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《 県新型コロナウィルス感染症対策 》

神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

新型コロナウイルス感染症に関する一般的なご相談
に対応
 1. 電話番号 045-285-0536
 2. 受付時間 9 時から 21 時（平日及び休日とも）

帰国者・接触者相談センター

センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染
の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外
来」を紹介。

•風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が 4 日以上続いて
 いる（解熱剤を飲み続けなければならない時を含
 みます。）
•強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が
 ある（高齢者や基礎疾患等のある方については、
 上の状態が 2 日程度続く場合）

・平日昼間（8:30 ～ 17:15）茅ヶ崎保健所内   
 0467-38-3321
・平日夜間、休日（17:15 ～ 8:30）県庁内   
 045-285-1015
・厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
 ２月７日～ 0120-565653   9 時から 21 時
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くさか景子のほっとコラム

政務活動費の領収書ネット公開に!

   私は、今年度、政務活動費見直し検討会議の
委員となり、議論を重ね、政務活動費の領収書
をインターネット公開に（約 2 年後の予定）会
計帳簿の写しはその場で情報公開（今まで 2 週
間くらいかかった）。

工藤　哲著　　
毎日新聞出版

　1540 円 （税込）
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　いつものキリッとしたスーツ姿でなく、 この日の日下景子議員は
大島紬姿でゲストを迎えてくれました。 会場のラスカホールで、
県政報告会、「プラスチック・オーシャン」ダイジェスト版 DVD 上映、
そして茅ヶ崎初の少年少女国連大使・金丸泰山さん（中学三年生）
の視察報告がありました。 「SDGs （持続可能な開発目標）」 につ

春のバスツアーのお知らせ（予定）
  

旧吉田茂亭 県立城山公園 県温泉地学研究所 シイタケ狩り
開催日 2020 年４月 24日（金曜日）

＊奮ってご参加ください。

新春の集い金丸泰山さんと

いての話と、 マイクロプラスチックに
よる海洋汚染の問題、 それに対する
取り組みなど、 自分でも今日からで
きることには手をつけなければと考え
させられる内容でした。
　力強く日下議員を応援する方たち
の声を聞き、 頼もしく感じました。
今年も日下議員の活躍を期待してい
ます。                 滝沢葉子

くさか景子 新春のつどいに参加して　2 月 6 日

景子の神奈川行脚

1日 中海岸みこし保存会忘年会

2日
ファイバーリサイクルネットワーク 本会議
日華議連台湾事情講演会

3日 市役所へ居場所相談、湘南教組総会

4日 本会議、連合街頭

5日 正副団⾧会 本会議 政務活動連絡会 会派忘年会

6日 打合せ 湘南地域連合総会

8日 ピンクリボンアドバイザー試験 かながわロボタウンイベント 打合せ

10日 常任委員会

11日 関西研修 小規模法人ネットワーク事業（～12日）
13日 常任委員会

14日
WE21ジャパンちがさき定例会 I女性会議総会
くさか事務所忘年会

15日 ミカン収穫手伝い ぱれっと忘年会 日中友好協会忘年会

16日 シニアクラブテニス同好会、子ども食堂打合せ

17日 議運 予算説明会

18日 本会議

19日 赤ちゃんカフェ 子ども食堂

20日 WEショップ当番

21日 社民党議員団会議 シニアクラブ忘年会

31日 初詣神社手伝い

1日 初詣

2日 南地区凧あげ大会

6日 WEショップ初売り あいさつまわり

7日 連合神奈川新年会

8日 商工会議所新年会 子ども食堂打合せ

10日 県庁新年会 県教組新年会 連合神奈川との懇談会

11日 打合せ WEショップ定例会と新年会 海岸地区まちぢから新年会

12日 消防出初式 鶴が台団地新年会 労働党新年会

13日 高南駅伝大会 成人式 JR東労組新年会

14日 全国フェミニスト議員連盟パワーアップ講座

15日 組合あいさつまわり 湘南教組旗開き

16日 私学のつどい 子ども食堂

17日 市民相談 みんなの居場所見学 JP労組旗開き

18日 農福連携講座 JR小田原支部新年会 教育シンポジウム

19日 あいさつまわり かながわ土建新年会

20日 茅ヶ崎南地区賀詞交換会 連合街頭

21日 子ども食堂打合せ
22日 行政書士会新年会 社労士会新年会 社民党県連新年会

23日 JAMかながわ新年会 湘南地域連合新年会

24日 ノルウェー大使館訪問（広尾） 県社労士会新年会

25日 日中婦人連絡会新年会 薬剤師会新年会

26日 中海岸老人会新年会

28日 都道府県女性議員の会視察

29日 藤沢大磯線道路要望

30日 打合せ 茅ヶ崎警察武道始め 懇親会 湘南教組中央委員会

31日 WEショップ十間坂当番 自動車総連新年会

2日 社民党議員団会議 I女性会議打合せ

3日 テニス同好会 節分祭 子ども食堂打合せ

4日 国際シンポ打合せ 市役所へ調査

5日 議運 団会議 予算説明 演劇かんしょう会

6日 児童福祉審議会 くさか景子新春のつどい

7日 県日中友好協会新年会 ライオンズクラブ賀詞交換会

8日 WEショップ定例会

10日 子育て支援員研修会
11日 梅まつり

12日 議運 本会議 議案説明 懇親会

13日 議案説明 子ども食堂

15日 子ども食堂打合せ

17日 本会議 予算理事会

18日 本会議 予算理事会

19日 本会議 予算理事会

20日 打合せ

21日 本会議

22日 打合せ 演劇かんしょう会総会

24日 福島西丸県議新年会

25日 本会議 子ども食堂打合せ

26日 本会議

27日 バイオリンコンサート

28日 WEショップ手伝い 

29日 ら、ぱれっと手作り市

【2019年12月】

【2020年1月】

【2020年2月】

福島西丸県議と

ミカン収穫手伝い

女性議員
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ講座

議長に提出

時代の要請もあり、
議員の政務活動費
の使い方の透明性
が求められます。
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