
長久手の交番の歴史は明治10年岩作東中

に岩作交番が開設し、大正4年宮脇に長久

手交番が駐在所として発足してから昭和、

平成、令和と人口が増加するなかで新たな

交番設置がなされていませんでした。一方

で県警本部では治安維持のためには新た

に交番を設置するのではなく、集約して機

能強化を図る方針へと転換し、新設交番の

設置は困難な状況へと変わっていきまし

た。その間、長久手市では南へ大きく人口

が増加し、それに比例して犯罪件数も増加

する中で、市が洞小学校自治会連合会から

署名による早期交番設置の要望書を頂き

ました。その後、交番設置に向けて、数年間

にわたり南小学校自治会連合会、市が洞小

学校自治会連合会の会長さん達と粘り強く

県警本部へ現状を訴え続け、併せて昨年に

は大村知事へ直接に要望を行う中で、本年

度、県議会にて新設交番設置の予算付け

を行うことができました。（管区は南小学校

区、市が洞小学校区、日進北部地域）来年3

月の開所予定ではありますが、現在は新設

交番設置にあたり警察人員の確保に向け

た取り組みを引き続き行っております。具

体的には緊急の場合は警察官2名で動くた

め、人員2名ではその都度、空き交番化して

しまいます。交番開設に間に合うよう、まず

は3名の警察人員の確保に向けた取り組み

を進めております。

愛 知 県 議 会 議 員

足

軽 通 信

長久手市長配3丁目210番地　TEL0561-61-2225/FAX0561-62-9511　　　ishi43@peach.plala.or.jp連絡先　

石井よしき
2020 ・秋号　
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公約でお約束した、
長久手南交番（仮称）開設

コ ロ ナ 対 策 予 算
● 9月議会で議決した予算●   

専門病院を開設し、
患者受け入れ体制の
強化を図ります。　
岡崎市立愛知病院を活用し100床確保の上、中
等患者及び高齢者の重点的な受け入れを行い
ます。

26億円

PCR検査体制を
拡充します。　 42億円

患者、疑い患者を
受け入れる医療機関の
支援をします。

42億円

試薬等の購入、検査機器の支援、検査員の派遣
委託、業務委託（藤田医科大学など）。

重点医療機関（30医療機関）、疑い患者受け入
れ協力医療機関（33医療機関）、並びに設備整
備費補助。

児童生徒の
心のサポート体制を
充実します。    68百万円
スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカーの追加配
置。SNSによる相談（対象：全県
立高校　時間：平日17時から22
時まで）。

県立高校の衛生環境の
整備を進めます。 

28億円
トイレの洋式化を加速します。
空調未整備校の整備、県立肢体
不自由特別支援学校のスクール
バスの購入。

遅れていたICT環境の
整備を進めていきます。 

21億円
県立高校においてインターネッ
ト回線の追加整備、全教室に大
型提示装置を整備、生徒用端末
の整備、特別支援学校の障がい
の特性に配慮した入出力支援
装置の整備。

交通安全対策の強化を
行います。　　　 １億円
信号灯器のLED化 521本、道路
標識の更新 462本、道路標示の
更新 50㎞。
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県の特別養護老人ホームの
整備計画について

福祉医療委員会
にて質問

右折車線の延長
道路を拡幅整備
左折車線の追加　
都市計画幅にて道路拡幅整備
長久手ICへ左折車線追加

北進右折滞留長延伸
左折専用橋梁整備
南進左折車線追加
左折フリー化にするため地下歩道の整備
　

交通渋滞緩和のために
道路改良を行ってまいります　　
　　　　　　　　　　

❸長久手IC交差点
名古屋方面への
交通円滑化

❶前熊東OFFランプ
名古屋方面からの公園西駐車
場方面の交通円滑化

❷田籾名古屋線　
　力石名古屋線
名古屋方面、
長久手方面への
交通円滑化

❹公園西口交差点
駐車場出入り強化

❺公園北口交差点
瀬戸方面への
交通円滑化

長久手IC

前熊東
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3 ※現時点で想定している対策内容を整理したものであり、今後、更

なる追加改良、各種調整を経て、対策内容を具体化していきます。

計画予定図 2020.6.25

　稲、麦、大豆の主要農作物は戦後、食糧

の安定供給のため、国が種子法を策定し

優良な種子の生産や普及に努めて参りま

した。しかし、国は平成30年4月に種子の

品質が安定したこと等を理由に種子法が

廃止されました。

　これを受けて県では独自に要綱を定め

体制の維持に努めて参りましたが、県の責

務として食料を守るとい

う観点から種子の安定

供給と安心安全を図る

施策を明確に打ち出し、

併せて財源措置を制度

的に担保していく必要性

を感じる中で、この度、国で言う議員立法

にあたる議員提案条例の提案者として種

子条例策定にむけて取りまとめを行い、議

会に上程し全会一致で可決されました。

今後も暮らしに関わる多くの条例を策定

して参ります。
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県内主要農作物（米・麦・大豆）を守る県内主要農作物（米・麦・大豆）を守る
「主要農作物種子条例」が制定「主要農作物種子条例」が制定
米・麦・大豆の「タネ」の開発・生産・供給体制を強化！米・麦・大豆の「タネ」の開発・生産・供給体制を強化！

暮らしのことなど、お見かけの際はいつでもお気軽にお声がけください

市内を自転車で走っております　　

過日、県で特別養護老人ホーム
の待機者数調査を行った。3年

に一度実施されるもので公表されたデ
ータによると前回7,339人の待機者は
4,467人と減少した。しかし、この間、高
齢者数並びに要介護認定者は増加傾
向にあり、県の計画通りに整備しても
尚、不足が生じるにも関わらず、どうし
て減少したのか？

各施設から回答された待機者名
簿から入所申し込み後の死亡者

並びに名前が重複している人を除外し
数字が減少した。事務的に整理が十分
でなかったと認識している。

この待機者数の数値に基づ
いて特養の整備計画が県で

策定される。過剰な設備の建設は最終的
に受益者である県民の介護保険料の値
上げを意味する。待機者数が変われば整
備計画も早期に変更すべきである。

埼玉県でも議会が建設予算を
凍結した事例がある。介護人材

不足により702床の空きベッドがあるに
もかかわらず、建設予算を計上したた
めである。県内で人材不足により稼働し
てないベッドはどれくらいあるのか？

手元に数字はないが、今年の4
月1日現在で94.4％の利用率と

なっている。

待機者はいるが利用されて
いないベッドがある。また待

機者数も上記のように変更している中で
来年度新たに第8期の整備計画を県で
は策定する。市町村、施設とも密に情報
を共有し実数であるデータを基に策定し
なければならない。また、住宅型有料老
人ホームなどの状況を勘案した計画を
策定すべきである。
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