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春風のさわやかな季節を迎え、皆様お健やかにお過ごしのことと思います。
日頃より県議会議員いとう和子の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

心でふれあうまちづくり

早いもので、初当選から3年が経過いたしました。
県議会では産業委員会、アフターコロナ生活環境づくり特別委員会に所属し、県の諸課題やコロナ
禍における社会問題、地域の活性化のために取り組んでまいりました。
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長引く新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの方が不安やストレスを感じていらっしゃる
のではないかと思います。
これからの社会は、コロナ禍を乗り越えた後を見据え、パンデミックのような危機に対して、柔軟か
つ強固に対応できる社会をいかに構築するかが、あらためて問われています。
県民の皆様が安心して生活できるよう
『誰一人取り残さない』社会の実現に向けて、今後も全力で
取り組んでまいります！
また、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻によって、子どもたちを含む多くの尊い命が奪われ、世
界中の人々が深い悲しみと怒り、大きな不安を感じております。
国際社会が一丸となり、平和的解決が行われ、一日も早く世界に平和な日々が戻ることを心より
願っております。

静岡県議会議員

令和 4 年 森町消防出初式

（森アリーナ 森町）1月4日

森町消防出初式が新型コロナ
ウイルス感染症対策を徹底した
中で開催されました。
長年の功績に対して表彰され
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袋井商工会議所 新春の集い
（袋井新産業会館キラット 袋井市）1月12日
袋井商工会議所の「新春の集い」が袋井新
産業会館キラットで開催されました。
日頃から袋井市の地域経済の振
興・発展に貢献してくださっている

た方へのお祝いの言葉と、森町消防団の日

皆様に、感謝の気持ちと袋井商工

頃の活動に対して、敬意と感謝の気持ちを

会議所の益々のご発展をご祈念申

申し上げました。

し上げました。

天浜沿線盛り上げ大使 結団式 & マルシェ

（JAみっかび駐車場 浜松市）1月16日

アフターコロナ生活環境づくり特別委員会

（県庁 委員会室）1月27日

天浜線の沿線市町の地場産品・

第6回アフターコロナ生活環

地域資源を鉄道でつなぎ、連携し

境づくり特別委員会が開催され

ながら沿線地域全体の活性化を図

ました。

る事 業 の 第 一 弾イベントが、感 染
対策を徹底し、開催されました。
今後も天浜線、沿線市町を盛り

アフターコロナを見据えて、
県民の皆様の生活環境をいかに整えていくのか、
様々な観点から調査し、報告書を作成いたしました。

上げてまいります！

（県議会

法多山節分祭

2月臨時会・産業委員会 2月4日

（法多山尊永寺 袋井市）2月3日

2月定例会で報告書を提出いたしました）

2月4日に臨時会が開催され、
「まん延

法多山尊永寺の節分祭に参列いた

防止等重点措置」に伴う事業者への支

しました。

援、医療提供体制の強化等162億7200

本年は新型コロナウ

万円の補正予算を可決いたしました。

イルス感染症対策

また、会派を代表して賛成討論をいたしました！

を 徹 底した 中 で の

産業委員会では、事業継続応援金が多くの方に

開催となりました。

支給できるよう事業の周知とサポート体制の充
実を要望いたしました！

〒437-0215 静岡県周智郡森町森1717-1 クリエイト2階 TEL 0538-31-2901 FAX 0538-31-2902

kazuko-ito.com

〜 危機を克服して未来を拓く デジタル田園都市の実現へ 〜
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㻌

䛊᪂つ䛋䠯䠠䠣䡏䛻㈉⊩䛩䜛⏕⏘⪅ㄆドไᗘ䛾タ

✵ ࿘㎶ᆅᇦ⯆㛵㐃ᴗ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷㻌㻡൨㻣㻜㻜
䞉࿘㎶ᆅᇦ䛾⾤䛵䛟䜚䜈䛾ຓᡂ䠄ᓥ⏣ᕷ䚸
㻌㻌∾அཎᕷ䚸ྜྷ⏣⏫䠅䚷䜋䛛

✵ ὶಁ㐍➼㛵㐃ᴗ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䚷㻌㻝㻝൨㻢㻜㻜
䞉⯟✵㊰⥺䛾ά䞉⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾⯟✵♫ᨭ
䚷䠄╔㝣ᩱ⿵ຓ䚸䜾䝷䞁䝗䝝䞁䝗䝸䞁䜾⿵ຓ䚸䝏䝱䞊
䚷䝍䞊౽⿵ຓ䠅䚸⏝ಁ㐍⟇䠄㈍ᨭ㔠䠅䚷䜋䛛

㒔ᕷ㧗㏿㕲㐨㧗ᯫ㛵㐃ᴗ㈝
䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷㻌㻥൨㻢㻘㻠㻜㻜
䞉᪂㈌≀䝍䞊䝭䝘䝹ཬ䜃᪂㌴୧ᇶᆅ䛾ヲ⣽タィ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜋䛛

ᐩኈᒣ
㟼ᒸ✵

ே䛵䛟䜚䞉ᐩ䛵䛟䜚䜢ලయ䛩䜛ྲྀ⤌
୕বથभَखःnऴगभऎप|ُतऎॉ

䠐䚷㇏䛛䛺ᬽ䜙䛧䛾ᐇ⌧䐠
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䖃䝸䞊䝕䜱䞁䜾䝉䜽䝍䞊䛻䜘䜛⤒῭䛾≌ᘬ
䝸䞊䝕䜱䞁䜾⏘ᴗ⫱ᡂᴗ㈝ຓᡂ
䠄᪂つ䠅䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷㻥൨㻠㻘㻝㻜㻜

᪂⏘ᴗ㞟✚㛵㐃ᴗ㈝㻌䚷㻡൨㻝㻘㻡㻜㻜
䞉䝣䜯䝹䝬䝞䝺䞊䚸䝣䞊䝈䞉䝦䝹䝇䜿䜰䚸䝣䜷䝖䞁
㻌㻌䝞䝺䞊䛾䠏䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾᥎㐍
䞉◊✲㛤Ⓨ䜔ᴗ䚸㈍㊰㛤ᣅ䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᆅᇦ
㻌㻌ᴗ䜢ᨭ

䠡䠲䞉⮬ື㐠㌿➼ᢏ⾡㠉᪂ᑐᛂಁ㐍
ᴗ㈝䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷㻌䚷㻌䚷䚷㻟൨㻝㻘㻣㻜㻜

ఀ㇋䝦䝹䝇䜿䜰 Ἠ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁᥎㐍
ᴗ㈝䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻘㻜㻜㻜
䞉ఀ㇋ᆅᇦయ䛷䝦䝹䝇䜿䜰䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛
㻌㻌䠥䠟䠫䠥䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾᥎㐍
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一 般 質 問「 静 岡 県 議 会インター
ネット録画中継」はこちらから
ご覧になれます。

！
ください
覧
ご
非
是

曜日夕方、
毎月第二土 出演中
県政を
FM ハロー

䠑䚷㨩ຊ䛾Ⓨಙ䛸ὶ䛾ᣑ䐟

䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁᥎㐍ᴗ㈝㻌䠄᪂つ䠅㻌㻌䚷 つᶍᅜ㝿䝇䝫䞊䝒䝺䜺䝅䞊᥎㐍
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻡㻘㻡㻜㻜 ᴗ㈝䠄᪂つ䠅䚷㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻢㻘㻠㻜㻜
䞉䝇䝫䞊䝒䝁䝭䝑䝅䝵䞁᥎㐍యไ䜢ᵓ⠏䛧䚸ᕷ⏫➼
㻌㻌䛾ᆅᇦάᛶ⟇䜢ᨭ

䜔䜎䚷㻌䚷䛟䛻

䞉䜸䝸䝟䝷䠍࿘ᖺグᛕ䜲䝧䞁䝖䚸ᒣ䛾Ὢ䝃䜲䜽䝹
䚷䝹䞊䝖᳨ウ䚷䜋䛛

㐲ᕞℿᾏබᅬ䠄⠛ཎᆅ༊䠅ᇶᮏィ⏬
⟇ᐃᴗ㈝䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻡㻘㻜㻜㻜
䞉䜰䝣䝍䞊䝁䝻䝘䛻ᑐᛂ䛧䛯ぢ┤䛧䜔⎔ቃᙳ㡪
㻌ண ㄪᰝ䛾ᐇ䚸ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ

ఀ㇋䛾

Ἠ

䞉䝟䝷䝸䞁䝢䝑䜽ฟሙ䜢┠ᣦ䛩ᮏ┴䜖䛛䜚䛾㑅ᡭ
㻌㻌䜢ᨭ䚷䜋䛛

⮬㌿㌴➇ᢏ
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WEB サイト、SNS などでも活動報告をしております。
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もっと身近に感じていただ
けるように、県の課題や旬
な話題を、県民の皆さんに
生の声でお届けします！

FM Haro！
『イブニングサテライト』
76.1 MHz
毎月第 2 土曜日
夕方 5 時〜
5 時 30 分

㻞㻞
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㞀ᐖ⪅䝇䝫䞊䝒⯆㛵㐃ᴗ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷䚷㻌㻥㻘㻢㻜㻜

䠟䠪䠢䝥䝻䝆䜵䜽䝖㛵㐃ᴗ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻣㻘㻝㻜㻜
䛊᪂つ䛋䠟䠪䠢ά⏝㈨※ᚠ⎔◊✲䛾タ⨨䚸ᑕฟ
䚷䚷䚷䚷㻌ᙧᡂᶵ䛾ᩚഛ

ே䛵䛟䜚䞉ᐩ䛵䛟䜚䜢ලయ䛩䜛ྲྀ⤌
୕বથभَखःnऴगभऎप|ُतऎॉ

䖃䝇䝫䞊䝒䛾⪷ᆅ䛵䛟䜚

䞉䠡䠲➼䚸⮬ື㌴⏘ᴗ䛾ᵓ㐀ኚ䜈䛾ᑐᛂ䛻
㻌㻌ྲྀ䜚⤌䜐┴ෆᴗ䜢ᨭ

䞉䝸䞊䝕䜱䞁䜾⏘ᴗ䛾⫱ᡂ䛾䛯䜑䚸⿵ຓ㔠䜢
㻌⤫ྜ䛧䚸ඛ➃⏘ᴗฟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᨭ
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䖃ᆅᇦ䛾౯್䜢㧗䜑䜛㏻䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᐇ

䠟䡄䠽䠫䠥䝥䝻䝆䜵䜽䝖᥎㐍ᴗ㈝
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝൨㻣㻘㻡㻜㻜

継
録画中
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いとう和子
事務所

金與食堂

静岡銀行

天浜線

セブンイレブン

遠州森駅

いとう和子事務所
kazuko-ito.com

お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください！
〒４３７−０２１５ 静岡県周智郡森町森１７１７−１ クリエイト２階
ＴＥＬ０５３８−３１−２９０１ ＦＡＸ０５３８−３１−２９０２

