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外調査外調査外調査外調査にてにてにてにて。。。。マンションマンションマンションマンションのののの
ベランダベランダベランダベランダでもでもでもでも水水水水をやるだけをやるだけをやるだけをやるだけ
でででで無農薬無農薬無農薬無農薬のののの新鮮野菜新鮮野菜新鮮野菜新鮮野菜をををを毎日毎日毎日毎日
食食食食べることができるべることができるべることができるべることができるスプラスプラスプラスプラ
ウトセットウトセットウトセットウトセットをををを開発販売開発販売開発販売開発販売してしてしてして
いるいるいるいる建設会社建設会社建設会社建設会社からからからから営農分野営農分野営農分野営農分野
にににに参入参入参入参入したしたしたした香川県香川県香川県香川県のののの山西山西山西山西
農園農園農園農園のののの社長社長社長社長さんにさんにさんにさんに聴聴聴聴くくくく。。。。

２２２２月議会月議会月議会月議会をををを終終終終えてえてえてえて
さくらださくらださくらださくらだ葉子葉子葉子葉子

３３３３月月月月３３３３日日日日、、、、１０１０１０１０回目回目回目回目となるとなるとなるとなる一般質問一般質問一般質問一般質問をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子
どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに生活生活生活生活できるできるできるできる社会社会社会社会をををを築築築築くというくというくというくという少子高齢対策少子高齢対策少子高齢対策少子高齢対策のののの視点視点視点視点でででで
今回今回今回今回もももも質問質問質問質問をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。２２２２月月月月２６２６２６２６日日日日にににに内閣府内閣府内閣府内閣府がががが発表発表発表発表したしたしたした「「「「少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策
にににに関関関関するするするする世論調査世論調査世論調査世論調査」」」」においてにおいてにおいてにおいて「「「「少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策でででで特特特特にににに期待期待期待期待するするするする施策施策施策施策」」」」としてとしてとしてとして

「 」 、「 」 、「 」 、「 」 、５５５５割以上割以上割以上割以上のののの人人人人がががが選択選択選択選択しているしているしているしている項目項目項目項目のののの一一一一つであるつであるつであるつである 妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産のののの支援支援支援支援 はははは
５５５５年前年前年前年前のののの調査調査調査調査からからからから倍増倍増倍増倍増しておりますしておりますしておりますしております。。。。命命命命がががが生生生生まれるまれるまれるまれる現場現場現場現場であるであるであるである周産期医周産期医周産期医周産期医
療療療療にににに関関関関してしてしてして、、、、安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに出産出産出産出産できるできるできるできる環境環境環境環境、、、、命命命命がけでがけでがけでがけで出産出産出産出産するするするする妊婦妊婦妊婦妊婦をををを
守守守守るというるというるというるという観点観点観点観点からみてからみてからみてからみて、、、、大変不安大変不安大変不安大変不安をををを感感感感じているとじているとじているとじていると推察推察推察推察されるされるされるされるデータデータデータデータでででで
すすすす。。。。周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療のののの現場現場現場現場はははは今今今今、、、、産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師ばかりでなくばかりでなくばかりでなくばかりでなく助産師助産師助産師助産師もももも不足不足不足不足しししし
ていますていますていますています。。。。助産師助産師助産師助産師のののの活用活用活用活用ということでということでということでということで、、、、正常正常正常正常なななな経過経過経過経過をたどっているをたどっているをたどっているをたどっている妊婦妊婦妊婦妊婦
をををを対象対象対象対象にににに、、、、助産師助産師助産師助産師がががが健診健診健診健診をををを行行行行うううう「「「「助産師外来助産師外来助産師外来助産師外来」」」」やややや助産師助産師助産師助産師だけでだけでだけでだけで出産出産出産出産をををを介介介介
助助助助するするするする「「「「院内助産院内助産院内助産院内助産」」」」をををを開設開設開設開設するするするする動動動動きがありますがきがありますがきがありますがきがありますが、、、、助産師助産師助産師助産師のののの仕事仕事仕事仕事はははは 女性女性女性女性
のののの思春期思春期思春期思春期、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠、、、、出産出産出産出産、、、、子育子育子育子育てててて、、、、更年期更年期更年期更年期にににに到到到到るまでるまでるまでるまで 「「「「女性女性女性女性のののの一生一生一生一生をををを支支支支ええええ、、、、
るるるる」」」」仕事仕事仕事仕事でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師のののの不足不足不足不足をををを補補補補うううう助産師助産師助産師助産師のののの活用活用活用活用ではなではなではなではな

、 、 。、 、 。、 、 。、 、 。くくくく 助産師助産師助産師助産師のののの専門性専門性専門性専門性をををを正正正正しくしくしくしく認識認識認識認識しししし 活用活用活用活用すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると強強強強くくくく感感感感じますじますじますじます
今回今回今回今回のののの一般質問一般質問一般質問一般質問ではではではでは、、、、安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全にににに出産出産出産出産できるできるできるできる周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療のののの確保確保確保確保のたのたのたのた
めにめにめにめに、、、、これからのこれからのこれからのこれからの周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療をををを支支支支えていくえていくえていくえていく助産師育成助産師育成助産師育成助産師育成のためののためののためののための統一的統一的統一的統一的なななな
研修研修研修研修ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑのののの作成作成作成作成とそのとそのとそのとそのﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑにににに基基基基づいたづいたづいたづいた研修研修研修研修をををを実施実施実施実施できるできるできるできる病院病院病院病院のののの指指指指
定定定定 「「「「助産師外来助産師外来助産師外来助産師外来 「「「「院内助産院内助産院内助産院内助産」」」」開設開設開設開設にににに向向向向けたけたけたけた医師医師医師医師とととと助産師助産師助産師助産師のののの役割分担役割分担役割分担役割分担のののの、 」、 」、 」、 」
明確化明確化明確化明確化とととと連携強化連携強化連携強化連携強化、、、、最近発生最近発生最近発生最近発生しているしているしているしている突然急変突然急変突然急変突然急変したしたしたした妊婦妊婦妊婦妊婦のののの救急搬送受入救急搬送受入救急搬送受入救急搬送受入
れれれれ拒否拒否拒否拒否をををを受受受受けてけてけてけて国国国国がががが進進進進めようとしているめようとしているめようとしているめようとしている周産期母子医療周産期母子医療周産期母子医療周産期母子医療ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰのののの再編再編再編再編をどをどをどをど
のようにのようにのようにのように進進進進めていくのかめていくのかめていくのかめていくのか、、、、１１１１分分分分でもでもでもでも早早早早くくくく手当手当手当手当をををを始始始始められるめられるめられるめられる救急体制整備救急体制整備救急体制整備救急体制整備
としてとしてとしてとして横浜市横浜市横浜市横浜市がががが救急改革特区救急改革特区救急改革特区救急改革特区でででで進進進進めているめているめているめているコールコールコールコール・・・・トリアージトリアージトリアージトリアージのののの導入導入導入導入にににに
ついてついてついてついて質問質問質問質問をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、９９９９月議会月議会月議会月議会にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの心心心心
をををを育育育育むためにはむためにはむためにはむためには早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期対応早期対応早期対応早期対応がががが必要必要必要必要であるというであるというであるというであるという心理学的観点心理学的観点心理学的観点心理学的観点かかかか
らららら小学校小学校小学校小学校にこそにこそにこそにこそスクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーをををを配置配置配置配置すべきであることすべきであることすべきであることすべきであること、、、、学校学校学校学校のののの
中中中中でででで一番相談相手一番相談相手一番相談相手一番相談相手となるとなるとなるとなる立場立場立場立場にあるにあるにあるにある教師教師教師教師ががががカウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング技術技術技術技術をををを習得習得習得習得すすすす
ることがることがることがることが必要必要必要必要であるというであるというであるというであるという観点観点観点観点からからからから臨床心理学臨床心理学臨床心理学臨床心理学のののの専門的知識専門的知識専門的知識専門的知識やややや自閉症自閉症自閉症自閉症・・・・
発達障発達障発達障発達障がいにがいにがいにがいに対対対対するするするする支援支援支援支援プログラムプログラムプログラムプログラムとしてとしてとしてとして世界的世界的世界的世界的にににに普及普及普及普及しているしているしているしているティーティーティーティー
チプログラムチプログラムチプログラムチプログラムのののの理論理論理論理論・・・・指導法指導法指導法指導法をををを習得習得習得習得できるようなできるようなできるようなできるような教師教師教師教師のののの研修内容研修内容研修内容研修内容とすべとすべとすべとすべ
きというきというきというきという質問質問質問質問をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策としてとしてとしてとして県自県自県自県自らがらがらがらが二二二二
酸化炭素削減酸化炭素削減酸化炭素削減酸化炭素削減にににに取取取取りりりり組組組組むべきというむべきというむべきというむべきという観点観点観点観点からからからから、、、、京都府京都府京都府京都府のようにのようにのようにのように県庁舎県庁舎県庁舎県庁舎のののの
窓窓窓窓ガラスガラスガラスガラスにににに断熱断熱断熱断熱フィルムフィルムフィルムフィルムをををを貼貼貼貼ることなどをることなどをることなどをることなどを提案致提案致提案致提案致しましたしましたしましたしました。。。。今後今後今後今後ともともともとも、、、、
少子高齢対策少子高齢対策少子高齢対策少子高齢対策とととと地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策地球温暖化防止対策をををを中心中心中心中心にににに、、、、専門性専門性専門性専門性をををを持持持持ったったったった視点視点視点視点でででで、、、、

今何今何今何今何がががが求求求求められているのかめられているのかめられているのかめられているのか、、、、今何今何今何今何をしなければならないのかををしなければならないのかををしなければならないのかををしなければならないのかを
敏感敏感敏感敏感にににに感感感感じとりじとりじとりじとり、、、、おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん・・・・おばあちゃんからおおばあちゃんからおおばあちゃんからおおばあちゃんからお父父父父さんさんさんさん・・・・
おおおお母母母母さんへさんへさんへさんへ、、、、そしてそしてそしてそして子子子子どもたちへとどもたちへとどもたちへとどもたちへと、、、、命命命命ののののリレーリレーリレーリレーをををを育育育育むことがむことがむことがむことが
できるできるできるできる社会社会社会社会をををを目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきた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。。。。
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HHHH21212121....02020202....15151515飯野町商工会女性部設立飯野町商工会女性部設立飯野町商工会女性部設立飯野町商工会女性部設立30303030周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典
今後今後今後今後のののの商工会女性部商工会女性部商工会女性部商工会女性部のありのありのありのあ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

HHHH20202020....12121212....27272727 命命命命のののの糧糧糧糧であるであるであるである食料食料食料食料をををを私私私私たちにたちにたちにたちに供供供供
給給給給するするするする「「「「命命命命のののの産業産業産業産業」」」」ともともともとも言言言言えるえるえるえる農業農業農業農業をををを守守守守りりりり育育育育
てるためにてるためにてるためにてるために『『『『福島福島福島福島「「「「農農農農」」」」をををを考考考考えるえるえるえる会会会会』』』』をををを立立立立ちちちち
上上上上げげげげ、、、、飯坂町飯坂町飯坂町飯坂町
でででで第第第第1111回目回目回目回目のののの
会合会合会合会合をををを開催致開催致開催致開催致
しましたしましたしましたしました。。。。大大大大
晦日間近晦日間近晦日間近晦日間近にもにもにもにも
かかわらずかかわらずかかわらずかかわらず45454545
名名名名のののの地域地域地域地域のののの農家農家農家農家のののの方方方方々々々々がががが集集集集まりまりまりまり、、、、県県県県のののの木戸農木戸農木戸農木戸農
林水産部長林水産部長林水産部長林水産部長、、、、茂木農林水産部技監茂木農林水産部技監茂木農林水産部技監茂木農林水産部技監にににに福島県福島県福島県福島県のののの
農業農業農業農業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県県県県がどのようにがどのようにがどのようにがどのように捉捉捉捉えていえていえていえてい

るのるのるのるの
かかかか、、、、
福島福島福島福島
県県県県のののの
農業農業農業農業
をどをどをどをど
のよのよのよのよ

うにしていくのかをおうにしていくのかをおうにしていくのかをおうにしていくのかをお話話話話しししし頂頂頂頂いたいたいたいた後後後後、、、、集集集集まっまっまっまっ
たたたた農家農家農家農家のののの方方方方々々々々とととと意見交換意見交換意見交換意見交換をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH21212121....02020202....18181818サルサルサルサルのののの被害被害被害被害がががが大大大大きいきいきいきい湯野地区湯野地区湯野地区湯野地区でででで電気牧電気牧電気牧電気牧
柵管理組合柵管理組合柵管理組合柵管理組合からからからから出出出出されているされているされているされているサルサルサルサル対策対策対策対策のためにのためにのためにのために
設置設置設置設置したしたしたした電気牧柵更新要望電気牧柵更新要望電気牧柵更新要望電気牧柵更新要望についてについてについてについて現地調査現地調査現地調査現地調査

HHHH21212121....02020202....18181818松川松川松川松川スマートスマートスマートスマートＩＣＩＣＩＣＩＣ関連土湯温泉線改修要望現地調査関連土湯温泉線改修要望現地調査関連土湯温泉線改修要望現地調査関連土湯温泉線改修要望現地調査

HHHH21212121....02020202....05050505命命命命がががが生生生生まれるまれるまれるまれる
現場現場現場現場であるであるであるである周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療
のののの最前線最前線最前線最前線でででで働働働働くくくく日赤病日赤病日赤病日赤病
院院院院のののの助産師助産師助産師助産師さんたちにさんたちにさんたちにさんたちに
周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療のののの現状現状現状現状をおをおをおをお
伺伺伺伺いしましたいしましたいしましたいしました。。。。

HHHH21212121....02020202....18181818飯野町逢隈橋改修要望現地調査飯野町逢隈橋改修要望現地調査飯野町逢隈橋改修要望現地調査飯野町逢隈橋改修要望現地調査

HHHH20202020....12121212....03030303 橘高校生徒会本部橘高校生徒会本部橘高校生徒会本部橘高校生徒会本部からのからのからのからの要請要請要請要請でででで「「「「スカスカスカスカ
ートートートート丈丈丈丈のののの短短短短ささささ・・・・制服制服制服制服のありのありのありのあり方方方方」」」」についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。
「「「「 学学学学 び のび のび のび の
場場場場 に ふ さに ふ さに ふ さに ふ さ
わし い おわし い おわし い おわし い お
しゃ れしゃ れしゃ れしゃ れ 」」」」
「「「「 健 康健 康健 康健 康 なななな
母体母体母体母体をををを育育育育むためにむためにむためにむために身体身体身体身体をををを冷冷冷冷やさないやさないやさないやさない」」」」というというというという視点視点視点視点をををを
持持持持ってってってって、、、、誰誰誰誰からみてもからみてもからみてもからみても好感好感好感好感のののの持持持持てるてるてるてる制服制服制服制服をををを着用着用着用着用してしてしてして
欲欲欲欲しいとおしいとおしいとおしいとお話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。生徒自身生徒自身生徒自身生徒自身もももも問題意識問題意識問題意識問題意識をををを持持持持
ちちちち行動行動行動行動していることにしていることにしていることにしていることに感動感動感動感動しましたしましたしましたしました。。。。

３３３３月月月月４４４４日日日日
のののの新聞新聞新聞新聞にににに
もももも載載載載りまりまりまりま
したようしたようしたようしたよう
にににに、、、、今回今回今回今回

のののの一般質問一般質問一般質問一般質問においてにおいてにおいてにおいて懇談会懇談会懇談会懇談会のののの様子様子様子様子をををを紹介紹介紹介紹介しししし、、、、女子高女子高女子高女子高
生生生生ののののスカートスカートスカートスカート丈丈丈丈のののの適正化適正化適正化適正化についてについてについてについて県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会としとしとしとし
てもてもてもても積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むべきとむべきとむべきとむべきと、、、、質問質問質問質問をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH21212121....01010101....20202020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施施施施
設設設設のののの補修要望聴取及補修要望聴取及補修要望聴取及補修要望聴取及びびびびファーファーファーファー
ムポンドムポンドムポンドムポンド破損状況現地調査破損状況現地調査破損状況現地調査破損状況現地調査

HHHH21212121....01010101....15151515飯野町飯野町飯野町飯野町
賀詞交歓会賀詞交歓会賀詞交歓会賀詞交歓会にてにてにてにて
阿曽商工会長阿曽商工会長阿曽商工会長阿曽商工会長よよよよ
りりりり逢隈橋改修逢隈橋改修逢隈橋改修逢隈橋改修にににに
ついてのついてのついてのついての要望要望要望要望をををを
聞聞聞聞くくくく



HHHH20202020....10101010....19191919鹿島神社秋季例大祭鹿島神社秋季例大祭鹿島神社秋季例大祭鹿島神社秋季例大祭にてにてにてにて地域地域地域地域のののの皆皆皆皆
様様様様にににに地域地域地域地域のののの文化文化文化文化をををを守守守守りりりり伝伝伝伝えるえるえるえる心心心心をををを聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....12121212....08080808福島県理容生活衛生同業組合福島福島県理容生活衛生同業組合福島福島県理容生活衛生同業組合福島福島県理容生活衛生同業組合福島
支部支部支部支部のののの皆様皆様皆様皆様にににに理美容理美容理美容理美容にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの説明説明説明説明

HHHH20202020....12121212....22222222斎藤斎藤斎藤斎藤
長三郎長三郎長三郎長三郎さんさんさんさん・・・・
文子文子文子文子さんさんさんさん第第第第49494949
回福島県農業回福島県農業回福島県農業回福島県農業
賞受賞祝賀会賞受賞祝賀会賞受賞祝賀会賞受賞祝賀会
にてにてにてにて。。。。命命命命ののののリリリリ
レーレーレーレーをををを育育育育んでんでんでんで
いるいるいるいる息子息子息子息子さんさんさんさん
、、、、おおおお孫孫孫孫さんとさんとさんとさんと

HHHH20202020....10101010....15151515青柳神社例大祭御神幸青柳神社例大祭御神幸青柳神社例大祭御神幸青柳神社例大祭御神幸。。。。桜田家桜田家桜田家桜田家にてにてにてにて地地地地
域域域域のののの伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化をををを守守守守りりりり伝伝伝伝えるえるえるえる関係者関係者関係者関係者のののの皆様皆様皆様皆様とととと。。。。

HHHH21212121....02020202....26262626２２２２月議会月議会月議会月議会
一般質問打合一般質問打合一般質問打合一般質問打合せせせせ

HHHH21212121....02020202....16161616入札制度改革本部会議入札制度改革本部会議入札制度改革本部会議入札制度改革本部会議
地域地域地域地域をををを守守守守るるるる制度改革制度改革制度改革制度改革をををを要望要望要望要望

HHHH21212121....01010101....05050505福島市中央卸売市場初荷福島市中央卸売市場初荷福島市中央卸売市場初荷福島市中央卸売市場初荷
にてにてにてにて。。。。福島青果商業協同組合松崎福島青果商業協同組合松崎福島青果商業協同組合松崎福島青果商業協同組合松崎
理事長理事長理事長理事長にににに市場市場市場市場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聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....11111111....29292929福島県北左官業連合会福島県北左官業連合会福島県北左官業連合会福島県北左官業連合会
第第第第4444回理事会回理事会回理事会回理事会にてにてにてにて左官業左官業左官業左官業をををを取取取取りりりり
巻巻巻巻くくくく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

HHHH20202020....10101010....19191919福島市福島市福島市福島市のののの雇用雇用雇用雇用をををを支支支支えるえるえるえる
方方方方々々々々にににに雇用雇用雇用雇用にににに対対対対するするするする考考考考えをえをえをえを聴聴聴聴くくくく
（（（（大石家大石家大石家大石家・・・・高橋家結婚式高橋家結婚式高橋家結婚式高橋家結婚式にてにてにてにて））））

HHHH20202020....10101010....15151515郡山保健所郡山保健所郡山保健所郡山保健所にににに
てててて理美容理美容理美容理美容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趣旨説明趣旨説明趣旨説明趣旨説明

HHHH21212121....02020202....25252525理美容理美容理美容理美容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中野理中野理中野理中野理
容理事長容理事長容理事長容理事長・・・・大友副理事長大友副理事長大友副理事長大友副理事長、、、、國津美容理事長國津美容理事長國津美容理事長國津美容理事長・・・・村上村上村上村上
副理事長副理事長副理事長副理事長とととと懇談懇談懇談懇談

HHHH21212121....01010101....13131313濁川濁川濁川濁川
維持管理状況維持管理状況維持管理状況維持管理状況
現地調査現地調査現地調査現地調査

HHHH21212121....02020202....22222222関谷地区関谷地区関谷地区関谷地区
県政報告会県政報告会県政報告会県政報告会

HHHH20202020....11111111....17171717いのちいのちいのちいのち・・・・人権問題対策特別委員会人権問題対策特別委員会人権問題対策特別委員会人権問題対策特別委員会。。。。福祉心福祉心福祉心福祉心
理学科理学科理学科理学科があるがあるがあるがある福島学院大学福島学院大学福島学院大学福島学院大学でででで自殺防止対策自殺防止対策自殺防止対策自殺防止対策におにおにおにお
けるけるけるける福祉福祉福祉福祉・・・・心理心理心理心理のののの専門家専門家専門家専門家のののの必要性等必要性等必要性等必要性等をををを調査調査調査調査

HHHH21212121....02020202....10101010飯坂飯坂飯坂飯坂をををを考考考考えるえるえるえる若若若若
手有志手有志手有志手有志とととと飯坂地区飯坂地区飯坂地区飯坂地区のののの活性活性活性活性
化化化化についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....11111111....21212121歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師をををを取取取取りりりり
巻巻巻巻くくくく課題課題課題課題についてについてについてについて金子歯金子歯金子歯金子歯
科医師会長科医師会長科医師会長科医師会長にににに聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....11111111....22222222福島中央剣友会創立福島中央剣友会創立福島中央剣友会創立福島中央剣友会創立40404040周年記念周年記念周年記念周年記念
剣道大会剣道大会剣道大会剣道大会にてにてにてにて剣道剣道剣道剣道のののの先生方先生方先生方先生方がががが子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに伝伝伝伝
ええええ続続続続けるけるけるける日本日本日本日本のののの心心心心とととと伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH21212121....01010101....06060606命命命命
ののののリレーリレーリレーリレーをををを
育育育育むむむむ酒井家酒井家酒井家酒井家
三代三代三代三代とととと共共共共にににに

HHHH21212121....01010101....05050505福島市新年市民福島市新年市民福島市新年市民福島市新年市民
交歓会交歓会交歓会交歓会にてにてにてにて。。。。福島商工会福島商工会福島商工会福島商工会
議所瀬谷会頭議所瀬谷会頭議所瀬谷会頭議所瀬谷会頭、、、、東邦銀行北東邦銀行北東邦銀行北東邦銀行北
村頭取村頭取村頭取村頭取にににに福島市福島市福島市福島市のののの経済情経済情経済情経済情
勢勢勢勢とととと見通見通見通見通しをしをしをしを聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....10101010....14141414いわきいわきいわきいわき市役所市役所市役所市役所にてにてにてにて理美容理美容理美容理美容
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趣旨説明趣旨説明趣旨説明趣旨説明

HHHH21212121....02020202....10101010福島県塗装協会県北支部福島県塗装協会県北支部福島県塗装協会県北支部福島県塗装協会県北支部
新年祝賀会新年祝賀会新年祝賀会新年祝賀会にてにてにてにて地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策へへへへ
のののの塗装協会塗装協会塗装協会塗装協会のののの貢献策貢献策貢献策貢献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

HHHH21212121....01010101....23232323福島県印刷工福島県印刷工福島県印刷工福島県印刷工
業組合新春業組合新春業組合新春業組合新春のののの集集集集いにていにていにていにて
山川会長山川会長山川会長山川会長にににに印刷業印刷業印刷業印刷業をををを取取取取
巻巻巻巻くくくく課題課題課題課題についてについてについてについて聴聴聴聴くくくく

HHHH21212121....01010101....14141414乙和会乙和会乙和会乙和会がががが県県県県とととと議会議会議会議会にににに飯坂温泉観光振興飯坂温泉観光振興飯坂温泉観光振興飯坂温泉観光振興をををを要望要望要望要望

HHHH20202020....11111111....20202020看護師看護師看護師看護師
不足不足不足不足・・・・助産師活助産師活助産師活助産師活
用問題用問題用問題用問題についてについてについてについて
南野知惠子参議南野知惠子参議南野知惠子参議南野知惠子参議
院議員院議員院議員院議員にににに聴聴聴聴くくくく

HHHH21212121....02020202....26262626石油業協同組合石油業協同組合石油業協同組合石油業協同組合によるによるによるによるガソリンスタンガソリンスタンガソリンスタンガソリンスタン
ドドドド経営経営経営経営のののの現状現状現状現状とととと県県県県のののの石油製品購入石油製品購入石油製品購入石油製品購入にににに関関関関するするするする要望要望要望要望

HHHH21212121....02020202....23232323オリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイル創業創業創業創業25252525周年周年周年周年
記念式典記念式典記念式典記念式典にてにてにてにて。。。。時代時代時代時代ののののニーズニーズニーズニーズにににに合合合合わせわせわせわせ
たたたた事業事業事業事業をををを展開展開展開展開してきたしてきたしてきたしてきた杉山社長杉山社長杉山社長杉山社長にににに産産産産
業創出業創出業創出業創出についてについてについてについて聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....10101010....12121212第第第第３８３８３８３８回中野地区大運動会回中野地区大運動会回中野地区大運動会回中野地区大運動会にににに
てててて地域地域地域地域をををを支支支支えるえるえるえる女性部女性部女性部女性部のののの皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに

HHHH21212121....01010101....24242424商工信陵会商工信陵会商工信陵会商工信陵会
新春祝賀会新春祝賀会新春祝賀会新春祝賀会にてにてにてにて渡辺渡辺渡辺渡辺
会長会長会長会長とととと商工会商工会商工会商工会のののの現状現状現状現状
とととと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

HHHH21212121....01010101....26262626福島駅前街福島駅前街福島駅前街福島駅前街づくりづくりづくりづくり検討検討検討検討
会会会会とととと雨水対策雨水対策雨水対策雨水対策についてについてについてについて現地調査現地調査現地調査現地調査

HHHH20202020....12121212....23232323龍生派福島支部最高顧問小武山華龍生派福島支部最高顧問小武山華龍生派福島支部最高顧問小武山華龍生派福島支部最高顧問小武山華
龍先生龍先生龍先生龍先生のののの生生生生けけけけ花褒賞杯受章祝賀会花褒賞杯受章祝賀会花褒賞杯受章祝賀会花褒賞杯受章祝賀会にてにてにてにて。。。。日本日本日本日本
のののの伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化であるであるであるである生生生生けけけけ花花花花のののの力力力力についてについてについてについて聴聴聴聴くくくく

HHHH21212121....03030303....20202020三育保育園卒三育保育園卒三育保育園卒三育保育園卒
園式園式園式園式にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。幼児教幼児教幼児教幼児教
育育育育のののの大切大切大切大切さをさをさをさを父母父母父母父母にににに訴訴訴訴
えるとえるとえるとえると共共共共にににに野田理事長野田理事長野田理事長野田理事長
・・・・山崎園長山崎園長山崎園長山崎園長とととと懇談懇談懇談懇談

HHHH21212121....02020202....28282828私私私私にににに声楽声楽声楽声楽をををを学学学学
びびびび中学校中学校中学校中学校のののの音楽教師音楽教師音楽教師音楽教師とととと
してしてしてして子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの心心心心をををを育育育育
んでいるんでいるんでいるんでいる信夫君信夫君信夫君信夫君のののの結婚式結婚式結婚式結婚式

HHHH21212121....02020202....08080808宮代地区県政報告会宮代地区県政報告会宮代地区県政報告会宮代地区県政報告会

HHHH20202020....10101010....19191919塗装塗装塗装塗装のののの技術技術技術技術をををを伝伝伝伝えるえるえるえる
大石家大石家大石家大石家とととと高橋家高橋家高橋家高橋家のののの結婚式結婚式結婚式結婚式にてにてにてにて

HHHH20202020....12121212....05050505大笹生学園大笹生学園大笹生学園大笹生学園のののの建建建建てててて替替替替えにえにえにえに
ついてついてついてついて親親親親のののの会会会会からからからから陳情陳情陳情陳情をををを受受受受けるけるけるける

HHHH20202020....10101010....12121212第第第第３８３８３８３８回中野地区大運動回中野地区大運動回中野地区大運動回中野地区大運動
会会会会にてにてにてにて町内会連合会斎藤会長町内会連合会斎藤会長町内会連合会斎藤会長町内会連合会斎藤会長にににに地地地地
域域域域のののの環境環境環境環境についてのについてのについてのについての要望要望要望要望をををを聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....11111111....24242424地域地域地域地域のののの消防防災消防防災消防防災消防防災にににに貢貢貢貢
献献献献してきたしてきたしてきたしてきた佐藤光正氏佐藤光正氏佐藤光正氏佐藤光正氏のののの瑞宝瑞宝瑞宝瑞宝
単光章単光章単光章単光章・・・・福島市功労章福島市功労章福島市功労章福島市功労章・・・・消防防消防防消防防消防防
災功績章受章祝賀会災功績章受章祝賀会災功績章受章祝賀会災功績章受章祝賀会にてにてにてにて

HHHH20202020....12121212....01010101理美容理美容理美容理美容にににに関関関関するするするする条条条条
例例例例についてについてについてについて執行部打合執行部打合執行部打合執行部打合せせせせ

HHHH20202020....12121212....15151515技術技術技術技術をををを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ第第第第46464646回技回技回技回技
能五輪全国大会金銀銅入賞者祝賀能五輪全国大会金銀銅入賞者祝賀能五輪全国大会金銀銅入賞者祝賀能五輪全国大会金銀銅入賞者祝賀
会会会会にてにてにてにて技術技術技術技術のののの継承継承継承継承にににに
ついてついてついてついて意見交換意見交換意見交換意見交換

HHHH20202020....11111111....20202020私学団体私学団体私学団体私学団体のののの皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに文部科学文部科学文部科学文部科学
省省省省にににに平成平成平成平成21212121年度政府予算対策要望活動年度政府予算対策要望活動年度政府予算対策要望活動年度政府予算対策要望活動

HHHH21212121....02020202....26262626上名倉地区県政報告会上名倉地区県政報告会上名倉地区県政報告会上名倉地区県政報告会

HHHH20202020....11111111....06060606商工労働文教商工労働文教商工労働文教商工労働文教・・・・福祉公安合同部会県外調査福祉公安合同部会県外調査福祉公安合同部会県外調査福祉公安合同部会県外調査。。。。
高知県庁高知県庁高知県庁高知県庁にてにてにてにて医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策をををを調査調査調査調査

HHHH21212121....01010101....19191919福島福島福島福島
駅前街駅前街駅前街駅前街づくりづくりづくりづくり
検討会検討会検討会検討会がががが雨水雨水雨水雨水
水路対策水路対策水路対策水路対策をををを執執執執
行部行部行部行部にににに要望要望要望要望 HHHH21212121....02020202....05050505歯科医師会金子会長歯科医師会金子会長歯科医師会金子会長歯科医師会金子会長・・・・海野専務海野専務海野専務海野専務

理事理事理事理事にににに歯科乳幼児検診歯科乳幼児検診歯科乳幼児検診歯科乳幼児検診についてについてについてについて聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....10101010....23232323大笹生地区大笹生地区大笹生地区大笹生地区
八反田川維持管理作業視察八反田川維持管理作業視察八反田川維持管理作業視察八反田川維持管理作業視察

HHHH21212121....02020202....13131313福島県福島県福島県福島県
トラックトラックトラックトラック政策推政策推政策推政策推
進協議会新年賀進協議会新年賀進協議会新年賀進協議会新年賀
詞交歓会詞交歓会詞交歓会詞交歓会にてにてにてにて。。。。
相双相双相双相双ブロックブロックブロックブロック協協協協
議会鎌田会長議会鎌田会長議会鎌田会長議会鎌田会長にににに
物流安定物流安定物流安定物流安定にににに関関関関すすすす
るるるるトラックトラックトラックトラック協会協会協会協会
のののの課題課題課題課題をををを聴聴聴聴くくくく

HHHH20202020....10101010....19191919日本日本日本日本のののの文文文文
化化化化をををを守守守守りりりり伝伝伝伝えるえるえるえる結結結結
成成成成60606060周年藤弦周年藤弦周年藤弦周年藤弦・・・・30303030
周年朝陽書道会合周年朝陽書道会合周年朝陽書道会合周年朝陽書道会合
同書展同書展同書展同書展にてにてにてにて書道書道書道書道のののの
心心心心をををを聴聴聴聴くくくく

HHHH21212121....02020202....26262626全日本理容全日本理容全日本理容全日本理容
技友研究会福島支部技友研究会福島支部技友研究会福島支部技友研究会福島支部
薮内支部長薮内支部長薮内支部長薮内支部長とととと技術技術技術技術のののの
継承継承継承継承についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....10101010....14141414トラックトラックトラックトラック協会協会協会協会にてにてにてにて「「「「燃料燃料燃料燃料
価格高騰価格高騰価格高騰価格高騰によりによりによりにより危機危機危機危機にににに瀕瀕瀕瀕するするするするトトトト
ラックラックラックラック運送業界運送業界運送業界運送業界へのへのへのへの支援支援支援支援にににに関関関関すすすす
るるるる請願書請願書請願書請願書」」」」等等等等のののの採決採決採決採決についてについてについてについて説明説明説明説明


