岩手の未来を私たちの手で！
think globally, act locally

ＰＲＯＦＩＬＥ

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
▶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▶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2期目再選▶2015年９月
３期目再選
所属：農林水産常任委員会／スポーツ・教育振興調査特別委員会
編集発行

吉田けい子事務所

岩手県議会議員

吉田けい子

〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町2丁目11-27 TEL:019-681-6006 FAX:019-681-6010
＜E-mail＞yoshidakeiko.iwate@gmail.com ＜HP＞http://www.keiko-yoshida.net
＜blog＞http://aozoranet.exblog.jp <twitter＞aozorakeiko <facebook＞吉田敬子

ご 挨

（38歳）

No.14

平成28年11月発行

拶

赤や黄色に染まった美しい山々を眺め、
また、実りの秋の季節を迎えて美味しいお米や果物を前に、
「岩
手って本当に良いところだな〜」としみじみ思っています。
早いもので県議になり丸6年が経ちました。
「若者や女性の議員がもっと増えるべき
！」、
そう思って飛び込
んだ岩手県議会には、子育て真っ最中の女性議員が２人加わりました。様々な価値観やライフスタイルの
女性が増えることはとても嬉しいことで、刺激にもなっています。
相変わらず不器用な私ですが、いつも本当にたくさんの方々に恵まれ、
日々支えていただき、心から感謝
の想いです。
これからも初心を忘れず、敬天愛人の心を忘れず、一つひとつを丁寧にそして一歩一歩着実
に前に進みたいと思います。
10/1～10/11（水泳競技：9月4日～11日）

▲国体開会式の様子

▲国体役員懇談会にて鈴木大地
スポーツ庁長官と
▶いわて国体やリオ五輪から正式
競技となった「女子ラグビー」

10/22～10/24

閉幕

スポーツが生み出す力は
まさに無限大だということ
を改めて実感できました。
いわて国体はゴールでな
くスタート！2020年東京オ
リンピック・パラリンピックに
向け、引き
続き県内の
スポーツ人 ▲障がい者スポーツの楽し
さをもっと広めたい！チェ
材育成強化 アスキー横澤高徳選手
や環境整備は勿論のこと、ス
ポーツを通じた地域振興、健
康増進と介護予防を推進して
いきます。

一般質問や委員会等で取り上げている項目には以下のようなものがあります。

●
●
●
●
●

若者が結婚し産み育てやすい環境づくりについて
休日保育・夜間保育・病児病後時保育の充実について
企業におけるワークライフバランスの推進について
県外学生に対する県内就職支援について
   ……etc.
防災減災対策について

また、現在特に力を入れている項目は以下3つです。

①農林業の振興
大規模化や法人
化を志向する認定
農業者や集落営農
組織などの経営発
展に向けた支援だけでなく、環
境に配慮した農業生産や加工品
開発、直接レストランやデパー
トへ販売するなど、
小規模であっ
ても創意と工夫で付加価値の高い農業経営の確立を目指し取組んで
いる農業者に対する支援が重要と私は考えます。

◀スポーツ選手の「食」を支える
onelove農園を開設
▼岩手県の新しい米品種
「銀河のしずく」デビュー！

森林が適切に整備管理されていない事で山の
雨水を保水する能力が低下し土砂災害にも繋が
るという事は、8月末の岩泉町等での台風被害で
も目の当たりに。県土の約８
割が森林の岩手県。中山間地
域は沢も多い。沢付近や急斜
▲盛岡市民育樹祭にて盛岡農業高校生と
面の植林杉の危険性、適切な 一緒に
間伐や再造林、治山事業、イヌワシなど絶滅危惧の動植物と
の共存など、森林整備の重要性を引き続き訴え、
『山津波』を
最小限に防がねばいけないと私は考えます。
▲イヌワシ保護区での列状間伐作業
岩手県の農業生産額の実に６割を占める畜
産。そのうちの牛飼い女性の経営力向上や高
付加価値化の取り組み支援を昨年度から開始。
農業女性の子育てへ
の理解が乏しい事は、若手の新規就
農への障害にもなり、環境整備が
重要と私は考えます。
※全国和牛能力共進会は5年に1度
開催される和牛のオリンピック。
▲第60回岩手県畜産共進会にて牛飼い女子グ
ループの一つ「いわてまち紅娘会」の朽木純子さ
来年は宮城県で開催予定。
んが第1区後継者の部で一等賞受賞！

②周産期医療体制と妊産婦支援（産前産後ケアの充実）

▲10月上旬にオープンした県内初の民間
による産前産後ケア施設「まんまるぽっ
と」＠花巻市

女性の活躍が謳われる昨今、女性が望むキャリアを積める
環境等が整備されることは重要ですが、
昔とライフスタイルが
大きく変化した現代女性に増えている女性特有の病気が、
不妊
の原因ともなると言われています。そうしたことから、
ライフ
プランニング支援は、様々な悩みの解決、身体的、精神的負担
の軽減にもつながり、
早期に実施されることが望まれます。ま
た、基礎知識として理解することは、将来の進路選択において
も役に立つものと考えます。高校、大学、専門学校の各段階に
おける十分な知識を持ち、進路選択に当たることが重要です。
昨年度から高校生向け保健体育資料が改訂され、安心して子
どもを産み育てられる社会の実現に向けて、
男女がともにライ
フプランを考えること、
妊娠には適齢期があること及び不妊に
悩む男女が増えていること等が記述され、
この改訂を踏まえた
キャリア教育の充実を図っていきたいと考えています。

「出産年齢の高齢化」と
「産科医不足」の現状から、
「産後ケ
ア施設」の必要性を私は強く感じています。病院はいつも
いっぱいの状態で、退院後もゆっくり先生に相談できず、核
家族化で頼れる身内が居ない、孤立する、うつ傾向になった
り、様々な要因から虐待へ繋がることも。『おっぱいを上手
に飲んでくれなくてどうしたら良いか誰に相談したら良い
か解らなくて』と、半年も悩んだ末に「まんまるぽっと＊」に ▲東京都世田谷区の「産後ケアセンター桜新町」
辿り着いたママの涙が止まらなかったのを今でも忘れられません。先日調査で訪れた東京
都世田谷区の
「産後ケアセンター桜新町」は今では予約を取るのが困難なほど需要がありま
す。産科医不足の中、助産師の力を借りて「産
前産後ケア」の充実を図ることで、
「切れ目の
ない子育て支援」へ繋げたいと考えていま
す。（県内には分娩可能施設のない自治体も
存在するため、妊産婦へのアクセス支援も。）

▲岩手県医師会女性医部会と医大生との懇談会（5月）。
参議院議員（日本医師会）自見はなこ氏と参加

『21人に1人』
（クラスに1人という割合）

これは、
「体外受精」で生まれた子の数。2014年は過去最多の4万7322人であることが、日本産科
婦人科学会のまとめで解った。約21人に1人が体外受精で生まれたことになり、治療件数も過去最多
を更新し、39万3745件。
岩手県内は生殖医療の専門医や医療機関が少なく、専門医を養成する環境も不十分で、多くの患者
が県外での治療を余儀なくされているのが現状、今年度から岩手医科大学に、生殖医療が専門の熊谷
仁准教授を迎えた。不妊治療に携わる医師、不妊カウンセラー、胚培養士の育成や、卵子の老化など晩
婚化による不妊リスクの啓発などが期待されている。
不妊で悩む夫婦やカップルは、年々増加傾向にある。多くは母体の高齢化が原因だが、20代とい
う若くても不妊となるケースが増えていること、
また不妊の原因の半分は男性にあるということ。
子育てへの理解を促すようにはデリケート過ぎて当事者は声に出しにくい妊活・不妊治療に対す
る社会や職場の理解が一層必要である。

③スポーツを通じた健康増進と介護予防

少子高齢社会の中、
健康寿命を延
ばし介護の要らない自立した生活
を送るために、
また、
年々過去最高を
更新する医療費が削減され、
国民負
担を少しでも軽減するためにも、
若
いうちからスポーツ
（運動）
に親しむ
私はトレイルランニングで心身
の健康維持を。2016年6月に
ことで、
健康増進と介護予防に繋げ
八幡平市で開催された七時雨ト
レイルランニングレースに参加
たいと考えています。希望郷いわ
て国体・大会の成果を次へ繋げ、
スポーツ医科学の観点で施設や環境整備が必要だと考えます。

避難所やハザードマップ
等の確認を！

いわての伝統芸能を継承
〜盛岡の夏＆秋祭りに私も参加しました!〜

土砂災害と水害防止対策
〜岩泉町等を襲った台風10号被害〜
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▶311震災で被災しなかった地域が
河川氾濫で2mも水没（私が手を当て
ている所まで）。宮古市松山地区

事務所

先日8月30日に発生した台風10号は岩手県に
甚大な被害をもたらしました。今回の災害は、
台風、
豪雨による土砂災害、
水害等がもたらす深刻な脅
▲大国神社例祭にて「津志田伝統さん
さ」
（雨のため舞台にて）
威と、
これまでの想定を上回る規模の災害に対する
▼八幡ぽんぽこ市にて「め組」大太鼓
備えの重要性を再認識させるものです。被害総額
は、
10月26日現在で1,440億円余り、
県内の水害
盛岡秋まつりにて「は組」パレード▲
▼盛岡さんさ踊りにて「大宮さんさ
では過去最大。現在、
土砂災害の危険性のある
踊り保存会」
区域の基礎調査の実施と土砂災害警戒区域の
指定を行なっていますが、
対象となる危険箇所数
は14,348か所あり、
調査
都南
はH３１年度まで要する見込
バッティング
紳士服の
センター
コナカ
みです。
「明日は我が身」防
タイトー
清次郎
ステーション
盛岡
災減災は、
私たち一人ひとり
どうぶつ
病院
お気軽に
の意識が重要です。
ほっかほっか亭
アンクルウッディ

お立ち寄り
ください♪

南国やまちゃん
津志田
保育園
びっくり
ドンキー

〜後援会入会＊随時受付中〜
青空レポートや県議会傍聴、県政報告会
等の各種ご案内をお送りいたします

▲岩泉町小川地区

皆様からの忌憚の無いご意見ご感想をお寄せください
FAX 019-681-6010
Mail yoshidakeiko.iwate@gmail.com

