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県政報告

教育・子育て政策調査特別委員会の委員長を拝命

早いもので、
任期4年の半分が終わり、
折り返しに入りました。
昨年2021年9月の定例会で所属委員会等の改選があり、任期
後半２年間は、環境福祉委員会と教育・子育て政策調査特別
委員会に所属し活動します。
環境福祉委員会は、環境生活部と保健福祉部を所管します。
温暖化エネルギー対策、環境保全、自然保護、動物愛護、若者
女性協働推進、健康づくり、福祉、介護、障がい福祉、医療政
策、周産期医療、医師確保、
子ども子育て支援など。

また、
教育・子育て政策調査特別委員会では、
特に、
不登校やいじ
め対策、
児童虐待や貧困
「インクルーシブ保育」の調査（2021年12月23日）
対策について調査します。
私の掲げる重点政策でもあり、県民の皆さんはじめ多様な声に寄り添い、
引き続き鋭意取り組んでまいります。皆さまのお声もぜひお聞かせください。
任期前半に所属していた農林水産委員会では、委員長も務めさせて頂きま
した。県内外の農林水産業者の皆さんをはじめたくさんの方々から多くの学
びを頂きました。こちらも引き続き今後の活動に活かしてまいります。
農林水産委員会で南部美人（二戸市）へ

岩手県

（2021年7月21日）

2022年度の新しい動き（私が提言してきた取り組みの一部）

●産後ケア利用促進事業

各市町村が行う産後ケア（お母さんのケア、赤ちゃんのケア、育児サ
ポート等）の利用料を県が負担（おむつや食事代等は別）。利用促進
へつなげる。

●「いわて幼児教育センター」始動
幼児期（就学前）の教育は非認知能力の育成に影響するといわれ、子
どもの貧困対策としても重要。研修や訪問支援等が行われる予定。

●「医療的ケア児支援センター」設置
2021年9月に医療的ケア児支援法が施行され、自治体の支援は努
力義務から責務に。保育所や学校等での受入支援体制の拡充など。
（岩手県内の医療的ケア児は200名程度）

医療的ケアが必要な子どもを育てるご家族の皆
さんと県に対して要望へ（2021年8月24日）

県議会9月定例会

一般質問に登壇

以下の項目について取り上げ質疑しました。
その一部を右記の通りご紹介します。
1. 新型コロナウイルス感染症対策について
（1）岩手緊急事態宣言について
（2）今後の事業者への支援について
（3）ワクチン接種について
（4）いわて県民計画（2019 ～ 2028）への影響について

2. 妊娠・出産・育児への切れ目のない支援について
（1）ふるさと振興総合戦略の評価について
（2）子どもを生み育てやすい環境づくりについて
（3）周産期医療の適切な提供について
（4）妊産婦アクセス支援について
（5）助産師の育成と活用について

3. 男女共同参画の推進と誰一人取り残さない
社会の実現について
（1）女性のためのつながりサポート事業について
（2）岩手県職員の働き方改革の推進について

4. 動物愛護について
5. 農林水産業の振興について
（1）地産地消の取組について
（2）森林公園の果たす役割と県民による活用について
（3）県産材の利活用促進について

6. 子どもたちの健やかな成長と生きる力を育む教育について
（1）子どもたちの多様な体験活動の機会の創出等について
（2）子どもたちの読書環境の充実について

教育・子ども政策調査特別委員会の調査

〜2021年10月6日〜

質疑答弁の全文は吉田けい子公式HPをご覧ください! QRコード読み取り→→→

助産師の活用と育成について

地産地消の取組について

Q妊産婦の多様なニーズに応え、地域における安
全、安心、快適なお産の場を確保するとともに、助
産師がその職能を活かして活躍することができる
場を確保するため、
これまで助産師外来と院内助
産の設置を推進してきたと認識している。分娩介
助等、不足する医師を助産師が支えてきた。本県
の助産師の確保や育成活用状況、助産師外来
と院内助産の取組の評価について伺う。
Aいわて看護職員確保定着アクションプランに基づ
き、助産師を含む看護職員の確保や育成などの
事業を総合的に進めてきた。県内の就業助産師
数は、平成30年は401人。助産師外来や院内
助産の取組については、医師の負担軽減や妊産
婦の多様なニーズに対応する上で有効であると
考えている。助産師には分娩介助に加えて、
メン
タルヘルス対策や子育て支援など、多くの重要
な役割を担うことが期待されていることから、助産
師がその持てる力をこれまで以上に発揮できる方
策等について検討を進めていく。

Q農林水産物マーケティングデータブック2020によると、給食事業における県産農林水産物の利用割合が61.4％とまだまだ伸
び代がある。施設区分ごとの利用割合でみると、一番高いのが学校給食で69.5％。一方で、保育所は48.6％、県立病院は
33.8％、公立病院は16.3％、社会福祉施設は33.5％にとどまっている。病院や社会福祉施設等への地産地消の
取組をさらに進めることが重要と考えるが如何か。
A地産地消を更に推進するためには、通年確保が難しい県産野菜や、利用が少ない県産水産物の利用拡大が必要。
県産食材が県民にとってより利用しやすいものとなるよう、最新の冷凍技術の活用等により県産の野菜や水産物を時
期を問わず安定的に供給できる仕組みを検討するなど、市町村、関係団体等と一体となって取り組んでいく。

女性のためのつながりサポート事業について
Qコロナの拡大は、
とりわけ女性への影響が深刻。
非正規雇用労働者を中心に雇用情勢が急速に
悪化、同時に、
ＤＶ、
ひとり親世帯、女性の貧困、
生理の貧困等がコロナ下で可視化され、改めて
男女共同参画の進展状況について疑問の声が
上がっている。様々な困難を抱える女性に寄り添
う多様な相談・支援体制の充実が喫緊の課題。
県の男女共同参画の取組に対する所感を伺う
A「女性のためのつながりサポート事業」、
「いわて
女性のスペース・
ミモザ」を開設し、
コロナ禍で不
安を抱える女性への相談対応や女性用品の提
供などを行っている。コロナの長期化が懸念され
ることから、来年度の事業継続については、国の
概算要求の内容を踏まえ、効果的な支援のあり
方について検討していく。

子どもたちの読書環境の充実について

●子どもたちの読書環境の充実について

Q総務省が行った2017年の家計調査で、盛岡市は1世帯当たりの本の購入金額が全国1位となり、1世帯当たりの書籍購入
額は1万3,730円。
まさに「本の街・
もりおか」という状況。
また、近年、郷土ゆかりの作家が二期連続で芥川賞を受賞したことも
あり、
「文学の国いわて」
も体現。
これは今に始まったことではなく、宮沢賢治や石川啄木ら、かつての先人が耕した土壌があっ
たことが大きな要因と考える。文化都市宣言・本のまち宣言などをする必要がないほど、県民にその感覚が根付いている。
「文
学の国いわて」という土壌を次世代に繋いでいくため、子どもたちの読書環境をさらに充実させてほしい。県内高校では文学活
動が盛んと聞く。将来の作家の育成にも力を入れてほしい。
A読書活動は人生をより深く生きる力を身に付けていくうえで欠くことのできないものである。令和2年度「岩手県子どもの読書状
況調査」によれば、1か月の平均読書冊数は小学生が18冊、中学生が5.1冊、高校生が2.5冊、全ての校種において全国平
均を上回っている状況。現在、
「第4次岩手県子どもの読書活動推進計画」に基づき、重点として「子どもの発達段階に応じた
取組の推進」と「子どもの読書への関心を高める取組の推進」の2つを掲げて取組を進めている。

森林公園の果たす役割と県民による活用について
Qコロナ禍で、外出自粛や様々な活動が制限される中、健康増進の観点からも、外遊びや
自然散策等自然に親しむ機会の提供が重要と考える。野外レクリエーションの場として四
季を通じて利用者の増加が図れるようなポテンシャルの高い要素が多い森林公園だが、
さ
らに広く活用できる余地が多数ある。森林公園の指定管理者の話を聞くと、
「施設設備や
備品の老朽化により年々修繕個所が増加し、指定管理料を圧迫して大変だ」
との声が多
く、
「園外保育利用や遠足利用についての問い合わせが多く、子どもたち等の来園者への
サービス向上を図りたい」
との声もある。県には5つの森林公園があるが、
自然に親しめる場
としてより多くの県民に利用されるよう魅力向上を図ってほしいが如何か。
A昭和44年に設置された県民の森をはじめとする森林公園は、整備から相
当期間経過したものもあり、利用者ニーズ等の変化に合わせ、対応していく
ことが必要となっている。今年度から、①車いすやベビーカーの利用者
等に配慮した遊歩道のバリアフリー化、②親子で楽しめる木育スペー
スの設置、③来場者の利便性に配慮した案内板の整備、④景観等に
配慮した支障木の除去などの整備を進めている。

2021年12月22〜23日＠神奈川県（①②③）、2022年1月13日
（④）

◀①︎不登校、ヤングケアラー、貧困等
の対策の一つとして、毎週１回「校内居
場所カフェ」を開催している横浜市立
横浜総合高校へ（横浜市）
▶②︎障がいのある子もない子も一緒
「インクルーシブ保育」を実践するカ
ミヤト凸凹保育園へ（厚木市）

◀︎③学校の中に居場所を見出せない子ど
もや若者達が学校の外で多様に育ち学ぶ
場「フリースペースえん」へ（川崎市）
▶④岐阜市で中学3年の男子生徒がいじ
めを苦に自殺（2019年7月）。いじめをめぐ
る課題を解決する取り組みについて前岐
阜市教育長にご来県・ご講演いただいた。

知っていますか？

このようなことにも取り組んでいます

ダブルケア

子育てと親や親族の介護が同
時期に発生し負担増の状況。

ヤングケアラー

家族の介護やケア、
身の回りの世話
を担う18歳未
満の子ども
のこと。

オンラインでの座談会

新型コロナウィルス感染症の猛威により、県政報
告会をはじめ県民の皆さんとの意見交換会などの開
催が難しい状況ではありますが、少しでも皆さんの生
の声を伺う機会として、
「オンライン座談会」や「少人
数に限定して座談会」を開催しています。今後も引き
続き工夫しながら開催していきたいです。

対面＆オンライン併用で「未就学児のママパパさんとのお話
会」を開催（2021年6月10日）

「銀河のしずく」稲刈り体験

JAいわて中央では、県ブランド米「銀河のしずく」
の生産拡大や県産食材の消費拡大を目的に、2020
年11月から盛岡友愛病院（盛岡市永井）へ給食用米
の供給を開始。2021年度は初めて専用圃場を設置。
2021年9月には稲刈りを体験させて頂きました。

（2021年9月21日）

けい子の青空日記
議員の産休期間について会議規
則に「産前６週、産後８週」と明記さ
れました（2021年3月）。これまでは
欠席の事由の１つとして出産も挙げて
いましたが、産休の期間は設けられて
いませんでした。産後の心身のケア（母体保護）のため、
また次
世代の議員のなり手を増やすためにも、議員活動と出産育児
や介 護の両 立のた
めの環境整備は重
要と考えています。
ま
た、岩手県議会を傍
聴できるのは現在中
学生以上となってい
ます 。小さい子ども
連れの親子なども傍
聴が可能となり開か
れた議会となるよう
議会改革に取り組ん
2021年5月29日花巻市青年会議所主催の
でいます。
男女共同参画イベントに県議として登壇
レポートでは掲載しきれない日々の活動は、
SNS でもご覧いただけます。
【HP】 http://www.keiko-yoshida.net
【Facebook】 吉田敬子
【Facebook ページ】 岩手県議会議員 吉田けい子

皆さまの
ご意見・ご提言を
お待ちしております !

吉田敬子

プロフィール

所属委員会
●環境福祉委員会
●教育・子ども政策調査特別委員会
●議会運営委員会
昭和53年（1978年）1月24日
盛岡市（旧都南村）生まれ
▼津志田保育園卒
▼津志田小学校卒
▼見前中学校卒
▼盛岡白百合学園高校卒
（米国 Sulpher Springs School 交換留学）
▼上智大学外国語学部ドイツ語学科卒
▼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
村役場勤務、主に女性と子どもの支援
▼岩手県男女共同参画センター勤務
▼2010年 初当選
▼2018年 岩手県議会初の産休取得
▼2019年 4期目再選
家族構成：夫・長男（3歳10か月）

