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環境農政委員 4 人

T O P I C S
《新型コロナウィルス感染症対策》
・飲食店外食（1 組 4 人以内または同居家族、
滞在時間は 2 時間程度）解除
・イベント人数（5000 人を超える）上限収容定員まで緩和

◆第 6 波への備え
・「ワクチン・検査パッケージ」検査の無料
健康上の理由でワクチン接種ができない人及び 12 歳未満の人
ー PCR 検査・抗原検査
・第 5 波のピーク時の 2 割増しの入院者数に対応できる
「災害特別フェーズ」2500 床確保
・自宅療養者サポート「地域療養の神奈川モデル」拡大―地域の
医師や看護師が見守る 現在 23 市町村で実施（12 月 2 日現在）
・3 回目のワクチン接種に対し県独自の集団接種会場を設置
◆経済社会対策
・「かながわ県民割」12 月 1 日より販売開始
―県民限定県内旅行割引
・「かながわ旅割」2022 年 2 月 1 日より販売開始
・「かながわ Pay」アプリを通じたキャッシュレス決済に
ポイント付与事業

くさか景子のほっとコラム
衆議院選挙を終えて!
あまりにも女性議員が低い数字!
政治分野の男女共同参画推進法が施
行されて初となった今回の衆院選で
当選した女性は 45 人だった（465
議席中）
。全体の 9.7% で前回から
2 人減った。世界的にも立ち遅れて
おり、日本の女性の政治参画はさら
に後退した。今の制度や政党のやり
方、市民の意識を変えないといけな
いと強く思う。

立憲

西村ちなみ幹事⾧と

景子の神奈川行脚
【9 月】
1日

議運

2日

かながわリーグ野菜受け取り

8日

議運 本会議 写真展

10日 本会議
11日 I女性会議かながわ勉強会＠オンライン会議
13日 本会議
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14日 本会議
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15日 本会議 お通夜
16日 市役所打ち合わせ こども食堂
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17日 本会議
18日 映画「ふたり」＠オンライン
19日 映画「ふたり」＠トークイベント

こども食堂

キッチンカー

21日 本会議
22日 オータムセミナー打ち合わせ 三井さんトークイベント
24日 本会議
25日 立憲街頭活動 15区＠オンライン会議
26日 全国フェミニスト議員連盟＠リモート会議

♥ ♥

27日 議運 本会議
29日 常任委員会

♥

♥
♥

30日 本会議 全国フェミニスト議員連盟世話人会＠オンライン会議

【10 月】
1日

常任委員会
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2日

15区キックオフミーティング

20

3日

こども食堂＠リモート会議

5日

全国フェミニスト議員連盟国際部会＠リモート会議

6日

特別委員会

7日

市民相談 こども食堂準備 認知症カフェ視察

8日
9日

15区衆議院選応援
WE21ジャパン会議 12区あべともこ決起集会
15区佐々木克己事務所開き 15区コロナ勉強会 15区選対会議

11日 常任委員会
12日 全国フェミニスト議員連盟国際部会＠リモート会議
14日 議運 本会議
15日 議運 本会議
全国フェミニスト議員連盟国際部会
16日 ＠リモート会議 さつまいも堀り
15区街頭活動
19日 衆議院選公示 選挙応援
20日 こども食堂準備

衆議院選挙応援

21日 こども食堂
23日 性暴力勉強会＠オンライン会議

24日 全国フェミニスト議員連盟オータムセミナーIN東京
26日 選挙応援 全国フェミニスト議員連盟世話人会＠リモート会議
27日 こども食堂会議
30日 15区立憲比例街頭 選挙応援
31日 プラントピティ見学 埼玉県給食の話＠オンライン会議

岸部議員と

【11 月】
1日

ちらしまき

2日

全国フェミニスト議員連盟国際部会＠リモート会議

4日

ビーバーリンク神奈川へ野菜寄付いただく こども食堂野菜の日

5日

あべともこさんと懇談

6日

佐々木克己さん選挙報告会

8日

児童福祉審議会＠オンライン会議

10日 こども食堂準備

市民相談

11日 市民相談 こども食堂
12日

湘南新国道藤沢大磯線道路要望

新しい放課後デイ訪問

お知らせ

放課後等デイサービス「Ocean s Love」視察

13日 WE２１ジャパンちがさき定例会 WEショップ片付け

春の県政報告会

15日 15区会議＠リモート会議
18日 議運
19日
20日

◆2022 年 3 月 12 日
（土）
午後 2 時より
◆ラスカ茅ヶ崎 6 階
ホールにて

WE21ジャパンちがさき中間監査 こども食堂打ち合わせ
全国フェミニスト議員連盟世話人会＠オンライン会議
やぎの里芋煮会 こども虐待防止シンポジューム
くさか後援会打ち合わせ

21日 げんき村マルシェ訪問
25日 議運 本会議 立憲民主党代表選挙討論会
26日 WEショップ着物フェア
30日 本会議 全国フェミニスト議員連盟＠オンライン会議

川畑智・遠藤英俊・浅田アーサー 著
1595 円 文響社

