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世界で猛威を振るう新型コロナウィルス感染症。岩手県
では6月1日現在の感染者はゼロ
（未確認）
ですが、
私たち
の生活は一変し、
日本のみならず世界経済の影響は深刻で
す。医療従事者をはじめ、私たちの生活に不可欠なサービ
スの提供に従事している皆さまには、
日々のご努力に心から
感謝いたします。
日本全体の緊急事態宣言が解除になりまし
たが、
これからは「新しい生活様式」による感染拡大予防と
ともに社会経済活動の維持の両立が重要となっています。
昨年9月の改選で4期目の当選を果たし、
今年は議員10
年目を迎えます。
「最悪を想定し、
最善を尽くす」
ことが求められ
ている中、
地域の皆さんの声を県政へ反映させるため、
初心と
感謝の気持ちを忘れずに、
引き続き全力を尽くしてまいります。
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農林水産委員長に就任

農林水産業は、食料の安定供給のみなら
ず、国土や自然環境の保全など、私たちの生
活を支える重要な役割を担っています。公正か
つ円滑な委員会の運営と、農林水産業の抱え
る課題解決に向け、鋭意努力してまいります。

会派を代表して総括質疑

～9月定例会
決算特別委員会～
＜2019年10月28日＞
※写真右

予算特別委員会の副委員長

第３会派「いわて新政会」

無所属の議員8名で結成、活動しています。

工藤大輔議員（九戸選挙区）、中平均議員（久慈選挙区）
小野共議員（釜石選挙区）、高橋但馬議員（盛岡選挙区）
吉田敬子（盛岡選挙区）、佐々木朋和議員（一関選挙区）
田村勝則議員（紫波選挙区）、千葉盛議員（大船渡選挙区）

2月定 例 会の予 算
特別委員会にて初めて
副委員長を務めました。

＜2020年3月4日～3月17日＞
※写真左

新型コロナウィルス感染症対策に対する知事への要望
新型コロナウィルス感染症など時々刻々と変化する情勢にスピー
ディーに対応するよう、引き続き県に対して要望してまいります。
11月27日 各市町村等から頂いた要望をもとに会派でまとめ『令和2年
度予算要望』
と
『台風第19号被害対策緊急要望』
を実施。
4月17日 『新型コロナウィルス感染症対策に関する要望』
私からは特に
「里帰り出産」
に対する体制整備と情報発信を早
急に行うなど、
妊産婦やひとり親家庭への支援について言及。
6月1日
『新型コロナウィルス感染症対策に関する要望』
「財政措置」
「医療体制の充実」
「経済・雇用対策」
「教育
現場に対する支援」
「生活支援」の5分野について。

これまで提言してきたことが
実現・前進しました
妊産婦のアクセス支援
早産や高齢出産などリスクのある出産に臨む妊婦さんの交通費を支援することとなりました。周産期母
子医療センターでの健診、出産の交通費、出産待機のための宿泊費用の支援を行う市町村に補助すること
になりましたので、各市町村のアクセス支援が積極的に行われることを期待しています。
補助は、妊娠22～32週未満の早産や、40歳以上の初産などリスクのある妊婦さんで、県内10か所の周
産期母子医療センター（※）へ通う人が対象です。健診（法定１４回）時の自家用車の燃料や公共交通機関、
タクシー費用、出産待機のための宿泊費について、県と市町村が2分の1ずつ負担し、一人5万円が上限です。
今後は、診療所での分娩を希望する妊婦さんに対しても助成の対象となるよう提言し
ていきます。また、産後の子育ては地域で手厚く見守れる体制とすることが重要なので、
引き続き産後ケアの充実について取り組んでまいります。
※岩手医科大学附属病院、県立中央病院、県立大船渡病院、県立宮古病院、県立久慈病院、県
立中部病院、北上済生会病病院、県立磐井病院、県立二戸病院、盛岡赤十字病院）

ひとにやさしいまちづくり～妊産婦～
公共施設や商業施設などには、
「車椅子使用者用駐車施設（区画）」が設置されて
います。障がいのある方、要介護認定を受けた方、妊産婦の方などが利用できます。こ
れまで妊産婦については、出産予定日から前後12週のみでしか利用できませんでした
が、今年度から母子手帳交付から産後1年未満と拡充されました！ぜひご利用下さい！

がん対策

幼児教育センター

がんは生涯で2人に1人が罹患するとされてい
ます。これまで小児や若者、女性特有のがん対策
についての提言を行ってきましたが、今年度から
岩手県でも『医療用ウィッグ』の購入費が支援さ
れることとなりました！医療用ウィッグは、医療費
等の公的支援制度の対象となっておらず、多額の
負担が生じています。
岩手県内ではこれまで北上市の
みで補助制度が実施されていまし
た。がん患者の皆さんにとって少し
でも治療と学業や仕事など社会参
加の両立の支えとなりますように。

幼児教育・保育料の無償化が始まっています
が、大事なのは、
「幼児教育の質の向上」です。
岩手県医師会でも、幼少期における非認知能力
を高めることの重要性について謳っています。
岩手県でもやっと設置
されることになりました。
センター設置によ
り、幼稚園と保育
所、小学校の連
携も進むことが期
待されます。

～医療用ウィッグ購入支援～

の設置

2020
年度

復

総額
,323億円

岩手県一般会計当初予算の概要 9
災害公営住宅の整備費

興

被災者の心のケア対策費

ふるさと振興
産

44億6060万円
4億5850万円

東京圏からのUIターン支援

6490万円

第3子以降の子どもがいる世帯の県営施設利用料を無料化
中小企業の事業承継を支援する新たな貸付制度の創設

業

県産食材の輸出へカナダ市場の開拓

医療・福祉
文化・スポーツ

970万円
7億670万円
2040万円

農業経営の高度化へのロボット、人工知能（AI）など先端技術の導入促進

1億3160万円

奨学金による医師養成や地元定着の取り組み

11億570万円

ハイリスク妊産婦の通院支援や遠隔モニターの整備

1820万円

医療的ケア児の短期入所受け入れ態勢の拡充

2150万円

五輪・パラリンピック選手らの育成、アスリート活動支援

3870万円

※新型コロナウィルス感染症の影響で、事業の中止・延期に伴う予算の変更が今後見込まれます。

安定的な生産体制の強化

県独自の種子条例制定へ

県産の農林水産物の輸出拡大に向け、カナダへ
の売り込みを強化します。カナダにりんごを輸出し
ているのは国内でも岩手県のみ。りんごを足がか
りに米や牛肉など県産食材の浸透を目指します。

国が主要農作物種子法を 2018 年 4 月に廃
止したことを受けて、岩手県も県独自で種子条
例を議員発議で策定することになりました。
私たちの命を支える大切な食。岩手県の伝統
野菜とそれを生産する農家さんを支援する取り組
みについても取り上げてきましたが、これから策
定する条例には、主要
農作物に加え、伝統野
菜も品目に盛り込むこ
とを提言しています。ま
た、国では種苗法改正
の動きもあり、動向を
注視していきます。

※2018年の岩手県の農林水産物の輸出額は約32億円
◀︎ 農 林 水 産 委
員会で盛岡市黒
川 の「りん ご 工
房きただ」を訪問
（2020年4月14
日）。北田晴男さ
ん富 士子さんご
夫 妻は今 年 、全
国 果 樹 技 術・経
営 コン クールで
農林水産大臣賞
を受賞。

いわての森林づくり県民税
緊急に森林整備を行う必要性から制度を創設して15年が経過しました。2020
年度は第3期の最終年度。第4期へ向けて、森林環境保全に係るこれまでの取組
に加え、再造林等持続可能な森林整備や、防災・減災対策、森林病害虫や野生動
物被害への対策などの新たな課題に対応するための使途拡大に取り組みます。

新型コロナウィルス感染症対策の取り組み
4/20「新型コロナウィルス感染症対策本部会議」
を設置
4/30 臨時議会にて補正予算
5/20 臨時議会にて国への要望書提出を決議
6/11 臨時議会にて補正予算
感染症専門医である盛岡つなぎ温泉病院理事長の小西
一樹先生（写真右）
との勉強会を会派で実施（2020年4
月23日）。医療崩壊にならない先手の対策が必要です。

補正予算の主な内容
① 調査 · 情報収集

◦PCR検査機器2台を追加整備＝計4台に。
検査体制を強化＝1日40件から80件に。
◦９つの2次医療圏に発熱外来・検査センターを設置、
早期実現に向けて協議中（一関と宮古は5/18から運
用開始、釜石は6/9開設予定、盛岡は６月上旬開設
予定、奥州は６月中の設置を目指す）

② まん延防止

◦保健所等の体制強化、専門家等の確保および派遣
◦学校や福祉施設等における感染対策の徹底
◦公共施設等における感染対策の徹底
◦休業要請に対する協力金の支給

③ 医療等

◦相談体制整備、
医療用マスク配布、
検体搬送等の経費
◦人工呼吸器、ECMO（体外式腹型人口肺）等の整備
◦軽症者等を受け入れるための宿泊施設の確保

④ 教育

◦学校へのマスク消毒液等の配備
◦学校の臨時休業時の放課後児童クラブ等開所への支援

岩手県外から里帰り出産を
ご希望の妊婦さんとそのご家族へ
いま日本産婦人科医会や学会では里帰りは推奨しな
い、強制はしないが里帰りを止めることも選択肢としていま
すが、里帰り出産を希望する場合は、

①事前に出産をご希望の病院へ
電話にてお問い合わせを。
②妊娠32週くらいには岩手のご実家に帰省を。
③岩手に帰省後、2週間の待機時間を経て
病院を受診。
◦岩手県に里帰りされた後は県外へ移動しないこと
◦夫など県外からの親族とも会わないこと
について、産婦人科の先生からのお願いの声も上がって
います。ハイリスク妊娠の場合はこの限りではありません。
出産を希望の病院やかかりつけ医によくご相談ください。

2020 年６月１日現在

◦学校の臨時休業時の障がい児のデイサービス等利用
への支援
◦家計が急変した高校生等に対する奨学給付
◦県立学校のICT機器整備（児童生徒1人1台端末や
ICT支援員）

⑤ 経済・雇用対策

◦3年間無利子で保証料を全額補給する中小企業等へ
の資金の融資
◦市町村と連携した家賃補助
◦経営悪化した農漁業者への利子補給
◦農泊施設等への衛生環境整備への補助
◦肉用牛農家の肥育素牛導入支援
◦障がい福祉・介護サービス事業者への代替サービス
経費への支援
◦市町村が地元の宿泊施設を利用する住民の宿泊料
助成への経費補助
◦生活困窮者等への住宅確保給付金
◦市町村が行う雇用調整助成金の上乗せ補助
◦県内縫製事業者に布製マスクの製造配布の委託
◦学校給食への県産牛肉の提供

コロナの影響で盛岡市から保育園の登園自粛要
請があった期間は、私も息子を事務所保育しながらの
仕事。在宅ワークと育児の両立の大変さを経験して、
保育園の有難さを改めて実感。小さい子どもがいると
普段はいけない飲食店からのテイクアウトを楽しんだ
り。息子と自然の中や公園でめいっぱい遊ぶことで、
運動不足を解消しています。
新型コロナウィルス感染症は、学校や仕事、社会
生活など様々なところに影響が広がっています。
県への要望、対応や支援策について詳しく知りた
いなど、ご意見ご感想などもぜひお寄せください。

FAX 019-681-6010
Mail yoshidakeiko.iwate@gmail.com
日々の活動や県の支援策等は Facebook 等で発信しています

