着用、手指の消毒、不要
不急の外出を控えるなど、私たちの生活は余りに大きな影響を受けました。
楽しみにしていた行事の多くは中止され、新しい生活スタイルを余儀なくされた
今もなお、その脅威は治まりません。１日も早い終息を願います。
　私は昨年５月まで経済労働委員会、その後は県民環境委員会に所属。
委員会では毎議会質問に立ち、県民生活向上のため発言を続けてまいり
ました。また６月議会では老朽化・狭あい化が限界に来ている一宮警察署を
テーマに取り上げ一般質問し、その解決に向け今も努力を続けています。
更に本年度は名古屋港管理組合議会 港営建設委員会副委員長に就任。

一般会計・特別会計決算特別委員会と愛知県都市計画審議会にも委嘱され、職務に専念いたして
おります。
　一宮市は今年市制施行100周年を迎え、４月より「中核市」となります。名岐道路は整備へ向けた準備が
急ピッチで進み、一宮稲沢北インターチェンジはこの春にも開通します。新濃尾大橋も目に見えて整備が
進み、一宮IC～小牧IC間にスマートIC設置に向け構想が深められるなど、他の市町村が羨むほどインフラ
整備が進捗しています。それに合わせ企業誘致も慌しく続いています。雇用確保と税収増により、医療・
福祉・介護など一層手厚い市民サービスが実現できます。中核市一宮市がこれからも「尾張の雄」として
更なる成長を遂げられるよう、私も県政の立場から応援してまいります。
　皆さまから議会へ送り出していただき間もなく丸２年が経過します。江﨑代議士秘書20年の経験を活かし、
国・県・市を繋ぐパイプ役として、地元の振興に努力を重ねてまいります。
　結びに、皆さまがコロナ禍に勝ち、本年も健康に恵まれ幸多き年となりますようご祈念申し上げ、引き続き
ご指導ご鞭撻を賜りますよう切にお願いし、新春のご挨拶といたします。

　“健康は生涯の財宝である” ご一統様には健康に留意され新春を迎え
られたことと存じ上げます。
　昨年は新型コロナに翻弄され、秋には「第三波」により混迷の日々が続き
新しい年に入りました。世界が共通の脅威と直面する今、国としても一日も早く
終息を見出せるよう対策を講じなければなりません。菅政権発足から３ヶ月余り、
米国ではバイデン新大統領が誕生、国内外は新しい局面を迎えました。
　我が一宮では、平成３１年４月に行われました地方統一選挙、県議選に
於いて、２０年の永きに亘り秘書を勤めてくれました平松利英君が見事初陣を
飾りました。この４月には県議三年目を迎えますが、下積みの経験と実績を活かし
堂 の々活躍です。

　本年、市制１００周年を迎え、中核市に移行する一宮市にとり、なくてはならない県会議員としての期待は
大きく、市、県、国、三位一体の連携を深めてくれるものと確信いたしています。
　国会では社会経済の再生、社会保障制度の充実に力を尽くしてまいります。地元では、『名岐道路』
延伸も全線高架化で着 と々進み、交通の要衝という利点を活かした地域の振興を実現し、さらに
防災・減災への取り組みとして、『国土強靭化』を一層推進いたします。
　『わが国の平和と繁栄、ふるさとの発展』のため、本年も緊張感をもって真摯に国政に臨み、職責を全う
いたします。
　結びに、ご家族みなさまのご健勝ご多幸を祈念し、年頭のごあいさつといたします。

　令和３年 新春　

愛知県議会議員
平松利英

自由民主党 総務会長代理
衆議院議員 江﨑鐵磨

明るい豊かな一宮市実現に向け 今年も全力投球！



愛知県
議会報告
Aichi Prefectural Assembly

６月議会 本会議場にて

委員会では毎議会質問
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●新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県内企業への影響把握について
●県は融資制度を拡充したが、その活用が困難な県内企業に対する支援について

令和２年２月定例会 ＜経済労働委員会　質問の要点＞

●休業要請協力金設置にあたり県内市町村との事前調整の実施について
●休業要請協力金設置にあたる市町村からの要望・要請について
●市町村に対して様々な負担をかける政策を行う機会がある中で、迅速な県民サービスを施行する
には市町村との事前調整が必要である。その点に関する本県の考え方について

令和２年４月臨時議会 ＜経済労働委員会　質問の要点＞

●医療機関の感染防止設備導入に対する支援
　→新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている病院だけではなく、

地域医療を担う病院や診療所、歯科診療所、調剤薬局など、医療機関
全般へ感染防止目的で導入する設備に対する支援が必要であると
考え質問に立ちました。

●保健所への常勤歯科医師、歯科衛生士の配置、口腔がん早期発見の取組み
　→本県は8020運動発祥の地であり、これまで地域歯科保健活動に力を注
いできた結果、県民の歯と口の健康は全国トップクラスを維持している。

　　今後もその維持のため、愛知県口腔保健支援センターの更なる充実に
向け、常勤歯科医師の配置、県下均衡ある常勤歯科衛生士の配置及び
退職後の切れ目ない補充配置が重要。

　　また、初期段階治療で５年生存率97％以上との報告もある口腔がんの、
早期発見に向けた取組み、口腔がん検診モデル事業が必要であると考え質問に立ちました。

●老朽化や狭あい化が進む一宮警察署建替えについて
　→築50年となる一宮警察署は、老朽化・狭あい化に加え駐車場も狭い。中核市に移行する一宮市
として、また大規模災害発生時には西尾張地域の中核防災拠点として、その機能を発揮しなければ
ならない。治安の維持は、県民の豊かな暮らしを支える前提条件であり、警察力を強化するため
必要であると考え質問に立ちました。

令和２年６月定例会 ＜本会議　質問の要点＞

●あいちトリエンナーレについて
●消費者トラブルの未然防止に向けての取組み
●単独処理浄化槽から合併処理浄化槽の転換促進に向けた県の取組み

令和２年６月定例会 ＜県民環境委員会　質問の要点＞

●コロナ禍での私立学校の現状と県の対応について
●CO2排出量削減に資する高機能換気設備の導入支援事業について

令和２年９月定例会 ＜県民環境委員会　質問の要点＞

●家庭ごみによる感染防止対策、ごみ処理場の対応状況について
令和２年11月定例会 ＜県民環境委員会　質問の要点＞

昨年は新型コロナウイルス感染症から県民生活を守るため、本会議
での一般質問をはじめ、委員会では毎議会質問に立ち、皆さまの
切実な声を県政に届け、対策を促進してまいりました。

他に一般会計・特別会計決算特別委員会でも多々質問しています。
愛知県議会HPから全ての本会議・委員会での質問や答弁が公表されていますので、是非ご覧ください。 https://www.pref.aichi.dbsr.jp/index.php/
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老朽化・狭あい化対策

横断歩道橋老朽化対策

野府川河川改修 

青木川河川改修

県道舗装修繕

都市計画道路整備延長

樹木の伐採除去 

交通安全対策

交通安全対策

交通安全対策

交通安全対策

交通安全対策

放置車両対策

違法駐車対策

横断歩道の排水対策

一宮警察署

浅井町尾関

木曽川町割田橋

丹陽町三ツ井橋

各地の県道

県道浅井清洲線

瀬時横断歩道橋

中小路交差点

富田方交差点

葉栗公民館前

奥町瀬古

各地交差点

尾張一宮PA付近

毛受住宅付近

野口・末広町内

６月議会で一般質問に立つ　建替え協議進む

大がかりな改修を実施

未着手区間の整備に向け具体的な協議進む

未着手区間の整備方法について協議進む

町内要望を受け、大赤見・加茂他 実施

西大海道整備促進、赤見校区も協議始まる

歩道橋に被さる桜の大木を除去

横断歩道の位置調整とガードレール新設

右折レーン設置を視野に協議始まる

歩道整備に向け県・県警・宮田用水と協議進む

交通規制見直しを実施

消えかかった停止線や止まれ標識･ミラーの改修

放置車両撤去に向け県警と対応中

違反車両取締りや新たな駐車場確保に向け協議中

冠水する横断歩道の排水対策を実施

ご相談・お困りごと対応状況（一部抜粋）

③野府川割田橋付近のみ未整備 ⑦通学路の毛虫・鳥フン被害を解決

撤去前 撤去後撤去前 撤去後

⑧ガードレール新設により歩行者の安全確保
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皆様のご相談・お困りごとをお聞かせ下さい
愛知県政に関わるご相談はもとより、危険
な場所、不便な個所、災害対策、子育ての
課題、高齢者のサポートなど、何でもご相談
ください。 皆様の声をカタチにするため、
平松としひでが迅速に対応いたします。 
お気軽にご連絡ください！

平松利英
Mail：info@hiramatsu-net.com

愛知県議会議員

Facebook

日々の活動報告はFacebookにて発信中！ ※共に平日10：00～15：00です。 時間外及び土日祝日は事前連絡願います。
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山下病院

ローソン

セブン
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一宮年金事務所

墨歯科医院

平松利英
県政事務所

駐車場
No.2～5

八幡2丁目

野口2丁目

平松利英県政事務所
〒491-0911
一宮市野口2-12-１ 日幸ビル3F
TEL：0586-52-5551
FAX：0586-52-5651

平松利英県政事務所本部
〒491-0811
一宮市千秋町加納馬場字松下66-1
TEL：0586-64-7951
FAX：0586-64-7952


