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第３回東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議 

 

日時：平成２４年３月２３日(金) 

午後４時から  

場所：宮城県行政庁舎２階講堂 

 

 

１．開  会 

 

２．挨  拶 

【宮城県（知事）】 

  御出席の皆さまにおかれましては，日頃から東京電力福島第一原子力発電所事故

による被害への対応に御尽力をいただいており，あらためて敬意を表する次第でご

ざいます。県内に大きな被害をもたらしました東日本大震災から，１年が経過をい

たしました。原発事故の発生からも１年が経過したことになります。 

  昨年１２月，国によって冷温停止による事故の収束が宣言されたものの，未だに

放射性物質汚染は県民生活に大きな影響を及ぼしており，「食品衛生法」による規制

値の厳格化に伴う検査，測定体制の充実・強化や，牧草・稲わら等の一時保管場所

の確保・処理，風評被害に対する賠償など多くの課題が山積しているわけでありま

す。 

  このため，県では事故被害対策の「基本方針（案）」を，昨年１２月の県民会議で

お示しし，皆さまの意見を踏まえたうえで，１月３１日に決定いたしました。そし

て，この「基本方針」に掲げた目標を達成するため，具体的な事業や取組について

取りまとめを行い，去る３月１９日，実施計画として決定し，県民の皆さまにお示

ししたところでございます。 

  今後はこの実施計画に基づき，総合的な事故被害対策に県庁一丸となって，取り

組んでまいりたいと考えております。 

  さて，これまでの国の取組につきましては，健康不安の払拭や風評被害等に対す

る損害賠償といった課題に対し，その対応は，極めて遅く不十分であり，強い憤り

を感じているのは私だけではないと思います。 

  そのため，年明けの１月２０日には，本日お集まりの１９人の市長・町長と，原

発事故被害対策の一本に絞って，集中的に国に対する要望活動を行い，単に県境に 

よって国の対応に差を設けることのないよう，強く訴えてまいりました。 

今後も国と東京電力がしっかりと自らの責任を果たしていくよう，皆さまと力を

合わせ，県民の総力を挙げて，強く求めてまいりたいと考えております。 

  本日はこの後，先ほど申し上げました実施計画などを御説明いたしまして，情報



 2

共有，そして意見交換を図ってまいりたいと考えております。皆さまの忌憚ない御

意見を賜りたいと思っております。どうかよろしくお願い申し上げまして，私のあ

いさつとさせていただきます。今日は誠にありがとうございます。 

 

３．議題 

（議題１）東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画について 

【事務局】 

  ありがとうございました。それでは，議題に移りたいと思います。ここからの議

事は，みやぎ県民会議会則の第４条に基づきまして，会長であります村井知事に議

長をお願いいたしたいと思います。 

【議長（知事）】 

それでは暫時議長を務めます。進行は着席をしたままで進めてまいります。 

  早速議事に入ります。議題１「東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施

計画」につきまして，事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

  はい。それでは，事務局，原子力安全対策課から御説明させていただきます。 

  資料２と３を，お手元に用意していただきたいと思います。資料３が本文ですが，

Ａ３版の資料２「概要版」で説明をさせていただきたいと思います。  

  それでは策定の趣旨でございます。この実施計画は，１月に策定をいたしました

「基本方針」に掲げた目標の実現に向けまして，実施する具体的な事業や取組を取

りまとめたものでございます。３月１９日に庁内の対策本部会議で決定されました。

これによって県民の皆さまに，県の取組を具体的な形で，分かりやすくお示しした

いと考えてございます。 

  目標でございます。「基本方針」に定めたとおりでございますが，確認のために説

明いたします。 

  「震災以前の安全・安心なみやぎの再生～年間放射線量１ミリシーベルト以下の

県土づくり～」としてございます。枠の中でございますが，これまでに誰も経験し

たことのない未曽有の原子力災害に正面から向き合い，震災以前の安全・安心なみ

やぎを再生するために，県は市町村・民間団体・県民と一体となって，目標達成に

向けて取り組みたいと考えております。 

  次に，目標達成のための基本的視点でございます。３つございました。 

  １つ目は，「不安解消のための徹底した対応」。副題として，「県民の目線に立った

対応」。 

２つ目といたしまして，「徹底した放射線低減化システムの構築」，副題として，

「年間放射線量１mSv 以下の目標達成」。 

３つ目といたしまして，「県民の放射線・放射能に対する科学的知見の涵養」，副
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題として，「『確かな情報・確かな知識』」としてございました。 

  今回，その下にあらためて記載させていただきましたのが，目標の範囲・期間の

考え方でございます。 

  目標の範囲，１ミリシーベルトを目指す範囲でございます。５年以内に目標を達

成する範囲といたしまして，原則として，学校などの公共施設や道路，住宅，農地，

生活圏に隣接した森林などの生活環境といたします。それ以外の対象につきまして

は，放射線量測定の結果等を踏まえまして，これらの除染が終了した後の対応を検

討いたします。 

  次に，目標の期間，「５年以内」はいつからかということでございます。放射性物

質汚染対処特措法の規定に基づきまして閣議決定された「基本方針」というものが

ございます。その中で，一般公衆の追加被ばく線量を減少させるため，平成２３年

８月末を始期とした期間を設定して達成目標を定めてございます。このことから，

この特措法との整合を図りまして，本計画の始期も平成２３年８月末としてござい

ます。 

  続いて，大きな２番，計画の期間でございます。今回の原発事故による被害の全

容はまだ明らかになっておりません。その収束を見通すことは大変困難でございま

す。そのために，目標の５年間は持ちつつも，計画期間を３年間といたしまして，

３年ごとのローリングをいたします。平成２３年度から２５年度までを第１期と定

めまして，現時点で実施を予定している事業や取組を整理してございます。また，

この３年間につきましては，宮城県震災復興計画の復旧期にあたります。さらに，

汚染状況重点調査地域の指定を受けた市・町が，子どもの生活空間の除染を重点的

に進める期間でもございます。 

なお，今後も，被害状況の変化や，国の対応方針の改定などが予想されますので，

第１期計画期間中においても，適時適切に計画の見直しを図ることといたしており

ます。 

  その下の図でございますが，平成２３，２４，２５年度が第１期でございまして，

２５年度に，目標達成状況の中間検証を行います。それを踏まえまして，平成２６

年度からの第２期の計画を策定します。平成２８年度が目標達成状況の検証をする

時期ということになります。 

  大きな３番，計画の構成でございます。この実施計画では，「基本方針」で掲げた

７つの個別取組ごとに，３カ年で実施する予定の事業をとりまとめてございます。

具体的な事業につきましては，裏側のページを御覧になっていただきたいと思いま

す。 

  左側に施策体系がございます。その体系ごとに，右側に主な事業・取組を整理さ

せていただいております。青い文字につきましては，右側の一番下に書いてござい

ますが，平成２４年度の新規事業でございます。この中には，取組が拡充されるも
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の，あるいは新たな段階に進むものも含めてございます。 

  それでは上から順に，簡単に説明をさせていただきます。事業名ですとなかなか

分かりにくいので，かっこの中の事業の概要で説明をいたします。 

  まず，第１「放射線・放射能の監視・測定」でございます。「食品衛生法」の国の

規制値の見直し等がございます。これらを踏まえまして，検査体制の充実・強化を

含めまして，総合的な測定計画を策定いたします。 

  次に，空間放射線量のモニタリングでございます。２４時間連続して自動でデー

タを送信するモニタリングポスト，これを県内の全市区町村に配備いたしまして，

常時測定体制を整えます。 

  次に，放射性物質のモニタリングでございます。生産物の出荷前検査を引き続き

行います。 

  次に，新しい取組ですが，流通・販売段階での食品の抜き取り検査を始めます。

そして，次ですが，住民が持ち込む農産物等を検査する機器，これを全県的に配備

いたします。また，学校給食１食分の事後検査と食材の事前検査を始めます。 

  次に，第２「健康不安への配慮」でございます。有識者会議で提言をいただきま

したものにつきまして，住民・市町村職員向けの講演会の開催ですとか，検診の受

診勧奨等を行います。 

  次に，第３「汚染・被害の拡大防止」でございます。Ａの１空間放射線量の低減

化といたしまして，除染対策支援を行います。一部重複いたしますので，後ほど説

明をいたします。 

２といたしまして，飲食物による放射性物質汚染の拡大防止でございます。規制

値等を超過した場合の結果の公表と関係事業者等に対する速やかな出荷自粛の要請

と徹底を引き続き行います。 

  次に，Ｂの１金融・経営支援でございます。出荷制限を受けた農林業者に対する

利子補給を継続いたします。次に，廃用牛の集中管理のために要する飼料代等経費

への助成を引き続き行います。 

  次に，技術支援でございます。農地土壌からの農産物の放射性物質吸収を抑制す

るための施肥，これに要する経費の助成等を始めます。また，草地の反転耕等に要

する経費に対する助成等を始めます。 

  ３の情報発信等につきましては，商談会等やメディアを活用したＰＲの取組に対

する助成，あるいはプロスポーツと連携した観光ＰＲ等を引き続き行います。 

  第４「放射線線量低減化対策」でございます。１の推進体制の整備といたしまし

て，除染アドバイザーを今年度設置し，委嘱をいたしました。来年度は，本格化す

る除染につきまして，助言をいただいてまいります。 

  ２の市町村が行う除染への支援でございます。除染支援チームを今年度から派遣

してございますが，来年度からいよいよ除染という段階に入りますので，引き続き
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派遣をいたします。そして，住民向けホットスポットの除染活動パンフレットの配

布を行います。 

  ３の県有施設の除染でございます。公共施設，学校，道路等の除染を県としても

始めます。 

  第５「汚染物・廃棄物の処理」でございます。牧草，稲わら等の処理経費の助成，

あるいは一時保管施設の設置を引き続き行います。災害廃棄物の関係でございます

が，放射能測定を引き続き行います。そして，県内での円滑な処理に向けた協議会

で関係者間の協議を行ってまいります。 

  第６「損害への対応」です。みやぎ県民会議の下に設置をいたしました，損害賠

償請求ワーキンググループによりまして，業種単位の研修会・相談会を開催してま

いります。 

  今日の資料で，資料４として，後ほど御覧いただきたいと思いますが，前回の県

民会議で民間事業者団体の方に御協力いただきました被害状況調査，あるいは研修

会のアンケート結果を踏まえまして，今後，業種単位の研修会・相談会といったニ

ーズが確認されましたので，こういった取組を進めてまいります。 

  第７「正しい知識の普及・啓発」です。放射線・放射能セミナー・相談会の開催，

あるいは県政だより・パンフレットを活用いたしまして広報を行います。 

  以上，実施計画の説明について，簡単ですが終わらせていただきます。 

【議長（知事）】 

  はい，ただいま事務局から説明のありました実施計画について，御意見・御質問

等ございましたら，挙手をお願いいたします。はい，どうぞ。 

【社団法人宮城県私立幼稚園連合会】 

  私立幼稚園連合会の吉岡と言います。毎回参加させていただきまして，子どもの

目線でこの安全対策という部分を考えていきたいと思っております。 

  知事からも話が出たように，食品衛生法上の規制値が下がることによって，仙台

市の場合に例えて話をしますと，給食センターに機械を配置することになっており

ます。当然ながら，自校給食の小学校や中学校はどうなるのだろうか，ましてや，

幼稚園の場合でも，給食をやってないわけではなく，手配しての給食だとか，手前

どもの給食だとか，そういう部分に関しても，こうした検体検査を考えて進めてい

っていただけるとありがたいと考えております。 

  ところが，県の体制は，検査を実施するにあたってアンケートを行っていますが，

「実施しますか，実施しませんか」というアンケートで今止まっています。平成２

４年度から，この様に進めますという話をされても，私には実感として，何かつか

めないような部分があります。 

 何度も話をさせていただきますが，小さい子ども達が抱える問題，裸足で遊んでも

大丈夫な，そういう環境が早く戻って来るような対応を期待したいと思います。ど
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うしても，大人目線でことが進んでおり，子ども達はどうなるのだろうという部分

が聞こえてこないのがすごく残念です。 

以上です。 

【議長（知事）】 

  はい。それでは事務局。 

【事務局】 

  原子力安全対策課でございます。いま，宮城県内におきまして９市町が汚染状況

重点調査地域になってございます。各地域におきましても，子どもが関わるような

学校とか，公園とか，そういった施設を中心に，この計画の中で５年というふうに

掲げさせていただいておりますが，先ほど説明いたしました第１期，約２年以内に，

子どもに関わる部分につきましては，年間１ミリシーベルトに押さえるべく対策を

とるということとしております。 

  先ほど御質問にございました，子どもたちの食べ物の検査でございますが，県に

おきまして，どこでどの様に使うかは別にいたしまして，簡易型ではございますけ

れども，ＮａＩのマイクロスペクトロメーターを県内全域に配備いたしまして，そ

こで，住民からの持ち込みによる検査を実施することといたしております。 

  そういう中で，県民の皆さまへの食の安全についての啓発，あるいはどういうも

のを食べているのかということを，身をもって感じることができるのではと考えて

おります。 

  学校関係は，教育庁からお願いします。 

【教育次長】 

  はい。学校の給食の関係の検査につきまして，お話をさせていただきます。実施

計画ですと，１６ページになりますが，子どもの給食の食材等に関しての検査を進

めてまいりたいと考えております。 

  少し細かいところになりますが，資料の中央あたりに，検査対象ということで，

事前サンプル検査につきましては，公立の小中学校だけではなく，私立の小中学校，

幼稚園，あるいは保育所等の給食用食材につきましても，対象として進めたいと考

えてございます。 

  ただいま市町村，あるいは市立の小・中・幼稚園の方で，どの程度希望があるか

ということで，いろいろと調整をさせていただいているところでございます。 

以上です。 

【議長（知事）】 

  はい，どうぞ。 

【社団法人宮城県私立幼稚園連合会】 

  申し分けございませんが，希望があるからやるのではなく，本当に安全な環境な

ので安心してくださいという部分を作ろうとしないと，いつまでも安全な提言とい
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うのは，なされないのではないでしょうか。 

  それと，１ミリシーベルト，私もわかるのですが，小さい子どもであればあるほ

ど，放射性物質が蓄積していくことをどの段階で考えたらいいのか。小学校からの

スタートじゃなくて，子どもはもっと下の年齢で，私は考えるべきではないかと思

います。どうもそのスタートラインの切り方が，申し分けないですが，残念ながら

間違っているような気がします。 

１ミリシーベルトを受ける体重，身長，その中で蓄積されていく子どもたちへの

害の部分を私は心配しているのですが，そういう心配な部分の話が聞ければ，私は

ありがたいと思います。 

スタートは小学校ではない，中学校ではない，子どもが小さいころのほうが大変

だという部分を，十分把握していただけるような対策を練っていただけると，あり

がたいと思います。 

以上です。 

【議長（知事）】 

  はい，その点については，今いろいろ調査をしておりますので，要望とさせてい

ただきたいと思います。他にありましたら，挙手をお願いいたします。はい，どう

ぞ。 

【宮城県生活協同組合連合会】 

  宮城県生協連の齋藤と申します。２点質問があります。 

前回のこの県民会議でも，４月１日からの新しい規制値に向けて，測定する機器

の配備，そのことが心配されたわけですが，この新しい施策の中で，現在配備した

機器で十分なのか，それとも少し増やそうとしているのか，教えていただきたいと

いうこと。もう１点は，リスクコミュニケーションのことですけれども，セミナー・

相談会の３月中の開催については，本日，日程等，会場等，既に決まっているよう

でございますが，２０１２年，やはり県内できめ細かくリスコミをしていくことが，

今非常に重要だというふうに思っております。情報が開示されても，その情報の受

け止め方によっては，それが安心につながるかどうか，逆に言えばそこが大事だと

思いますので，２０１２年のリスクコミュニケーションの考え方について。以上２

点，質問をさせていただきます。 

【議長（知事）】 

  はい，それでは事務局お願いします。 

【事務局】 

  測定機器でございますが，県内におきまして，今現在も簡易型の測定器というこ

とで，検出下限値が，５０ベクレル／ｋｇのものを使用しておりますが，今回の食

品衛生法の改正に伴いまして，２５ベクレル／ｋｇの検出下限値のものを使用する

ということになり，現在配備しているものにつきましては，２５ベクレル／ｋｇに
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対応すべく，今いろいろ改修等を試みてございます。 

  また，精密な測定器ということで，ゲルマニウム半導体の検出器がございます。

それにつきましては，今までは東北大学のほうにお願いしていたのですが，１月か

ら県におきましても，測定できる体制が出来上がり，今現在，消防学校に３台ござ

いまして，年度末までにもう一台，ゲルマニウム半導体の検出器が配備されること

となっております。 

  先ほども，県内全域に簡易型のスペクトロの検出器を置くということを御説明申

し上げましたが，それにつきましては当然２５ベクレル／ｋｇのモニタリングに対

応できる機器を配備したいと考えてございます。 

  続きまして，リスクコミュニケーションでございますが，皆さまのお手元に配付

させていただきましたチラシにあるとおり，３月末に３日間続けて，県南，仙台，

県北と３カ所で開催することといたしております。県の除染アドバイザーの石井慶

造先生を講師にお招きしまして，開催することといたしております。 

石井先生におかれましても，御参加いただいている皆さまからも意見を聞きなが

ら，色々な形でお答えをしたいとのことです。また，放射線技師会の協力を頂き，

個別相談コーナーも設置してございます。そういう形で，県民の皆さまの不安の解

消に努めさせていただきたいと思います。 

  来年度におきましては，圏域ごとに，やはり同じような形で研修会を予定いたし

ておりまして，全体で８回開催したいと考えてございます。これ以外にも，出前講

座ということで，県内各地から２０名，あるいは３０名，場合によっては１００名

を対象に，原子力安全対策課の職員が講師となり，その職員が，皆さまの御要望に

基づきながら，県の取組とか，基礎的な部分を紹介します。職員には原子核工学の

博士を修了した者もおりますし，そうした者が説明をいたしまして，原子力安全対

策課とて，きめ細かな対応をしていきたいと考えてございます。よろしくお願いい

たします。 

【議長（知事）】 

  よろしいでしょうか。他にありましたら，挙手をお願いいたします。 

はい，どうぞ。 

【社団法人宮城県私立幼稚園連合会】 

  先日，仙台市の太白区の小学校で，ホットスポットが確認され，報道がありまし

た。例えばホットスポット的な数値が出た場合に，どのような対策を講じたらいい

のかという前に，どこに連絡したら的確な処理をしてもらえるかが分からない。い

ろいろ文言は書いてありますが，政策的な箇条書きだけでは，現場の人間は動けな

いなという気がします。 

この間の仙台市のように，公立学校の対策だと，早急に動くのかもしれないが，

民間で，しかも幼稚園単体でといった場合には，かなりハードルが高すぎるなと感
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じます。 

  要するに，私共も幼稚園の周辺を測っていますし，今，一般の人も簡易測定器を

買って，色々な所で調べていると思います。その結果，「やっぱり，ここは線量が高

いのでは」といった場合，連絡先が，私は欲しいと思います。そうした連絡先がな

いと，蓄積していく部分だけが多くなるような気がします。 

  県の対策として，考えなくてはならないこと，それは，各市町村に足を運び，こ

うすれば良いという部分が，しっかりあると私はありがたいと，そんなふうに思い

ます。 

以上です。 

【議長（知事）】 

  はい，事務局お願いします。 

【事務局】 

  今、県におきましては，放射線・放射能に関する相談窓口を開いてございまして，

一般の方々から，いろいろな御質問とか，どういうような対応をとったらいいのか

ということに回答をさせていただいております。 

  先ほど実施計画の中で，説明させていただきましたけれども，住民向けのホット

スポットの除染活動パンフレットを，現在作製してございます。そのパンフレット

を出前講座や色々な講習会等を通じて配布することによって，どういうふうな対応

を取ったらいいのかを周知していく予定です。 

  汚染状況重点調査地域におかれましては，面的な広がりで，０．２３マイクロシ

ーベルト／ｈを超えるような場所があるわけでございますが，それ以外の地域にお

いては，スポット的に，雨どいの下とか，木であれば幹のところとか，そういう所

に局所的な形で高い所が出てくるかもわかりません。こうしたものにつきましても，

パンフレットの中で，皆さま方へ啓発をしていきたいと考えてございます。 

  何かありましたら，相談窓口のほうに御一報いただければ，どの様に対応を取っ

たら良いのかということについて，御相談にのりたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 

【議長（知事）】 

  はい。よろしいでしょうか。他に。はい，どうぞ。 

【丸森町長】 

  丸森町町長の保科です。 

除染を来月からするという状況になりつつあります。そういった中で，仮置場に

ついては各自治体が確保するということなのですが，その後，最終処分場について

は，誰がどのようなかたちで，設置をするのか，お聞きしたいと思います。 

実施計画の４９ページでは，国が主体的に責任を持って，処理するように求めて

いきますと書いてございまして，この除染を進めるにあたっては，仮置場の設定が
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きちんとなされていないと，除染をすることができない状況でございます。その後，

仮に２年なり，３年なりの仮置場に置いた後に，最終処分場に搬送するという話は

あるものの，それが本当に２年，３年でできるのかどうかという心配もあるわけで

ございますので，まず，その点お聞きをしたいと思います。  

【議長（知事）】 

  事務局お願いします。 

【事務局】 

  除染の関係でございますけれども，汚染状況重点調査地域におかれましては，こ

れから除染を進めるにあたり，廃棄物，これは落ち葉等の関係と，もう一つは汚染

土壌という形の２種類がございますが，それをどのように処理するかということに

なろうかと思います。 

  落ち葉等の廃棄物につきましては，法律に基づきまして，処理についても法律の

中で書かれているわけでございますが，必ずしも住民の理解を得られなくて，処理

が進まない，焼却できるものがあってもなかなか焼却できないというような状況等

がございますので，国から技術的支援をもらいながら，また，県としても住民の理

解が得られるような形で説明し，理解を求めて，法に則った処理ができればと考え

てございます。 

  もう一つの汚染土壌の問題でございます。国でも保管基準までは法律で定めてい

るところでございますが，今後は，処理基準が出されるということになってござい

ます。県におきましても，その処理基準が適切なかたちで出されると思いますので，

それについて適切に処理できるように，市，町と一緒になって取り組んでいきたい

と考えてございます。 

以上でございます。 

【議長（知事）】 

  はい。 

【丸森町長】 

  処理施設の住民の安心を確保するために，きちんとしたかたちでやっていただき

たいと思います。 

それから，実は丸森町は，薪風呂が大変多いわけでございまして，数字的には３

２０ほどございます。それから石油等兼用薪風呂のボイラーが１４１，薪ストーブ

が３８，炭こたつが１８３ということで，その灰につきましては，焼却場において，

５万９，０００ベクレルという数字が出ております。全てがそのような状況にはな

っていないと認識はしてはおりますが，即，最終処理場に持って行ったほうがいい

ような数値が出ておるわけでございます。その処理については，大変困惑をしてい

るような状況でございますから，ぜひ，きちんとした指導をお願い申し上げたいと

思います。 
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  先ほど，村井知事からは，県境で対応が異なるということについては，いささか

抵抗を感じるという話がございました。私自身も，そうした形の中で，１月２０日

に，知事と供に国の方に行って，大変力強く感じたところでございます。 

  そうした意味で，健康調査，あるいは賠償問題についての県の考え方について，

質問させていただきますが，ここに，ある自民党の衆議院議員，あるいは参議院議

員の方々の国での質疑の応答があります。その中に出てくるのが，「宮城県できちん

と対応していただければ，健康調査についても，あるいは賠償についても，私たち

は対応したい」ということが，この中に，何度となく出てくるものですから，その

ずれというものが，どうしても私には理解できないし，やはり県民が困っていると

いうことを考えたときには，県も一生懸命になってやっていただきたいというのが，

私どもの考え方でございます。 

  大変残念ですけれども，「数字的なデータについて，宮城県の方に，避難者はどれ

位いるのかとか，そういったことについては，何度となく問い合わせをしているの

に，何ら返答がなかった」という大臣の回答もあるわけでございまして，そういっ

た意味では，多分に県の考え方もあったのかと思いますが，ある意味では，大変惑

わされていると言いますか，困っているのは，末端の自治体なのではないかとしか

思えない状況でございます。ぜひ，各自治体，また県も一緒になった中で進めてい

ただいたほうが良かったのかなというふうな文面が，大臣の答弁の中にはたびたび

見えるものですから，そのずれと言いますか，その辺についても，お話していただ

ければなと思いますので，よろしくお願いいたします。 

【議長（知事）】 

  はい。薪の灰につきましては，しっかりと指導してまいりたいと思います。 

その国会でのやり取りについて，ちょっと私の手元にないものですから，事実確

認をさせていただきたいと思いますので，いつ，どういう場で，誰が質問していた，

どの大臣が，答弁したのかというのを，後で教えていただきたいと思います。いず

れにいたしましても，県としてはしっかりと必要なデータは出しておりますし，そ

れに対して逆に誠意がない答えをしているのは，政府のほうだと認識をしておりま

す。 

  この間，一緒にお伺いしたように，やるべきことはしっかり政府としてはやって

欲しいということを，繰り返し言っておりまして，これからも言い続けたいと思っ

ております。しっかりと受け止めてはくれていると認識しておりますが，もう少し

お時間をいただきたいと思います。 

  他にございますでしょうか。よろしいですか。 

  

 

（議題２）その他 
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  それでは，議題の２「その他」です。事務局から特に連絡事項はないようでござ

います。皆さまから，何か御意見，御質問，あるいは何か提案したいようなことが

ございましたら，この機会にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい，

どうぞ。 

【社団法人宮城県私立幼稚園連合会】 

  幼稚園，学校関係の復興，復旧の部分で，いろいろ補助金の申請はしているので

すが，残念ながら，３月一杯で入ってこないことが見通しとして出ました。仕方が

ないことかなと思うのですが，民間のレベルでお金の資金の借り入れをして，子ど

もたちを安全に迎え入れるために，いろいろ大変な部分があり，民間がだんだん細々

くなっていくような始末になっており，もっと民間レベルに対する補助のあるべき

体制を考えてもらわないと，やりくり的に追い込まれる場合もあると思います。 

  もう実施される部分で，「それは４月の月末までは待ってくれ」という話でしたけ

れども，すごく残念でした。かといって，決算書は３月３１日に上げなくてはなら

ないことを，県にもわかってほしいと思います。３月までの決算が，４月にずれ込

んでしまうということはあってはならないなと私は思います。 

以上でございます。 

【議長（知事)】 

  はい，すみません，その点につきましても，何の補助金なのか，後で詳しく教え

ていただければと思います。私どもですぐに対応できるものにつきましては，対応

したいと思いますが，おそらく，国の関係もあるのかもしれませんので，具体的な

ことについて，私学文書課のほうから確認をさせていただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。よろしいですね。 

  それでは，これで予定されていた議題は全て終了いたしました。以上で議長とし

ての役目を終わらせていただき，進行役を事務局にお返しいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

５．閉  会 

【事務局】 

  それでは，開会前にも配布資料で御説明しておりましたが，来週の３月２８日か

ら３月３０日まで，県内の３会場におきまして，東北大学大学院工学研究科の石井

教授をお招きいたしましてセミナーを開催することとしております。皆さまの御参

加をお待ちしておりますので，よろしくお願いしたいと思っております。 

  それでは以上をもちまして「第３回東京電力福島第一原子力発電所事故対策みや

ぎ県民会議」の一切を終了させていただきます。本日はお忙しいところを御出席い

ただき，誠にありがとうございました。 

 （終了）  


