岩手の未来を私たちの手で！
think globally, act locally
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拶
「18歳選挙権」が施行され１年。若者の政治参加促進の為、けい子事
務所では、今年の春と夏にそれぞれ１名計２名の盛岡大学生をインターン生
として受け入れました（写真左：県議会傍聴／右：県森林感謝祭随行）。
県議になり丸７年が経ち、自分の県議としての活動と成果だけでなく、次
を担う世代の育成にも取り組まねばならない立場かなと思っています。これ
からも視野を広く保ち、活動してまいります。

6月定例会

一般質問

１、切れ目のない妊娠・出産・育児への支援
（１）
周産期医療体制の整備
（２）
総合周産期母子医療センター
（３）
周産期に係る医療圏の設定と広域連携の充実
（４）
災害時の周産期医療体制
（５）
NICU退院以降の医療的ケア児に対する支援
（６）
次期医療計画の策定
（７）
産前産後ケア
（８）
不妊治療の理解促進と県立高校でのライフプラ
ンニング支援
２、健康運動による県民の健康づくり
３、女性特有のがん
（乳がん・子宮がん）
４、教育施策と人材育成・定着支援
５、英語教育
６、農林業の振興
７、国際戦略と観光振興
８、
スポーツを通じた地域振興
について取り上げ、質疑しました。
▶︎ 私 の 一 般 質 問 登 壇
の様子（2017年7月
4日／6月定例会中）

その他議会で取り組んでいる項目など
年１回の一般質問や所属する常任委員会四特別委
員会以外に、
９月定例会中の決算特別委員会と２月
定例会中の予算特別委員会においても、知事等へ直
接質疑をしております。
１、岩手県立大学の運営
２、企業や地域におけるワークライフバランスと働き
方改革の取組
３、盛岡広域都市計画
（市街化区域・調整区域など）
４、小児や若者のがん対策と教育就業支援
5、いわての学び希望基金（東日本大震災で親を
失った子ども達への支援）
の運用 など。

▲H28年度決算特別委員会の総括質疑の様子
（2017年10月12日/9月定例会中）

※それぞれの質疑・答弁内容の詳細はHPに掲載。または事務所へお問い合わせください。

周産期医療と体制の充実〜産科医療／新生児・小児医療〜
医師助産師の確保

●3種類のいわて医学生奨学金事業により医師確保に取り組んでいるが、他県
では、小児科や産婦人科などを希望する者に対しては特例措置を設けるなど
している。医師不足、分娩施設の減少への対応として、本県でも小児科、産婦
人科医の確保に向け、
更に踏み込んだ取組が必要と考える。
●また、
小児科・産科医は特に女性医師が増えている現状を踏まえ、
院内保育所
の設置や産休・育休の取得を推進し、
女性医師を確保する対策も必要である。
▲まんまるぽっとで佐藤美代子代
●さらに、
助産師が対応する助産師外来や院内助産の体制整備の取組が重要である。 表と利用者さんと

一人でも多くのママを救うため〜産前産後ケア〜

『なぜもう一人産んでしまったのか』
と何度も思った。
精神的にも身体的にも辛く泣くばかりだったけど、赤ちゃん訪問や母乳外来で
は、
「現役なんだからね」と言われると
『他のママさん達は上手くやっているん
だ、私だけが出来ていないのか…』
と感じ、辛いなんて絶対に言えなかった。
「まんまるぽっと」では、
１日滞在するから、
赤ちゃんの生活リズムや性格傾向を
知った上で、
どのタイミングで、
どの方法でと、
“具体的に”
アドバイスをしてくれる。

←私

▲産前産後ボディケア講座（マドレボニータ）

今では赤ちゃんを見ると
『可愛いなあ、また産みたい』
と思えるようになった。
あんなに
『辛い』
『 育てられない』
と思っていたのに。

これは、
まんまるポッ
トの利用者のママさんの生の声。
岩手県で初の産後ケア施設「まんまるぽっと」
（＠花巻市）。
2016年10月開所、
2017年4月からは花巻市より
「産前産
後ケア事業」
の業務委託開始。
予約も１ヶ月待ちとなるほど。
妊産婦の心身の安定と児童虐待防止へ繋げたい
盛岡市など６市町が「子育て世代包括支援センター」を設置、妊娠・出産・育児に関する相談支援や関係
機関との連絡調整、支援プランの策定などを行っている。県内全市町村での取り組みと内容充実を目指す。

▲いわて若手議員の会で
視察。母子保健は市町村
事業のため、県内各市議
会で取り上げて貰う事も
重要。

▶︎真剣に食べ比べする私

農林水産常任委員会での取り組みの様子
●国はH30年度から米の生産調整を廃止するため、岩手県の米
政策の在り方（主食用米と業務用米の割合、転作等）を見直し、同
時に、計画的なほ場整備を行う必要がある。●森林林業に携わ
る人材育成の必要性を訴え続け、岩手県でもやっとH29年度から
いわて林業アカデミーが開校。

実現

(^ ^)

◀︎▲岩手の新ブランド米「銀
河のしずく」
「金色の風」の ▲死亡牛の一 時保管
研究状況と試食＠岩手県農 施設＠県南家畜保 冷
業研究センター（北上市）
保管施設（金ケ崎町）

▲いわて林業アカデミー＠岩手林業技術センター
（矢巾町）

医療的ケアを必要とする児に対する支援

●生まれる子どもが減っている一方で、
医療的ケア児は増えている。日本の新生 医療的ケアとは…？
児医療技術が向上したことで、
超未熟児や先天的な疾病を持つ子どもなど、
以 病院以外の場所でたんの吸引や
前なら出産直後に亡くなっていたケースであっても助かることが多くなってきた。 経管栄養など。 家族の他にも看
護師や研修を受けた保育者なども
●重症の新生児や先天性の病気
【 医療的ケア児
（０～１９才）
数の推移 】
医療的ケアをすることが可能。
を持った子ども達が多く救命され H17 年／ 9,403 人→約２倍に→ H27 年／ 17,078 人
るようになり、
ＮＩＣＵに長期入院する児が増加傾向にある。ＮＩＣＵ※を退院する前
に、
在宅医療や医療的ケア、
生活支援の知識や技術習得を支援することなどによ
り、
児とその家族が安全で安心に在宅療養ができるよう▶︎矢巾町に移転整備さ
れている県立療育センターには、NICUから退院した小児等を受け入れる
後方病棟としての役割や、
在宅の重症児の重篤化等に対応する機能を担う病床10床が新たに整備される。
●また、療育センターへの小児の入院や通院する児童が増加傾向にある。 地域における医療的ケア児の支援
体制の整備について、平成28年６月３日施行の児童福祉法の一
部改正により新たに規定された。 看護師の付き添い等の支援が
あれば、知力体力的にも特別支援学校でなく普通学校に通える子
も存在する。 ▶︎○先進県「大阪府」の取り組み：小中学校を管
轄する市町村に対して、看護師の人件費を補助する制度を10
年前から設置。 ○文科省の取り組み：H28年度から小中学
いわて小児在宅医療セミナー
「医療的 校への看護師配置を後押しするため、
人件費の補助を開始。
ケア児の現在と未来」
倉敷中央病院総合周産期母子医療
岩手県での事例はまだゼロ!!
センターセンター長渡部晋一先生のご講演(2017.9.30＠ふ →しかし、
れあいランド岩手)
●在宅医療を支える短期入所施設の欠如。
（県内６市町６施設のみ）
※NICU：新生児集中治療室

高濃度乳房を知ってますか？〜検診で乳がんリスクを見逃すリスク〜
２人に１人程度が一生の間にがんにかかると言われている現在。女性がかかるがんで最も多い乳がん。早期発
見のカギを握るのが検診だが、乳房Ｘ線撮影（マンモグラフィー）だけでは異常を見つけ難く、乳腺の密度が高
い
『高濃度乳房』
が日本人女性に多いという。乳房内は乳腺が張り巡らされ、乳腺密度が高い順に、
「高濃度」
「不均一高濃度」
「乳腺散在」
「脂肪性」の４段階に分類され、
「高濃度」と「不均一高濃度」は日本人の約
５～８割とされる。検診の新たな選択肢として、
マンモとエコーの併用が期待されている。乳がん検診の結果は、
「異常なし」か「要精密検査」でのみ通知され、岩手県を含め多くの自治体が高濃度乳房でがんの見分けが
つきにくかった場合でも
「異常なし」と通知している。乳腺密度が特に高い人にはその旨知らせ、エコー検査をす
すめる独自の取り組みをする自治体も増えている。
初！
との
と
県 市
共同

実現

盛岡南公園に整備する新野球場〜県内最大級２万人収容〜

屋内練習場

野球場
多目的
広場

駐車場

H4年の盛岡市と都南村の合併時に盛岡南公園整備が盛り込まれ、H7年に「盛岡南
公園基本計画」の中で、盛岡南公園に野球場を整備することとされていた。
現在の盛岡市営野球場（東新庄）
と岩手県営野球場（三ツ割）はいずれも老朽化が著
しく、今後の財政負担の軽減の為にも、市と県でそれぞれ野球場を新設するよりは市と
県の共同で整備すべきと訴えてきた。盛岡市では現在、PFIなど民間活力を生かした整
備手法の導入に関する可能性調査を実施中。交通アクセスや都市計画など周辺環境
の整備を同時に行う必要があり、引き続き取り組みます！

いわぎん
スタジアム

家族 de もっと森林公園

〜都南つどいの森編〜

私の大好きな憩いの場所の一つ都南つどいの森には、
キャンプ場、BBQハウス、テニスコートやアスレチック遊
具があり家族連れなどで賑わっていますが、
その魅力は広大な森林散策路（トレイル）でトレッキングなどができ
る事です。散策路にはつつじ園も。しかし、数年前の大雨被害の影響で散
策路が崩壊し、一部通行できない状況が続いています。保健保安林など私
たちの生活になくてはならない森林の多面的機能を十分に発揮する為に
も補修整備が必要と考えています。

▲アスレチック遊具

◀︎山の日のイベント。ベアレンビア
フェスタも同時開催(2017.8.11)
◀︎崩壊した散策路

馬事文化の継承

396号
一般国道
街
↑盛岡市

県道大ケ生徳田線は、盛岡市大ケ生を起点とし、矢巾
町西徳田に至る路線で、国道４号や盛岡南IC等の交
通拠点と国道396号を結ぶ重要な幹線道路です。徳
田橋（S37架橋）は老朽化に伴い、現在補修のため
の交通規制が生じており、
また、幅員狭小のため大型
車のすれ違いが困難となっていて、円滑な交通の支障
となっています。徳
徳田橋
田 橋 工 区の整 備
今年度工事箇所
により、大 型 車の
←
国
道
JR ４
矢 号
すれ 違い困 難 箇
幅
駅
一般県道大ケ生徳田橋
所の解 消や歩 行
来年度工事箇所
者 等の安 全 確 保
を図るものです。
盛岡矢
巾自転
車道線

遠野↓

▶︎けい子乗馬中(^ ^)＠しずくいしYU-YUファーム

県道大ケ生徳田線・
徳田橋にかかる工事状況

北上川↓

はるか昔から岩
手には 、チャグ
チャグ馬コや南
部流鏑馬をはじ
め有 形 無 形で
もそ の 精 神 が
代 々 受け継が
れてきました。し
▲盛岡八幡宮神事南部流鏑馬（2017.9.16）
かし、現 在は農
家等で飼養される馬が減少し、馬を扱え
る後継者も不足しています。馬が有する多
面的機能を発揮させ、岩手の馬事文化継
承のための様々な取り組みが必要です。

季節ごとに散策会など様々なイベントも
あるので、
ぜひご活用ください!!

地域でミニ懇談会・青空サロン・県政報告会を開催しています！
地域の公民館等をお借りし、私の県政での活動報告や地
域の課題を伺うなど県民の皆さんとお話しさせて頂き、活
動に活かしております。開催のご要望なども随時承っており
ますのでお問い合わせください。
●3月23日……
●4月23日……
●4月30日……
●5月21日……
●6月2日… …
●11月26日…

青空サロン
「テーマ:産前産後ケア」
＠アイーナ
ミニ懇談会＠上永井公民館
ミニ懇談会＠見前地区公民館、津志田東公民館
世直し大学さんでのお話会＠鉈屋町お休み処
ミニ懇談会＠JA飯岡支所
県政報告会＠ホテルルイズ

ロン
青空サ

談会
ミニ懇

〜後援会入会＊随時受付中〜

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

