
一般質問一般質問一般質問一般質問
昨年昨年昨年昨年のののの１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日にににに１１１１１１１１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 「「「「産婦人科医産婦人科医産婦人科医産婦人科医のののの不足不足不足不足でででで出産出産出産出産できるできるできるできる病院病院病院病院がががが少少少少なななな。。。。
くなるくなるくなるくなる中中中中、、、、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ためにはえていくためにはえていくためにはえていくためには助産師助産師助産師助産師のののの活用活用活用活用
がががが必要必要必要必要であるとしてであるとしてであるとしてであるとして、、、、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をををを担担担担うううう助産師助産師助産師助産師
をををを育成育成育成育成するためのするためのするためのする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プログラムプログラムプログラムプログラムのののの作成等作成等作成等作成等をををを先先先先のののの
２２２２月議会月議会月議会月議会においてにおいてにおいてにおいて訴訴訴訴えたところえたところえたところえたところ、、、、講義研修講義研修講義研修講義研修５５５５日間日間日間日間、、、、実習研実習研実習研実習研
修修修修３３３３日間日間日間日間というというというという『『『『福島県助産師研修会福島県助産師研修会福島県助産師研修会福島県助産師研修会』』』』がががが１２１２１２１２月月月月からからからから実施実施実施実施
されされされされ一歩前進一歩前進一歩前進一歩前進しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省ではではではでは院内助産院内助産院内助産院内助産をををを受受受受けけけけ
持持持持つつつつ助産師助産師助産師助産師はははは３３３３ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上のののの研修研修研修研修がががが必要必要必要必要であるとしておりであるとしておりであるとしておりであるとしており、、、、
助産師研修会助産師研修会助産師研修会助産師研修会のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充実充実充実充実をををを図図図図るべきであることるべきであることるべきであることるべきであること 「「「「院院院院」、」、」、」、
内助産内助産内助産内助産システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築をををを推進推進推進推進するためにはするためにはするためにはするためには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
信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを構築構築構築構築しししし、、、、総合協力総合協力総合協力総合協力ととととスムーズスムーズスムーズスムーズなななな連携連携連携連携をををを図図図図るるるる必要必要必要必要
があることからがあることからがあることからがあることから、、、、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とととと協働協働協働協働というというというという視視視視

『 』 」、『 』 」、『 』 」、『 』 」、点点点点でででで 院内助産院内助産院内助産院内助産ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン をををを策定策定策定策定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
「「「「出産出産出産出産できるできるできるできる病院病院病院病院のののの不足不足不足不足にににに対応対応対応対応するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、県県県県においてにおいてにおいてにおいて
厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの事業事業事業事業をををを活用活用活用活用してしてしてして院内助産所院内助産所院内助産所院内助産所・・・・助産師外来助産師外来助産師外来助産師外来のののの開開開開
設設設設をををを積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進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 「「「「おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの心心心心がががが安安安安」、」、」、」、
定定定定するとするとするとすると乳児乳児乳児乳児のののの心心心心もももも安定安定安定安定するとするとするとすると言言言言われていることからわれていることからわれていることからわれていることから、、、、初初初初
産直後産直後産直後産直後のおのおのおのお母母母母さんのさんのさんのさんの心心心心をををを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための、、、、助産師等助産師等助産師等助産師等がががが数回数回数回数回
全戸訪問全戸訪問全戸訪問全戸訪問できるできるできるできる施策施策施策施策をををを行行行行うべきであることうべきであることうべきであることうべきであること 「「「「子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち」、」、」、」、
のののの障障障障がいはがいはがいはがいは日日日日々々々々のののの動動動動きのきのきのきの中中中中でででで発見発見発見発見されることがされることがされることがされることが多多多多いといといといと言言言言わわわわ
れれれれ、、、、５５５５才児才児才児才児のののの普段普段普段普段のののの保育者保育者保育者保育者はははは保育士保育士保育士保育士・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの先生先生先生先生がががが９７９７９７９７
％％％％となっていることからとなっていることからとなっていることからとなっていることから、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや保育所保育所保育所保育所におけるにおけるにおけるにおける子子子子どもどもどもども
のののの心心心心のののの問題問題問題問題をををを日常活動日常活動日常活動日常活動のののの中中中中ででででケアケアケアケア出来出来出来出来るようなるようなるようなるような態勢態勢態勢態勢をををを構築構築構築構築
するためにするためにするためにするために、、、、臨床心理師臨床心理師臨床心理師臨床心理師のののの配置配置配置配置のののの支援支援支援支援とととと障障障障がいがいがいがい児児児児へのへのへのへの対応対応対応対応
がががが適切適切適切適切にできるようにするためのにできるようにするためのにできるようにするためのにできるようにするための研修研修研修研修をををを充実充実充実充実すべきであるすべきであるすべきであるすべきである
ことことことこと 「「「「病院病院病院病院のののの新規採用看護師新規採用看護師新規採用看護師新規採用看護師のののの１２１２１２１２％％％％がががが１１１１年以内年以内年以内年以内でででで退職退職退職退職」、」、」、」、
しししし、、、、退職者退職者退職者退職者のののの９４９４９４９４％％％％がががが中途退職中途退職中途退職中途退職でででで、、、、医師医師医師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看護看護看護看護
師師師師もももも不足不足不足不足しているしているしているしている中中中中、、、、４８４８４８４８％％％％というというというという県立医大看護学部卒業県立医大看護学部卒業県立医大看護学部卒業県立医大看護学部卒業
生生生生のののの県内就職率県内就職率県内就職率県内就職率をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして高高高高めていくのかめていくのかめていくのかめていくのか、、、、またまたまたまた県県県県
立医大立医大立医大立医大のののの看護師看護師看護師看護師のののの確保確保確保確保・・・・定着定着定着定着をををを図図図図るためのるためのるためのるための看護師看護師看護師看護師がががが働働働働きやきやきやきや
すいすいすいすい職場職場職場職場づくりをどのようにづくりをどのようにづくりをどのようにづくりをど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 「「「「それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ」、」、」、」、
のののの地域地域地域地域にににに応応応応じたじたじたじた地域振興施策地域振興施策地域振興施策地域振興施策をををを展開展開展開展開しているしているしているしている地方振興局地地方振興局地地方振興局地地方振興局地
域連携室域連携室域連携室域連携室はははは、、、、地域振興地域振興地域振興地域振興ののののコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターとしてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを
強化強化強化強化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」」」」などをなどをなどをなどを質問質問質問質問しししし、、、、これからのこれからのこれからのこれからの社会社会社会社会をををを
誰誰誰誰がががが支支支支えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか、、、、そのそのそのその人達人達人達人達のためにのためにのためにのために何何何何をしなければなをしなければなをしなければなをしなければな
らないのからないのからないのからないのか、、、、何何何何ができるのかがができるのかがができるのかがができるのかが、、、、今今今今、、、、雇用雇用雇用雇用・・・・経済状況経済状況経済状況経済状況のののの低低低低
迷迷迷迷がががが続続続続くくくく中中中中でででで切実切実切実切実にににに政治政治政治政治・・・・行政行政行政行政にににに問問問問われていることからわれていることからわれていることからわれていることから、、、、
当事者当事者当事者当事者のののの立場立場立場立場にににに立立立立ったったったった即効性即効性即効性即効性のあるのあるのあるのある施策展開施策展開施策展開施策展開をおをおをおをお願願願願いいいい
しししし、、、、質問質問質問質問をををを終終終終えましたえましたえましたえました。。。。

ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶
さくらださくらださくらださくらだ葉子葉子葉子葉子

昨年昨年昨年昨年もももも皆様皆様皆様皆様にににに支支支支えてえてえてえて頂頂頂頂きききき精一杯活動精一杯活動精一杯活動精一杯活動することすることすることすること
、 。、 。、 。、 。ができましたことができましたことができましたことができましたこと 心心心心よりよりよりより感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます

そしてそしてそしてそして、、、、今年今年今年今年もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。
一昨年一昨年一昨年一昨年からからからから非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい経済経済経済経済・・・・雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢がががが続続続続
いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、私私私私たちはここたちはここたちはここたちはここ福島福島福島福島でこのでこのでこのでこの地地地地
域域域域でででで、、、、日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をををを重重重重ねていかなければなりねていかなければなりねていかなければなりねていかなければなり
ませんませんませんません。。。。日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をををを重重重重ねながらねながらねながらねながら、、、、誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持
ってってってって、、、、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にどもたちにどもたちにどもたちに、、、、自分自分自分自分がががが住住住住んんんん
でいるでいるでいるでいる地域地域地域地域をををを守守守守りりりり伝伝伝伝えていかなければなりまえていかなければなりまえていかなければなりまえていかなければなりま
せんせんせんせん 「「「「地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」はははは「「「「国国国国づくりづくりづくりづくり」」」」ですですですです。。。。。。。。
地域地域地域地域でででで共共共共にににに考考考考ええええ、、、、共共共共にににに育育育育みみみみ、、、、共共共共につくっていにつくっていにつくっていにつくってい
かなければなりませんかなければなりませんかなければなりませんかなければなりません。。。。地域地域地域地域のののの可能性可能性可能性可能性をををを探探探探しししし
未来未来未来未来へへへへ向向向向かおうとするかおうとするかおうとするかおうとする皆様皆様皆様皆様ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーこそこそこそこそ
、 「 」 。、 「 」 。、 「 」 。、 「 」 。がががが 地域地域地域地域をををを支支支支ええええ地域地域地域地域をつくるをつくるをつくるをつくる 地域力地域力地域力地域力 ですですですです

私私私私たちたちたちたち政治家政治家政治家政治家もももも「「「「地域力地域力地域力地域力」」」」のののの源源源源にならなけれにならなけれにならなけれにならなけれ
ばならないとばならないとばならないとばならないと強強強強くくくく感感感感じているところですじているところですじているところですじているところです。。。。
今今今今のののの日本社会日本社会日本社会日本社会はははは「「「「閉塞感閉塞感閉塞感閉塞感」」」」とととと言言言言うううう言葉言葉言葉言葉におおにおおにおおにおお
われわれわれわれ 「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく一歩前一歩前一歩前一歩前にににに進進進進むことむことむことむこと」」」」をををを忘忘忘忘れれれれ、、、、
てしまったのではないかとてしまったのではないかとてしまったのではないかとてしまったのではないかと不安不安不安不安になるところになるところになるところになるところ
ですがですがですがですが 「「「「知恵知恵知恵知恵」」」」をををを出出出出しししし合合合合いいいい、、、、それをそれをそれをそれを形形形形にしにしにしにし、、、、
ていくのがていくのがていくのがていくのが、、、、今今今今をををを生生生生きるきるきるきる私私私私たちのたちのたちのたちの役目役目役目役目であるであるであるである
とととと考考考考えますえますえますえます 「「「「とにかくとにかくとにかくとにかく一歩前一歩前一歩前一歩前にににに進進進進むむむむ」」」」ためためためため。。。。
のののの手手手手がかりをがかりをがかりをがかりを求求求求めてめてめてめて、、、、今何今何今何今何をしなければならをしなければならをしなければならをしなければなら
ないのかないのかないのかないのか、、、、今何今何今何今何がががが求求求求められているのかをめられているのかをめられているのかをめられているのかを敏感敏感敏感敏感
にににに感感感感じとるじとるじとるじとる感性感性感性感性をををを磨磨磨磨きききき、、、、皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに活動活動活動活動してしてしてして
いきたいといきたいといきたいと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。。。。

皆様皆様皆様皆様がががが生生生生きがいをきがいをきがいをきがいを持持持持ってってってって、、、、元気元気元気元気にににに
日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をををを重重重重ねることができるねることができるねることができるねることができる
２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年でありますようごでありますようごでありますようごでありますようご祈念祈念祈念祈念
致致致致しましてしましてしましてしまして、、、、ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶とととと致致致致しますしますしますします。。。。
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１２１２１２１２月議会月議会月議会月議会
でででで質問質問質問質問しししし
たことがたことがたことがたことが
翌日翌日翌日翌日のののの福福福福
島民報及島民報及島民報及島民報及
びびびび福島民福島民福島民福島民
友友友友のののの１１１１面面面面
などでなどでなどでなどで報報報報
道道道道されまされまされまされま
したしたしたした。。。。

HHHH21212121....03030303....03030303二月二月二月二月
議会一般質問議会一般質問議会一般質問議会一般質問にににに
おいておいておいておいて助産師外助産師外助産師外助産師外
来来来来・・・・院内助産院内助産院内助産院内助産をををを担担担担
うううう助産師育成助産師育成助産師育成助産師育成のののの
研修研修研修研修プログラムプログラムプログラムプログラム
作成等作成等作成等作成等のののの必要性必要性必要性必要性
をををを訴訴訴訴えましたえましたえましたえました。。。。

HHHH21212121....12121212....01010101助産師外来助産師外来助産師外来助産師外来やややや院内助産院内助産院内助産院内助産のののの推進推進推進推進、、、、母子母子母子母子をををを健全健全健全健全にににに育成育成育成育成するためにするためにするためにするために
ははは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何何何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
にいるにいるにいるにいる日本赤十字病院日本赤十字病院日本赤十字病院日本赤十字病院のののの助産師助産師助産師助産師のののの皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。

H21.12.11H21.12.11H21.12.11H21.12.11
福島民報福島民報福島民報福島民報
掲載記事掲載記事掲載記事掲載記事

H21.12.11H21.12.11H21.12.11H21.12.11
福島民報福島民報福島民報福島民報
掲載記事掲載記事掲載記事掲載記事

H21.12.11H21.12.11H21.12.11H21.12.11
福島民友福島民友福島民友福島民友
掲載記事掲載記事掲載記事掲載記事

H21.12.11H21.12.11H21.12.11H21.12.11
福島民友福島民友福島民友福島民友
掲載記事掲載記事掲載記事掲載記事



HHHH21212121....05050505....25252525福島駅福島駅福島駅福島駅
前通前通前通前通りりりり商店街振商店街振商店街振商店街振
興組合通常総会興組合通常総会興組合通常総会興組合通常総会
にてにてにてにて要望要望要望要望をををを頂頂頂頂いいいい
ていたていたていたていた駅前駅前駅前駅前ｱｰｹｰｱｰｹｰｱｰｹｰｱｰｹｰ
ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙雨水対策雨水対策雨水対策雨水対策につにつにつにつ
いていていていて説明説明説明説明

HHHH21212121....07070707....31313131子育子育子育子育てててて支援対策特別支援対策特別支援対策特別支援対策特別
委員会委員会委員会委員会にてにてにてにて郡山市郡山市郡山市郡山市ののののニコニコニコニコニコニコニコニコ
こどもこどもこどもこども館館館館をををを視察視察視察視察。。。。子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち
のののの声声声声がががが全館全館全館全館にににに響響響響きききき渡渡渡渡りりりり、、、、子子子子どどどど
もたちのもたちのもたちのもたちの力強力強力強力強さをさをさをさを感感感感じましたじましたじましたじました

HHHH21212121....04040404....07070707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にてにてにてにて時間時間時間時間
というというというという宝宝宝宝をををを大切大切大切大切にしにしにしにし夢夢夢夢とととと希望希望希望希望にににに向向向向かっかっかっかっ
てててて努力努力努力努力をををを重重重重ねることをねることをねることをねることを願願願願いいいい祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH21212121....04040404....10101010福島県高等理容美容学院入学式福島県高等理容美容学院入学式福島県高等理容美容学院入学式福島県高等理容美容学院入学式にてにてにてにて確確確確
かなかなかなかな技術技術技術技術とととと豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性をををを育育育育むことをむことをむことをむことを願願願願いいいい祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH21212121....09090909....05050505男女共生男女共生男女共生男女共生ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ未来館未来館未来館未来館ﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ
においてにおいてにおいてにおいて「「「「受験受験受験受験ののののｼﾝﾃｼﾝﾃｼﾝﾃｼﾝﾃﾞ゙゙゙ﾚﾗﾚﾗﾚﾗﾚﾗ」」」」ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾈﾘｽﾄﾈﾘｽﾄﾈﾘｽﾄﾈﾘｽﾄ

HHHH21212121....03030303....30303030全日本理容技友研究会定期全日本理容技友研究会定期全日本理容技友研究会定期全日本理容技友研究会定期
総会総会総会総会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をををを説明説明説明説明

HHHH21212121....05050505....11111111テルサテルサテルサテルサ通通通通りりりり親交会総会親交会総会親交会総会親交会総会
にてにてにてにて地域地域地域地域のののの課題課題課題課題・・・・要望要望要望要望をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH21212121....05050505....12121212平田平田平田平田
地区蛭川地区蛭川地区蛭川地区蛭川のののの老老老老
朽化朽化朽化朽化したしたしたした頭首頭首頭首頭首
工工工工をををを現地調査現地調査現地調査現地調査

HHHH21212121....03030303....29292929飯舘村飯舘村飯舘村飯舘村
のののの菅野昌基氏菅野昌基氏菅野昌基氏菅野昌基氏
地域地域地域地域のののの特産品特産品特産品特産品となるとなるとなるとなるｻﾗﾀｻﾗﾀｻﾗﾀｻﾗﾀﾞ゙゙゙ｳﾙｲｳﾙｲｳﾙｲｳﾙｲやややや
種子種子種子種子からのからのからのからの山山山山ゆりのゆりのゆりのゆりの栽培方法栽培方法栽培方法栽培方法
などをなどをなどをなどを独自独自独自独自にににに開発開発開発開発していますしていますしていますしています

HHHH21212121....05050505....19191919商労文教委員会県内調査商労文教委員会県内調査商労文教委員会県内調査商労文教委員会県内調査にてにてにてにて地産地消地産地消地産地消地産地消
をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めているめているめているめているｳｳｳｳﾞ゙゙゙ｨﾗｲﾅﾜｼﾛｨﾗｲﾅﾜｼﾛｨﾗｲﾅﾜｼﾛｨﾗｲﾅﾜｼﾛのののの山際山際山際山際ｼｪﾌｼｪﾌｼｪﾌｼｪﾌによによによによ
るるるるｻﾗﾀｻﾗﾀｻﾗﾀｻﾗﾀﾞ゙゙゙ｳﾙｲｳﾙｲｳﾙｲｳﾙｲなどのなどのなどのなどの県内特産品県内特産品県内特産品県内特産品のののの料理料理料理料理をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました

H21.08.19H21.08.19H21.08.19H21.08.19
福島福島福島福島のののの未未未未
来来来来をををを考考考考ええええ
るるるる朝食会朝食会朝食会朝食会
にてにてにてにて挨拶挨拶挨拶挨拶

HHHH21212121....07070707....29292929全国大会全国大会全国大会全国大会にににに出発出発出発出発
するするするする聖光学院野球部聖光学院野球部聖光学院野球部聖光学院野球部のみのみのみのみ
なさんになさんになさんになさんに自身自身自身自身とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持
ってってってって試合試合試合試合にににに臨臨臨臨むようむようむようむよう激励激励激励激励

HHHH21212121....05050505....03030303瀬戸秀典瀬戸秀典瀬戸秀典瀬戸秀典さんさんさんさん・・・・美希美希美希美希さんのさんのさんのさんの
結婚式結婚式結婚式結婚式にていのちのにていのちのにていのちのにていのちのリレーリレーリレーリレーをををを紡紡紡紡ぐぐぐぐ大大大大
切切切切なななな家庭家庭家庭家庭をををを育育育育んでいくおんでいくおんでいくおんでいくお二人二人二人二人をををを祝福祝福祝福祝福

HHHH21212121....04040404....08080808橘高等学校入学式議長代理祝辞橘高等学校入学式議長代理祝辞橘高等学校入学式議長代理祝辞橘高等学校入学式議長代理祝辞

HHHH21212121....05050505....10101010鎌田地区県政報告会鎌田地区県政報告会鎌田地区県政報告会鎌田地区県政報告会

HHHH21212121....07070707....20202020石破農林水産大臣石破農林水産大臣石破農林水産大臣石破農林水産大臣にににに湯野地区湯野地区湯野地区湯野地区のののの
サルサルサルサル対策対策対策対策についてについてについてについて地域地域地域地域のののの人人人人たちとともにたちとともにたちとともにたちとともに
箱箱箱箱ワナワナワナワナのののの設置設置設置設置やややや桃桃桃桃・・・・りんごのりんごのりんごのりんごの作付作付作付作付けとけとけとけと被被被被
害状況害状況害状況害状況などをなどをなどをなどを訴訴訴訴ええええ対策対策対策対策をおをおをおをお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました

HHHH21212121....07070707....14141414商労文教商労文教商労文教商労文教
委員会県内調査委員会県内調査委員会県内調査委員会県内調査にににに
てててて飯坂温泉旅館協飯坂温泉旅館協飯坂温泉旅館協飯坂温泉旅館協
同組合畠組合長同組合畠組合長同組合畠組合長同組合畠組合長にににに
おおおお話話話話をををを伺伺伺伺うううう

HHHH21212121....04040404....04040404福島福島福島福島
共同高等職業共同高等職業共同高等職業共同高等職業
訓練校入校式訓練校入校式訓練校入校式訓練校入校式
にてにてにてにて専門性専門性専門性専門性とととと
豊豊豊豊かなかなかなかな感性感性感性感性をををを
育育育育むことをむことをむことをむことを願願願願
いいいい祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH21212121....07070707....15151515商労文教委員会県内調査商労文教委員会県内調査商労文教委員会県内調査商労文教委員会県内調査にてにてにてにて安積黎明高等学安積黎明高等学安積黎明高等学安積黎明高等学
校合唱部校合唱部校合唱部校合唱部のののの練習練習練習練習をををを視察視察視察視察しししし全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊でででで奏奏奏奏でるでるでるでる歌歌歌歌のののの素晴素晴素晴素晴らららら
しさしさしさしさ唄唄唄唄えるえるえるえる素晴素晴素晴素晴らしさをらしさをらしさをらしさを実感実感実感実感してしてしてして欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと激励激励激励激励

HHHH21212121....04040404....19191919高松山地蔵院大日如来例祭高松山地蔵院大日如来例祭高松山地蔵院大日如来例祭高松山地蔵院大日如来例祭にににに
てててて、、、、手手手手をあわせるをあわせるをあわせるをあわせる心感謝心感謝心感謝心感謝するするするする心心心心をををを未来未来未来未来
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られるこけられるこけられるこけられるこ
とをとをとをとを願願願願いいいい祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH21212121....05050505....19191919商労文教委員会県内調商労文教委員会県内調商労文教委員会県内調商労文教委員会県内調
査査査査のののの史跡慧日寺跡調査史跡慧日寺跡調査史跡慧日寺跡調査史跡慧日寺跡調査にてにてにてにて国指国指国指国指
定文化財保護定文化財保護定文化財保護定文化財保護のののの県費補助打県費補助打県費補助打県費補助打ちちちち切切切切
りについてりについてりについてりについてインタビューインタビューインタビューインタビューをををを受受受受けけけけ
文化財文化財文化財文化財をををを保護保護保護保護しししし継承継承継承継承していくこしていくこしていくこしていくこ
とのとのとのとの大切大切大切大切さをさをさをさを述述述述べるべるべるべる

HHHH21212121....08080808....19191919山谷山谷山谷山谷えりえりえりえり
子講演会談子講演会談子講演会談子講演会談にてにてにてにて心心心心
のののの教育教育教育教育のののの大切大切大切大切さをさをさをさを
訴訴訴訴えましたえましたえましたえました

HHHH21212121....05050505....02020202菅野隆践菅野隆践菅野隆践菅野隆践さんさんさんさん・・・・麻衣麻衣麻衣麻衣
子子子子さんのさんのさんのさんの結婚式結婚式結婚式結婚式にていのちにていのちにていのちにていのち
ののののリレーリレーリレーリレーをををを紡紡紡紡ぐぐぐぐ大切大切大切大切なななな家庭家庭家庭家庭
をををを育育育育んでいくおんでいくおんでいくおんでいくお二人二人二人二人をををを祝福祝福祝福祝福

HHHH21212121....07070707....21212121財界財界財界財界ふくしまふくしまふくしまふくしま座談会座談会座談会座談会

HHHH2222HHHH21212121....05050505....28282828飯坂飯坂飯坂飯坂
温泉観光協会通温泉観光協会通温泉観光協会通温泉観光協会通
常総会常総会常総会常総会にてにてにてにて着地着地着地着地
型観光型観光型観光型観光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祝辞後事祝辞後事祝辞後事祝辞後事
務局務局務局務局のののの皆様皆様皆様皆様とととと

HHHH21212121....09090909....19191919瀬上地区敬老会瀬上地区敬老会瀬上地区敬老会瀬上地区敬老会をおをおをおをお手伝手伝手伝手伝いしていいしていいしていいしてい
たたたた瀬上小学校瀬上小学校瀬上小学校瀬上小学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのののの方方方方々々々々としばしとしばしとしばしとしばし懇談懇談懇談懇談

HHHH21212121....10101010....12121212永井公智永井公智永井公智永井公智さんさんさんさん・・・・絵美絵美絵美絵美さんのさんのさんのさんの結婚式結婚式結婚式結婚式
にていのちのにていのちのにていのちのにていのちのリレーリレーリレーリレーをををを紡紡紡紡ぐぐぐぐ大切大切大切大切なななな家庭家庭家庭家庭をををを
育育育育んでいくおんでいくおんでいくおんでいくお二人二人二人二人をををを皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと祝福祝福祝福祝福

HHHH21212121....03030303....27272727医療法医療法医療法医療法
人生愛会理事長人生愛会理事長人生愛会理事長人生愛会理事長
本間達也先生本間達也先生本間達也先生本間達也先生にににに
地域高齢医療地域高齢医療地域高齢医療地域高齢医療・・・・介介介介
護護護護のののの課題課題課題課題をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH21212121....03030303....22222222福島県声楽福島県声楽福島県声楽福島県声楽ｱﾝｻﾝﾌｱﾝｻﾝﾌｱﾝｻﾝﾌｱﾝｻﾝﾌﾞ゙゙゙ﾙｺﾝﾃｽﾄﾙｺﾝﾃｽﾄﾙｺﾝﾃｽﾄﾙｺﾝﾃｽﾄ
本物本物本物本物をををを届届届届けたいとけたいとけたいとけたいと特別出演者特別出演者特別出演者特別出演者としとしとしとし
てててて国立音楽大学国立音楽大学国立音楽大学国立音楽大学のののの後輩後輩後輩後輩でででで日本日本日本日本をををを代代代代
表表表表するするするするﾃﾅｰﾃﾅｰﾃﾅｰﾃﾅｰ歌手福井敬氏歌手福井敬氏歌手福井敬氏歌手福井敬氏をををを紹介紹介紹介紹介

H21.04.24H21.04.24H21.04.24H21.04.24
桜桜桜桜のののの聖母聖母聖母聖母
高等学校高等学校高等学校高等学校
にてにてにてにて教育教育教育教育
方針方針方針方針をををを聞聞聞聞
くくくく

HHHH21212121....05050505....30303030新地町女性新地町女性新地町女性新地町女性のののの集集集集いにおいていにおいていにおいていにおいて少子高少子高少子高少子高
齢社会齢社会齢社会齢社会におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて講演講演講演講演

HHHH21212121....09090909....15151515商労文教委員会県外調査福島県八重商労文教委員会県外調査福島県八重商労文教委員会県外調査福島県八重商労文教委員会県外調査福島県八重
洲観光交流館洲観光交流館洲観光交流館洲観光交流館にてにてにてにて福島県福島県福島県福島県をどのようにをどのようにをどのようにをどのようにｱﾋｱﾋｱﾋｱﾋﾟ゚゚゚ｰﾙｰﾙｰﾙｰﾙ
するかするかするかするかｺﾝｾﾌｺﾝｾﾌｺﾝｾﾌｺﾝｾﾌﾟ゚゚゚ﾄﾄﾄﾄをををを持持持持ったったったった展示展示展示展示のののの必要性必要性必要性必要性をををを認識認識認識認識

HHHH21212121....04040404....30303030民報新聞佐藤民報新聞佐藤民報新聞佐藤民報新聞佐藤
晴雄氏晴雄氏晴雄氏晴雄氏とととと地域地域地域地域のののの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

HHHH21212121....08080808....03030303瀬上瀬上瀬上瀬上のためにのためにのためにのために活動活動活動活動しているしているしているしている地元地元地元地元のののの青年部青年部青年部青年部
のののの皆様皆様皆様皆様とととと懇談懇談懇談懇談

HHHH210210210210....4444....12121212飯飯飯飯
野堰堤野堰堤野堰堤野堰堤さくさくさくさく
らららら祭祭祭祭にてにてにてにて青青青青
年部年部年部年部のののの皆様皆様皆様皆様
のののの地域力地域力地域力地域力をををを
実感実感実感実感

HHHH21212121....05050505....28282828福島県産業振興福島県産業振興福島県産業振興福島県産業振興センターセンターセンターセンター理事会理事会理事会理事会

HHHH21212121....03030303....28282828看護連盟双葉支部研修会看護連盟双葉支部研修会看護連盟双葉支部研修会看護連盟双葉支部研修会
私私私私たちのたちのたちのたちの生活生活生活生活とととと政治政治政治政治のののの重要性重要性重要性重要性につにつにつにつ
いていていていて講演講演講演講演

HHHH21212121....05050505....22222222福島県雇用開発協会通常総会議長代理祝辞福島県雇用開発協会通常総会議長代理祝辞福島県雇用開発協会通常総会議長代理祝辞福島県雇用開発協会通常総会議長代理祝辞

HHHH21212121....08080808....02020202菅野源枝氏菅野源枝氏菅野源枝氏菅野源枝氏
旭日双光章受賞祝賀会旭日双光章受賞祝賀会旭日双光章受賞祝賀会旭日双光章受賞祝賀会

HHHH21212121....04040404....16161616湯野湯野湯野湯野
地区畑地区畑地区畑地区畑かんかんかんかん施施施施
設設設設ﾌｧｰﾑﾎﾌｧｰﾑﾎﾌｧｰﾑﾎﾌｧｰﾑﾎﾟ゚゚゚ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾞ゙゙゙応応応応
急手当後急手当後急手当後急手当後のののの使使使使
用状況用状況用状況用状況をををを
現地調査現地調査現地調査現地調査

HHHH21212121....04040404....15151515福島県中福島県中福島県中福島県中
小企業団体中央会小企業団体中央会小企業団体中央会小企業団体中央会
にてにてにてにて中小企業支援中小企業支援中小企業支援中小企業支援
緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策につにつにつにつ
いていていていて懇談懇談懇談懇談

H21.06.24H21.06.24H21.06.24H21.06.24
福島県学福島県学福島県学福島県学
術教育振術教育振術教育振術教育振
興財団評興財団評興財団評興財団評
議員会議員会議員会議員会

HHHH21212121....04040404....13131313花見花見花見花見のののの信夫信夫信夫信夫
山山山山のどんとこいでのどんとこいでのどんとこいでのどんとこいで命命命命
ののののリレーリレーリレーリレーとととと共共共共におにおにおにお母母母母
さんのさんのさんのさんの思思思思いをいをいをいを継継継継いでいでいでいで
いるいるいるいる高橋家高橋家高橋家高橋家のののの娘娘娘娘さんさんさんさん

H21..04.19H21..04.19H21..04.19H21..04.19
平田地区平田地区平田地区平田地区
県政報告県政報告県政報告県政報告
会会会会

H21.04.28H21.04.28H21.04.28H21.04.28
技能五輪全国大会理容部銅賞技能五輪全国大会理容部銅賞技能五輪全国大会理容部銅賞技能五輪全国大会理容部銅賞でででで世界大世界大世界大世界大
会会会会にににに出場出場出場出場するするするする田中優衣田中優衣田中優衣田中優衣さんとすばらしさんとすばらしさんとすばらしさんとすばらし
いいいい技術技術技術技術・・・・感性感性感性感性をををを持持持持つつつつワイルドワイルドワイルドワイルドのののの皆皆皆皆さんさんさんさん

HHHHHHHH21212121....05050505....20202020商労文教商労文教商労文教商労文教
委員会県内調査委員会県内調査委員会県内調査委員会県内調査のののの会会会会
津工業高校津工業高校津工業高校津工業高校にてにてにてにて授業授業授業授業
でででで使用使用使用使用するするするする機械設備機械設備機械設備機械設備
がががが古古古古くくくく新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術をををを
教教教教えられないえられないえられないえられない工業高工業高工業高工業高
校校校校のののの現状現状現状現状をををを知知知知るるるる

HHHH21212121....06060606....15151515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のののの
皆様皆様皆様皆様とととと東北電力福島営業所会議室東北電力福島営業所会議室東北電力福島営業所会議室東北電力福島営業所会議室
にににに見見見見られるられるられるられる左官左官左官左官のののの技術技術技術技術をををを見学見学見学見学

HHHH21212121....05050505....17171717福島福島福島福島
県理容生活衛県理容生活衛県理容生活衛県理容生活衛
生同業組合総生同業組合総生同業組合総生同業組合総
会会会会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説明説明説明説明

HHHH21212121....06060606....27272727野崎宗徳野崎宗徳野崎宗徳野崎宗徳さんさんさんさん・・・・清香清香清香清香ささささ
んのんのんのんの結婚式結婚式結婚式結婚式にていのちのにていのちのにていのちのにていのちのリレリレリレリレ
ーーーーをををを紡紡紡紡ぐぐぐぐ大切大切大切大切なななな家庭家庭家庭家庭をををを育育育育んでんでんでんで
いくおいくおいくおいくお二人二人二人二人をををを皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと祝福祝福祝福祝福

HHHH21212121....04040404....05050505信信信信
陵陵陵陵ﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾞ゙゙゙ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙
のののの皆様皆様皆様皆様とととと桜桜桜桜
台台台台のののの永井家永井家永井家永井家
のののの桜桜桜桜のののの花花花花のののの
下下下下でででで地域地域地域地域のののの
振興振興振興振興についについについについ
てててて話話話話しししし合合合合いいいい

HHHH21212121....10101010....04040404福島学院大学附属幼稚園福島学院大学附属幼稚園福島学院大学附属幼稚園福島学院大学附属幼稚園「「「「ﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰ
ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚｰﾃﾚｰﾃﾚｰﾃﾚｰﾃﾞ゙゙゙ｰーーー」」」」にてにてにてにて菅野理事長菅野理事長菅野理事長菅野理事長とととと子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが
楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで競技競技競技競技にににに参加参加参加参加しているしているしているしている姿姿姿姿にににに感動感動感動感動

東京葛西東京葛西東京葛西東京葛西のののの
ふくしまふくしまふくしまふくしま市市市市
場場場場でででで福島福島福島福島のののの
魅力魅力魅力魅力ををををPRPRPRPRしししし
ているているているている櫻田櫻田櫻田櫻田
店長店長店長店長。。。。子育子育子育子育てててて
もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり
やってますやってますやってますやってます。。。。

HHHH21212121....10101010....04040404西部西部西部西部
三育幼稚園運三育幼稚園運三育幼稚園運三育幼稚園運
動会動会動会動会にてにてにてにて野田野田野田野田
園長先生園長先生園長先生園長先生とととと子子子子
どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの競競競競
技技技技にににに感動感動感動感動

HHHH21212121....10101010....12121212～～～～15151515瀬上町青柳神社秋季例大瀬上町青柳神社秋季例大瀬上町青柳神社秋季例大瀬上町青柳神社秋季例大
祭祭祭祭にてにてにてにて瀬上太鼓瀬上太鼓瀬上太鼓瀬上太鼓をををを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てえてえてえて
いるいるいるいる若連若連若連若連のののの方方方方々。々。々。々。今年今年今年今年もももも神様神様神様神様とともにとともにとともにとともに櫻櫻櫻櫻
田家田家田家田家をををを訪訪訪訪れれれれ天狗天狗天狗天狗のののの舞舞舞舞をををを舞舞舞舞ってくれたってくれたってくれたってくれた御御御御
神幸神幸神幸神幸。。。。私私私私のののの子子子子どもがどもがどもがどもが小学生小学生小学生小学生のののの時時時時にににに始始始始めめめめ今今今今
もももも続続続続けられているけられているけられているけられている剣道剣道剣道剣道のののの奉納試合奉納試合奉納試合奉納試合。。。。
伝伝伝伝ええええ続続続続けてけてけてけて頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

HHHH21212121....10101010....11111111余目大余目大余目大余目大
運動会運動会運動会運動会とととと中野地中野地中野地中野地
区大運動会区大運動会区大運動会区大運動会でででで地地地地
域域域域ののののﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾜｰﾜｰﾜｰﾜｰをををを感感感感じじじじ
ましたましたましたました


