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◉妊産婦アクセス支援

◉不妊治療アクセス支援

◉第２子以降０〜２歳児の在宅育児への支援金／保育料無償化の開始

リトルベビーハンドブック
早産などで小さく生まれた赤ちゃん

「低出生体重児（2,500g 未満）」
とその家族のための「リトルベビー
ハンドブック」の導入を県と県議会
へ要望。➡2023年春に完成予定！

動物愛護
「岩手県の動物愛護行政に関する
請願」「岩手県の動物愛護行政に
厳正化を求める署名と要望書」を
県議会と県へそれぞれ提出。 ➡
2023年3月までに『（仮）県動
物愛護センター（県と盛岡市の共
同）』の候補地の選定に努力する

パートナーシップ制度  
「性的指向・ジェンダーアイデンティ
ティ・表現と人権の取組に関する要
望書」を県内６団体の皆さんと県
へ提出。 ➡2023 年 3月までに
『（仮）いわて版パートナーシップ制
度』に対する「指針」を作成！

▲リトルベビーサークル岩手「めんこいわらしっこ」

▲「岩手大学LGBTs学生団体Poi」、「岩手レイン
ボー・ネットワーク」 、「いわてレインボーマーチ」 、「盛
岡大学レインボーサークルCYMA」 、「れいんぼーアラ
イいわて」 、「ろうLGBT東北」 

　任期も残すところあと半年になりました。コロナ禍で活動に制約がある
中でも、県民の皆さんとの対話を重ねることを大切にし、「岩手の未来を
私たちの手で」のスローガンのもと、皆さんと一緒に声を上げる活動（要
望）をしてきました。皆さんにとって身近な議員そして議会をこれからも目指
し、次世代育成にも取り組んでまいります。以下一部をご紹介します。

県民の皆さんとの地道な活動が
  実現・前進  〜感謝と共に〜

編集発行／吉田けい子事務所
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〜岩手の未来を私たちの手で〜

▲「NPO法人もりねこ」、「アニマルファースト」、「サ
ニーヴィレッジ」
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妊産婦の通院等に対する支援はこれまではハイリスク妊産婦に限定さ
れていたものが、すべての妊産婦に対象者が拡充されます！

これまでは治療費への助成のみでしたが、交通費への支援が開始され
ます！ 不妊治療休暇制度に関する企業への働きかけが強化されます！
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一 般 質 問

質疑答弁の全文は
吉田けい子公式HPをご覧ください! 
QRコード読み取り→→→

以下の項目について
取り上げ質疑しました。
その一部をご紹介します。

 子どもを生み育てる環境について 
①合計特殊出生率について
②産前産後サポート・産後ケアの推進について
③産後パパ育休の推進について
④支援を必要とする妊娠への支援について
⑤社会的養護の取組について
⑥バスや自動車等への
　　置き去り事故への対応について
⑦子どもたちの声を生かす仕組みについて

 子どもの教育環境の充実について 
①多様な学びの場の提供について
②読書活動の推進について
③学校司書の配置と学校図書館の機能充実について
④幼児教育のあり方について
⑤インクルーシブ遊具を備えた公園について

 パートナーシップ制度の導入について 

1

2

3

平成2年児童福祉法改正により、里親や特別養子縁組などで養育されるよう、家庭養育優先
の理念が規定された。身近に知る機会を増やし里親登録数を増やすこと、一時的に預かる一時
里親制度の周知も課題と私は感じる。また、本県にはファミリーホームが一つもない。里親や子どもが孤立しない
よう包括的に支援する「フォスタリング機関」が先月創設されたが、県の課題認識と今後の取組を伺う。

本県の里親登録数は、平成29年度の183組から、令和3年度には219組と36組増加したものの、里親等委託率は、
高校卒業時で委託解除となった児童が多かったことなどにより、平成29年度の27.3％から、令和3年度には 23.3％
と4ポイント減少している。また、ファミリーホームについては、開設についての相談は寄せられているものの、事業者
側の職員体制が整わないなどの理由から、まだ県内には開設には至っていないところ。里親養育支援については、乳
児院や児童養護施設に配置されている里親支援専門相談員が、児童相談所や里親会と連携しながら、委託里親へ
の相談支援や一時里親事業のマッチングを行うなどの取組を進めているところ。県としては、岩手県社会的養育推進
計画に基づき、里親等委託率の向上に向けて、家庭 養育の受け皿となる里親の確保を進める必要があることから、
里親登録者が少ない地域で里親説明会を開催するなど、里親制度の普及・啓発を強化するとともに、今年度新たに
開設した「フォスタリング機関」と緊密な連携を図りながら、質の高い家庭的養育の提供に取り組んでいく。

社会的養護の取組について 

Q

A

乳児への虐待や遺棄などの痛ましい事件が県内で近年
増加傾向にある。なぜいつも母親だけが処罰されるの
か。母親を処罰することだけが根本的な課題解決ではな
いはず。予期せぬ妊娠や経済苦などで出産前後に支援を
必要とする「特定妊婦」が全国で増えている。「若年妊娠」
「予期せぬ妊娠」など支援を必要とする妊婦に対し、県が行う支
援は極めて少ないと感じるが、課題認識と今後の取組を伺う。

県は、各保健所を女性健康支援センターと位置付け、「若年妊
婦」や「予期せぬ妊娠」などに悩む方からの相談を受け付けてい
るが、相談件数は年間数件にとどまり、支援を必要とする妊婦を
把握し、適切な支援につなげることが課題である。このため、市
町村における家庭訪問等によるアウトリーチ型の相談支援など、
支援機能の充実を図るとともに、民間団体等と連携した支援が重
要と考えている。国においては、支援を要する妊産婦等に対する
サポートプランの作成を市町村の業務として位置付け、令和６年度
から施行されることとなった。予期せぬ妊娠は、女性の心身に大き
な影響を及ぼし、重篤な結果をもたらすおそれもある。支援のきっ
かけとなる相談の選択肢を増やしていくことが重要であり、県とし
ては、特定妊婦の早期把握や相談支援の更なる充実が図られる
よう、市町村や民間団体との連携強化に努めていく。

支援を必要とする妊婦への
支援について 

Q

A

児童生徒と本をつなぐ役割を果たす学校司書の必要性を周知す
る必要があり、配置目標も設定し、学校図書館サービスの改善・
充実を図るべきと考える。また、学校図書館は、子ども達の居場所
ともなりうる場所。不登校対策の一つとしても学校図書館の充実
強化が有効と考えるが所見を伺う。

本県では、県立学校については、障がい者雇用の一環で任用して
いる校務補助員を学校司書として勤務させており、令和4年度は
13校で配置となっている。また、未配置の学校についても、校務
分掌上、学校図書館業務を学校事務職員の役割として明確に位
置付け、司書教諭等と連携・協力しながら従事しており、学校図書
館の運営体制の充実に取り組んでいるところ。市町村立小中学校
については、地方財政措置の適切な予算化を通じて学校司書の配
置に努めていただくよう強く働きかけたところ。また、学校図書館
は、「読書センター」、「学習センター」、「情報センター」としての
機能に加え、別室登校や特別な配慮が必要な児童生徒などにとっ
ての「居場所」としての 割を併せ持っていることから、不登校対策
をはじめとした多様なニーズに対応できる魅力ある学校図書館と

して、図書資料等の充実も含めた整備充実に向け、市町村教
育委員会と連携しながら各学校を支援していく考え。

学校司書の配置と学校図書館の
機能充実について 

Q

A

東京都では「だれもが遊べる児童遊具広場」整備ガイドラインを作成し、障がいの有無に関わらず、子ども達が安
全に遊ぶことができる遊び場の整備に取り組んでいる。本県もぜひガイドラインを作成していただきたいが、イン 
クルーシブ遊具を備えた公園の県内の現状と今後の取組の方向性について伺う。

本県の都市公園においては、市が管理する一関遊水地記念緑地公園と宮古市の旧市役所跡地にある、うみどり公
園に設置されていると承知している。県では、高田松原津波復興祈念公園において、国の「都市公園の移動等円滑
化整備ガイドライン」を踏まえた設計を行い、遊具は設置していないものの、園路の勾配を車いす使用者に配慮し
た構造とするなど、バリアフリーに配慮した施設整備を行ってきたところ。県といたしましては、全ての利用者が、よ
り円滑に利用できるよう、公園施設の整備を行う際の考え方を示した当該ガイドラインに基づき、費用や安全管理
の面などの課題も考慮しながら、県立都市公園の施設の更新等を行っていく。

インクルーシブ遊具を備えた公園について 
Q
A

◆全国植樹祭
　1年前記念イベント
　＠八幡平市（2022/7/9）

◆台北駐日経済文化代表処
   （台湾大使館＠東京）へ
　（2022/12/9）

◆教育・子ども政策調査特別
　委員会の全国調査
　＠大阪府・広島県へ
　（2023/1/24〜26）

◦全国初「公設民営フリースクー
ル」＠大阪府池田市。廃校活用、
地域カフェ併設。

◦妊娠出産子育ての切れ目のない支
援「かいた版ネウボラ」＠広島県
海田町。産後ケアが充実！

◦不登校及び特別な支援の必要な
児童生徒への支援を行う「不登校
SSR（スペシャルサポートルーム）」
を校内に設置するモデル事業＠広
島県

◦子どもの予防的支援、子どもアド
ボケイト、特色ある教育＠広島県



吉田敬子 プロフィール
所属委員会
●環境福祉委員会
●教育・子ども政策調査特別委員会
●議会運営委員会

昭和53年（1978年）1月24日
盛岡市（旧都南村）生まれ
▼津志田保育園卒
▼津志田小学校卒
▼見前中学校卒
▼盛岡白百合学園高校卒
　（米国 Sulpher Springs High School 交換留学）
▼上智大学外国語学部ドイツ語学科卒
▼都内アパレル企業勤務
▼青年海外協力隊として南米ボリビアへ
　村役場勤務、主に女性と子どもの支援
▼岩手県男女共同参画センター勤務
▼2010年　初当選
▼2018年　岩手県議会初の産休取得
▼2019年　4期目再選

家族構成：夫・長男（4歳）

質問１

▲

（盛岡市三ツ割にある）旧県営球場はどうなるのか？

回答１

▲

残してほしいとの地元の声もあったが、老朽化や維持費等の問題もあり難しい。
県の遊休財産として今後の活用検討をしていくこととしている。

質問２

▲

山に入る事があり、クマよけのラジオを持っていくが電波が入らない。「YAMAP
（やまっぷ）」※注１) は使えないのではないか。

回答２

▲

スマートフォンの電源が入っていなくても、GPS機能は動いているの
でご活用願いたい。　　　　　　　　※注１：山岳遭難防止の取り組み→

質問３

▲

子育て関係予算は、県の対策として思い切ってどんどんお金を支援する仕組み
を作ってはどうか。子どもが増え、メリットの方が大きいのでは。人間が健康でいられる為には食べ物が大事だと
思う。医師も大切だが、食べ物を作る農家も同じように大切にしてもらえたらいい。例え医師が少なくなったとして
も、健康な体であれば病院に行く必要はそんなにないのではないか。そうすれば医療費がかからなくなる。

回答３

▲

子どもの医療費助成について、所得制限なく全県で高校生まで拡充できると良いと私も考えている。おっしゃる通
り、そもそも医療にかからなくて済むような健康な体づくりという視点が全世代で重要と考える。安全に妊娠出産
しやすい体づくりだけでなく、男性も女性も生涯を通じた健康づくりの取り組みを進めていきたい。

皆さまの
ご意見・ご提言を

お待ちしております!

レポートでは掲載しきれない
日々の活動は、SNSでも
ご覧いただけます。
【HP】http://www.keiko-yoshida.net
【Facebook】吉田敬子
【Facebookページ】岩手県議会議員 吉田けい子

けい子の青空日記
この1年は本当にあっという間で、思い返
せばつねに感染症との戦いだった我が
家。8月手足口病、9月コロナ、10月ヒトメタ
ニューモウィルスと、4歳息子から始まり、
家庭内感染を防ぐことは困難で、家族全
員やられました。やっと落ち着いた頃はも
う年の瀬。そして2月にインフルエンザに。

大寒波もあり、今年は雪が多くて
大変！と思っているのは大人だけ
でしょうか。子どもは大はしゃぎの
日々。子どもに鍛えら教わること
ばかりです！

◀︎親子de雪下大根掘り＠「宿はこや」さん

第25回の青空サロンは、「岩手について」をテー
マに以下の内容で意見交換を行いました。
✔出産・育児について（産後ケア、男性育休、

産前の情報提供）
✔コロナ対策について（保育・教育機関での

マスク着用、責任問題、国の在り方）
✔教育について（学校中心から子どもと保護者を中心に）
✔人口減少について（自然減・社会減）✔女性活躍について（活躍とは？）
✔今後の農業について（スマート化・人事交流）
✔介護について   ✔起業推進について

【11/28 ㈪  】
＠盛岡という星で BASE STATIONけい子の青空サロン

県　政
報告会

【11/13 ㈰  】

3年ぶりに県政報告会を開催し、
たくさんの方々にご参加いただきました。
岩手県の取組と私の政策課題、県民の皆さんと要望活動、
実現してきたこと等について、スライドを使い報告しました。
当日いただいたご質問ご意見の概要は次のとおりです。


