ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸱᭶㸰᪥ࠉ➨㸯㸰ྕ
⦅㞟࣭Ⓨ⾜
୍⯡♫ᅋἲே㛗㔝┴㐃ྜ፬ே
ࠉ㛗ࠉ୰ࠉᲄࠉᬛࠉᏊ
ࠛࠉ㛗㔝ᕷ༡┴⏫㸴㸶㸶ࠉ㸰
7(/ࠉ)$;

くらしのフォーラム２０１６
平成２８年１１月９日
ᖺᗘࡢ͆ࡃࡽࡋࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛ ͇ࡣ㛗㔝┴
㐃ྜ፬ேࡀฟࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ
ࡁ࡞ヰ㢟ࢆࢇ࡛࠸ࡿࠕ㛗㔝┴ࢡ࣎ࢫ࣭

上田市サントミューゼ

ࢆࡾ㉺࠼ࡼ࠺㹼⏨ࡢ⫱ඣࡀ♫ࢆᩆ࠺㹼ࠖࡢㅮ
₇࡛ࡋࡓࠋ

࣎

ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ㄽᑓ㛛ࡢඛ⏕ࡣࡈ⮬㌟࡛Ꮚ⫱࡚ࢆࡉࢀ

ࢫࠖࢆࢸ࣮࣐  ᭶  ᪥࣭ୖ⏣ᕷࡢࢧࣥࢺ࣑࣮ࣗ

࡚࠸ࡿయ㦂ࡽࡢ࠾ヰ࡛Ꮚ⫱࡚ࡣỴࡋ࡚ዪᛶࡔࡅࡢ

ࢮ࠸࡚㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ᙺ࡛ࡣ࡞࠸࣮ࣘࣔࢆ࠼࡚ࡢ࠾ヰᘬࡁ㎸ࡲ
ࢀࡿࡶࡢࡀከࡃ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᑡᏊࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⌧௦♫࠶ࡗ࡚ࡣඛ⏕ࡣ࡞
ࡐࠕࢡ࣎ࢫ࣭

࣎ࢫࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢヰࡢ୰

࡛ᴗࡸ⤌⧊ࡀᏊ⫱࡚ࡢฟ᮶ࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡀฟ᮶࡚
࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋฟ⏘ࡸ⫱ඣࠊㆤ➼࡛㞳⫋ࡍ
ࡿேࡀቑຍഴྥ࠶ࡿࠋຍ࠼࡚㛗㛫ປാࡸ⫋ሙࡢ
ࢫࢺࣞࢫࡼࡿ㏥⫋⪅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ㜵ࡄ
ࡣᴗࠊ⤌⧊ࡢୖྖ㸦࣎ࢫ㸧ࡀ⫱ඣ࣭ㆤ➼⌮ゎ
ࢆ♧ࡍࡇ࡛ㄡࡶࡀാࡁࡸࡍ࠸⫋ሙ࡞ࡾࠊ᭦ࡣ
㞳⫋࣭ఇ⫋ࡢῶᑡࢆ㣗࠸Ṇࡵࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋ
ཪࠊ♫ࡢ⏕⏘ᛶࢆୖࡆࡿࡣୖྖࡀ⋡ඛࡋ࡚ఇ

午前の部

体験発表とトーク

ᬤࢆྲྀࡿࡇ࡛㒊ୗࡶఇࡳࢆྲྀࡾࡸࡍࡃ࡞ࡾࣜࣇࣞࢵ
ࢩ࡛ࣗࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕࢡ࣎ࢫ࣭

コーディネーター

࣎ࢫࠖࡣࡸࡀ

ᙉࡃ࠾ヰࡋࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
宮尾秀子氏㸦㹌㹎㹍ἲேᏊ⫱࡚ᛂᅋࡥࢀࡗ௦⾲㸧 ࡚ࡣ♫ࢆᩆ࠺ࡇ࡞ࡿࠊ
ࡇࢀࡽࡢᑡᏊ࣭㧗㱋௦ࢆࡾษࡿࡓࡵࡢ

発表者
溝端勇二氏㸦࡞ࡀࡢ⤖፧ᨭࢭࣥࢱ࣮௦⾲㸧
木口博文氏㸦࠸ࡗࡱሿ㸦Ꮫ⩦ሿ㸧⤒Ⴀࠉ᪥ᮏ㟷

ࡁ࡞ࣄࣥࢺࢆ࠼࡚㡬࠸ࡓ㈗㔜࡞ㅮ₇࡛ࡋࡓࠋ
（長野県連合婦人会理事

齋藤利恵）

ᑡᖺ⫱ᡂ༠ࢺ࣮ࣞࢼ࣮㸧
松井浩子氏㸦㹌㹎㹍ἲேᏊ⫱࡚ᛂᅋࡥࢀࡗ
ဨ࣭ᑠᏛᰯ≉ูᨭဨ㸧
田中晃子氏㸦ୖ⏣ᕷ㐃ྜ፬ே㛗㸧
ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ࡢయ㦂ヰࡣㄝᚓຊࡀ࠶ࡾኚ
ཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ⁁➃ࡉࢇࡢࡣ⤖፧ࡋ࡞࠸ேࡀ
ከࡃ࡞ࡾᑡᏊṑṆࡵࡀࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
᫇ࡣ⤖፧ࢆୡヰࡍࡿ࠾ࡏࡗ࠸ུẕࡉࢇࡢࡼ࠺࡞ே
ࡀໃ࠸ࡲࡋࡓࡀࡣ࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࠕ࠾ࡏࡗ࠸ࠖࡀ᪥
ᮏࡢᑡᏊࢆᩆ࠺ࡢ୍ゝࡀ࡚ࡶ༳㇟ⓗ࡛ࡋࡓࠋ

午後の部

講演

༗ᚋࡣࠊᮾிᏛᏛ㝔⥲ྜᩥ◊✲⛉ᩍᤵ࣭℩
ᆅᒣゅẶࡼࡿࠕࢡ࣎ࢫ࣭

࣎ࢫ࡛ᑡᏊ㧗㱋♫

●「イクボス・温かボス
（あったかボス）宣言」とは
企業、団体。教育機関、ＮＰＯ、行政等の事業者、管理
職等が従業員や部下の仕事と子育て・介護の両立支援を「イ
クボス・温かボス宣言」として宣言し、職場におけるワー
ク・ライフ・バランスや多様な働き方の推進等に取り組む
ものです。
（一社）長野県連合婦人会が発案した「長野県イクボス・
温かボス創出プロジェクト」の取組であり、子育てや介護
と仕事の両立ができる職場環境の整備と、新たな形の「ケ
アの社会化」をめざしています。
この取組が進むと、男性も女性も安心して働くことがで
き、若い世代の結婚と出産、子育ての希望が実現できる “ 安
心介護と子育ての社会づくり ” につながります。
長野県、長野労働局、経済団体、労働団体、教育機関な
ど様々な団体・機関が発起人となって、取組についての呼
びかけを行なっています。



㛗㔝┴㐃፬ࡔࡼࡾ

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸱᭶㸰᪥

長 野県知事 との 懇談会
平成２９年１月２４日
知事講話

会場：長野県婦人会館

࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ༠ຊᬑཬࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ḟ፧άᨭࢭࣥࢱ࣮ࡀ 23(1 ࡋࡲࡋࡓࠋ፧άࣃ࣮

―お祭りいっぱいの年でした。協力をありがとう―

ࢸ࡛┒ࡾୖࡀࡗࡓⱝ⪅ࡢ⫼ࢆᢲࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡢ࡛

ᖺ୍ᖺࠕ┿⏣࡛ࠖ┒ࡾୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡶ

ࡍࠋฟ࠸ࡢሙࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ┴ࡶᛂࡋࡲࡍࡀࠊ፧

Ἑࢆ㘓⏬ࡶྵࡵࠊ୍ᗘࡶḞࡉࡎほࡓࡢࡣึࡵ࡚ࡢ

άࢧ࣏࣮ࢺⓏ㘓ࡸኌࡅࢆࡋ࡚༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲ

࡛ࡍࠋෑ㢌ࡢ༠ຊ㛗㔝┴ࢆᎰࡋࡃほࡲࡋࡓࠋ㛗ᖺ

ࡍࠋ

1+. ാࡁࡅࡓ⏥ᩫࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽᛂ

⤖፧ࡋ࡞࠸ࠋᏊࡶࡢᨭ࠼ࡀ࡞࠸ࠋኌࡀࡋ࡞࠸ࠋ

ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࡢࡣࠊࠕᮌ᭮⩏௰ࠖࠕಖ⛉ṇஅ࡛ࠖࡍࠋ ᐢࡋ࠸ࠋⱝ࠸ୡ௦ࡀ࠸࡞࠸ᖺ㔠ࡀᨭ࠼࡚ࡶࡽ࠼࡞
ࡲࡓ┒ࡾୖࡆ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ᅜ᳜ᶞ⚍࡛ࡣࠊከࡃࡢ᪉㛗㔝┴ࡢ⥳ࡢ⨾ࡋࡉ
ࢆឤࡌ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ

࠸ࠋ࡞ࡢၥ㢟ゎỴࡢ୍Ṍࡋ࡚⤖፧ᨭࢆ㐍ࡵࡓ
ࡓ࠸ࠋࢡ࣎ࢫ࣭

࣎ࢫඹ᥎㐍ࡋࡓ࠸ᛮ࠸

ࡲࡍࠋ

ᖹᡂ  ᖺࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࡣࠊኟ -5 ᮾᾏࢹ

ḟᏊࡶࡢᒃሙᡤࠊᏊࡶࡢ㈋ᅔၥ㢟࡛ࡍࠋಖ

ࢫࢸࢿ࣮ࢩ࣮ࣙࣥ࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ┒ࡾୖࡆ࡚࠸ࡗ࡚

ドேࡀ࠸࡞࠸ࠋᐙᗞࡢධࡀᑡ࡞࠸ࠋ㈋ᅔ࣭᱁ᕪၥ

ḧࡋ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸦-5 ᾏ㐨ࡽ -5 ᕞࡲ࡛

㢟ࢆᏊࡶ㣗ᇽࡸᏊࡶࡢᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ࡛ࠊ✚ᴟⓗ

-5 ᪑ᐈ  ♫ࡀ⤫୍ࡋ࡚ᐇࡍࡿ '& ࡣࠊᮇ㛫୰ከࡃ

Ẽᴦ࡞ឤࡌ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࡢ࡛༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋ

ࡢほගᐈࡢධ㎸ࡳࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸧ࠋ

ࡲࡍࠋ

（長野県連合婦人会理事

平松和子）

―婦人会のみなさんへお礼方々お願いです―
ᖹᡂ  ᖺࡼ࠺ࡸࡃᏊࡶࢆᛶ⿕ᐖࡽᏲࡿࡓࡵ
ࡢ᮲ࡀไᐃࡋࡲࡋࡓࠋ㛗㔝┴ࡣ᮲࡞ࡋ࡛ࡶࠊࡇ
ࡢၥ㢟ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡛Ᏺࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡋ
ࡋᦠᖏ㟁ヰࡢᬑཬ࡛♫ࡀኚࢃࡾࠊ▱ࡽ࡞࠸ே
ࡍࡄ⧅ࡀࡾࠊ⮬ศேࡢቃࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࠊ
᮲ࡢᚲせࢆᛮ࠸ไᐃࡋࡲࡋࡓࠋ᭷ᐖᅗ᭩ࡣࡌࡲ
ࡾつไࡀ┒ࡾἑᒣࡢ┴ࡢ᮲␗࡞ࡾࠊᏊࡶࡢ
ᛶ⿕ᐖࡢ㜵Ṇࠊ῝ኪእฟࡢไ㝈ࡢ  ࡘ㝈ᐃࡋࡲ
ࡋࡓࠋேࢆ⨩ࡍࡿୖ࡛┴␗࡞ࡿ㒊ศࡣࠊ┴Ẹ㐠
ື࡛ᏊࡶࢆᏲࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋண㜵ᩍ⫱ࡶࡋࡗ

長野県連合婦人会

ࡾࡋ࡚ࠊᖾࡶ⿕ᐖ⪅࡞ࡗࡓࠊᨭࢭࣥ

㛗㔝┴㐃ྜ፬ேࡽࡣ㒆ᕷ㛗ᙺဨ  ྡࡀ

ࢱ࣮ࠕࡾࢇ࠺ࣁ࣮ࢺ࡞ࡀࡢࠖࡀ࠶ࡿࡇࡢ࿘▱ࢆ

ฟᖍࡋࠊ 㒆ᕷࡽ፬ேάືࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡾࠊ

࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ㟷ᑡᖺࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢເ㞟ࢆࡋ࡚

㣗ࢆ㣗࡞ࡀࡽࡸ᠓ㄯࡋࡲࡋࡓࠋ

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸱᭶㸰᪥

㛗㔝┴㐃፬ࡔࡼࡾ

㸦㸧

長野県教育委員会
教育長との懇談会
平成２８年１０月１８日

県庁会議室

㛗㔝┴ࡽࡣཎᒣ㝯୍ᩍ⫱㛗  ྡࠊ㛗㔝┴㐃ྜ
፬ேࡽࡣ୰ᲄᬛᏊ㛗  ྡࡀฟᖍࡋࡲࡋࡓࠋ
原山隆一教育長講演「長野県教育について」
信州学の意義

１．英語教育について
ᑠᏛ⏕ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡀጞࡵࡽࢀࡿࡀࠊྲྀࡗ
ࡾ࡛㌑ࡃሿ㢗ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
回答

「社会への適合」から「社会の創造」へ

ᑠᏛᰯ➡ᴦࡋࡃࠋ
୰Ꮫᰯ Ꮫຊ㸦Ⅼᩘ㸧࡞ࡿࡢ࡛ࡣ
➡
㧗ࠉᰯࠉሿ࡞ࡿࠊྠᕷෆ࡛ࡶᕷ୰
㒆㒊࡛ࡣᏛࡿ⎔ቃࡀ㐪࠺͐

ࢹࣥࢸࢸࡣఱࡔࢁ࠺ࠋࡳࡘࡵ┤ࡋ୍࡚

㏻ᡭẁ➼ࡶྵࡵ࡚

⥴⪃࠼ࡿࠋ
ఏ⤫ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢୡ⏺ᑐࡋࡓࠊ⮬ศ

２．平和教育について

ࡢᆅᇦࢆ↷ࡽࡋฟࡍࡇࠊ፬ேࡢάືᏊࡶࡓ
ࡕࡶᕳࡁࡇࡳࠊ♫ࢆసࡿேබࠊᏊࡶࡓࡕ⪃

回答

࠼ࡿࠋ

ᨺㄢᚋࡢᏊ౪ᩍᐊ➼Ꮫ⩦ᨭࢆྛᕷ⏫ᮧ
࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋᐙᗞᏛ⩦ࡢᐇࢆࡣࡾ
ຊࡢࡘࡃࡶࡢࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
ᖹࡢࡘ࠸࠾࠸࡚ࡢᏛ⏕ࡢⓎ⾲࡛ࠊ

インプット➡アウトプット➡インパクト➡社会

ᑠ࣭୰࣭㧗࣭Ꮫ⩦ࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺
ពぢ㦫࠸ࡓࠋ㒊ศࡀኴᖹὒᡓதࢆ▱ࡽ࡞

ᐇ♫࡛ࡣ࢘ࢺࣉࢵࢺᚲせࡔࡽࣥࣉࢵࢺ

࠸ୡ௦࡞ࡾࠊṓࡽ㑅ᣲᶒࡀ࠼ࡽࢀࡓ

ࡋࠊᏛᰯ࡛ࡣ࢘ࢺࣉࢵࢺ㛵ಀ࡞ࡃࣥࣉࢵࢺࡢ

ࠊ♫ࢆぢࡿ┠ࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱ࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊ᪥ᮏ୍ࡢᩍ⫱┴࡞ࡗࡓ⛅⏣┴ᑐࡋࠊ
ࠕᏊ

３．通学合宿について

ࡶࡓࡕࡢᏛຊࡀୖࡀࡿከࡃࡀ┴እฟ࡚࠸ࡃࡢ
࡛ࡣ࡞࠸㸽ࠖࡢ㉁ၥࠊඖ⛅⏣┴ᩍ⫱㛗ࡣࠊ
ࠕ
ேࡀᏊࡶࡢᑗ᮶ࢆไ㝈ࡍࡿࡢࡣ࠾ࡋ࠸ࠋᏊࡶ
ࡓࡕࡀࡸࡾࡓ࠸ࡇࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢຊࢆࡘࡅ࡚࠶
ࡆࡿࡢࡀᩍ⫱ࡔࠖゝ࠺ࠋ

回答

Ꮫ⩦ᣦᑟせ⥘๎ࡾᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࠋṓ
࡞ࡗ࡚ࡍࡄ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
⮬ศࡢ㢌࡛⪃࠼࡚࠸ࡃ᪉ἲࢆᩍ࠼ࡓ࠸ࠋ

ͤಙᕞᆺࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾࠸࡚Ꮚࡶ㐩ࡣᑗ᮶
ࡇࢇ࡞ே࡞ࡾࡓ࠸ᮇᚅࢆࡶࡗ࡚ぢࡘࡵ
࡚࠸ࡿ㸦ᩍ⫱㛗ࡼࡾ㸧

ձࠕ࡞ࡐࠖࢆࡍࡿࡇ

（長野県連合婦人会理事

山崎恭子）

ࠉ➡正解を与えるのではない
ղ⣲┤࡛࠶ࡿࡇ
ࠉ➡言われたことをやってどう変わるか
ճ⮬ศࢆ୍␒ዲࡁ࡞ࡿࡇ
➡自分は価値のある人間だと思う人が増え
ていくことを望んでいる
ㅮ₇ࡢ࠶ฟᖍ⪅ࡽ㉁ၥࡀ࡛ࡲࡋࡓࠋ

㹑࣐࣮ࢡࡢ࠾ᗑࢆࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ



㛗㔝┴㐃፬ࡔࡼࡾ

イクボス・
温かボス宣言

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸱᭶㸰᪥

ࡽ
ࠕᏊ⫱࡚ࡢ♫ࠖ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚Ꮚ⫱࡚ᨭࣉࣛࢵ
ࢺࣇ࢛࣮࣒ᵓ⠏ᴗࢆᥦࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢᥦࡢ୍
ࡘࠕࢡ࣎ࢫ࣭

࣎ࢫᐉゝࠖࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀ࡞ࡽ

ࡍࡄྲྀࡾ⤌ࡵࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ┴ࡀ㠃ⓗࣂࢵࢡ
ࢵࣉࢆࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊᐁẸ༠ാࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

㛗㔝┴ࡢࠕࢡ࣎ࢫ࣭

࣎ࢫ㸦࠶ࡗࡓ࣎ࢫ㸧 ࢆ❧ࡕୖࡆࡿࡇࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ⫱ඣㆤࢆຍ࠼

ᐉゝࠖࡣࠊᴗࠊᅋయࠊᩍ⫱ᶵ㛵ࠊ㹌㹎㹍ࠊ⾜
࣭ ࣭

ᨻ➼ࡢᴗ⪅࣭⟶⌮⫋➼ࡀᚑᴗဨࡸ㒊ୗࡢ 
࣭ ࣭ ࣭

࣭ ࣭

࣭ ࣭ ࣭ ࣭

ࡓ

࣎ࢫᐉゝࡣࠊᅜึࡢヨࡳ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ㛗㔝┴࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ㆤ

Ꮚ⫱࡚ࠊㆤࡢ୧❧ᨭࢆࠕࢡ࣎ࢫ࣭ ࣎ࢫᐉゝࠖ ࡢ୧❧ࡀ࡛ࡁࡿ⫋ሙ⎔ቃࡢᩚഛ᪂ࡓ࡞ᙧࡢ
ࡋ࡚ᐉゝࡋࠊ⫋ሙ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛ ࠕࢣࡢ♫ࠖࢆ┠ᣦࡋࠊ⏨ᛶࡶዪᛶࡶᏳᚰࡋ࡚ാ
ࣥࢫࡸከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡢ᥎㐍➼ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡛ࡍࠋ
㛗㔝┴ࢡ࣎ࢫ࣭

ࡃࡇࡀ࡛ࡁࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢ⤖፧ฟ⏘ࠊᏊ⫱࡚ࡢᕼ

࣎ࢫฟࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ ᮃࡀᐇ⌧ฟ᮶ࡿࠕಙᕞᆺᏳᚰㆤᏊ⫱࡚ࡢ♫࡙

㛗㔝┴࠾࠸࡚ࠊ
ࠕேཱྀᐃ╔࣭☜࡞ᬽࡽࡋᐇ⌧㆟ࠖ ࡃࡾࠖࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

（会長

中條智子）

ࢆ㛤ദࡋࠊ㛗㔝┴ࡀྲྀ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠕࡋ࠶ࢃࡏಙᕞ
㐀ࣉࣛࣥࠖࡢ࠺ࡕࠊேཱྀࡀ࡞ࡿࡃῶࡽ࡞࠸ࡼ࠺
ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࡸࠊேཱྀࡀῶࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡶᆅᇦ
ࡀඖẼ࡛࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡋ࡚ࠕ㛗㔝┴
ேཱྀᐃ╔ࠊ☜࡞ࡃࡽࡋᐇ⌧⥲ྜᡓ␎ࠖࢆసᡂࡋࡲ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⥲ྜᡓ␎ࢆసࡿ㆟ࡢ୰࡛ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ
፬ே࡛ࡣࠊ⏘࣭ᐁ࣭Ꮫ࣭Ẹࡢ⥲ຊ࡛ྲྀ⤌ࡴᏊ⫱࡚

阿部守一 知

長野県連合婦人会
中條智子 会

長野労働局
岡崎直人 局

長野商工会連合会
柏木昭憲 会

中山千弘 会

事

長

長

長

長

日本労働組合総連合会長野県連合会

長野県

ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ

中島恵理 副知事

 Ꮚ௨㝆ࡢฟ⏕ࡢྜ

専務理事

⫱ඣᮇࡀ㛗࠸➨

長野県

ࢱࢆᇶࠊኵࡢᐙ࣭

長野県中小企業団体中央会
春日英廣 会 長

ಁ㐍ࠖࡀ㔜せࡢࢹ࣮

長野県経営者協会
水本正俊

ࡢᐙ࣭⫱ඣࡢཧຍ

長野県商工会議所連合会
木藤暢夫 常務理事

握手をかわす
阿部知事と中條会長

ᨭ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࠕኵ

ࡓࡵࠊ๓ྛᑠᏛᰯಙᕞ࠶࠸ࡉࡘ㐠ືࡢࢳࣛࢩ

信州あいさつ運動

ࢆᣢࡗ࡚ᡴࡕྜࢃࡏఛ࠸ࠊ᪥➼ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ
⾜࠺ࠋᙜ᪥ࡣࠊᰯ㛗ඛ⏕ࠊᩍ㢌ඛ⏕ࡶ୍⥴ᰯ㛛
❧ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

上水内郡連合婦人会では、婦人会員 22 名の他、

ࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫ㌴ሙᡤ࡛ࡣࠊᶓ᩿Ṍ㐨ࡸಙྕᶵࡶ

青少年健全育成会議・飯綱町立小学校 PTA の方た

࠶ࡿࡓࡵぢᏲࡾࢆࡋ࡞ࡀࡽ⾜࠸ࠊ፬ேࡢάືࢆ

ちとあいさつ運動を行いました。

▱ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡃⰋ࠸ᶵ࡛ࡋࡓࠋ

ඣ❺ࡀᐙᖐࡾ͆ᮅࠊ፬ேࡢேࡀ࠶࠸ࡉࡘ㐠
ືࡋ࡚࠸ࡓࡼ͇ࠊሗ࿌ࡋ࡚ࡃࢀࡓᏊ౪ࡶࠋࡲࡓࠊ
㏻㏵୰ࡢ࣐࣮࢝ࡢఫẸࡽ͆ࡈࡃࢁ࠺ࡉࡲ͇
ኌࢆࡅࡽࢀࠊࣝࢡ࣐ࡃࢇࡢධࡗࡓࢱࢫ࢟ࡣዲ
ឤࢆࡧࡲࡋࡓࠋࣂࢫ࡛⾜࠸ᰯ㛛⛣ືࡍࡿࠊ
͆ࡉࡗࡁࡢ࠶࠸ࡉࡘ㐠ືࡢேࡔ͇ゝࡗ࡚ࡁ࡞ኌ
࡛࠶࠸ࡉࡘ͆࠾ࡣࡼ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ͇ẼᣢࡕࡢⰋ࠸୍
᪥ࡢጞࡲࡾ࡛ࡋࡓࠋ
፬ேࡋ࡚ྛᑠᏛᰯᰯ㛛๓࡛⾜࠺ࡢࡣึࡵ࡚ࡢ

௫໘नᇦਗఱޏ

