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東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でおでおでおでお亡亡亡亡くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった方方方方々々々々にににに心心心心からおからおからおからお悔悔悔悔やみやみやみやみ申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと
ともにともにともにともに、、、、被災被災被災被災されたされたされたされた方方方方々々々々におにおにおにお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

あのあのあのあの３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日からからからから半年半年半年半年がががが過過過過ぎようとしていますがぎようとしていますがぎようとしていますがぎようとしていますが、、、、原子力発電所原子力発電所原子力発電所原子力発電所のののの事故事故事故事故
はははは今今今今なおなおなおなお収束収束収束収束せずせずせずせず、、、、地震地震地震地震・・・・津波津波津波津波によるによるによるによる被害被害被害被害のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興もももも遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進みまみまみまみま
せんせんせんせん。。。。国国国国はははは国民国民国民国民をををを守守守守ってくれるのかってくれるのかってくれるのかってくれるのか、、、、福島県福島県福島県福島県はははは県民県民県民県民をををを守守守守れるのかれるのかれるのかれるのか。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの
未来未来未来未来、、、、福島福島福島福島のののの未来未来未来未来、、、、そしてそしてそしてそして子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの未来未来未来未来をををを守守守守るためにるためにるためにるために何何何何をなすべきなのをなすべきなのをなすべきなのをなすべきなの
かかかか、、、、政治政治政治政治・・・・行政行政行政行政にににに強強強強くくくく問問問問われていることをわれていることをわれていることをわれていることを感感感感じてきたじてきたじてきたじてきた６６６６ヶヶヶヶ月月月月でしたでしたでしたでした。。。。

避難避難避難避難してすぐにしてすぐにしてすぐにしてすぐに、、、、避難先避難先避難先避難先のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの市町村市町村市町村市町村でででで二次避難先二次避難先二次避難先二次避難先がわからないまがわからないまがわからないまがわからないま
まにまにまにまに子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの学校学校学校学校のののの転入手続転入手続転入手続転入手続きがきがきがきが行行行行われたためわれたためわれたためわれたため、、、、二次避難先二次避難先二次避難先二次避難先とととと転入先転入先転入先転入先のののの
マッチングマッチングマッチングマッチングがうまくできませんでしたがうまくできませんでしたがうまくできませんでしたがうまくできませんでした。。。。スクールバススクールバススクールバススクールバスをををを要請要請要請要請しましたがしましたがしましたがしましたが当時当時当時当時
はははは避難元避難元避難元避難元のののの浜通浜通浜通浜通りのりのりのりの市町村市町村市町村市町村もももも混乱混乱混乱混乱しておりしておりしておりしており、、、、スクールバススクールバススクールバススクールバスをををを出出出出してしてしてして頂頂頂頂くことくことくことくこと
がががが決決決決まるまでまるまでまるまでまるまで時間時間時間時間がかかりましたがかかりましたがかかりましたがかかりました。。。。二次避難担当二次避難担当二次避難担当二次避難担当とととと教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの連携連携連携連携がなさがなさがなさがなさ
れていればれていればれていればれていれば、、、、１１１１時間以上時間以上時間以上時間以上もかけてもかけてもかけてもかけて通学通学通学通学しなければならないというしなければならないというしなければならないというしなければならないという子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち
にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担をををを強強強強いるいるいるいる事態事態事態事態はははは避避避避けることができたとけることができたとけることができたとけることができたと悔悔悔悔やまれるところですやまれるところですやまれるところですやまれるところです。。。。

浪江町浪江町浪江町浪江町からからからから北高北高北高北高にににに避難避難避難避難してきたしてきたしてきたしてきた小学生小学生小学生小学生にににに福島福島福島福島ベンチャークラブベンチャークラブベンチャークラブベンチャークラブのののの人達人達人達人達とととととととと
、 「 、 」、 「 、 」、 「 、 」、 「 、 」もにもにもにもにランドセルランドセルランドセルランドセルをををを贈呈贈呈贈呈贈呈したときしたときしたときしたとき １１１１年生年生年生年生のののの男男男男のののの子子子子がががが 僕 学校僕 学校僕 学校僕 学校にににに行行行行けるのけるのけるのけるの？？？？

「「「「浪江浪江浪江浪江にににに帰帰帰帰れるのれるのれるのれるの？」？」？」？」とととと涙涙涙涙をををを流流流流してしてしてして問問問問いかけてきましたいかけてきましたいかけてきましたいかけてきました。。。。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どもどもども
たちをたちをたちをたちを守守守守ることができなければることができなければることができなければることができなければ、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの未来未来未来未来、、、、福島福島福島福島のののの未来未来未来未来はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
６６６６月月月月１３１３１３１３日日日日のののの東日本大震災復旧復興対策特別委員会東日本大震災復旧復興対策特別委員会東日本大震災復旧復興対策特別委員会東日本大震災復旧復興対策特別委員会においてにおいてにおいてにおいて 「「「「子子子子どものどものどものどもの命命命命、、、、
をををを守守守守るるるる」」」」というというというという視点視点視点視点でででで、、、、通学路通学路通学路通学路などのなどのなどのなどの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの周辺周辺周辺周辺のののの放射線量放射線量放射線量放射線量をできるをできるをできるをできる
だけだけだけだけ減減減減らすべきとらすべきとらすべきとらすべきと提言提言提言提言しししし、、、、総額総額総額総額３５８３５８３５８３５８億円億円億円億円のののの「「「「ふくしまふくしまふくしまふくしま子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守るるるる緊急緊急緊急緊急ププププ
ロジェクトロジェクトロジェクトロジェクト事業事業事業事業」」」」創設創設創設創設にににに繋繋繋繋げることができましたげることができましたげることができましたげることができました。。。。このこのこのこ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、、、、地地地地
域域域域でででで子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを放射線放射線放射線放射線からからからから守守守守ってってってって頂頂頂頂くことをくことをくことをくことを願願願願っておりますっておりますっておりますっております。。。。

津波津波津波津波でででで被災被災被災被災したしたしたした相馬方部相馬方部相馬方部相馬方部、、、、そしてそしてそしてそして避難区域避難区域避難区域避難区域となっているとなっているとなっているとなっている双葉方部双葉方部双葉方部双葉方部にににに、、、、これこれこれこれ
までまでまでまで１２１２１２１２回入回入回入回入りましたりましたりましたりました。。。。あのあのあのあの場所場所場所場所でででで風風風風をををを感感感感じじじじ、、、、季節季節季節季節をををを感感感感じてじてじてじて生生生生きてきたきてきたきてきたきてきた日日日日々々々々
のののの生活生活生活生活がががが全全全全くくくく無無無無くなっていましたくなっていましたくなっていましたくなっていました。。。。８８８８月現在月現在月現在月現在でででで、、、、ふるふるふるふる里里里里をををを離離離離れれれれ避難避難避難避難しししし転校転校転校転校しししし
たたたた児童生徒数児童生徒数児童生徒数児童生徒数はははは１５１５１５１５，，，，９４６９４６９４６９４６名名名名、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち県外県外県外県外にににに避難避難避難避難したしたしたした数数数数はははは９９９９，，，，８８０８８０８８０８８０名名名名
になりますになりますになりますになります。。。。避難避難避難避難したしたしたした人達人達人達人達、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが戻戻戻戻ってくることができるってくることができるってくることができるってくることができる福島福島福島福島、、、、安安安安
心心心心してしてしてして安全安全安全安全にににに生活生活生活生活できるできるできるできる福島福島福島福島をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために、、、、未曾有未曾有未曾有未曾有のののの原発災害原発災害原発災害原発災害にににに不安不安不安不安をつをつをつをつ
のらせているのらせているのらせているのらせている県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様にににに対対対対してしてしてして「「「「今何今何今何今何をしなければならないのかをしなければならないのかをしなければならないのかをしなければならないのか 「「「「何何何何がががが」」」」

」 、 、」 、 、」 、 、」 、 、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りじとりじとりじとり 全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊でででで活動活動活動活動していきますのでしていきますのでしていきますのでしていきますので
これからもこれからもこれからもこれからも皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご支援支援支援支援をおをおをおを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。。。。

私私私私はははは、、、、３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日のののの焚焚焚焚きききき出出出出しをしをしをしを始始始始めとしてめとしてめとしてめとして、、、、避難所避難所避難所避難所になったになったになったになった福島市内福島市内福島市内福島市内のののの県県県県
立高校立高校立高校立高校５５５５カカカカ所所所所をををを中心中心中心中心にににに、、、、避難避難避難避難してきたしてきたしてきたしてきた人達人達人達人達にににに何何何何ができるのかというができるのかというができるのかというができるのかという想想想想いでいでいでいで、、、、
毎日支援毎日支援毎日支援毎日支援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。。。。ガソリンガソリンガソリンガソリンがががが無無無無くくくく、、、、最初最初最初最初のののの１１１１週間週間週間週間はははは自転車自転車自転車自転車でででで北北北北

、 、 、 。、 、 、 。、 、 、 。、 、 、 。高高高高やややや福商 福高 東高 遠福商 福高 東高 遠福商 福高 東高 遠福商 福高 東高 遠くはあづまくはあづまくはあづまくはあづま総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館などのなどのなどのなどの避難所避難所避難所避難所をををを回回回回りましたりましたりましたりました
自転車自転車自転車自転車でででで歩歩歩歩いているいているいているいている私私私私ににににガソリンガソリンガソリンガソリンをををを届届届届けてくれたおじいさんけてくれたおじいさんけてくれたおじいさんけてくれたおじいさん、、、、ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうご

。「 」 、。「 」 、。「 」 、。「 」 、ざいましたざいましたざいましたざいました 日本日本日本日本をををを美美美美しくするしくするしくするしくする会会会会・・・・原町掃除原町掃除原町掃除原町掃除にににに学学学学ぶぶぶぶ会会会会 のののの皆皆皆皆さんをはじめさんをはじめさんをはじめさんをはじめ
たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの支援物資支援物資支援物資支援物資をををを集集集集めてめてめてめて届届届届けてくれたけてくれたけてくれたけてくれた方方方方々、々、々、々、義援金贈呈義援金贈呈義援金贈呈義援金贈呈をををを申申申申しししし出出出出てくれてくれてくれてくれ
たたたた方方方方々、々、々、々、避難所避難所避難所避難所でででで避難者避難者避難者避難者のおのおのおのお世話世話世話世話をしてをしてをしてをして頂頂頂頂いたいたいたいたボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方々、々、々、々、たくさたくさたくさたくさ

んのんのんのんの人人人人のののの想想想想いがいがいがいが私私私私のののの活動活動活動活動をををを支支支支えてくれましたえてくれましたえてくれましたえてくれました。。。。現地現地現地現地のののの状況状況状況状況もよくもよくもよくもよく
わからないわからないわからないわからない中中中中、、、、震災直後震災直後震災直後震災直後からからからから被災地被災地被災地被災地にににに入入入入りりりり活動活動活動活動してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいた警察官警察官警察官警察官
・・・・自衛官自衛官自衛官自衛官のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、ただただただただ感謝感謝感謝感謝のののの心心心心をををを抱抱抱抱くだけですくだけですくだけですくだけです。。。。あのあのあのあの日日日日からからからから
６６６６ヶヶヶヶ月月月月がががが過過過過ぎようとするぎようとするぎようとするぎようとする今今今今、、、、改改改改めてめてめてめて支援支援支援支援してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいた皆様皆様皆様皆様にににに感謝感謝感謝感謝をををを
申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、震災後初震災後初震災後初震災後初めてのめてのめてのめての「「「「さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより」」」」をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします。。。。

HHHH23232323....5555....21212121新地町新地町新地町新地町からからからから南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市
にかけてのにかけてのにかけてのにかけてのガレキガレキガレキガレキ処理状況処理状況処理状況処理状況をををを
調査調査調査調査。。。。津波津波津波津波でででで海海海海となってとなってとなってとなって入入入入れなれなれなれな
かったかったかったかった八沢干拓地八沢干拓地八沢干拓地八沢干拓地もももも海水海水海水海水がすがすがすがす
っかりっかりっかりっかり排除排除排除排除されされされされ、、、、相馬市相馬市相馬市相馬市とととと南相南相南相南相
馬市馬市馬市馬市をををを結結結結ぶぶぶぶ 「「「「復興復興復興復興へのへのへのへの架架架架けけけけ
橋橋橋橋」」」」がががが架架架架けられていましたけられていましたけられていましたけられていました。。。。橋橋橋橋
をををを架架架架けてけてけてけて頂頂頂頂いたいたいたいた福岡県福岡県福岡県福岡県からからからから来来来来
たたたた自衛隊第五施設団自衛隊第五施設団自衛隊第五施設団自衛隊第五施設団のののの力力力力にににに感感感感
謝謝謝謝しながらしながらしながらしながら渡渡渡渡りましたりましたりましたりました。。。。

HHHH23232323....4444....5555自民党県議団自民党県議団自民党県議団自民党県議団でででで新地町新地町新地町新地町・・・・相馬市相馬市相馬市相馬市
・・・・南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市へへへへ。。。。 ６６６６号線号線号線号線からからからから東東東東はははは津波津波津波津波でででで
何何何何もかももかももかももかも無無無無くなっていましたくなっていましたくなっていましたくなっていました。。。。避難避難避難避難しししし
たたたた方方方方々々々々にににに話話話話をををを聞聞聞聞いてはいましたがいてはいましたがいてはいましたがいてはいましたが、、、、田田田田
んぼにがれきがんぼにがれきがんぼにがれきがんぼにがれきが散乱散乱散乱散乱しししし松林松林松林松林もももも家家家家もなもなもなもな
くなってくなってくなってくなって真真真真っっっっ直直直直ぐにぐにぐにぐに海海海海がががが見見見見えるえるえるえる状況状況状況状況にににに
言葉言葉言葉言葉をををを失失失失うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、何何何何をしなければをしなければをしなければをしなければ
ならないのかをならないのかをならないのかをならないのかを強強強強くくくく問問問問われているとわれているとわれているとわれていると
感感感感じたじたじたじた被災地調査被災地調査被災地調査被災地調査でしたでしたでしたでした。。。。

HHHH23232323....4444....21212121防護服防護服防護服防護服をををを着着着着てててて浪江町請戸浪江町請戸浪江町請戸浪江町請戸にににに入入入入りましたりましたりましたりました。。。。
津波津波津波津波にににに流流流流されてされてされてされて何何何何もかもなくなっていましたもかもなくなっていましたもかもなくなっていましたもかもなくなっていました。。。。

HHHH23232323....5555....14141414広野町下浅見川広野町下浅見川広野町下浅見川広野町下浅見川

HHHH23232323....5555....21212121新地町釣師浜新地町釣師浜新地町釣師浜新地町釣師浜

HHHH23232323....5555....21212121南相馬市鹿島区右田浜南相馬市鹿島区右田浜南相馬市鹿島区右田浜南相馬市鹿島区右田浜↑↑↑↑ 南相馬市原町区下渋佐南相馬市原町区下渋佐南相馬市原町区下渋佐南相馬市原町区下渋佐↓↓↓↓

HHHH23232323....5555....21212121南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市
原町区萱浜原町区萱浜原町区萱浜原町区萱浜にににに立立立立
つつつつ鯉鯉鯉鯉のぼりののぼりののぼりののぼりの柱柱柱柱。。。。
萱浜地区萱浜地区萱浜地区萱浜地区のののの場所場所場所場所
をををを知知知知らせるらせるらせるらせる復興復興復興復興
ののののシンボルシンボルシンボルシンボルとしとしとしとし
てててて地域地域地域地域のののの人達人達人達人達がががが
立立立立てたものですてたものですてたものですてたものです。。。。

HHHH23232323....6666....29292929小田地小田地小田地小田地
区濁川区濁川区濁川区濁川のののの被災状被災状被災状被災状
況況況況をををを調査調査調査調査。。。。災害災害災害災害
復旧事業復旧事業復旧事業復旧事業によりによりによりにより
対応対応対応対応することがすることがすることがすることが
決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。

HHHH23232323....3333....26262626あづまあづまあづまあづま総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館にににに「「「「日本日本日本日本をををを美美美美しくするしくするしくするしくする会会会会・・・・原町掃除原町掃除原町掃除原町掃除にににに
学学学学ぶぶぶぶ会会会会」」」」事務局長門馬浩二事務局長門馬浩二事務局長門馬浩二事務局長門馬浩二さんがさんがさんがさんが着着着着のののの身着身着身着身着のままでのままでのままでのままで避難避難避難避難していしていしていしてい
るるるる方方方方々々々々にとってにとってにとってにとって何何何何よりもうれしいよりもうれしいよりもうれしいよりもうれしい新新新新しいしいしいしい下着下着下着下着4444万枚万枚万枚万枚をををを届届届届けてくけてくけてくけてく
れましたれましたれましたれました。。。。3333////27272727、、、、28282828にはにはにはには東高東高東高東高・・・・福商福商福商福商・・・・福高福高福高福高にもにもにもにも新新新新しいしいしいしい下着下着下着下着・・・・洋服洋服洋服洋服をををを届届届届
けてけてけてけて頂頂頂頂きききき、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方々々々々にににに配布配布配布配布をををを手伝手伝手伝手伝ってってってって頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。「。「。「。「原原原原
町掃除町掃除町掃除町掃除にににに学学学学ぶぶぶぶ会会会会」」」」のののの皆皆皆皆さんはこのさんはこのさんはこのさんはこの後南相馬市鹿島区後南相馬市鹿島区後南相馬市鹿島区後南相馬市鹿島区のののの炊炊炊炊きききき出出出出しししし
にににに行行行行くなどくなどくなどくなど連日被災連日被災連日被災連日被災されたされたされたされた方方方方々々々々のののの支援支援支援支援をををを続続続続けけけけ、、、、 8888////28282828にはにはにはには風評被害風評被害風評被害風評被害
にににに負負負負けないようにとけないようにとけないようにとけないようにと杉並区杉並区杉並区杉並区でででで福島県福島県福島県福島県のののの農産物農産物農産物農産物をををを販売販売販売販売しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....3333....25252525地滑地滑地滑地滑りによりりによりりによりりにより通通通通
行止行止行止行止めになっためになっためになっためになった茂庭茂庭茂庭茂庭とととと飯飯飯飯
坂坂坂坂をををを繋繋繋繋ぐぐぐぐ国道国道国道国道399399399399のののの迂回迂回迂回迂回
路路路路のののの現地調査現地調査現地調査現地調査にににに地元地元地元地元のののの
皆様皆様皆様皆様とととと立立立立ちちちち会会会会いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH23232323....7777....22222222県議会議長県議会議長県議会議長県議会議長とととと国道国道国道国道399399399399
のののの被災地被災地被災地被災地をををを調査調査調査調査。。。。桃桃桃桃のののの出荷期出荷期出荷期出荷期のののの
片側通行確保片側通行確保片側通行確保片側通行確保をををを約束約束約束約束。。。。

HHHH23232323....3333....29292929国道国道国道国道399399399399早期早期早期早期
復旧復旧復旧復旧をををを茂庭茂庭茂庭茂庭のののの皆様皆様皆様皆様とととと
ともにともにともにともに県県県県にににに要望要望要望要望。。。。

HHHH23232323....5555....28282828湯野地区湯野地区湯野地区湯野地区ののののファームファームファームファーム
ポンドポンドポンドポンド被災状況被災状況被災状況被災状況をををを調査調査調査調査。。。。県北県北県北県北
農林事務所農林事務所農林事務所農林事務所のののの指導指導指導指導をををを受受受受けなけなけなけな
がらがらがらがら地元地元地元地元でででで復旧復旧復旧復旧しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....7777....27272727国道国道国道国道399399399399のののの早期復早期復早期復早期復
旧旧旧旧にににに向向向向けけけけ、、、、県北建設事務所県北建設事務所県北建設事務所県北建設事務所
からからからから地権者地権者地権者地権者やややや関係者関係者関係者関係者にににに説説説説
明明明明をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....5555....29292929歌手沢田知可子歌手沢田知可子歌手沢田知可子歌手沢田知可子さんがさんがさんがさんが
以前以前以前以前にににに「「「「音楽音楽音楽音楽のののの授業授業授業授業」」」」をををを行行行行ったったったった
飯舘中学校飯舘中学校飯舘中学校飯舘中学校をををを訪問訪問訪問訪問。。。。沢田沢田沢田沢田さんがさんがさんがさんが
歌歌歌歌うううう「「「「会会会会いたいいたいいたいいたい」」」」をををを聞聞聞聞いていていていて、、、、今今今今はははは
高校高校高校高校３３３３年生年生年生年生となったとなったとなったとなった子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち
がががが書書書書いたいたいたいた「「「「成人式成人式成人式成人式にににに会会会会いたいいたいいたいいたい」」」」
というというというという想想想想いにいにいにいに答答答答ええええ、、、、菅野村長菅野村長菅野村長菅野村長がががが
「「「「２２２２年後年後年後年後にににに村村村村でででで成人式成人式成人式成人式をををを行行行行うううう」」」」
とととと約束約束約束約束。。。。沢田沢田沢田沢田さんもさんもさんもさんも２２２２年後年後年後年後のののの再再再再
会会会会をををを約束約束約束約束してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました。。。。

２２２２年後年後年後年後にはにはにはには飯舘村飯舘村飯舘村飯舘村
！ ！！ ！！ ！！ ！にににに帰帰帰帰るるるる

HHHH23232323....4444....5555相馬市磯部相馬市磯部相馬市磯部相馬市磯部

HHHH23232323....6666....13131313東日本大震災復旧復興対策東日本大震災復旧復興対策東日本大震災復旧復興対策東日本大震災復旧復興対策
特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会においてにおいてにおいてにおいて「「「「子子子子どもどもどもども達達達達のののの命命命命
をををを守守守守るるるる」」」」というというというという視点視点視点視点でででで放射線量放射線量放射線量放射線量のののの低低低低
減対策減対策減対策減対策についてについてについてについて質問質問質問質問。。。。翌日翌日翌日翌日のののの地元新地元新地元新地元新
聞聞聞聞トップトップトップトップでででで掲載掲載掲載掲載されされされされ、、、、６６６６月議会月議会月議会月議会でででで総額総額総額総額
358358358358億円億円億円億円のののの「「「「子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守るるるる緊急緊急緊急緊急ププププ
ロジェクトロジェクトロジェクトロジェクト事業事業事業事業」」」」がががが創設創設創設創設されましたされましたされましたされました。。。。 HHHH23232323....3333....31313131北高北高北高北高にににに避難避難避難避難しているしているしているしている子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに福島福島福島福島ベベベベ

ンチャークラブンチャークラブンチャークラブンチャークラブからからからから学校学校学校学校にににに行行行行けるというけるというけるというけるという希望希望希望希望をををを
詰詰詰詰めためためためたランドセルランドセルランドセルランドセルをををを贈呈贈呈贈呈贈呈してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。福商福商福商福商・・・・
明成明成明成明成・・・・福高福高福高福高にににに避難避難避難避難しているしているしているしている子子子子どもたちにもどもたちにもどもたちにもどもたちにも贈呈贈呈贈呈贈呈しししし
てててて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....8888....14141414JAJAJAJA新新新新ふくしまふくしまふくしまふくしま飯坂飯坂飯坂飯坂
東支店湯野共選場東支店湯野共選場東支店湯野共選場東支店湯野共選場にてにてにてにて「「「「桃桃桃桃」」」」
のののの流通状況流通状況流通状況流通状況をををを調査調査調査調査。。。。風評被風評被風評被風評被
害害害害によりによりによりにより冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫にににに桃桃桃桃があふがあふがあふがあふ
れているれているれているれている状況状況状況状況をををを見見見見てててて農林水農林水農林水農林水
産部産部産部産部にににに知事知事知事知事によるによるによるによるトップセトップセトップセトップセ
ールスールスールスールスをををを依頼依頼依頼依頼しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....8888....14141414のののの湯野共選場湯野共選場湯野共選場湯野共選場、、、、8888....17171717のののの横江氏横江氏横江氏横江氏のののの
桃畑桃畑桃畑桃畑、、、、8888....18181818のののの知事知事知事知事によるによるによるによる太田市場太田市場太田市場太田市場でのでのでのでの
トップセールストップセールストップセールストップセールスのののの様子様子様子様子をををを福島福島福島福島テレビテレビテレビテレビ・・・・
フジテレビフジテレビフジテレビフジテレビ全国版全国版全国版全国版でででで放映放映放映放映してしてしてして頂頂頂頂きまきまきまきま
したしたしたした。。。。農協農協農協農協にににに電話等電話等電話等電話等でででで注文注文注文注文・・・・問問問問いいいい合合合合わわわわ
せがせがせがせが来来来来るようになったそうでするようになったそうでするようになったそうでするようになったそうです。。。。

HHHH23232323....8888....17171717湯野地区湯野地区湯野地区湯野地区のののの横江様横江様横江様横江様のののの桃畑桃畑桃畑桃畑にてにてにてにて「「「「美味美味美味美味しいしいしいしい桃桃桃桃をををを食食食食べべべべ
てててて頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい・・・・買買買買ってってってって頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい」」」」というというというという想想想想いをいをいをいを聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。



HHHH23232323....5555....18181818震災対策震災対策震災対策震災対策のののの5555月臨月臨月臨月臨
時議会商労文教委員会時議会商労文教委員会時議会商労文教委員会時議会商労文教委員会。。。。

HHHH23232323....6666....6666福島県歯科医師会福島県歯科医師会福島県歯科医師会福島県歯科医師会よりよりよりより県県県県にににに対対対対
するするするする原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償原子力損害賠償にににに関関関関するするするする要望要望要望要望。。。。

HHHH23232323....6666....21212121はははは西高西高西高西高にににに入入入入っているっているっているっている原町高校原町高校原町高校原町高校 、、、、南高南高南高南高にににに入入入入ってってってって
いるいるいるいる双葉高校双葉高校双葉高校双葉高校、、、、北高北高北高北高にににに入入入入っているっているっているっている富岡高校富岡高校富岡高校富岡高校、、、、安達高安達高安達高安達高にににに
入入入入っているっているっているっている浪江高校浪江高校浪江高校浪江高校、、、、HHHH23232323....6666....24242424はははは二本松工業二本松工業二本松工業二本松工業にににに入入入入ってってってって
いるいるいるいる小高工業小高工業小高工業小高工業のののの各各各各サテライトサテライトサテライトサテライト校校校校のののの状況状況状況状況をををを調査調査調査調査。。。。 緊急緊急緊急緊急
避難的避難的避難的避難的にににに各地各地各地各地にににに分散分散分散分散してしてしてして開校開校開校開校しているしているしているしているサテライトサテライトサテライトサテライト校校校校
をををを仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎とととと寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎をををを併設併設併設併設することによりすることによりすることによりすることにより一一一一カカカカ所所所所にににに
まとめられないかのまとめられないかのまとめられないかのまとめられないかの検討検討検討検討をををを始始始始めていますめていますめていますめています。。。。

HHHH23232323....3333....19191919あづまあづまあづまあづま総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館ででででオムツオムツオムツオムツ・・・・ミルクミルクミルクミルク・・・・おおおお尻尻尻尻ふふふふ
きなどのきなどのきなどのきなどの生活用品生活用品生活用品生活用品をををを配布配布配布配布。。。。福商福商福商福商・・・・北高北高北高北高・・・・東高東高東高東高にににに庭坂庭坂庭坂庭坂のののの
梅津商店様梅津商店様梅津商店様梅津商店様よりよりよりより頂頂頂頂いたいたいたいた女性用下着女性用下着女性用下着女性用下着をををを配布配布配布配布しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....3333....23232323福商福商福商福商でででで福島県理容生活衛生同業組合県北支部福島県理容生活衛生同業組合県北支部福島県理容生活衛生同業組合県北支部福島県理容生活衛生同業組合県北支部のののの皆様皆様皆様皆様にににに、、、、
避難避難避難避難しているしているしているしている方方方方々々々々71717171名名名名ののののカットカットカットカットののののボランティアボランティアボランティアボランティアをしてをしてをしてをして頂頂頂頂きましきましきましきまし
たたたた。。。。3333////28282828にはにはにはには北高北高北高北高・・・・東高東高東高東高・・・・福高福高福高福高・・・・南体育館南体育館南体育館南体育館・・・・自冶研修自冶研修自冶研修自冶研修センターセンターセンターセンター・・・・あづまあづまあづまあづま
総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館においてにおいてにおいてにおいて356356356356名名名名、、、、4444////4444にはあづまにはあづまにはあづまにはあづま総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館・・・・西高西高西高西高・・・・福島福島福島福島
工業工業工業工業・・・・十六沼体育館十六沼体育館十六沼体育館十六沼体育館においてにおいてにおいてにおいて285285285285名名名名、、、、 飯坂支部飯坂支部飯坂支部飯坂支部でもでもでもでも4444////4444ににににパルセパルセパルセパルセ飯飯飯飯
坂坂坂坂においてにおいてにおいてにおいて111111111111名名名名ののののカットカットカットカットをしてをしてをしてをして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....3333....23232323福商福商福商福商にににに避難避難避難避難してしてしてして
いるいるいるいる小中学生小中学生小中学生小中学生のののの転入先転入先転入先転入先にににに
ついておついておついておついてお母母母母さんさんさんさん方方方方からからからから相相相相
談談談談をををを受受受受けけけけ、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの教教教教
育環境確保育環境確保育環境確保育環境確保のためにのためにのためにのために県県県県・・・・市市市市
町村町村町村町村にににに幾度幾度幾度幾度となくかけあとなくかけあとなくかけあとなくかけあ
いましたいましたいましたいました。。。。 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの
薬薬薬薬のののの要望要望要望要望にににに福島県薬剤師福島県薬剤師福島県薬剤師福島県薬剤師
会会会会からのからのからのからの支援支援支援支援、、、、腰痛腰痛腰痛腰痛などのなどのなどのなどの
要望要望要望要望にににに菊地整骨院菊地整骨院菊地整骨院菊地整骨院にににに約約約約1111ヶヶヶヶ
月間支援月間支援月間支援月間支援をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....3333....25252525宮代宮代宮代宮代にあるにあるにあるにある福島福島福島福島
ゴムゴムゴムゴム((((株株株株))))のののの親会社東洋親会社東洋親会社東洋親会社東洋ゴゴゴゴ
ムムムム工業工業工業工業((((株株株株))))様様様様よりよりよりより福島県福島県福島県福島県
にににに義援金義援金義援金義援金をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....3333....27272727相模原市相模原市相模原市相模原市にににに住住住住むむむむ叔叔叔叔
父父父父のののの紹介紹介紹介紹介でででで前神奈川県議会前神奈川県議会前神奈川県議会前神奈川県議会
議長稲本様議長稲本様議長稲本様議長稲本様よりよりよりより福島県福島県福島県福島県にににに義義義義
援金援金援金援金をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....3333....31313131北高北高北高北高にににに避難避難避難避難しているしているしているしている皆皆皆皆
様様様様からからからから「「「「冷冷冷冷たいおにぎりではなたいおにぎりではなたいおにぎりではなたいおにぎりではな
くくくく温温温温かいごかいごかいごかいご飯飯飯飯がががが食食食食べたいべたいべたいべたい」」」」といといといとい
うううう要望要望要望要望にににに、、、、佐藤佐藤佐藤佐藤キイキイキイキイさんからさんからさんからさんから頂頂頂頂
いたいたいたいた３０３０３０３０ｋｇｋｇｋｇｋｇのおのおのおのお米米米米とととと石田石田石田石田さんさんさんさん
からからからから頂頂頂頂いたいたいたいた玉子玉子玉子玉子・・・・納豆納豆納豆納豆でででで温温温温かいかいかいかい
ごごごご飯飯飯飯のののの炊炊炊炊きききき出出出出しをしをしをしを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH23232323....4444....1111飯坂飯坂飯坂飯坂にあるにあるにあるにある日本敬日本敬日本敬日本敬
神修祖自修団神修祖自修団神修祖自修団神修祖自修団よりよりよりより福島県福島県福島県福島県
にににに義援金義援金義援金義援金をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....4444....1111東高東高東高東高にににに避難避難避難避難しているしているしているしている方方方方
々々々々にににに生活衛生同業組合生活衛生同業組合生活衛生同業組合生活衛生同業組合のののの皆様皆様皆様皆様
によりによりによりにより温温温温かいかいかいかいカレーカレーカレーカレーととととサラダサラダサラダサラダ
のののの昼食昼食昼食昼食をををを提供提供提供提供してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....4444....8888JAJAJAJA新新新新ふくしまふくしまふくしまふくしま飯坂東支店女性部飯坂東支店女性部飯坂東支店女性部飯坂東支店女性部のののの
皆様皆様皆様皆様とととと炊炊炊炊きききき出出出出しのおにぎりをしのおにぎりをしのおにぎりをしのおにぎりを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。

HHHH23232323....4444....9999相馬市松川浦相馬市松川浦相馬市松川浦相馬市松川浦のののの「「「「みなとみなとみなとみなと保保保保
育園育園育園育園」」」」ににににオムツオムツオムツオムツ・・・・ミルクミルクミルクミルク・・・・インスタインスタインスタインスタ
ントラーメンントラーメンントラーメンントラーメンなどをなどをなどをなどを運運運運びましたびましたびましたびました。。。。

HHHH23232323....4444....10101010福商福商福商福商のののの避難所解散式避難所解散式避難所解散式避難所解散式。。。。二次避難所二次避難所二次避難所二次避難所へへへへ移移移移るるるる
皆様皆様皆様皆様とおとおとおとお別別別別れのれのれのれの挨拶挨拶挨拶挨拶をしをしをしをし、、、、食事食事食事食事のののの支援支援支援支援をしてをしてをしてをして頂頂頂頂
いたいたいたいた自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの皆様皆様皆様皆様にににに感謝感謝感謝感謝のののの言葉言葉言葉言葉をををを贈贈贈贈りましたりましたりましたりました。。。。

HHHH23232323....4444....15151515災害対災害対災害対災害対
策本部長策本部長策本部長策本部長とととと懇懇懇懇
談談談談。。。。放射線量放射線量放射線量放射線量をををを
メッシュメッシュメッシュメッシュをををを組組組組んんんん
できめできめできめできめ細細細細かくかくかくかく
測定測定測定測定するようするようするようするよう
要望要望要望要望しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....4444....16161616神道政治連盟神道政治連盟神道政治連盟神道政治連盟
からたくさんのからたくさんのからたくさんのからたくさんの支援支援支援支援
物資物資物資物資をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....4444....16161616みちのくみちのくみちのくみちのく荘荘荘荘にににに２２２２次避次避次避次避
難難難難しているしているしているしている中学生中学生中学生中学生のののの通学手通学手通学手通学手
段段段段についてについてについてについて相談相談相談相談をををを受受受受けけけけ、、、、スクスクスクスク
ールバスールバスールバスールバスのののの経路変更経路変更経路変更経路変更をををを町役町役町役町役
場場場場にににに依頼依頼依頼依頼。、。、。、。、二次避難先二次避難先二次避難先二次避難先とととと転入転入転入転入
先先先先ののののミスマッチングミスマッチングミスマッチングミスマッチングのののの調整調整調整調整
をいくつかをいくつかをいくつかをいくつか行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH23232323....4444....23232323ＪＪＪＪビレッジビレッジビレッジビレッジにてにてにてにて第一原子第一原子第一原子第一原子
力発電所事故収束力発電所事故収束力発電所事故収束力発電所事故収束のためのためのためのため活動活動活動活動しししし
ているているているている現状現状現状現状をををを調査致調査致調査致調査致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....4444....28282828向中島向中島向中島向中島のののの
柴山家柴山家柴山家柴山家でででで子育子育子育子育てててて
とととと放射線放射線放射線放射線へのへのへのへの不不不不
安安安安をををを聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....5555....13131313仁志田伊達市仁志田伊達市仁志田伊達市仁志田伊達市
長長長長にににに「「「「小学校校庭小学校校庭小学校校庭小学校校庭のののの表表表表
土除去土除去土除去土除去」」」」についてについてについてについて衆議衆議衆議衆議
院院院院のののの文部科学委員会文部科学委員会文部科学委員会文部科学委員会
のののの参考人発言参考人発言参考人発言参考人発言をををを要請要請要請要請
しましたしましたしましたしました。。。。国国国国のののの全面的全面的全面的全面的
支援支援支援支援をををを引引引引きききき出出出出すきっかすきっかすきっかすきっか
けになりましたけになりましたけになりましたけになりました。。。。

HHHH23232323....5555....25252525吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋
にににに２２２２次避難次避難次避難次避難をしていをしていをしていをしてい
るるるる家族家族家族家族ににににオムツオムツオムツオムツ・・・・ミミミミ
ルクルクルクルクをををを届届届届けましたけましたけましたけました。。。。

HHHH23232323....5555....20202020浪江浪江浪江浪江からのからのからのからの転校生転校生転校生転校生をををを受受受受けけけけ入入入入
れれれれ支援支援支援支援しているしているしているしている桜桜桜桜のののの聖母学院高等学聖母学院高等学聖母学院高等学聖母学院高等学
校校校校でででで暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策やややや放射線量放射線量放射線量放射線量にににに関関関関してしてしてして私私私私
学学学学としてとしてとしてとして何何何何がががが必要必要必要必要なのかをなのかをなのかをなのかを調査調査調査調査。。。。

HHHH23232323....5555....27272727三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園にてにてにてにて放射線放射線放射線放射線からからからから子子子子どどどど
もをもをもをもを守守守守るためのるためのるためのるための暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策のののの現状現状現状現状をををを調査調査調査調査。。。。

HHHH23232323....6666....8888あづまあづまあづまあづま総合体育館総合体育館総合体育館総合体育館のののの避難者避難者避難者避難者のののの方方方方々々々々
にににに温温温温かいかいかいかい昼食昼食昼食昼食をををを提供提供提供提供するためにするためにするためにするためにマルタママルタママルタママルタマ
フーズフーズフーズフーズ（（（（株株株株））））がががが大阪大阪大阪大阪からからからから来来来来てててて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

HHHH23232323....6666....10101010学校法人学校法人学校法人学校法人コングレガシオンコングレガシオンコングレガシオンコングレガシオン・・・・ドドドド・・・・ノーノーノーノー
トルダムトルダムトルダムトルダムがががが立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた「「「「桜桜桜桜のののの聖母里親制度聖母里親制度聖母里親制度聖母里親制度」」」」
についてについてについてについて県県県県にににに対対対対しししし説明説明説明説明をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....6666....10101010福島福島福島福島
県缶詰協会県缶詰協会県缶詰協会県缶詰協会にににに
対対対対しししし、、、、原子力損原子力損原子力損原子力損
害賠償害賠償害賠償害賠償についについについについ
てててて県県県県からからからから説明説明説明説明
をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きまきまきまきま
したしたしたした。。。。

HHHH23232323....6666....14141414南相馬市立石神小学校南相馬市立石神小学校南相馬市立石神小学校南相馬市立石神小学校がががが
鹿島区鹿島区鹿島区鹿島区にあるにあるにあるにある前川原体育館前川原体育館前川原体育館前川原体育館におにおにおにお
いていていていてパネルパネルパネルパネルでででで区切区切区切区切ったったったった部屋部屋部屋部屋でででで授授授授
業業業業をををを受受受受けているけているけているけている状況状況状況状況をををを調査調査調査調査。。。。元気元気元気元気
なななな子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの姿姿姿姿にににに安心安心安心安心しながしながしながしなが
らもらもらもらも教育環境教育環境教育環境教育環境のののの再生再生再生再生をををを早急早急早急早急にしにしにしにし
なければとなければとなければとなければと痛切痛切痛切痛切にににに感感感感じましたじましたじましたじました。。。。

HHHH23232323....6666....24242424「「「「子子子子どもどもどもども達達達達をををを育育育育むむむむ教育環境教育環境教育環境教育環境についてについてについてについて」」」」山山山山
岸家岸家岸家岸家にてにてにてにて母親母親母親母親とととと懇談懇談懇談懇談。「。「。「。「子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守るるるる緊急緊急緊急緊急ププププ
ロジェクトロジェクトロジェクトロジェクト事業事業事業事業」」」」のののの創設経過創設経過創設経過創設経過とととと今今今今のののの現状現状現状現状をををを説明説明説明説明。。。。

HHHH23232323....6666....25252525福島県看護連盟総会福島県看護連盟総会福島県看護連盟総会福島県看護連盟総会。。。。南東北病院南東北病院南東北病院南東北病院からからからから要望要望要望要望をををを
頂頂頂頂いたいたいたいた「「「「震災震災震災震災のののの被災者被災者被災者被災者がががが避難後避難後避難後避難後にににに病院病院病院病院でででで亡亡亡亡くなられくなられくなられくなられ
たたたた場合場合場合場合ののののフローフローフローフロー」」」」をををを４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日にににに福島県福島県福島県福島県がががが作成作成作成作成したこしたこしたこしたこ
とをとをとをとを報告報告報告報告してしてしてして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....6666....29292929立教大学笠原教立教大学笠原教立教大学笠原教立教大学笠原教
授授授授・・・・福島学院大学阿部学福島学院大学阿部学福島学院大学阿部学福島学院大学阿部学
長長長長・・・・石田理事石田理事石田理事石田理事とととと大学大学大学大学によによによによ
るるるる東日本大震災復興東日本大震災復興東日本大震災復興東日本大震災復興のののの
支援支援支援支援についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH23232323....6666....30303030のののの自由民主党商労文教部会及自由民主党商労文教部会及自由民主党商労文教部会及自由民主党商労文教部会及びびびびHHHH23232323....7777....5555
のののの商労文教委員会商労文教委員会商労文教委員会商労文教委員会においてにおいてにおいてにおいてサテライトサテライトサテライトサテライト校及校及校及校及びびびび協協協協
力校力校力校力校のののの校長先生校長先生校長先生校長先生11111111名名名名にににに出席出席出席出席をををを頂頂頂頂きききき、、、、サテライトサテライトサテライトサテライト
校校校校のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査。。。。模擬試模擬試模擬試模擬試
験等験等験等験等にかかるにかかるにかかるにかかる土日土日土日土日のののの通学交通費補助通学交通費補助通学交通費補助通学交通費補助やややや各地各地各地各地ののののササササ
テライトテライトテライトテライト校校校校にににに分散分散分散分散しているしているしているしている生徒生徒生徒生徒がががが一同一同一同一同にににに会会会会するするするする
行事行事行事行事にににに対対対対するするするする補助補助補助補助がががが６６６６月議会月議会月議会月議会でででで決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。

HHHH23232323....7777....5555福島県缶詰協会福島県缶詰協会福島県缶詰協会福島県缶詰協会よりよりよりより原子原子原子原子
力賠償損害力賠償損害力賠償損害力賠償損害についてについてについてについて要望要望要望要望をををを頂頂頂頂くくくく。。。。

HHHH23232323....7777....12121212聖光学院野球部保護者会聖光学院野球部保護者会聖光学院野球部保護者会聖光学院野球部保護者会よよよよ
りりりり福島県福島県福島県福島県にににに義援金義援金義援金義援金をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....7777....13131313福島赤十字病院福島赤十字病院福島赤十字病院福島赤十字病院
伊藤部長伊藤部長伊藤部長伊藤部長にににに放射線放射線放射線放射線からからからから母母母母
体体体体をををを守守守守るるるる周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療につにつにつにつ
いてのいてのいてのいての現在現在現在現在のののの状況状況状況状況をををを笹原看護笹原看護笹原看護笹原看護
連盟会長連盟会長連盟会長連盟会長とととと共共共共にににに聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....7777....14141414湯野地区湯野地区湯野地区湯野地区のおのおのおのお母母母母さんとさんとさんとさんと「「「「子子子子どものどものどものどもの
命命命命をををを守守守守るるるる緊急緊急緊急緊急プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」をををを中心中心中心中心にににに懇談懇談懇談懇談

HHHH23232323....7777....19191919大波地大波地大波地大波地
区自冶振興協区自冶振興協区自冶振興協区自冶振興協
議会議会議会議会からからからから災害災害災害災害
対策本部対策本部対策本部対策本部にににに対対対対
しししし、、、、１１１１日日日日もももも早早早早くくくく
除染除染除染除染をををを進進進進めるめるめるめる
ようようようよう要望書要望書要望書要望書をををを
提出提出提出提出しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....7777....20202020商労文教委員会商労文教委員会商労文教委員会商労文教委員会でででで鹿島鹿島鹿島鹿島
区区区区のののの学校学校学校学校にににに原町区原町区原町区原町区・・・・小高区小高区小高区小高区のののの学学学学
校校校校がががが同居同居同居同居しているしているしているしている南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市のののの小小小小
中学校中学校中学校中学校のののの現状現状現状現状をををを調査調査調査調査。。。。 原町第一原町第一原町第一原町第一
中学校中学校中学校中学校はははは鹿島小学校鹿島小学校鹿島小学校鹿島小学校のののの体育館体育館体育館体育館をををを
区切区切区切区切ってってってって学学学学んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。

HHHH23232323....7777....22222222福島県宗福島県宗福島県宗福島県宗
教団体連絡協議会教団体連絡協議会教団体連絡協議会教団体連絡協議会
でででで神社神社神社神社・・・・仏閣仏閣仏閣仏閣・・・・教会教会教会教会
がががが存続存続存続存続できるためできるためできるためできるため
のののの諸施策諸施策諸施策諸施策などのなどのなどのなどの実実実実
施施施施をををを知事知事知事知事にににに要望要望要望要望。。。。

HHHH23232323....8888....1111たつきたつきたつきたつき旅館旅館旅館旅館にてにてにてにて女性女性女性女性のののの皆皆皆皆
様様様様にににに「「「「子子子子どものどものどものどもの命命命命をををを守守守守るるるる」」」」とととと題題題題しししし
ておておておてお話話話話をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....8888....1111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
がががが甲子園甲子園甲子園甲子園にににに出発出発出発出発するするするする朝朝朝朝
「「「「心心心心をひとつにをひとつにをひとつにをひとつに」」」」とととと激励激励激励激励。。。。

ＨＨＨＨ23232323....8888....4444全国高等学校総全国高等学校総全国高等学校総全国高等学校総
合文化祭合文化祭合文化祭合文化祭をををを福島県福島県福島県福島県でででで開開開開
催催催催。。。。全国全国全国全国そしてそしてそしてそして福島県福島県福島県福島県のののの
のののの高校生高校生高校生高校生がががが発発発発するするするするエネエネエネエネ
ルギールギールギールギー・・・・言葉言葉言葉言葉のののの力強力強力強力強さにさにさにさに
感動致感動致感動致感動致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH23232323....8888....12121212東京東京東京東京でででで行行行行われたわれたわれたわれた「「「「食食食食をををを守守守守
るるるる事事事事がががが命命命命をををを守守守守るるるる事事事事」」」」をををを訴訴訴訴えるえるえるえる福島福島福島福島
県農林漁業者総決起大会県農林漁業者総決起大会県農林漁業者総決起大会県農林漁業者総決起大会にににに参加参加参加参加。。。。

HHHH23232323....8888....18181818恩師国立音楽大恩師国立音楽大恩師国立音楽大恩師国立音楽大
学名誉教授佐藤峰子先生学名誉教授佐藤峰子先生学名誉教授佐藤峰子先生学名誉教授佐藤峰子先生
主宰主宰主宰主宰ミンネーミンネーミンネーミンネー・・・・シュティムシュティムシュティムシュティム
メメメメからからからから福島県福島県福島県福島県にににに義援金義援金義援金義援金がががが
届届届届けられましたけられましたけられましたけられました。。。。さらにさらにさらにさらに
熊坂真理熊坂真理熊坂真理熊坂真理さんからさんからさんからさんから「「「「ふるふるふるふる
さとさとさとさと」」」」のののの歌歌歌歌ののののプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント
もももも頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH23232323....8888....18181818双葉高校同窓会双葉高校同窓会双葉高校同窓会双葉高校同窓会・・・・ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡからからからから各地各地各地各地にににに
分散分散分散分散しているしているしているしているサテライトサテライトサテライトサテライト校校校校をををを一一一一つにまとめつにまとめつにまとめつにまとめ
てててて欲欲欲欲しいとのしいとのしいとのしいとの要望要望要望要望がががが教育長教育長教育長教育長にににに出出出出されましたされましたされましたされました。。。。


