皆さんの

声

岩手から世界を変える！

を議会へ !

think globally, act locally

市民の皆さんとざっくばらんに意見交換させて
いただくため、地域の公民館等をお借りして
「けい子を囲むミニ懇談会」を開催しています。

ＰＲＯＦＩＬＥ

▶6月17日
（火）
～19日
（木）
は、旧都南村地区の津志田（13区自
治公民館
（19名）
、見前公民館
（36名）
、野田公民館
（18名）
）
にて。

次回

日時／10月19日
（日）
18時～19時半頃

場所／JAいわて中央飯岡支所

どなたでもご参加いただけます、
お気軽にご参加ください！
『あなたの地域へも伺います！』
お問い合わせは事務所まで。

昭和53年1月24日盛岡市（旧都南村）生まれ。津志田保育園、津
志田小、見前中、盛岡白百合学園高校、上智大卒業。都内アパレル
企業勤務を経て、青年海外協力隊として南米ボリビアへ。岩手県男
女共同参画センター勤務。2010年7月補欠選挙初当選。2011年
9月再選。農林水産常任委員、再生可能エネルギー調査特別委員。
2013年9月～商工文教常任委員、スポーツ推進等調査特別委員。
編集発行

ニッポン人のココロのふるさとを守る〜都南の大切な里山資源
9 月 14 日（日）……盛岡市旧都南村の大ヶ生金山の里萬寿坑祭りにて

大切な
都南の
源！
里山資
地域
の
伝統
さん
さ
継承
した を
い！
【大ヶ生金山の歴史】大ヶ生金山は、大萱生氏が大萱生館跡に居城を構えた時代
（1500年代）
から採鉱。明治36年に元山に
おいて廃坑が発見される。萬寿坑には、地元や乙部地区、県内外から多数の従業員が採鉱、最盛期には400人以上が金の生
産に従事。昭和17年には、戦争のため全ての産業は軍需産業へ切り替えられ、昭和18年金整備令によって閉山となる。

吉田けい子県政報告会・懇親会

～岩手の未来を私たちの手で～
●日時／11月11日（火） 18：30～20：30
●会場／ホテルメトロポリタン盛岡本館 4階
＜岩手・姫神の間＞
●会費／3,000円

要事前申込（事務所まで） 〆切／10月24日（金）

い!!
さ
だ
く
ご参加
★ FAX
019-681-6010
★ Mail
yoshidakeiko.iwate
@gmail.com

皆さまからの
忌憚のない
ご意見・ご感想・
ご提言等を
お寄せください！

吉 田けい子

（36歳）

吉田けい子事務所

NO.12

〒020-0838 岩手県盛岡市津志田中央1-4-26 パークウェイホームズ Ａ101号室
＜TEL＞019-681-6006 ＜FAX＞019-681-6010
＜E-mail＞yoshidakeiko.iwate@gmail.com ＜HP＞http://www.keiko-yoshida.com/ 平成26年10月6日発行
＜blog＞http://aozoranet.exblog.jp <twitter＞aozorakeiko <facebook＞吉田敬子

6月定例会

地域活性化というと、ハコモノ等何かを新しく創る発想に
行ってしまいがちだけど、
もとある姿に出来る限り手を掛け
ず、
しかし、時代にあった新しい視点や新しいヒトを加え、地
域の皆さんが主役『オンリーワン』
のまちづくりを目指します！

岩手県議会議員

一般質問

私が取り上げた質問項目は…

１．
東日本大震災津波からの復興と若者の活
躍支援について
(1) 復興に向けた若者の活躍支援について
(2) 若者支援プロジェクトについて
(3) 農林水産業における若者等の担い手育
成・支援について
２．
グローバル化に対応した人材育成と英語
教育について
(1) 本県のグローバル化への展望と人材育
成について
(2) いわてグローバルネットワーク人材育成
事業について
(3) いわて花巻空港のホームページの国際
化について
(4) 小学校での英語教育について
３．
林業と木質バイオマスエネルギーの振興
について
(1) 県産材の利用拡大策について
(2) いわて花巻空港ターミナルビルへの県産
材の活用について
(3) 林業における「馬搬」について
(4) 木質バイオマスエネルギーの推進について
４．
地場産業の振興について
(1) 伝統工芸産業の振興について
(2) アパレル産業の振興について

2014年7月2日 登壇

５．
希望郷いわて国体・希望郷いわて大会とス
ポーツを通じた地域振興について
(1) 大会開催に向けた県民運動の展開について
(2) 大会開催を契機にしたスポーツを通じた
地域振興について
６．
人口減少と少子高齢社会への対応について
(1) 不妊治療について
(2) 特別養護老人ホーム入所待機者の増
加への対応について
７．
まちづくりが進む中での地域の安全・安心
に向けた取組について
沢山の方々に
傍聴へお越し頂き
有難うございました!!

農林水産業における若者・女性の担い手育成

私の
主張

性
女
・
者
若

復興の先にある
「希望郷いわて」の実現に向けての若者等の担い手育成支援の中
で、
特に積極的に取り組む必要のある分野は、
岩手の基幹産業である農林水産業にお
ける若者等の担い手育成・支援が重要と考える。例えば、
最近では映画「WOOD JOB」
も公開
され、
若者の林業への関心が高まっており、
岩手でも様々な動きが見られる。
これは林業に限らず、
新
しい農林水産業の取組をしている若者が出てきており、
岩手らしい若者文化支援にもつながっていく
ものと考える。県の農林水産業における新規就業者等担い手の就業継続支援を強化して欲しい！

収穫

の秋
生産技術や経営能力の向上に向けた、ベテラン生産者等による継
続的な技術指導や普及員による重点指導、技術習得に向けた研修
の実施、さらに、経営規模の拡大に必要な機械、施設の整備のため、補助事業
の活用や制度資金の融通の支援、青年就農給付金の給付や事業体への奨励
金の交付などに加え、地域の関係者との信頼関係も大切であることから、青年
組織への加入や地域活動への参加なども働きかけている。今後も、意欲を持っ
て就業した方が地域の担い手として着実に定着できるよう、
また若者のアイディ
ア、能力を十分発揮していただけるよう、他産業など幅広い人材とのネットワーク サンファーム吉田の吉田美香さん
づくりも含め、市町村、関係団体等と連携し、
きめ細かな支援を実施して参る。
の真っ赤なりんご畑にて

答弁

森林・林業・
ギー
ル
ネ
エ
ス
マ
オ
イ
バ
木質
林業における「馬搬」は、山林を

林業における馬搬

私の
主張

傷めない運搬方法と、馬の持つ癒し
効果で、
まさに自然との共存を図った環境保
全型林業の一つの形。日本各地から馬搬が
消えてしまった今、岩手には、伝統を受け継ぐ
だけでなく、新しい取組をしている若者は、全
英馬搬大会でチャンピオンに輝いた経験の持
ち主でもある。
岩手らしい環境保全型林業の振興や本
県の馬事文化の伝承の観点からも、そうした
人材も支援しながら、本県の林業における馬
搬を守り伝えていく取組を行って欲しい！

私の
主張

いわて国体開催を契機にしたスポー
ツを通じた地域振興、いわゆるスポーツ
ツーリズムの推進も重要と考える。例えば、盛岡広
域8市町では、国体以降のスポーツ推進施策の検
討を進めている。本県は、平泉の文化遺産や三陸
ジオパーク、温泉、農山漁村の景観や食など、豊
かな地域資源に恵まれており、先日、私も参加した
八幡平市の「七時雨マウンテントレイルフェス」など
は、
スポーツと農村と食が融合した新しいスポーツ
６月1５日（日）……七時雨マウンテントレイルフェス
ツーリズムであると感じた。いわて国体後もラグビー
ワールドカップ2019や2020年東京オリンピックの開催が予定されている中、大会開催後の
施設の有効活用について、大学や社会人のスポーツチームの合宿誘致をはじめ、国体開催に
終わらないスポーツと岩手の地域資源を生かした地域振興の推進を図るべきと考えます！
スポーツツーリズムは、
スポーツを通じて交流人口の拡大を目指す重要な地域振興策の一つと
考えている。国内代表選考会や事前合宿等の誘致に向け、現在、市町村や競技団体の意向調
査を実施している。 本県は豊かな自然や食文化など全国に誇る地域資源を有するとともに、今後、復興道
路の整備等により大幅な交通利便性の向上も見込まれることから、東京オリンピック・パラリンピックの事前合
宿等の誘致をも視野に入れながら、各種大会・合宿の誘致やスポーツ観光の推進による交流人口の拡大を
図っていきたい。

答弁

スポーツと教育
いま被災地では、子ども達の『学力低下』が課題となっ
ているが、
『 学習意欲が低下』『
、 体力も低下』
している。
校庭には仮設住宅が建っている為、小さな校庭での運
動を余儀なくされ、体をいっぱい動かす機会が減ってい
る被災地の子ども達。体力は人間の行動すべての源。
体力の低下は、
『 生きる力』
も
『意欲・やる気』
も失われる
原因の一つになる。子ども達に、
スポーツを通じて、
体を
動かすことで、
『 意欲・やる気』、夢や目標をに向かって
努力をすることの楽しさ、
『 やり遂げる力』
を培ってもら
いたい。
『 生きる力』
は、確かな学力、豊かな心、健やか
な体の、
『 知・徳・体』
をバランスよく育てることが大切。

馬搬は、林地を傷めることが少なく、環
境にやさしい木材の搬出方法である。馬
搬は、地域文化や馬事文化、観光資源としての側
面も有していることから、現在、県と「遠野馬搬振興
会」が連携して、馬搬を広く知っていただくための情
報発信や馬搬技術の伝承研修、馬搬木材を使った
商品化などに取り組んでいる。 今後も関係者と連
携を図り、様々な支援制度等も活用しながら、貴重
な地域文化である馬搬の継承を支援していきたい。

答弁

遠野・馬搬の森にて

スポーツ

いわて国体 2016 とスポーツを通じた地域振興

9月10日（水）……大船渡市赤崎小学校・蛸ノ浦小学校へ
／赤崎小が被災し、赤崎小児童は、蛸ノ浦小校舎で勉強し
ている）／商工文教委員会での視察

スポーツ×教育×地域
＋
グルージャ盛岡

岩手ビッグブルズ

……
9月25日
（木）
岩 手ビッグ ブ ルズ
運営会社（株）岩手
スポ ーツプ ロモー
ションの龍澤尚孝さ
んと、グルージャ盛岡の鳴尾直軌監督をゲストに迎え、
「地域のプロスポーツの在り方」
や
「スポーツの力で教
育を変えよう
（子ども達へ夢や希望を与えよう）
！」
など、
市民の皆さんと意見交換しました。
ラグビー釜石シーウエイブスも！

