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ご 挨 拶＆ご 報 告
昨年11月末開催の県政報告会にて後援会の皆さまへご報告させて頂きまし
たが、昨年末に家族のみで結婚式を挙げ、今年1月に入籍致しました。お互いを
尊重し合い、感謝の気持ちを忘れずに、引き続き皆さまのお力もお借りしなが
ら、これからは二人で歩みゆっくり絆を紡いでいきたいと思います。
また、この度、新しい命を授かる事ができ、5月中旬に出産予定です。
私は数年前に婦人科疾患で体調を崩し、ホルモンバランスが崩れて辛い経験がありま
す。決して当たり前に子どもを授かる訳ではない事、決して当
たり前に無事に産まれてくる訳ではない事にも直面してきま
▲盛岡八幡宮にて挙式
（2017年12月）
した。
「年齢的にも身体的にもギリギリかもしれない」そん
な想いで、結婚を前提にお付き合いを始めて間も無く、早い段階で私は新しい命
を授かる事ができました事、本当に嬉しく心から感謝の気持ちでいっぱいです。
私の出産に際しては、これからさらに乗り越えなければいけない多くの困難や
障害もあるかと思いますが、誰もが子どもを授かりたいと思った瞬間から妊娠出
産に伴い嫌な想いをする事なく、次の世代のためにも、新しい命を授かった責任
と喜びを胸に、体調に留意しながら、より一層の精進を重ねてまいります。
日頃応援して頂いております皆さまにも、今後も何かとご迷惑をおかけすること
▲妊娠９ヶ月突入頃＠県議会議事
と思いますが、これからもどうぞあたたかく見守って頂き、今後ともご指導ご鞭撻
堂（2月定例会最終日2018年3月
のほどどうぞよろしくお願い致します。
20日）

平成30年度予算要望を知事に提出（2017年12月6日）
①結婚し子供を産み育てやすい環境づくり

周産期医療体制や産前産後ケアの充実、産科小児科医の確保、医療的ケア児の支
援、高校でのライフプランニング支援

②人がやさしいバリアフリーのまちづくり・健康のひとづくり
働き盛り世代の健康づくり、小児や若者へのがん対策

③スポーツを通じた地域振興

盛岡南公園の野球場整備、
トレイルを活用したアクティビティの普及拡大

④農林水産業と地域の産業の発展・雇用の拡大

若者や女性の人材育成、計画的なほ場整備、
「いわての森林づくり県民税」
の活用
拡大、全国植樹祭の本県開催誘致

⑤子ども達や若者に郷土愛を育む教育の振興

▲臼沢勉県議（同じ無所属／紫波選挙

郷土芸能、郷土食に親しむ機会の拡大と継承支援、馬事文化の振興と後継者育成 区）と合同要望

※各項目に対する取り込み状況についての県からの回答（2018年3月30日受理）はHPへ掲載中。または事務所へお問い合わせください。

平成30年度予算等について議会で提言～2月定例会「予算特別委員会」で知事等へ質疑～
実現

◀︎知事への総括質疑
（2018年3月6日）

今年度は、次期総合計画策定に向け『将来を見据える大事な年』です！

四国４県に匹敵する広い県土を有する岩手県は、分娩施設も年々減少し医師不足等地域偏在が存在する
ため、県内の当事者や関係者の皆さんからたくさんの声を頂戴し、
あらゆる観点からの周産期医療体制の充実
をと常に訴えています！

①『新生児ヘリコプター搬送体制整備費補助』が盛り込まれました！

ドクターヘリの運行主体である岩手医科大学付属病院に、新生児搬送の際に必要な保育器や人工呼吸器等
の医療機器を整備する。 運用開始は同病院が矢巾町で移転開院した後の2019年9月以降。

2月定例会
（2018年2月15日〜3月20日）

前進

平成28年５月の児童福祉法改正により、
医療的ケアが必要な児童への支援が努力義務とされ、
また、
国では、
医療的ケア児が普通学校に通うことができるよう、
学校に看護師を配置するための補助金の交付対象を、
特別支援
学校だけでなく小中学校にも拡大したことで、
多くの自治体で配置が始まっているが、
本県では、
医療的ケア児の受
入れや看護師配置が進んでいないのが現状のため、
「医療、
福祉、
保健そして教育」のさらなる連携強化を図り、
保
育所及び小中学校への看護師配置等を検討して頂きたいと訴えています！
＜岩手県の医療的ケア児の受け入れ状況＞

県北または沿岸等から県央の総合周産期母子医療センターに移動するのに2時間以上もの長時間を要する地
域を多く抱えている岩手県では、年間30名程度の新生児が総合周産期母子医療センターに救急搬送
（陸路）
さ
れている。また、2500グラム未満の低出生体重児の割合は増加傾向にあり、2009年の9.04％から2016

保育所：２か所、小学校：５校、中学校：１校
（各校１人合計８人のみ）
（H28年度）
＊行政による看護師配置の措置ゼロ！
★医療的ケア児を受け入れている県内の保育所も視察しています！

その他、

→県の回答
（2018年1月28日）
★既存の「岩手県重症心身障がい児・者支援推進会議」に、保健、保育、教育などの関係者を加えて連携体
制を強化し、保育所や小中学校などの受入実態や在宅で生活している医療的ケア児も含めた県内全域の
実態把握に努めながら、具体的な支援策や受入体制の整備に向けた取組を進めていきます。
★保育所への看護師配置に向けた取組については、国のモデル事業を実施している他県市町村の取組など
の情報収集を行いながら、医療的ケア児の受入に向けた必要な支援を検討していく。また、小中学校への
配置については、国において看護師の配置や体制整備を進める事業を実施していることから、同事業の導入
も含め、市町村教育委員会と連携しながら、医療的ケア児への支援体制の構築に取り組んでいきます。

年は9.78％へ上昇。35歳以上で出産する人の割合は同期間で19.6％から24.7％となっている。

②総合周産期母子医療センターのスタッフ増員による救急搬送コーディネート体制の強化
③救命救急士等を対象とした新生児蘇生法および母体救命研修の実施
④分娩取扱施設の再開等に対する支援の拡充 などに要する経費も盛り込まれ、
また、
⑤産科等を専攻した奨学金養成医師 については、
地域周産期母子医療センターでの
勤務に専念する事で義務履行とキャリア形成の両立を可能

とする特例措置がH30年度から設けられます。

⑥助産師の確保定着 を図るため、看護職員修学資金に「助産師特別募集

枠」
を創設し、
修学支援を拡充する他、
「安心と希望の医療を支える看護職員確
保定着推進事業」により新たな助産師の実践能力の強化に向けた具体的な検
討が行われます。
「いーはとーぶ」
▲「まんまるママいわて」の助産師さん 医療機関と市町村が妊産婦等の情報を共有する周産期医療情報ネットワーク通称
には、県内全ての市町村がH 29年度までに加わり、強化されました！
達と

実現
H30年度予算に新規で
『県民主体の健康度アップ支援事業費』が盛
り込まれました！
県民一人ひとりが生涯を通じて心身ともに健康で介護の要らない自立し
た生活を送ることが、医療費削減にもつながり重要であるが、県の日常生
活における1日平均歩数が全国に比べ低いこと、特にも働き盛り世代の運
動習慣が低いことが課題であると、
これまで訴えてきました。
特に男性で、65歳未満の若い世代からすでに全国より
年齢調整死亡率が高い状況にあり、生活習慣病に関連す ▲岩手県理学療法士会主催の体力測定＠サ
る要因となる歩行数や肥満、野菜摂取量が悪化している。 ンフレッシュ都南（2017年7月9日）

▲▶所属する「七時雨トレイルラン
ニングクラブ」の仲間とランニング
＠岩山（2017年9月）

この事業を通じて、
内臓脂肪量と運動・食事に着
目し、
メタボリックシンドローム対策に効果をあげてい
る民間企業のノウハウを活用しながら、
「 従業員の
歩行数の増加と食生活改善への支援」や「企業の
社員食堂や弁当事業者等への内臓脂肪を減らすレ
シピ等の指導」などの取組により、
持続的に県内企
業の健康経営の取組を促進していきます。

▲ 医 療 的 ケア 児 のご 家 族 との 座 談 会

一校一看護師配置でなくとも、現在
「居宅のみ」
となっている訪問看護の規定を
「居宅等」
とすることができれば、
学校等へも付き添いができるようになることから、本県独自で枠組みを作ってみてはどうか！

実現
岩手県内には保健所が10箇所あり、飼い主のいない犬猫の保護や譲渡を行って
いるが、施設の老朽化が懸念。昨年2月に、盛岡市にあるS44年に建てられた
『犬
抑留所』
を視察。保護施設と呼ぶには程遠く刑務所のような場所でした。
H28年度に県内で保護された犬猫は、猫が828匹、犬が317匹。このうち猫は51％、
犬は14％が新しい飼い主が見つからずに殺処分。殺処分率は年々減少しているが、
殺処分ゼロには程遠い。

昨年11月に県は、
動物愛護センターの設置検討について、
盛岡市に申し入れをし、
同年12
月には双方の担当部局からなる動物愛護センター整備検討協議会を設置し、
現在、
盛岡市と
共同でセンターを設置する方向で検討が進められています！
現在、動物愛護の普及啓発や譲渡機能を持つ拠点施設がないのは東北で岩手県だけ！
人と動物の調和がとれた共生共存の岩手、殺処分ゼロを目指していきます。

実現

岩手県では1974年に旧松尾村で開催して以来2回目となる
「全
国植樹祭」。全国植樹祭は天皇皇后両陛下が参加される三大行幸
啓の一つで2019年5月に即位する新天皇が来県される予定。森林
林業の恩恵を県民が身近に感じて貰える機会や意識の醸成に繋が
ることを願って。 ▶昨年の「いわての森林の感謝祭」@奥州市（2017年9月23日）

▲昨年2月に訪問した
盛岡の「犬 抑留所」の
様子

１〜２歳児に比べ、
保育士の配置人数が倍となる０歳児
の入所増が保育士不足につながり待機児童が発生し
ていると分析すると、
１〜２歳児の受入れを拡大する施
設が増えれば０歳児で申し込むケースが減り、
長期的に
は待機児童解消につながるとも期待できるので、
需要の
高い１〜２歳児の受入れに積極的に取り組む保育所を
支援する市町村に対して県の補助を検討してはどうか。
また、
0〜２歳児等を対象に、
保育所などに入れない待
機児童を持つ保護者ら向けに、
ベビーシッター代等を補
助する制度を検討して
はどうか。
就労形態の多様化に
対応した各種保育サー
ビスの充実など多様で
きめ細かな対 応が今
▲甥っ子の通う県内保育所にて
後さらに求められる
！

ホースセラピーとは、
馬とのふれあいや世話、
乗馬などを
通して、
心身の発達や社会性を育んだり、
ストレス緩和な
どを図る。岩手県の沿岸はまだ復興の途上にあり、
特に
この数年は仮設から復興公営
住宅への転居や自力再建など
生活環境の変化が大きい状
況。障がい児の中には、生活
環境の変化に適応が難しい子
が数多く存在。岩手県が誇る
馬事文化。
馬とのふれあいを通
して、
子ども達の心身の発達や
社会性を育む一助にしたい。
▲一般社団法人
「三陸駒舎」
が運営する児童デイサービス
「さんこま」
での様子

子どもの誕生や育児で環境意識が高まったときに木
製品等を配ることで、県民の森林保全への理解を効
果的に進められるのでは。また、地域の宝でもある
子ども達を祝福するとともに地元の特産品の良さを
伝えるきっかけにも。
岩手県として木育の具体的な取り組みはなく、雫石町
(H28〜)、住田町(H28〜)、八幡平市(H30〜)の３
市町にて、新生児へ木製品等の贈呈を実施中。
国でも森林環境税（仮称）を導入予定で、設置して10
年が経過する「いわての森林づくり県民税」の活用使
徒の内容を再検討すべき段階でもあるので、
「木育」
の視点もぜ取り入
れて頂きたい！
▶︎例として、
他県自
治体で採用されて
いるおおの木工
（洋野町）
の保育
プレート

国民の２人に1人ががんになる時代。そして、そのが
ん患者の３人に1人は働く世代で「明日は我が身」。
また、夫婦の6組に1組は不妊に悩んでいると言われ
ている。2010年から可能になった有休の「時間単位
取得制度（１時間から取得可能）」を導入している民
間企業は11.0％にとどまる。育児や介護中だけでな
く、治療中の労働者にとっても使いやすい制度であ
るはずだが、普及が進んでいないのが現状。企業の
がんや不妊等に対する理解促進と仕事と治療の両
立支援の環境整備がまだまだ不十分なので引き続き
取り組みたい。
▶︎沐浴体験中の夫(^^)

2月定例会終了後の3月末、夫とともに初めて両親学級へ参加しました。盛岡市主催の両親
学級は出産予定月に合わせて参加できる対象月が限定されていて、
それを逃すと原則参加
出来ないのが現状。案の定私は仕事で参加できず、別の月に参加出来ないかも問い合わせ
てはみましたが、予約で一杯でもあり結局受講出来ませんでした。なので、仕事でもお世話に
なっている助産師さんが代表を務めるまんまるママいわて主催の両親学級へ（＠花巻市）。
沐浴体験や産後の時間割など不安に思っている事も質問しながら助産師さん達とゆったり過
ごしました。夫婦で参加する事で普段は聞けない夫の気持ちも知る機会になり良かったです。
自身の妊娠出産育児経験を今後の県議会での活動に大いに活かしていきたいです！
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

後援会
入会随時
受付中

