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昨年昨年昨年昨年3333月月月月のののの大震災以来大震災以来大震災以来大震災以来2222度目度目度目度目のののの春春春春がががが過過過過ぎぎぎぎ、、、、命命命命のののの芽吹芽吹芽吹芽吹きをきをきをきを感感感感じるじるじるじる季節季節季節季節になりまになりまになりまになりま
したしたしたした。。。。震災以来震災以来震災以来震災以来、、、、一番小一番小一番小一番小さなさなさなさな命命命命であるであるであるである子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの命命命命をををを守守守守ることがみんなのることがみんなのることがみんなのることがみんなの
命命命命をををを守守守守ることにることにることにることに繋繋繋繋がるとがるとがるとがると活動活動活動活動してまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたがしてまいりましたが、、、、福島県福島県福島県福島県においてはにおいてはにおいてはにおいては未未未未だにだにだにだに
16161616万人万人万人万人のののの県民県民県民県民がががが県内外県内外県内外県内外でででで避難生活避難生活避難生活避難生活をををを送送送送りりりり、、、、1111万人万人万人万人のののの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが避難先避難先避難先避難先でででで学学学学
んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。復興復興復興復興にににに向向向向かうかうかうかう確確確確かなかなかなかな未来未来未来未来がががが見見見見えないえないえないえない生活生活生活生活がががが続続続続くくくく中中中中、、、、避難避難避難避難していしていしていしてい
るるるる子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが戻戻戻戻りりりり、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの元気元気元気元気なななな笑笑笑笑いいいい声声声声がががが響響響響くふくしまくふくしまくふくしまくふくしま 「「「「立立立立ちちちち上上上上、、、、
がるがるがるがる力力力力がががが湧湧湧湧いてくるいてくるいてくるいてくる」」」」ふくしまにしなければならないとふくしまにしなければならないとふくしまにしなければならないとふくしまにしなければならないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

昨年昨年昨年昨年11111111月月月月のののの県議会議員選挙県議会議員選挙県議会議員選挙県議会議員選挙でででで3333期目期目期目期目のののの当選当選当選当選をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きききき、、、、現在現在現在現在、、、、議会議会議会議会ではではではでは
総務委員会委員長総務委員会委員長総務委員会委員長総務委員会委員長、、、、総括審査会委員長総括審査会委員長総括審査会委員長総括審査会委員長としてとしてとしてとして、、、、自民党自民党自民党自民党ではではではでは総務部会長総務部会長総務部会長総務部会長、、、、女性女性女性女性
部長部長部長部長としてとしてとしてとして、、、、福島県福島県福島県福島県のののの復興再生復興再生復興再生復興再生にににに向向向向けてけてけてけて活動活動活動活動しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。

選挙後初選挙後初選挙後初選挙後初のののの12121212月議会月議会月議会月議会でででで一般質問一般質問一般質問一般質問にににに立立立立ちましたちましたちましたちました。。。。福島県福島県福島県福島県のののの未来未来未来未来をつくるためをつくるためをつくるためをつくるため
のののの子子子子どもをどもをどもをどもを視点視点視点視点としたとしたとしたとした施策施策施策施策のののの展開展開展開展開、、、、小児小児小児小児がんがんがんがん対策対策対策対策をををを含含含含めためためためた子子子子どものどものどものどもの専門医療専門医療専門医療専門医療
体制体制体制体制のののの整備整備整備整備やややや18181818才以下才以下才以下才以下のののの子子子子どもとどもとどもとどもと妊婦妊婦妊婦妊婦ののののホールボディカウンターホールボディカウンターホールボディカウンターホールボディカウンターによるによるによるによる内部内部内部内部
被爆検査被爆検査被爆検査被爆検査のののの早期実施早期実施早期実施早期実施、、、、訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護サービスサービスサービスサービスのののの安定的安定的安定的安定的なななな供給体制供給体制供給体制供給体制のののの整備整備整備整備などをなどをなどをなどを求求求求
めましためましためましためました。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、疾病疾病疾病疾病のののの初期対応初期対応初期対応初期対応からからからから高度高度高度高度なななな治療治療治療治療までまでまでまで総合的総合的総合的総合的にににに対応対応対応対応でででで
きるきるきるきる仕組仕組仕組仕組みをつくりみをつくりみをつくりみをつくり福島県立医科大学福島県立医科大学福島県立医科大学福島県立医科大学をををを中核施設中核施設中核施設中核施設としたとしたとしたとした医療拠点医療拠点医療拠点医療拠点のののの整備整備整備整備にににに向向向向
けたけたけたけた検討検討検討検討にににに着手着手着手着手することすることすることすること、、、、訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーションとととと医療機関医療機関医療機関医療機関・・・・薬局薬局薬局薬局がががが連携連携連携連携しししし
薬剤薬剤薬剤薬剤などのなどのなどのなどの医療材料医療材料医療材料医療材料をををを供給供給供給供給するするするするシステムシステムシステムシステムをををを県内全域県内全域県内全域県内全域でででで構築構築構築構築することすることすることすること、、、、平成平成平成平成25252525
年度年度年度年度までにまでにまでにまでに内部被爆検査内部被爆検査内部被爆検査内部被爆検査をををを終了終了終了終了することなどのすることなどのすることなどのすることなどの回答回答回答回答をををを引引引引きききき出出出出しましたしましたしましたしました。。。。

福島県福島県福島県福島県のののの復興復興復興復興のののの最優先課題最優先課題最優先課題最優先課題はははは除染除染除染除染ですですですです。。。。昨年昨年昨年昨年8888月月月月にににに「「「「放射性物質汚染対処放射性物質汚染対処放射性物質汚染対処放射性物質汚染対処
特措法特措法特措法特措法」」」」がががが公布公布公布公布されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、除染特別地域以外除染特別地域以外除染特別地域以外除染特別地域以外のののの除染及除染及除染及除染及びびびび仮置場仮置場仮置場仮置場のののの確保確保確保確保はははは
市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うとしてうとしてうとしてうとして市町村市町村市町村市町村にににに丸投丸投丸投丸投げしているげしているげしているげしている状態状態状態状態ですですですです。。。。国国国国がががが設置設置設置設置するするするする中間貯中間貯中間貯中間貯
蔵施設蔵施設蔵施設蔵施設やややや最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場がががが決決決決まらずにまらずにまらずにまらずに除染廃棄物等除染廃棄物等除染廃棄物等除染廃棄物等のののの行行行行きききき先先先先がないがないがないがない中中中中でででで、、、、仮置場仮置場仮置場仮置場
のののの確保確保確保確保はははは住民住民住民住民のののの理解理解理解理解がががが得得得得られずられずられずられず除染作業除染作業除染作業除染作業をををを進進進進められないめられないめられないめられない状況状況状況状況になっていまになっていまになっていまになっていま
すすすす。。。。またまたまたまた「「「「放射性物質汚染対処特措法放射性物質汚染対処特措法放射性物質汚染対処特措法放射性物質汚染対処特措法」」」」ではではではでは対象対象対象対象とするとするとするとする廃棄物等廃棄物等廃棄物等廃棄物等がががが限定限定限定限定されされされされ
ていますがていますがていますがていますが、、、、放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質でででで汚染汚染汚染汚染されたものされたものされたものされたもの全全全全てのてのてのての処理処理処理処理をををを「「「「放射性物質汚染対放射性物質汚染対放射性物質汚染対放射性物質汚染対

」 。」 。」 。」 。処特措法処特措法処特措法処特措法 のののの対象対象対象対象としてとしてとしてとして国国国国のののの責任責任責任責任でででで処理処理処理処理するようするようするようするよう求求求求めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります
さらにさらにさらにさらに「「「「福島復興再生特別措置法福島復興再生特別措置法福島復興再生特別措置法福島復興再生特別措置法」」」」がががが3333月月月月30303030日日日日にににに施行施行施行施行されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、福島福島福島福島をををを
復興復興復興復興しししし再生再生再生再生するためにはするためにはするためにはするためには、、、、原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害やややや風評被害風評被害風評被害風評被害というというというという福島県独特福島県独特福島県独特福島県独特のののの被災状被災状被災状被災状
況況況況にににに応応応応じたじたじたじた施策施策施策施策のののの展開展開展開展開がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。安全安全安全安全でででで安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる福島福島福島福島
県県県県をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すためにすためにすためにすために、、、、これらのこれらのこれらのこれらの特措法特措法特措法特措法にににに基基基基づくづくづくづく被災地域被災地域被災地域被災地域にににに寄寄寄寄りりりり添添添添ったったったった実効性実効性実効性実効性
のあるのあるのあるのある施策施策施策施策のののの展開展開展開展開とととと速速速速やかなやかなやかなやかな実施実施実施実施をををを強強強強くくくく国国国国にににに求求求求めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。

1111月月月月27272727日日日日にににに行行行行われたわれたわれたわれた自由民主党大会自由民主党大会自由民主党大会自由民主党大会ではではではでは 「「「「福島福島福島福島におにおにおにお出出出出でででで頂頂頂頂くことがくことがくことがくことが福島福島福島福島のののの、、、、
復興復興復興復興につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。福島福島福島福島にににに来来来来てててて下下下下さいさいさいさい 」」」」とととと訴訴訴訴えてまいりましたえてまいりましたえてまいりましたえてまいりました。。。。そのそのそのその呼呼呼呼。。。。
びかけにびかけにびかけにびかけに応応応応ええええ、、、、4444月月月月6666～～～～7777日日日日にはにはにはには全国全国全国全国のののの女性部長等女性部長等女性部長等女性部長等100100100100名名名名のののの方方方方々々々々がががが党本部女性局党本部女性局党本部女性局党本部女性局
のののの被災地支援国内視察被災地支援国内視察被災地支援国内視察被災地支援国内視察でいわきでいわきでいわきでいわき市市市市をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、8888～～～～9999日日日日にはにはにはには富山県連女性部富山県連女性部富山県連女性部富山県連女性部のののの47474747名名名名
のののの方方方方々々々々がががが熱海温泉熱海温泉熱海温泉熱海温泉にににに宿泊宿泊宿泊宿泊しししし県庁県庁県庁県庁をををを訪訪訪訪れてれてれてれて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

今回今回今回今回のののの大震災大震災大震災大震災でででで県庁本庁舎県庁本庁舎県庁本庁舎県庁本庁舎もももも壁面壁面壁面壁面ににににクラッククラッククラッククラックがががが入入入入るなどるなどるなどるなど大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを受受受受けけけけ
ましたがましたがましたがましたが耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強をををを行行行行うことがうことがうことがうことが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。またまたまたまた、、、、警察法第警察法第警察法第警察法第47474747
条条条条でででで県庁所在地県庁所在地県庁所在地県庁所在地にににに置置置置くとくとくとくと定定定定められているめられているめられているめられている県警本部県警本部県警本部県警本部のののの独立庁舎独立庁舎独立庁舎独立庁舎をををを現現現現
在在在在のののの県庁周辺県庁周辺県庁周辺県庁周辺にににに平成平成平成平成29292929年度年度年度年度をををを目指目指目指目指してしてしてして整備整備整備整備するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針がががが正式正式正式正式にににに
決定決定決定決定されましたされましたされましたされました。。。。県庁移転県庁移転県庁移転県庁移転のののの議論議論議論議論にににに終止符終止符終止符終止符がががが打打打打たれたものとたれたものとたれたものとたれたものと理解理解理解理解
しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。

HHHH24242424....1111....22222222自民党大会自民党大会自民党大会自民党大会でででで 「「「「避避避避
難難難難しているしているしているしている子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが
戻戻戻戻ってくることができるってくることができるってくることができるってくることができる福福福福
島島島島、、、、一人一人一人一人一人一人一人一人がががが生生生生きるきるきるきる力力力力をををを
育育育育むことができるむことができるむことができるむことができる福島福島福島福島をををを
復興復興復興復興しししし再生再生再生再生しますしますしますします。」。」。」。」とととと宣宣宣宣
言言言言してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。

またまたまたまた、、、、被災被災被災被災３３３３県県県県のののの福島県代表福島県代表福島県代表福島県代表としてとしてとしてとして「「「「福島福島福島福島におにおにおにお
出出出出でででで頂頂頂頂くことがくことがくことがくことが福島福島福島福島のののの復興復興復興復興につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。
福島福島福島福島にににに来来来来てててて下下下下さいさいさいさい。」。」。」。」とととと訴訴訴訴えてまいりましたえてまいりましたえてまいりましたえてまいりました。。。。

HHHH24242424....1111....17 517 517 517 5カカカカ所所所所ののののサテライトサテライトサテライトサテライト校校校校にににに別別別別れているれているれているれている富岡高校富岡高校富岡高校富岡高校のつどいがのつどいがのつどいがのつどいが、、、、福島信陵福島信陵福島信陵福島信陵ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブにににに昼食昼食昼食昼食のののの
支援支援支援支援をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きききき、、、、猪苗代猪苗代猪苗代猪苗代でででで開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。これからもこれからもこれからもこれからもサテライトサテライトサテライトサテライト校校校校のののの環境改善環境改善環境改善環境改善にににに取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。

HHHH24242424....4444....17171717～～～～19191919総務委総務委総務委総務委
員県内調査員県内調査員県内調査員県内調査。。。。会津会津会津会津、、、、南南南南
会津会津会津会津、、、、県南県南県南県南、、、、いわきいわきいわきいわき、、、、双双双双
葉各方部葉各方部葉各方部葉各方部のののの復興状復興状復興状復興状
況況況況などをなどをなどをなどを調査調査調査調査。（。（。（。（広広広広
野町役場野町役場野町役場野町役場にてにてにてにて山田山田山田山田
町長町長町長町長とととと））））

HHHH24242424....2222....10101010自民党原発事故被害自民党原発事故被害自民党原発事故被害自民党原発事故被害にににに関関関関するするするする特命委員会特命委員会特命委員会特命委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、子子子子どもどもどもども
たちのたちのたちのたちの健康健康健康健康をををを守守守守りりりり安心安心安心安心してしてしてして子子子子どもをどもをどもをどもを産産産産みみみみ育育育育てることができるふくてることができるふくてることができるふくてることができるふく
しまをつくるためしまをつくるためしまをつくるためしまをつくるため、、、、１８１８１８１８才以下才以下才以下才以下のののの医療無料化医療無料化医療無料化医療無料化 、、、、既存企業既存企業既存企業既存企業がががが被災者被災者被災者被災者をををを
雇用雇用雇用雇用したしたしたした場合場合場合場合のののの実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある優遇措置等優遇措置等優遇措置等優遇措置等のののの実施実施実施実施をををを訴訴訴訴えましたえましたえましたえました。。。。

HHHH24242424....2222....2222福島県立福島県立福島県立福島県立
医科大学菊地理医科大学菊地理医科大学菊地理医科大学菊地理
事長事長事長事長・・・・藤島事務局藤島事務局藤島事務局藤島事務局
長長長長とととと福島県福島県福島県福島県のののの医医医医
療療療療をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる課題課題課題課題
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....3333....30303030自民党県連女性部役自民党県連女性部役自民党県連女性部役自民党県連女性部役
員会員会員会員会においてにおいてにおいてにおいて児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止へへへへ
のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて協議協議協議協議。。。。

HHHH24242424....3333....14141414本会議本会議本会議本会議でででで審議審議審議審議をををを尽尽尽尽
くせなかったくせなかったくせなかったくせなかった問題問題問題問題、、、、あるいあるいあるいあるい
はははは2222つつつつ以上以上以上以上のののの常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会にににに
またがるまたがるまたがるまたがる問題等問題等問題等問題等についてについてについてについて
質疑質疑質疑質疑するためするためするためするため、、、、全常任委員全常任委員全常任委員全常任委員
がががが出席出席出席出席してしてしてして行行行行うううう本県独自本県独自本県独自本県独自
のののの総括審査会総括審査会総括審査会総括審査会のののの委員長委員長委員長委員長とととと
してしてしてして２２２２月議会月議会月議会月議会のののの総括審査総括審査総括審査総括審査
会会会会をををを取取取取りりりり仕切仕切仕切仕切りましたりましたりましたりました。。。。

HHHH24242424....2222....27272727正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議正副委員長会議
をををを開催開催開催開催。。。。座長座長座長座長としてとしてとしてとして県内県内県内県内
外調査外調査外調査外調査のののの日程日程日程日程、、、、常任委員常任委員常任委員常任委員
会会会会とととと特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの所管所管所管所管
事項事項事項事項についてのについてのについてのについての確認等確認等確認等確認等
のののの調整調整調整調整をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH24242424....4444....9999富山県連女性部富山県連女性部富山県連女性部富山県連女性部47474747名名名名がががが福島福島福島福島をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、福島福島福島福島のののの現状現状現状現状をををを知知知知ってってってって頂頂頂頂きききき、、、、
内堀副知事内堀副知事内堀副知事内堀副知事をををを表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問。。。。今後今後今後今後もももも多多多多くのくのくのくの県県県県からからからから訪訪訪訪れてれてれてれて頂頂頂頂くくくく予定予定予定予定ですですですです。。。。

HHHH24242424....4444....7777自民党本部女性局島尻女性局長以自民党本部女性局島尻女性局長以自民党本部女性局島尻女性局長以自民党本部女性局島尻女性局長以
下全国各地下全国各地下全国各地下全国各地からからからから100100100100名名名名のののの女性女性女性女性のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに被被被被
災地支援国内視察災地支援国内視察災地支援国内視察災地支援国内視察でいわきにでいわきにでいわきにでいわきに来来来来てててて頂頂頂頂きききき、、、、福福福福
島島島島のののの現状現状現状現状についてについてについてについて基調講演基調講演基調講演基調講演をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH24242424....4444....5555自民党全国自民党全国自民党全国自民党全国
女性部長合同会議女性部長合同会議女性部長合同会議女性部長合同会議
・・・・政策研究会政策研究会政策研究会政策研究会でででで県県県県
連女性部長連女性部長連女性部長連女性部長としてとしてとしてとして
放射線放射線放射線放射線とととと闘闘闘闘うううう福島福島福島福島
のののの現状現状現状現状をををを訴訴訴訴えましえましえましえまし
たたたた。（。（。（。（石井石井石井石井みどりみどりみどりみどり前前前前
女性局長女性局長女性局長女性局長とととと））））

HHHH23232323....12121212....16161616自民党本部及自民党本部及自民党本部及自民党本部及びびびび東京電力本社東京電力本社東京電力本社東京電力本社をををを訪訪訪訪れれれれ、、、、県内全県内全県内全県内全
域域域域をををを原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償のののの対象対象対象対象とするようとするようとするようとするよう要望致要望致要望致要望致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH24242424....2222....27272727総括審査会理事会総括審査会理事会総括審査会理事会総括審査会理事会でででで総総総総
括審査会委員長括審査会委員長括審査会委員長括審査会委員長としてとしてとしてとして総括審総括審総括審総括審
査会査会査会査会のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて協議協議協議協議。。。。

HHHH24242424....1111....31313131自民党本部自民党本部自民党本部自民党本部においてにおいてにおいてにおいて開催開催開催開催されたされたされたされた「「「「原原原原
発災害発災害発災害発災害からのからのからのからの福島復興委員会福島復興委員会福島復興委員会福島復興委員会」」」」でででで、「、「、「、「子子子子どもどもどもども
のののの命命命命をををを守守守守るるるる」」」」視点視点視点視点でででで１８１８１８１８才以下才以下才以下才以下のののの医療費医療費医療費医療費のののの無無無無
料化料化料化料化をををを国会議員国会議員国会議員国会議員・・・・復興本部復興本部復興本部復興本部にににに訴訴訴訴えましたえましたえましたえました。。。。

HHHH24242424....2222....6666自民党県外調査自民党県外調査自民党県外調査自民党県外調査でででで福岡子福岡子福岡子福岡子どもどもどもども病院病院病院病院をををを調査調査調査調査。。。。
23232323都道府県都道府県都道府県都道府県にこどもにこどもにこどもにこども病院病院病院病院がががが設置設置設置設置されているされているされているされている中中中中でででで、、、、ここここ
どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守るるるる地域医療地域医療地域医療地域医療のののの充実充実充実充実というというというという視点視点視点視点でででで、、、、福島福島福島福島
にににに「「「「こどもこどもこどもこども病院病院病院病院」」」」をつくるべきとをつくるべきとをつくるべきとをつくるべきと訴訴訴訴えていますえていますえていますえています。。。。

HHHH24242424....4444....4444自民党本部自民党本部自民党本部自民党本部「「「「原発被害原発被害原発被害原発被害からのからのからのからの
福島復興委員会福島復興委員会福島復興委員会福島復興委員会」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、またまたまたまた復復復復
興庁事務次官興庁事務次官興庁事務次官興庁事務次官にににに対対対対しししし、、、、総務部会長総務部会長総務部会長総務部会長とととと
してしてしてして、、、、福島再生特措法福島再生特措法福島再生特措法福島再生特措法におけるにおけるにおけるにおける既存既存既存既存
企業企業企業企業にににに対対対対するするするする支援及支援及支援及支援及びびびび復興交付金復興交付金復興交付金復興交付金
のののの採択対象地域採択対象地域採択対象地域採択対象地域をををを福島県全域福島県全域福島県全域福島県全域とすとすとすとす
るようるようるようるよう訴訴訴訴えてまいりましたえてまいりましたえてまいりましたえてまいりました。。。。



HHHH24242424....1111....9999湯野地区湯野地区湯野地区湯野地区
体育協会体育協会体育協会体育協会のののの課題課題課題課題
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

H24.1.4H24.1.4H24.1.4H24.1.4
飯坂方飯坂方飯坂方飯坂方
部新年部新年部新年部新年
顔合顔合顔合顔合わわわわ
せせせせ会会会会

HHHH24242424....1111....28282828梁川美術館梁川美術館梁川美術館梁川美術館でででで開催開催開催開催されたされたされたされた現現現現
代代代代にににに甦甦甦甦るるるる侍侍侍侍ファッションファッションファッションファッション展展展展。。。。侍侍侍侍のののの気概気概気概気概
でででで地元地元地元地元をををを力力力力づけようとづけようとづけようとづけようと梁川出身梁川出身梁川出身梁川出身のののの刀刀刀刀
研師三品謙次研師三品謙次研師三品謙次研師三品謙次さんがさんがさんがさんが主催主催主催主催しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....8888....25252525茂庭地茂庭地茂庭地茂庭地
区区区区のののの皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに、、、、
国道国道国道国道399399399399号号号号のののの復復復復
旧旧旧旧についてについてについてについて、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤
議長議長議長議長にににに要望書要望書要望書要望書をををを
渡渡渡渡しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....8888....26262626更正更正更正更正
保護法人至保護法人至保護法人至保護法人至
道会道会道会道会のののの寺島寺島寺島寺島
理事長理事長理事長理事長・・・・役員役員役員役員
のののの皆様皆様皆様皆様とととと施施施施
設設設設のののの現状現状現状現状にににに
ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH23232323....9999....2222飯野飯野飯野飯野
商工会青年商工会青年商工会青年商工会青年
部部部部のののの皆様皆様皆様皆様とととと
地域地域地域地域のののの商工商工商工商工
をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく
課題課題課題課題についについについについ
てててて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH23232323....9999....2222福島市法人保育所会福島市法人保育所会福島市法人保育所会福島市法人保育所会のののの皆様皆様皆様皆様とととと
原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害にににに伴伴伴伴うううう保育所保育所保育所保育所をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる教教教教
育環境育環境育環境育環境のののの変化変化変化変化とととと対策対策対策対策についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。
HHHH23232323....9999....15151515JAJAJAJAふくしまふくしまふくしまふくしま東支店東支店東支店東支店のののの皆様皆様皆様皆様とととと8888
月月月月18181818日日日日ののののトップセールストップセールストップセールストップセールスのののの御礼御礼御礼御礼とととと全全全全
国放送国放送国放送国放送のののの反響反響反響反響についてについてについてについて知事知事知事知事にににに報告報告報告報告。。。。

HHHH23232323....9999....14141414加藤議員会長加藤議員会長加藤議員会長加藤議員会長とととと共共共共にににに歯科歯科歯科歯科
医師会医師会医師会医師会のののの金子会長金子会長金子会長金子会長・・・・海野専務理事海野専務理事海野専務理事海野専務理事
とととと保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉部とのとのとのとの歯科口腔保健推歯科口腔保健推歯科口腔保健推歯科口腔保健推
進進進進にににに関関関関するするするする条例条例条例条例についてについてについてについて協議協議協議協議。。。。

HHHH23232323....9999....29292929看護看護看護看護
連盟連盟連盟連盟のののの皆様皆様皆様皆様とととと
看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足にににに
ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH23232323....9999....23232323台風台風台風台風
15151515号号号号によるによるによるによる大雨大雨大雨大雨でででで水水水水がががが
湧湧湧湧きだしきだしきだしきだし水没水没水没水没したしたしたした湯野湯野湯野湯野
地区地区地区地区のののの畑畑畑畑をををを現地調査現地調査現地調査現地調査。。。。

HHHH23232323....10101010....15151515飯坂女性飯坂女性飯坂女性飯坂女性のつどいのつどいのつどいのつどい
でででで「「「「子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守るるるる」」」」ことことことこと
についてについてについてについて講演後懇談講演後懇談講演後懇談講演後懇談。。。。

HHHH23232323....10101010....7777商労文教委員会委員長商労文教委員会委員長商労文教委員会委員長商労文教委員会委員長としてとしてとしてとして、、、、９９９９月議会常月議会常月議会常月議会常
任委員会任委員会任委員会任委員会においてにおいてにおいてにおいて教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに対対対対しししし「「「「教育教育教育教育のののの質質質質のののの
確保確保確保確保」」」」をををを要望要望要望要望。。。。

HHHH23232323....10101010....16161616福島産福島産福島産福島産のののの肉消費拡肉消費拡肉消費拡肉消費拡
大大大大のののの「「「「食肉総菜創作発表会食肉総菜創作発表会食肉総菜創作発表会食肉総菜創作発表会ミミミミ
ートデリカコンテストートデリカコンテストートデリカコンテストートデリカコンテスト」」」」のののの審審審審
査員査員査員査員をををを務務務務めるめるめるめる。。。。

HHHH23232323....10101010....18181818東日本大震災復旧復興対策特別委員会東日本大震災復旧復興対策特別委員会東日本大震災復旧復興対策特別委員会東日本大震災復旧復興対策特別委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、スススス
クールカウンセラークールカウンセラークールカウンセラークールカウンセラーのののの派遣派遣派遣派遣ややややサテライトサテライトサテライトサテライト校校校校のののの集約集約集約集約などなどなどなど子子子子どどどど
もたちのもたちのもたちのもたちの教育環境教育環境教育環境教育環境のののの再生再生再生再生・・・・充実充実充実充実についてについてについてについて問問問問いいいい質質質質しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....10101010....20202020報道報道報道報道のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....10101010....25252525歯科医師会歯科医師会歯科医師会歯科医師会のののの皆様皆様皆様皆様とととと歯科医療歯科医療歯科医療歯科医療のののの課題課題課題課題についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

H23.10.21H23.10.21H23.10.21H23.10.21
理容組合理容組合理容組合理容組合
県北支部県北支部県北支部県北支部
によるによるによるによる在在在在
宅理容宅理容宅理容宅理容をををを
提供提供提供提供するするするする
器具器具器具器具のののの講講講講
習会習会習会習会をををを開開開開
催催催催。。。。

HHHH23232323....10101010....22222222立子山地区県政報告会立子山地区県政報告会立子山地区県政報告会立子山地区県政報告会。。。。復興復興復興復興のののの現状現状現状現状をををを報告報告報告報告しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH24242424....1111....11111111仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅でのでのでのでの巡回巡回巡回巡回リハビリハビリハビリハビ
リテーションリテーションリテーションリテーションのののの様子様子様子様子をををを医療法人医療法人医療法人医療法人
生愛会生愛会生愛会生愛会のののの本間理事長本間理事長本間理事長本間理事長、、、、全国老人県全国老人県全国老人県全国老人県
校施設協会山田会長校施設協会山田会長校施設協会山田会長校施設協会山田会長とととと調査調査調査調査。。。。

HHHH23232323....12121212....12121212理容生活衛生同業組合理容生活衛生同業組合理容生活衛生同業組合理容生活衛生同業組合のののの
皆様皆様皆様皆様とととと理容美容条例理容美容条例理容美容条例理容美容条例についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH24242424....1111....10 110 110 110 1月月月月9999日生日生日生日生まれまれまれまれ
のののの新新新新しいしいしいしい命命命命をををを抱抱抱抱きしめきしめきしめきしめ
るるるる。。。。子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守るたるたるたるた
めにはめにはめにはめには何何何何がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか
をををを訴訴訴訴えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。

HHHH23232323....12121212....21212121医医医医
療法人生愛療法人生愛療法人生愛療法人生愛
会会会会にてにてにてにて「「「「巡巡巡巡
回型回型回型回型リハビリハビリハビリハビ
リテリテリテリテ－－－－ショショショショ
ンンンンについてについてについてについて
おおおお話話話話をするをするをするをする。。。。

HHHH23232323....12121212....21 1221 1221 1221 12月議会月議会月議会月議会のののの総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会でででで委員長就任挨拶委員長就任挨拶委員長就任挨拶委員長就任挨拶

HHHH23232323....12121212....23232323阪神阪神阪神阪神
タイガースタイガースタイガースタイガースにににに
入団入団入団入団するするするする聖光聖光聖光聖光
学院歳内投手学院歳内投手学院歳内投手学院歳内投手
にににに「「「「福島福島福島福島のののの元元元元
気気気気をををを見見見見せてせてせてせて下下下下
さいさいさいさい」」」」とととと激励激励激励激励。。。。

HHHH24242424....1111....18181818飯坂温泉乙和会飯坂温泉乙和会飯坂温泉乙和会飯坂温泉乙和会がががが松本副知事松本副知事松本副知事松本副知事をををを表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問。。。。二次二次二次二次
避難避難避難避難のののの受入状況受入状況受入状況受入状況などなどなどなど23232323年度年度年度年度のののの活動活動活動活動をををを報告致報告致報告致報告致しましたしましたしましたしました。。。。

H23.12.25H23.12.25H23.12.25H23.12.25
湯野地区湯野地区湯野地区湯野地区におにおにおにお
いていていていて県政報告県政報告県政報告県政報告
会会会会をををを開催開催開催開催。。。。

HHHH24242424....2222....2222福島地区電気工事協同組合福島地区電気工事協同組合福島地区電気工事協同組合福島地区電気工事協同組合
とととと生活環境部生活環境部生活環境部生活環境部でででで太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電などのなどのなどのなどの
再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー利用利用利用利用のののの推進推進推進推進にににに
ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....12121212....26262626大波大波大波大波のののの国道国道国道国道115115115115号号号号
亀裂発生箇所亀裂発生箇所亀裂発生箇所亀裂発生箇所をををを現地調査現地調査現地調査現地調査。。。。

HHHH23232323....12121212....27272727執行部執行部執行部執行部とととと懇談懇談懇談懇談

HHHH23232323....11111111....6666第第第第14141414回回回回うつくしまふくしうつくしまふくしうつくしまふくしうつくしまふくし
まままま歯歯歯歯のののの祭典祭典祭典祭典においてにおいてにおいてにおいて議長代理祝辞議長代理祝辞議長代理祝辞議長代理祝辞

HHHH24242424....2222....25252525喜多方市喜多方市喜多方市喜多方市「「「「男女共生男女共生男女共生男女共生のつどのつどのつどのつど
いいいい」」」」においてにおいてにおいてにおいて子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守りりりり育育育育
むむむむ「「「「家庭家庭家庭家庭のののの大切大切大切大切ささささ」」」」についてについてについてについて講演講演講演講演。。。。

HHHH24242424....2222....24242424福島県福島県福島県福島県ビルメンテナンスビルメンテナンスビルメンテナンスビルメンテナンス
協会協会協会協会とととと生活環境部除染対策課生活環境部除染対策課生活環境部除染対策課生活環境部除染対策課でででで除除除除
染染染染についてについてについてについて協議検討致協議検討致協議検討致協議検討致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH24242424....1111....5555喜多方市喜多方市喜多方市喜多方市「「「「男女共生男女共生男女共生男女共生のののの
つどいつどいつどいつどい」」」」についてについてについてについて山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長、、、、
五十嵐実行委員長五十嵐実行委員長五十嵐実行委員長五十嵐実行委員長がががが来庁来庁来庁来庁。。。。

HHHH24242424....1111....4444福島市土地改良福島市土地改良福島市土地改良福島市土地改良
区原田理事長区原田理事長区原田理事長区原田理事長とおとおとおとお話話話話しししし。。。。

HHHH23232323....12121212....16161616福島学院大学菅野理事長福島学院大学菅野理事長福島学院大学菅野理事長福島学院大学菅野理事長とととと佐藤正久佐藤正久佐藤正久佐藤正久
議員議員議員議員とととと教育教育教育教育をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる今日的課題今日的課題今日的課題今日的課題についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....1111....8888元気元気元気元気いっぱいのいっぱいのいっぱいのいっぱいの３３３３人兄弟人兄弟人兄弟人兄弟とおとおとおとお母母母母さんにさんにさんにさんに
福島福島福島福島のののの未来未来未来未来をををを担担担担ってってってって下下下下さいとさいとさいとさいとエールエールエールエールをををを送送送送るるるる。。。。

HHHH24242424....3333....1111福島県建設労働組合連合会福島県建設労働組合連合会福島県建設労働組合連合会福島県建設労働組合連合会がががが被災被災被災被災
者住宅再建助成制度創設者住宅再建助成制度創設者住宅再建助成制度創設者住宅再建助成制度創設をををを土木部土木部土木部土木部にににに要望要望要望要望

HHHH24242424....3333....6666全日本軟式野球連盟全日本軟式野球連盟全日本軟式野球連盟全日本軟式野球連盟がががが知知知知
事事事事をををを表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問。。。。高松宮賜杯第高松宮賜杯第高松宮賜杯第高松宮賜杯第56565656回回回回
全日本軟式野球大会全日本軟式野球大会全日本軟式野球大会全日本軟式野球大会のののの福島県開福島県開福島県開福島県開
催催催催をををを報告報告報告報告。。。。あづまあづまあづまあづま球場球場球場球場のののの掲示板掲示板掲示板掲示板をををを
電光掲示板電光掲示板電光掲示板電光掲示板にすることがにすることがにすることがにすることが決定決定決定決定しししし
ましたましたましたました。。。。

HHHH24242424....1111....7777きものきものきものきもの着付着付着付着付けけけけ教室教室教室教室にてにてにてにて「「「「きききき
ものものものもの」」」」のののの文化文化文化文化、、、、伝統伝統伝統伝統をををを学学学学びましたびましたびましたびました。。。。

HHHH24242424....1111....8888消防出初式消防出初式消防出初式消防出初式。。。。今年今年今年今年１１１１年年年年のののの無災害無災害無災害無災害とととと安全安全安全安全をををを願願願願
うううう身身身身のののの引引引引きききき締締締締まるまるまるまる行進行進行進行進でしたでしたでしたでした。。。。

HHHH24242424....4444....13131313福島学院大福島学院大福島学院大福島学院大
学学学学でででで福島福島福島福島のののの幼児教幼児教幼児教幼児教
育育育育についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....3333....26262626職業訓練技能職業訓練技能職業訓練技能職業訓練技能
校修了式校修了式校修了式校修了式においてにおいてにおいてにおいて「「「「身身身身
につけたにつけたにつけたにつけた技術力技術力技術力技術力でででで社会社会社会社会
をををを支支支支えるえるえるえる一人一人一人一人一人一人一人一人になになになにな
ってってってって欲欲欲欲しいしいしいしい」」」」とととと祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH24242424....4444....6666福島学院大学入学式福島学院大学入学式福島学院大学入学式福島学院大学入学式。「。「。「。「一筋一筋一筋一筋のののの
道道道道をををを歩歩歩歩むむむむ夢夢夢夢とととと希望希望希望希望をををを叶叶叶叶えるためにえるためにえるためにえるために全全全全
力力力力でででで努力努力努力努力をををを重重重重ねてねてねてねて下下下下さいさいさいさい」」」」とととと祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH24242424....4444....10101010福島県高等理福島県高等理福島県高等理福島県高等理
容美容学院入学式祝辞容美容学院入学式祝辞容美容学院入学式祝辞容美容学院入学式祝辞

HHHH24242424....3333....29292929福島県薬剤師福島県薬剤師福島県薬剤師福島県薬剤師
会松本事務長会松本事務長会松本事務長会松本事務長をををを囲囲囲囲んでんでんでんで
薬剤薬剤薬剤薬剤をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく課題課題課題課題にににに

ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....4444....12121212湯野地区畑湯野地区畑湯野地区畑湯野地区畑かんかんかんかん
組合役員組合役員組合役員組合役員のののの皆様皆様皆様皆様とととと安全安全安全安全なななな
果物果物果物果物をををを作作作作るるるる果樹園果樹園果樹園果樹園やややや畑畑畑畑かかかか
んんんん施設施設施設施設のののの除染除染除染除染やややや維持管理維持管理維持管理維持管理
等等等等のののの課題課題課題課題についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....4444....14141414瀬上瀬上瀬上瀬上
地区地区地区地区のののの笑顔笑顔笑顔笑顔
とととと元気元気元気元気をををを取取取取
りりりり戻戻戻戻そうとそうとそうとそうと
昭友会昭友会昭友会昭友会がががが主主主主
催催催催したしたしたした花嫁花嫁花嫁花嫁
行列行列行列行列でででで祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

H24.4.21H24.4.21H24.4.21H24.4.21
大森久保内大森久保内大森久保内大森久保内
町内町内町内町内のののの皆様皆様皆様皆様とととと除染除染除染除染とととと県民健康県民健康県民健康県民健康
管理調査管理調査管理調査管理調査についてについてについてについて説明説明説明説明・・・・懇談懇談懇談懇談。。。。 HHHH24242424....4444....22222222飯野町堰堤桜飯野町堰堤桜飯野町堰堤桜飯野町堰堤桜まつりでまつりでまつりでまつりで地域地域地域地域のののの活性活性活性活性をををを担担担担うううう皆様皆様皆様皆様にににに祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH24242424....4444....14141414横江横江横江横江さんのさんのさんのさんの福島福島福島福島
市農業賞祝賀会市農業賞祝賀会市農業賞祝賀会市農業賞祝賀会にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞

地域地域地域地域をつくるをつくるをつくるをつくる女性女性女性女性ののののパワーパワーパワーパワーとととと
青年部青年部青年部青年部のののの元気元気元気元気をををを強強強強くくくく感感感感じましたじましたじましたじました。。。。


