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３回目の一般質問 
   ～１２月定例会にて～ 
当日の様子はインターネットで現在もご
覧頂けます。 

→岩手県議会のホームページ 
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私が取り上げた質問項目は・・・ 

１、知事の政治姿勢について 

２、仕事と子育ての両立支援
と少子化対策について 

３、放射性物質の影響とその対
策について 

４、エネルギー政策と森林林業再生について 

５、環境王国いわてにむけた取組みについて 

６、伝統工芸品と観光振興について 

７、若者の雇用創出のための産業振興と人材育
成について 

８、県有財産の有効活用について 

９、学校図書館とキャリア教育につい
て 

（全ての質疑答弁内容はブログにて   

3"--*����)1)+�(�-��/�&)!�$*�ǃ�

平成２５年１月 24日（誕生日）発行 

『子ども達は選挙権もなければ
経済的な自立もない。この国を
立て直さないと一番影響を受け
るのは子ども達。復興を担う子
ども達に夢と希望を与える「岩
手県」であるよう強く願いま
す。』 

（当日の発言より抜粋） 

わたしの想い 

２頁
へGO 

 

登壇するのはやっぱり緊張します！ 

吉田けい子 

岩手県議会議員 

Vol.９ 

Y_�6u�P����
think globally, act locally 

2013 年新春号（題字文章編集構成：吉田けい子） 

35歳 

沢山の方々に傍聴へお越し頂き有り難うござ
いました。今度はぜひ委員会等へも傍聴へ！
どんな議論されているか、議員だけじゃなく
県民の皆さんに見て頂く事で、もっと引き締
まった県政運営になるはず！！ 
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２、「仕事と子育ての両立支援と少子化
対策について」の私の考えと質問 
 少子化の原因に、未婚化・晩婚化・非
婚化があげられる。結婚に対する価値観
が変化する中、多様化した価値観に対し
て、結婚を促す事が果たして課題解決へ
繋がるかは疑問符。 

 少子化対策としてやるべき事は２つあ
ると私は考える。①「不妊治療」への支
援と②「待機児童の解消」。 

 少子化人口減少が進む中、今いる子ど
も達をまずは社会全体で守り育てる環境
整備をし、これから結婚し子どもを持と
うとする若い世代に、結婚・子育てに対
し不安を与える事のない社会作りをして
いく必要がある。現代の女性は、結婚・
出産を経ても仕事を続けたいという女性
が殆どだが、実態はまだ困難な状況。 

 待機児童の解消について、認可外施設
希望者や最初から入園を諦めている場合
は、その数に含まれず、潜在的な待機児
童が相当数存在すると思われるが、県で
の認識はどうか。また、非正規雇用等に
よる低所得により生活が安定しない若者
が増える中、非正規雇用のままであって
も安定した社会保障が受けられる制度改
革が必要であると考える。その支援策に
ついての県の考えはどうか。（＊不妊治療は今
後の調査研究課題） 

 

〈県の答弁〉 
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「本音で語ろう県議会」 
県議会と県民の皆さまとの意見交換の場。 

９月定例会中に行われた平成２３年度決算特別
委員会の審議報告を行い、各県議会議員が県民
の皆さんからご意見ご提言等を伺いました。 

開催日時の関係もありますが、若者や女性の参
加がとても少なく残念でした。紫波会場には３
４名の方々がご参加くださいました。 初めて座長（司会）を務めまし

た！（平成 �
年 ��月 ��日） 

平成２３年度決算特別委員会 
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 県の高等学校の学校図書館担当職員（学
校司書）配置状況は、平成 22 年度 9.2%全
国ワースト２位。県として学校図書館の機
能充実を怠ってきた結果では？学校図書館
を利用する生徒数が減少しているからと
いって蔑ろにしてはいけない。学校とは最
低限の教育の機会を確保すべき場所であ
り、図書に触れる子ども達が減ってきてい
る中、学校において図書に接する機会を提
供することが本来の役目と考える。現在の
県立高校学校司書配置状況が３校となって
いる理由と、今後、学校図書館をどのよう
に位置づけ、取り組んでいく考えなのか。 
 若者を取り巻く就労や雇用の環境が大き
く変化し、若者の失業率や非正規雇用者数
が増加傾向。一方、高校や大学を卒業した
若者の早期離職傾向や職業観の未熟さ、社
会人・職業人としての資質や能力の不足等
が社会的に大きな課題。全ての学校におい
て、社会人・職業人としての自立を図るた
めのキャリア教育、総合生活力・人生設計
力を育むキャリア教育が実施されるよう強
く要望する。社会への出口が近い高校生達
に多様性と価値観を育む必要があり、ま
た、震災後、故郷に貢献したいという子ど
も達も沢山いる事から、震災からの復興に
向け、広い視野を持って、多様性にとんだ
人材を育成するために、特にも普通高校で
のキャリア教育の推進が重要と考えるが県
の所感を問う。 
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1. 

2. 

９、「学校図書館とキャリア教育につい
て」の私の考えと質問 

〈県の答弁〉 

こちら現在調査研究中！ 
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いわて森林感謝祭（植樹）＠西和賀町 

１０月１３日 

群馬県ドクターヘリ 

＠前橋赤十字病院の屋上ヘリポート 
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調査 

研究 
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けい子の青空サロン  毎月第１木曜19時～＠アイーナ 
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サンプル文章 

次回 第１８回２月７日（木）、第１９回
３月７日（木）�� Ĭǐqs��[�ñǂƜ
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「こんなテーマを取り上げて欲しい！」「この
人の話が聞きたい！」等のご要望も受け付けて
おります。こちらも事務所まで。 

「ゆいっこ」＆「なんでもやろう会」
初・合同ボランティア活動 
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2012 年 11月 11日（日） 
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