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今年は愛知県政150周年です!
愛知の未来を創り上げる原動力は「人」であります。

子ども・若者・女性・高齢者・障害のある人など、全ての人が活躍できる社会の実現に向けた取組をさらに加速します。
今年1年が、皆さまにとり素晴らしい年となりますよう心から祈念申し上げます。

秋にジブリパーク開園！
「青春の丘」「ジブリの大倉庫」
「どんどこ森」の3エリアが開園し、
「もののけの里」、「魔女の谷」の
2エリアも本体工事に
着手します！

リニア大交流圏の形成に向け、
名古屋駅のスーパーターミナル化や
鉄道ネットワークの充実・強化、
中部国際空港二本目滑走路を推進します！

「ステーションAi」を中心とした
愛知独自のスタートアップ・エコシステムを
推進し、「愛知発イノベーション」の
実現を目指します。

東京オリンピック・パラリンピックに続く
次なる大きな目標、2026アジア競技大会
（愛知・名古屋大会）開催に向け、
愛知県新体育館の建築を進めます！

提供：愛知県、名古屋市1

国・　 ・市をつなぐパイプ役に！県
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県内公立小中学校の
エアコン設置状況

普通教室 … ほぼ完了
特別教室 … 約５０%
体育館 … まだ1%
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学校体育館は災害対策基本法に基づく避難所
として指定されている。

　しかし近年の夏の暑さは異常。屋根温度は60℃近くに。
エアコンが設置されていない学校体育館を、夏場の避難所
として使用することは不可能。

　大規模災害により電気
や都市ガス等のライフラ
インが寸断された状況に
おいても空調設備が利用
できることが大前提であ
り、防災面から災害時に
強いLPガスGHPエアコン

（電源自立型エアコン）の設置が有効だ。
　空調設備を備えた避難所が県下で偏ることのないよう
県独自の財政支援の実施、県立学校体育館へ空調設備
設置推進について本県の考え方を問う。

学校施設の防災機能強化は重要な課題。2021
年度から「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化
対策」として、体育館の空調設備設置が位置付けられ国庫
補助制度も充実。国の事例集を活用し、市町村に先進的な
取組の情報提供を行うとともに、国に対して予算が確保
されるよう強く働きかける。
　今後、避難所として指定された県立学校の体育館に
おける空調設備の在り方について、ＬＰガスを含め熱源の
多様化を研究する。

平松利英
質 問

答 弁

飲食店は休業・時短要請により、極めて困難な
経営環境に直面している。要請に応じず深夜

営業し、酒を提供する店舗に
客を取られていないか、取ら
れた客は戻ってくるのか。外食
を控える生活に変容した社会
から従来の環境に戻るのか。
　時短等の要請が全面解除さ
れる日を心待ちにする反面、
解除後の明るい未来を描く
ことが非常に困難だ。
　こうしたなか、コロナ禍に
おいても安心な店舗である
ことを周知・証明できる「あいスタ認証」制度が始まった。
　「あいスタ認証」の現時点における申請・認証の状況と
移行に向けた考え方、飲食店の制限緩和に対してどのよう
に対応するのか伺う。

「あいスタ認証」は９月27日現在、認証申請が
20,763件、認証済は10,732件。さらに認証店の普及に
努め、申請店舗の認証を早期に進める。
　飲食店の制限緩和について、10月１日からあいスタ
認証店には午後９時まで、認証店以外の店には午後8時
までとし、一定の制限緩和をする。
　今後、国において制限緩和の具体化が進められる状況を
注視し、本県の対応をしっかりと検討する。

平松利英
質 問

答 弁

体育館へ空調設備設置 ニューあいちスタンダードの運用

体育館への空調設備の設置は、日常、
児童生徒の授業や部活動、地域住民の
コミュニティー活動の場として必要で
ある上に、大規模災害時には避難所と
しての役割を果たすことから、空調
設備の設置が極めて重要です。
しかしながら現在、県下の公立普通学

校でエアコンのある体育館は大府市内の中学校のみ。
今後エアコン導入が進むにあたり、災害時に強いLPガス
方式による電源自立型エアコンの設置が有効です。

平松としひで
本会議一般質問

ポイント
の

あいスタ（飲食店における第三者認証
制度）は、愛知県が飲食店の感染対策
に関する基準を定めた上で、個々の
飲食店を訪問し基準適合性を確認して
認証する制度です。
飲食店側も利用者側も、共に安心して
提供・飲食ができる仕組みです。

更に、利用者側がワクチンパスポートや陰性証明書を
提供することにより、より安心して飲食できる店内を
目指す仕組みが「ワクチン・検査パッケージ」です。

平松としひで
本会議一般質問

ポイント
の

令和３年9月定例会

昨年９月の定例会で本会議場に登壇
県民生活を守り、社会経済活動を継続していくため、
皆さまの切実な声を取り上げ、県政に届けました。

本会議 一般質問 ここから動画が見られます⇒
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自動車産業は部品調達状況などを踏まえ
減産。すそ野の広い関連産業の業況や消費者

の購買意欲の下押し要因にならないか懸念される。
　一宮市では多くの繊維企業が人流抑制や外出自粛の
長期化による需要低迷に加え、大規模小売店舗への時短
要請やバーゲンセール縮小の影響を受け、厳しい経営
環境が続いている。
　県では、引き続き厳しい経営環境にある中小・小規模
企業の支援に、どう取り組むか、また今後どのように本県
産業の振興に取り組んでいくか伺う。

県融資制度の拡充、休業・営業時間短縮要請
に係る協力金の迅速な交付に努め、「愛知県中小企業者等
応援金」について制度を拡充し支援する。
　併せて、感染症と共存する新しいビジネスモデルや生産
性向上の実現を目指して挑戦する中小・小規模企業を
支援するため、産業空洞化対策減税基金、中小企業応援
ファンドを活用した新技術・新製品開発支援に加え、
新サービス・新製品開発・販路拡大に対する助成のほか、
専門家によるデジタル技術の活用・導入の支援など、
資金面・技術面からの支援を強化する。
　今後の本県産業振興については、自動運転・ロボット・
ドローンといった革新的技術の社会実装や、研究開発
機能・立地環境の整備に取り組み、「STATION Ai」を中核
とした国際的イノベーション創出拠点の形成や、中小・
小規模企業のデジタル技術導入支援、テレワークを始めと
する多様な働き方の促進、産業人材の育成など、本県産業
の競争力強化を先導するプロジェクトを着実に推進する。
　併せて、世界からヒト・モノ・情報を取り込み、グローバル
な連携、国内外との交流を通じて産業拠点機能の強化、
地域の魅力向上にも取り組んでいく。

令和２年１０月より令和３年１０月まで１年の歳月をかけ、
議員提案条例の策定に取り組んでまいりました。

地方議会議員は「議案提出権」
に基づき、議案を議会に提出す
ることができます。提出された
条例案が成立したときには、首
長提案の条例と区別して「議員
提案条例」といいます。

日本には相当な数の法令や条例が存在していますが、
国や地方自治体の多くの法令は、全国一律の基準や
政策に基づいて作られています。そのうえ所管省庁
ごとの縦割りで組み立てられているため、生活者の
視点や地域の特性を尊重する観点から実情にそぐわ
ないものも少なくありません。

地域住民の声に耳を傾けるのは、役所よりも議員の
方が近い立場にあると言えます。議員が生活者として
の地域住民と同じ目線に立ち、課題を解決するため
の議案を提出する。それが「議員提案条例」です。

令和２年１０月、私は愛知県議会自民党県議団の中
から「政策条例策定検討会議」構成メンバーとして
選出され、10名の議員と共に１年間議論を重ね、条例
づくりに取り組んでまいりました。
そして令和３年１０月、議員提案条例となる「愛知県
木材利用促進条例」が本会議場で可決成立しました。

本条例は、①県産木材の利用促進を最も優先する。
②森林の有する多面的機能の発揮を図る。③消費地
に近接した地域の森林原木の優先的利用に努める。
などを基本理念としています。

当初は県産木材の利用推進に的を絞った条例案と
する方針でした。しかし尾張地域は木曽・東濃などの
産地に近く、歴史的にもそれら産地の原木を利用し
今日があります。よって消費地から選出されている議員
として、遠方となる東三河から原木を運ぶことに限定
せず③を追加し、運搬時のCO2削減に考慮するべきと
いう私の主張も反映された条例ができあがりました。
とても貴重な経験となりました。

答 弁

ウィズコロナ・アフターコロナに
おける産業振興
平松利英
質 問

政策条例策定検討会議の一員に

議員提案条例ってな
に？
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ワクチン接種予約が取れない
時短・休業要請の詳細を知りたい
県道舗装修繕
県道舗装修繕
県道舗装修繕
県道舗装修繕
県道舗装修繕
県道舗装修繕
県道舗装修繕
県道舗装修繕
国道舗装修繕
交差点改良
交差点改良
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
交通安全対策
交通安全対策
交通安全対策
都計道路整備
樹木伐採除去
護岸修繕整備
放置車両対策
企業誘致
郵便ポスト新設

千秋町
千秋町勝栗
小赤見交差点
瀬部四日市場
萩原商店街
萩原町西宮重
木曽川町黒田
木曽川町里小牧
大赤見
西大海道
大毛交差点
春明～張渕
葉栗中学校前
下川田町
萩原町滝
今伊勢町石刀
北方中島交差点
木曽川町福塚
千秋町小山
西大海道～柚木颪
丹陽町五日市場
木曽川町内割田
せんい団地
一宮稲沢北IC
北小渕

予約可能な医療機関を調査し情報提供
分かり易い案内を作成し飲食店へ郵送
名草線　大掛かりな補修を本年度実施
県道井之口江南線修繕を本年度実施
交差点の舗装修繕を本年度実施
県道一宮犬山線修繕を実施
県道一宮清洲線修繕を実施
一宮西中野線修繕を実施
県道江南木曽川線の大掛かりな修繕協議進む
県道西萩原北方線の歩道補修実施
国道155号修繕を本年度実施
東西右折レーンを本年度整備
県と右折レーン設置事業化に向け協議進む
速度規制とハンプ整備実施
歩道橋下の歩道設置設計業務中　来年度施工へ
平和堂前歩行者信号を本年度設置
歩道未舗装区間を本年度整備
事故多発交差点に一時停止規制設置
走行車線の見直しを実施
通学路に横断歩道を２ヶ所設置
米乃家前歩道の街路灯移設及び植樹帯防草対策
新規事業化　用地取得へ進む
五条川の雑木伐採を本年度実施
野府川護岸修繕整備と防草対策を実施
長期間放置車両の撤去を実施
大手企業３社を誘致成功
北小渕公民館前に郵便ポスト新設

ご相談・お困りごと対応状況（一部抜粋）

⑭抜け道を30km速度規制

⑱一時停止規制で事故激減

㉗町内待望のポスト新設！
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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


