かずか

今後も町民の皆様とともに

米田 一香 プロフィール

ごあいさつ

● 1988年10月24日

４姉妹の長女として生まれる 30歳 A型
向粟崎小学校 卒業
内灘中学校 卒業
金沢二水高校 卒業
金沢医科大学看護学部卒業

祖父 米田満の政治信念「町民と共に」を受け継ぎ、
町民主体の町政の確立を目指したのは2015 年のこと
でした。皆様のご期待を託して頂き、当時26歳で県内
最年少女性議員として当選することができました。あ
れから４年、大好きな内灘町の将来を真剣に考え、し
がらみのない立場だからこそできることがあると信
じ、ひたすらに熱く活動して参りました。
実現できたこと、まだ途中のこともありますが、一
意専心で取り組めたことは、ひとえに地域の皆様方の
温かいご指導と力強いご支援のおかげと心より感謝申
し上げます。
本来、町は・・・
（中面へ続く）

● 2011年4月

金沢医科大学氷見市民病院で
看護師として勤務
● 2015年4月

金沢医科大学大学院看護学研究科入学
地域健康支援看護学を学び
2017年3月修士課程修了
内灘町議会議員選挙初当選（1 期目）
金沢医科大学勤務
看護学部で公衆衛生看護学の
実習補助員として学生指導

● 2018年4月

金沢医科大学大学院医学研究科入学
社会環境保健医学（衛生学）
を専攻中

● 現在

町議会議員活動に精力的に取り組むか
たわら、内灘町内の訪問看護リハビリス
テーションで看護師として働く
広報対策特別委員会委員長
文教福祉常任委員会委員

内灘町議会議員

米

好きな食べ物 イチゴ、大根寿司、ワイン
趣味

好きな本
座右の銘

かずか

内灘町議会議員

苦手なこと

米田一香

得意なこと

着付け、御朱印集め、ネイルケア
ものづくり
早起き
『本日は、お日柄もよく』
『高瀬舟』
『こども菜根譚』
「人生の本舞台は常に将来に在り」by 尾崎行雄

「おかげさま」
今、この時代にこの町で
めぐり会ったご縁を大切にし、

*
米田かずかは女性の視点から

世代を越えたコミュニケーションの輪が

＊ここでの “女性”とは、若い世代や女性など政治分野
におけるマイノリティーの視点という意味で用いてい
ます。米田かずかは性の多様性を尊重いたします。
また、私の提案により、内灘町議会では「ハラスメ
ント防止研修会」を2 月19 日に開催しました。ハラス
メント研修は県内議会では初めての試みで、地域づ
くりを担う議員がセクハラ、パワハラ等に関する認識
を深めることは、子どもや女性、また性的マイノリ
ティーの方への正しい理解を社会的に推し進める上
で重要なことだと考えています。

若い世代の視点から

広がるように、初心を忘れず

医療従事者の視点から

活動していきます。

未来を見つめています
相互理解

何事も相手を知ることが始まり。
多様性を尊重した
思いやりのある地域社会を。

人口増加

皆様の「たい」を叶えたい。
知りたい、見たい、働きたい、
住みたい、産みたい、育てたい。
いきたいと思える内灘町を。

（行・往・活・生・逝）

どんな人にも分かりやすい言葉で、
時代やニーズに沿った
町内・外への情報提供を。

健康寿命
からだ

情報発信

心も身体もいきいき元気。
地域と医療の連携で、
生きがいを持って最後まで
暮らし続けられる町づくりを。
そして、予防医学の推進、
生涯学習サポートの充実も。

内灘町議会議員

米田かずか

よ ね だ

大好きな内灘町のために
女性ならではの感性を
活かしていきます

● 2017年4月

後援会討議資料

新しい町 政のと びら を
一緒 に 開 け て み ま せ ん か ︒

よねだ

見ます

聞きます

発言します

町民の皆様のご意見をお聞かせください。

*
若い世代や女性にとって

身近な存在でありたいと思っています。
頂いた声を町政にきめこまやかに反映させる
お手伝いに引き続き取り組んでまいります。

町議会報告

米

かずか

Q

Q

米田かずか

町では災害時に備え、
トラックで運搬できる1000ℓの給水タ
ンクを2基保有している。町内避難所の数に見合うよう給水
タンクの保有基数をもっと増やし、
応急給水体制を強化せよ。
A

上出功総務課長

避難所等における給水タンクの設置の必要性については十
分認識している。
検討していきたい。
［2017年12月議会］

バスルート空白地域の解消を

米田かずか

保健 麻疹、風疹の成人予防接種を助成
Q

川口町長

米田かずか

大人の麻疹
（はしか）
、
風疹の任意予防接種の費用負担を軽
減する助成を行い、
感染拡大の防止に努めるべき。

町会などの要望を精査し、
向粟崎4丁目を含めたバスルート
空白地域の解消を目指してルートを検討している。
利用者が
安全に乗降できる場所を選定していきたい。
［2016年9月議会］

A

川口町長

2019年度から助成制度を導入したい。
［2018年12月議会］

子ども 体調不良児対応型病児保育の拡充

福祉

Q

Q

米田かずか

2016年6月議会で質問している北部保育所での体調不良児
対応型病児保育の実施はどうなったか。
A

発行 ● 2019年3月

防災 災害時用給水タンクをもっと増やせ

コミュニティバスのルート見直しの現況を説明せよ。向粟崎
地区からの要望となっている同4丁目公園付近でのバス停
設置には応えられそうか。
A

（表面ごあいさつの続き）
本来、町は国や県と対等な立場であり、それぞれの
役割を明瞭にしながら、また近隣の市町とも共に力を
合わせて課題の解決に取り組むべきだと考えています。
これからも日々の暮らしの中で皆様から頂いた声を議
員として町づくりに反映させつつ、しっかりと県や国
へと届け、社会全体の生活向上と福祉の充実に取り組
む所存です。
本年は平成から新しい時代へと移り変わりますが、
初心を忘れず多様性を認めて町民主体を第一に、この
町を舞台に一人ひとりが主役の彩りある人生の物語を
紡ぐお手伝いをさせて頂きたいと思います。
「石川県に内灘町あり」との声が聞こえてくるよう、
もっと誇れる町を目指し挑戦を続けます。
皆様の変わらぬご支援を宜しくお願い申し上げます。

Vol.2

活動レポート

内灘町議会一般質問での質疑の内容を抜
粋してご紹介します。町民の皆様の暮らし
に利する答弁を町執行部から引き出すこと
ができました。
生活

米田かずかの政治姿勢とメッセージ

今年2月より同保育所に常勤の看護師を配置し、児童の健
康管理、体調不良児の対応を行っている。
さらに、2018年度
中には町内すべての保育施設で体調不良児への対応体制
が整う予定だ。
［2017年9月議会］

A

町独自の手話言語条例制定を

米田かずか

川口町長

川口町長

安心 生前の意思決定を支援する事業を
Q

米田かずか

経済的にゆとりのない独居高齢者を対象に、延命治療、葬
儀、納骨などに関する生前の意思決定（リビングウィル）
を
支援する事業を町ないしは広域連携で導入してはどうか。
A

上出勝浩福祉課長

他県の先進事例を参考に調査研究していきたい。
［2018年9月議会］

いしかわ若手議員の会で
妊婦健診の助成拡充を後押し

町議会の外でもさまざまな活動に取り組み、
町政にフィードバックするとともに経験と研鑽を積んでいます。

宮本周司参議院議員
ホームページはこちら

全国の暮らしに密着した声を国に届け、
中
小企業が安定した経営を続けられる仕組み
づくりにも注力する宮本周司参議院議員(全
国比例・能美市出身)を応援しています。若い
世代の育成にも熱心
で、
面倒見のいい兄貴
分的存在です。

昨年5月に野田聖子総務大臣兼男女共同参画担当大臣が
内閣府で開いた
「女性地方議会議員意見交換会」
に出席し
ました。
地方議会への女性進出を後
押しするため、女性地方議員の
生の声を野田総務大臣が直接
聞く場として開催され、
20代から
60代の女性地方議員18名が参
加。私も全国で最年少の女性地
方議員の立場から、
さまざまな意
見や要望を申し述べました。

米田かずか

内灘駅周辺整備事業基本構想を策定中だが、
再整備される
駅舎にレンタル物販ブース、
コワーキングスペースなど起業
支援の場としての機能を盛り込んではどうか。

いしかわ若手議員の会
ホームページはこちら

こんなことにも取り組んでいます！

宮本周司参議院議員を応援！

Q

起業支援の場を内灘町内に

同構想検討委員会の中で議論していく。
［2018年6月議会］

条例については近隣市町の動向も踏まえ、今後、積極的に
検討していきたい。
［2018年6月議会］

女性地方議会議員
意見交換会に参加

産業

A

石川県手話言語条例が今年4月に施行され、他市でも制定
しているところがある。本町でも手話言語条例を制定し、手
話の普及や手話奉仕員・通訳者・通訳士の育成支援に取り
組むべきだ。

上島町民福祉部担当部長

内灘町議会議員 米田一香

宮本周司参議院議員
（写真左
端）
が企画した勉強会に参加。
能美市にある国立研究開発
法人情報通信機構
（NICT）の
北陸StarBED 技術センターを
視察しました＝2016年9月

超党派で県内市町議会議員、県議会議員等と活動する
「いしかわ若手議員の会」
に参加しています。若者の政治参
加の促進を旗印に集まっている会で、
市町の垣根を越えた共
通政策の立案・推進にも連携して取り組んでいます。
例えば、2015年９月の内灘町議会で私が出産予定日を過
ぎた妊婦さんへの妊婦健診費用の助成の導入・拡充を訴え、
実現させました。内灘町以外にもこの輪を広げたいと考え、
会の他のメンバーに働きかけ、
それぞれの市町でも同様の助
成の拡充に至りました。
母子保健の県全体の底上げに多少
なりとも貢献できたと自負しています。
また、
「ヘルプマーク」
と
「ヘルプカード」
の普及・浸透にも取
り組んでいます。
外見では分かりにくい、
障がいがある方、
病
気を患っている方、妊娠初期の方などが外出の際に身につ
け、援助や配慮が必要であることを周知するもので、
バンデ
キャップの有無に関係なく、誰にでもやさしい地域づくりを
会の仲間たちと共に推進しているところです。

野田総務相兼男女共同参画担当相と
ご一緒に=2018年5月

議員インターンシップの
受け入れに協力

JIAMで公共政策の
知識を深化

ドットジェイピーというNPO法人が主に大学生を対象に
実施している
「議員インターンシップ」の受け入れに協力し
ました。同法人では若者の政治への関心を高めようと、国会
議員、地方議会議員の事務所でのインターンシッププログ
ラムを設けており、私も趣旨に賛同しています。

全国市町村の共同研修機関であるJIAM（全国市町村国
際文化研究所）
で、地方自治体が直面するさまざまな課題
に対応する施策のあり方を学び、
そこで培った
「財政」に関
する知識を町の施策に反映できればと考えています。

手話言語条例の市
町での必要性を学
ぶため、社会福祉法
人石川県聴覚障害
者協会の藤平淳一
理事・施設長と吉岡
真人同理事・事務局
長を招いての勉強
会 を 開 催しました
＝ 2018年2月

米田かずかは、
石川県議会議員

Information

米田かずか後援会

緑台1丁目バス停近く
喫茶アロマ・ランドリーふわふか横

マルエーさん

ガソリンスタンド
至 清湖大橋

米田かずか
後援会事務所

至 金沢

ホームページはこちら

内灘駅

〒920-0276 内灘町緑台1-174

緑台二丁目 緑台一丁目

ファミリー
マートさん
至 医科大

事務所 TEL.076-238-1234

米田かずか

至 内灘海水浴場

会長 北川 利一

米田かずかの議員活動に賛同し後援会へ
の入会を希望される方は、後援会事務所
までぜひ、ご連絡ください。後援会会員の
皆様には、米田かずかの町政報告会のご
案内をさせて頂いており、町政報告会の
終了後には懇親会も兼ねた意見交換会（写
真）
も開いています。
また、後援会活動をお手伝いして頂ける
ボランティアスタッフも現在、募集中です。

米田あきおさんを
応援しています！

