
ＰＲＯＦＩＬＥ

自然との共存と環境保護～盛岡市のトラフズク～

FAX  019-681-6010
Mail  yoshidakeiko.iwate
　　  　@gmail.com

岩手の未来を私たちの手で！

 
昭和53年1月24日盛岡市（旧都南村）生まれ。津志田保育園、津
志田小、見前中、盛岡白百合学園高校、上智大卒業。都内アパレル
企業勤務を経て、青年海外協力隊として南米ボリビアへ。岩手県男
女共同参画センター勤務。2010年7月補欠選挙初当選。2011年
9月再選。農林水産常任委員、再生可能エネルギー調査特別委員。
2013年9月～商工文教常任委員、スポーツ振興等調査特別委員。
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岩手県議会議員

吉田けい子
（37歳）

2月定例会　一般質問
１. 若者が結婚し子どもを
　　産み育てやすい環境づくり
２. 県外進学者等の県内就職の支援
３. アパレル関連産業の振興
４. 農林水産業の振興
５. スポーツを通じた地域振興
６. 盛岡市の野球場整備
７. プロスポーツの支援
８. 中心市街地活性化に向けた
　　公共交通のあり方
などについて取り上げました。

１. 子ども・妊産婦の医療費助成について
（１）現物給付について
（２）医療費助成の助成拡大について

2. 男性不妊治療費助成について
３. 全国障がい者スポーツ大会について
４. 特別支援学校でのスポーツ教育のあり方
５. 肉用牛及び酪農就農者の人材育成について
６. 林業振興と再造林について
などについて取り上げました。

think globally, act locally

2月定例会の会期は、2月17日～3月23日でした。

【 2016年から8月11日は国民の祝日「山の日」!! 】
岩手が誇る壮美な山々には、全国や世界各地からも登山客の方々が
いらっしゃる中、登山道や遊歩道の整備は、登山者への安全安心の
確保のためだけではなく、自然との共生・自然への感謝とともになく
てはならないもの。林業振興のための林道整備に留まらず、登山道や
遊歩道も自然と共生した整備をしっかりしていく必要があります。

3月2日

平成27年度　予算特別委員会 3月5日～18日

事務所を移転しました▶︎〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町2丁目11-27
＜TEL＞019-681-6006   ＜FAX＞019-681-6010 
＜E-mail＞yoshidakeiko.iwate@gmail.com ＜HP＞http://www.keiko-yoshida.com/
＜blog＞http://aozoranet.exblog.jp <twitter＞aozorakeiko <facebook＞吉田敬子

〒020-0837
盛岡市津志田町2丁目11-27

（電話番号・ＦＡＸに変更はありません）

事務所移転のお知らせ

国
道
４
号
線

紳士服の
コナカ

清次郎 タイトー
ステーション

アンクルウッディ
居
酒
屋

よ
し
秀

ガリバー

大国
神社

津
志
田

町
内
会
館

前事務所

津志田
小学校

津志田
近隣公園

フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト サトー

商会 見前地区
公民館

びっくり
ドンキー

津志田
保育園

西島産婦人科
医院

南国やまちゃん

都南
バッティング
センター

盛岡
どうぶつ
病院

ほっかほっか亭

事
務
所

日本住宅

引っ越し
ました

2015年4月に事務所を移転しました。
「よし秀」さんの隣の白い一軒家の
一室を借りてます。

皆さん是非お気軽に
遊びに来てください。

　岩手県には沢山の希少動植物が生息していますが、昨今の地球環境
の変化、都市開発・都市整備等も影響し、各地で生態系が変化していま
す。ニホンジカの急激な増加による農作物被害等も増加傾向にあり、県
でも「鳥獣被害対策」今年度も昨年度以上の予算計上されています。
　盛岡市にも生息するフクロウ科のトラフズク。昨今その生息の確認が
出来ていません。旧都南地区や道明地区（盛南開発地域）でのトラフズ
クの生息調査を盛岡市がH１７年〜２５年にかけて実施。生息の確認に
は至らず、トラフズクの生息数は少ないとの結果。　トラフズクは、岩手県

ではいわてレッドデータブック
のBランクに指定、秋田県や山形県、福島県では準絶滅
危惧種に指定されています。

10月25日／JAいわて中央「盛岡地域ふれ
あい収穫感謝祭」＠サンフレッシュ都南

11月19日／盛岡りんごフェア＠いわて
銀河プラザ（東京）

誇る

いわての 美味しい農産品を世界に発信！



希望郷いわて国体２０１６（第71回国民体育大会）
＜冬季大会＞ スケート・アイスホッケー競技会 2016年1月27日～31日
 スキー競技会 …………………………………… 2016年2月20日～23日
＜本大会＞ ……………………………………………………………………… 2016年10月1日～11日
 水泳競技 …………………………………………… 2016年9月4日～11日
希望郷いわて大会２０１６（第16回全国障がい者スポーツ大会）

2016年10月22日～24日

　　　　

　　　　 　　　　

若者が結婚し子どもを産み育てやすい環境づくり
バリアフリー

   スポーツを通じた地域振興 
～いわて国体 2016 ～

子ども・妊産婦の医療費助成の拡充決定！

男性不妊治療費の助成

結婚支援センター設置

　未就学児と妊産婦の医療費助
成について、これまで一時的に窓口
負担が生じていた「償還払い方式」
から「現物給付方式」に岩手県も
やっと移行されることが決まりました。
　これは、全国でも岩手県は遅れを
取っていて、「現物給付方式」を導
入していない都道府県は全国で１０
都県のみ（東北では岩手県のみ）と
なっていました。
　今年平成２７年度は、各市町村
のシステム導入作業を行い、来年平
成２８年度8月頃から「現物給付方
式」へ移行予定。

　東京のいわて銀河プラザ内には、岩手県Uターン
センターがありますが、認知度・利用率が低いなど課
題が多いです。仕事・住まい・生活などの窓口が一
本化され、また、UIターン経験者のネットワーク強化
とその情報発信が図られ、部局横断的に取り組み
が強化されることが期待されます。

　希望郷いわて国体・いわて大会2016開催に向
けて、県内の選手強化の促進や県民みんなで盛り
上げていくための運動に取り組んでいます。また、国

体開催後も引き続き、スポーツ
を通じた地域振興を図ります。

これまで女性にのみ対象となっていた不妊治
療助成が男性にも適用されることになりました。

若者等男女の出会いや結婚を支援するため、
岩手県が結婚支援センターを設置します。

▶岩手県森林組合連合会の会長さ
んなどと一緒に。木材スロープの軽
量化と強度化にアドバイスを頂く。

◀12月7日「東北
ふるさとふくりパー
トナーズ」のワーク
ショップ＠盛岡カ
レッジオブビジネ
スにて。16歳の大
船渡高校1年生か
ら県内外の大学生
たちなど24歳まで
30名ほど参加。い

わて国体2016・東京オリンピック2020後の岩手について熱
く議論中。復興、人口減少、一次産業、観光などを議論。
▶2月28日「岩
手移住者交流
会」にて岩手に
UIターンされ
た方々の生の
声を伺い、今後
の参考に。

◀盛岡市太田テニスコート（2015
年4月にリニューアルオープン！全
16面の人工芝を張替え、うち2面が
屋内化、駐車場も増設されました）

▲（左）11月24日 岩手県トライアスロン協会開催の講習会
　（右）5月3日  盛岡市民体育大会～ボウリング大会～

　今年度から、住田町では、３〜５歳児の保育料無料化と１８歳までの医療費補助
（これまでは１５歳まで）を行うことを、また、西和賀町では、１８歳以下の医療費無料化

（これまでは未就学児まで）を決定。市町村独自の少子化・人口減対策に加え、岩手県としても
今後さらなる子育て支援策を打ち出してゆきたいと思います。

希望郷いわて国体ととも
に、希望郷いわて大会（全
国障がい者スポーツ大会）
は来年2016年に開催、
全国の障がい者スポーツ
競技者の皆さんが岩手へ
いらっしゃいます。これを契
機に、県内のバリアフリー
化を強化していきたい!!

さらに　

これから更に力を入れる私の取り組み
♥︎ライフプランニング支援（妊娠適齢期があることの啓発）
♥︎産前産後の女性を支えるシステムの構築（産前産後ケア）2

1

その他新たに導入決定 !!

公共交通機関やお店等の段差を解消する。活
動

人にやさしい福祉のまちづくり

若者の雇用支援 
～Ｕ I ターン促進～

甥っ子たち・親せきの娘たちと

友人たちと

妊娠
6ヶ月の時

妊娠
8ヶ月の時

レストラン・カフェにて
▲▼『一般社団法人ランプ・ アップいわて』さん
との活動を通じて。

三陸鉄道・いわて銀河鉄道（IGR）・JR東北本線にて

平成２７年度から

　高齢者や障がいのある人をはじめ、妊産婦や
ベビーカーを押す人など、だれもが安心して暮らし、
気軽に出かけられる街にする！

女性の視点で


