
福島県知事と山形県への避難者との意見交換会 

次 第 

（司会・進行：福島県避難者支援課長 野地 誠） 

１、 開会 

２、 知事あいさつ 福島県知事 佐藤 雄平 

３、 同席の県職員の紹介 

福島県原子力損害対策担当理事 鈴木 淳一 

（原発事故に関わることを担当） 

 

保健福祉部次長 仲沼 安夫 

(子育て支援に関わることを担当) 

４、 意見交換 

出席者による自己紹介と意見発表 

南相馬市より避難 

上野 寛（米沢市避難者支援センター「おいで」センター長） 

志賀 恭子（鶴岡市社協・避難者生活支援相談員） 

 

福島市より避難 

武田 徹 (福島原発避難者の会 in米沢 代表) 

 

郡山市より避難 

   ※匿名希望 （天童市社協・避難者生活支援相談員） 

滝田 尚子（南陽市社協・避難者生活支援相談員） 

中村 美紀（山形避難者母の会 代表） 

 

   山形県避難者支援団体より 

    野口 比呂美（ＮＰＯやまがた育児サークルランド 代表） 

   福島県側からの回答および自由な意見交換 

    （知事・県職員・出席者・傍聴席より 2名） 

５、 閉会 

※傍聴席 6 名 

 （傍聴席の設置および申込は午前中に急きょ手配されたため、 

午後においでになった避難者の傍聴は残念ながら不可となりました） 

◆  鶴岡市避難者支援だより ◆ No.31 2012.6.8発行 

  鶴岡市内各地の地区運動会も終わり、梅雨入り前のさわやかな初夏の風吹く季節になりました。鶴岡市では、自然に親し

む様々なイベントがたくさん計画されています。避難者招待であってもなくても、おいしい空気と緑、安全な食べ物を楽しめる、

そんなイベントに加え、避難者の人が何気なくおしゃべりしたりできる場もご用意できればと思いますので、 

よろしくお願い致します(*^_^*) 

先月 5 月 30 日（水）13:00～15:00 山形市総合スポーツセンターにて、山形県を訪れた福島県知事と、山形県

に避難してきて避難者の支援に関わっている人との意見交換会が開催されました。 

震災から 1 年 2 か月が過ぎ、ご多忙なスケジュールの中、福島県民が避難している隣県を福島県知事が訪問するの

は、これが初となります。県外からの声を聞いていただける貴重な機会となりました。 

 

知事あいさつ       福島県知事 佐藤 雄平 
発災以来、福島県民が全国に 16万人県外避難していますが、その中で 1

万3千人という多くの人が山形県に避難を余儀なくされています。避難してい

る皆さんのお話を聞きながら、1年2か月の避難生活のご苦労、声を聞いて、

我々ができること、それを反映していきたいと思います。 

昨年12月に県として復興計画を作成し、スタートしています。一つは原子

力に依存しない福島県を作っていくこと、二つ目は福島県をそれぞれ思って

くださっている皆さん、もちろん福島県民の皆さんと世界の皆さんが心を合わ

せて、新しい新生福島県を作っていく、三つ目、福島県の三地方、浜通り・中

通り・会津それぞれの地域にあった誇りを取り戻して、それを未来につなげ

ていこう、ということです。 

特に産業政策を 3つの柱に、除染産業政策―健康であること、働くところ、

それぞれ地域社会がしっかりして次の福島県につなごう、その中でも、除染

をしっかりしていこうというのが課題です。指定の除染地域が41ある中で、２４

の除染計画ができあがっています。それを進めることによって周辺の環境を

安心できる環境へと進め始めています。 

皆さんには、そういう中でいろいろな思いもあると思いますので、ご意見を

聞かせていただけたらと思っております。よろしくお願い致します。 

 
「避難先で支援活動に携わっている方から幅広い声を聞く」ことを目的

に、今回の意見交換会が企画されました。山形県内各地方共通のニーズ

でありお願いとしては、高速道路の無料措置の再開・県民の健康と安全

を優先させること、他に母子避難者の就労や保育所問題、借り上げ住宅

の住み替えの問題、健康調査の継続と健康被害のケアの徹底・山形県内

での甲状腺検査実施、等があげられました。一人約 5 分という持ち時間

の中、庄内地方からの声としては①情報支援（被災地情報と避難先での

避難生活のための情報）のための資金援助②被災地への立ち入りのため

に戻る人たちのための宿舎の確保をお願いしました。 

皆、故郷への思いがあり、様々なご苦労があることを改めて確認したひ

とときとなりました。 
 

 

 

健康なカラダをつくる食事 ① 「早く排出する」 

 

健康な体を作るためにも、また、体に入ってしまった放射性物質からの影響を早くなくすためにも、「早く排出する」ことは 

 とても大切です。たまった不要物の 75％は便として出ていくので、大人も子供も便秘しないことを目標にしてみましょう！ 

  

 

 

 

 

 
 

＊編集・発行 鶴岡市社会福祉協議会（避難者生活支援事業）内容のお問い合わせは 0235-24-0053(担当：志賀)

レシピ① 「春野菜のあえもの」 
材料（一人分）：春キャベツ 50g 

               キュウリ  30g 

               長いも   30g 

               塩     少々 

        ポン酢   10g 

 

作り方：①春キャベツ、キュウリはきれいに洗い、キャベツは一口大に切り、キュウリは 

     小口切りにして、共に塩でもんでおく。（キャベツはかたいならサッとゆでる） 

    ②長いもはきれいに皮をむき、マッチ棒くらいの大きさに切る。 
        ③①②を合わせて、食べる直前でポン酢をかける。 

 

                    レシピ提供「守る家：放射能に負けない食事」より 



【 ５・６月の予定 】 

 

楽しみながら見学する  

6 月 9 日(土) 9：00～16：30 

山形県工業技術センター庄内試験場 
（三川町大字押切新田字桜木 25） 

工業技術センターの仕事や研究について分かりや 

すく紹介します。おもしろい実験・楽しい体験も 

できます♪入場無料です(^_^) 

＊見学コーナー：顕微鏡で食品観察(小さな生き物?！)  

金属顕微鏡や電子顕微鏡でミクロ 

の世界をのぞこう! 

見えないものが見える?!（壊さないで内部の透視をしてみよう！） 

＊実演コーナー：ビルや橋に使われる鉄筋を 100 トンで引っ張ると…？！ 

＊体験コーナー：海藻の成分でカラフルビーズを作ってみよう！ 

        糸のこ木工体験教室～糸のこで木のおもちゃを作ろう！ 

鋳物ものづくり教室(受付 9:20～、10:50～、13:50～先着順各 8 名) 

お問い合わせ：0235-66-4227 庄内試験場 http://www.yrit.pref.yamagata.jp/ 
 

世界の文化に親しむ  出羽庄内国際村ワールドバザール 
6 月 10 日(日)10:00～15:00 出羽庄内国際村(アマゾン民族館は入館無料♪) 

出羽庄内国際村最大のイベントです！毎年大人気の大道芸・中国雑技パフォーマ

ンス(11 時頃・13 時頃)やステージコーナーでは和太鼓・二胡・ゴスペル・ウガンダ

ダンス等々楽しめます☆ 中庭のテントではおいしい世界の料理めぐりができま

すよ～(*^_^*) 環境に優しいワールドバザールにする

ために、マイ箸・マイ器・マイバックをお持ちくださいね

(^_^)/ フリーマーケット、バザー、雑貨販売などもあ

りますので、お楽しみに♪ 

お問い合わせ：出羽庄内国際村 0235-25-3600 
 

 

いやし・植物    

ガーデニングに詳しい方もそうでない方にもオープンガーデンへのご招待です(*^_^*) 

バラやハーブなどの宿根草をメインとした個人のお庭です。見て、触れて、香りを楽

しんで、心いやされるひとときをお過ごしください。（場所は酒田市内になります） 

  日程：6/9(土)、10(日)、15(金)、16(土)、17(日)のいずれか 

      ＊時間帯はお申込み予約の時にご相談となります。 

詳しいお問い合わせ・お申込みは:庄内 GreenFingers 代表：日向 志真 090-7934-3646 

 

 

交流・料理教室 

6 月 14 日(木)10:00～13:00 「にこ♥ふる」( 泉町 5-30) 3 階 調理室 

鶴岡 春の味覚「孟宗汁（もうそうじる）」に挑戦してみましょう！だしにこだわ

り、まろやかな酒粕と味噌でじっくり煮込みます。（講師：太田すみ子さん） 

参加費は無料ですが、エプロン・三角巾やバンダナなどはご持参下さいね。 

〆切：6/12(火)です。お電話でお申込み下さい。0235-24-0053（志賀・粕谷） 

 

映画鑑賞  おとな映画会「ゼロからの風」(111 分) ※入場無料 

6 月 15 日(金)開場 13:00 上映 13:30～中央公民館市民ホール(みどり町 22-36) 

母親の深い愛が法律を変えた…。飲酒運転の被害に遭って     

失った一人息子の命を無駄にしないために、母親は交通犯 

罪の厳罰化に向けて立ち上がり、一般市民による初めての 

法改正を成し遂げた実話に基づく感動のストーリーです。 

昨年4月にガンで亡くなられた田中好子さんの最後の主演 

映画でもあります。 

企画・監督：塩谷俊、脚本：江良至、出演：田中好子、杉浦太陽、豊原功輔、他 

 

安心素材・体験  

6月16日(土)9:30～12:00 羽黒・創造の森交流館（鶴岡市羽黒町川代字向山628） 

身の回りにある生活用具や食品にまで様々な添加物が溢れていますが、ごく身近な物

から無添加のものに変えてみませんか？今回は純石鹸パウダーを使用して簡単にハー

ブ石鹸を作る講習会です。形も自由に作れて楽しいですよ♪ 

内容：石鹸のお話しと作り方の説明・石鹸つくり実習（一人３個：３種類） 

   応用や工夫のお話し 

参加費：３００円（材料代として）定員：２５名（定員になり次第〆切） 

持ち物：出来上がった石鹸を持ち帰る容器など 

申込み：創造の森交流館 0235-62-2655（お名前・ご住所・連絡先をお願いします） 

 

9 土  
9：00～16：30 庄内試験場 0235-66-4227 

10 日 出羽庄内国際村ワールドバザール 
10:00～15:00 当日大人・子供入場無料 

＊大道芸パフォーマンス、歌・踊り・演奏。いろいろ

な世界の料理を楽しめますが、ゴミの軽減のために

「マイ箸・マイ器・マイバック」をご持参くださいね！ 

避難者支援と個人情報に関するアンケート提出〆切 

11 月 

12 火 庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊自由来所型相談会です。福島県以外からの 

避難者の方もおいでください。 

13 水 

14 木  
10：00～にこ♥ふる 3階調理室 

15 金 法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3階) 

おとな映画会「ゼロからの風」（入場無料） 

開場 13:00開演 13:30 中央公民館市民ホール 

スパール一泊二日集中水泳教室 

申し込み〆切日(スパール 0235-68-5121) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）10：00～ 

16 土  
9:30～羽黒・創造の森交流館 

17 日  
受付開始 13:00 開会 13:30～酒田勤労者福祉セ

ンター（2階展示ホール）酒田市緑町１９番１０号 

18 月 

19 火 

20 水 

21 木 

22 金 法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3階) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）10：00～ 

23 土スパール一泊二日集中水泳教室(～24) 

鶴岡アートフォーラム：チャレンジキッズ 

10：00～12：00 幼児・小学生低学年と保護者 

参加無料 自由に創作活動体験に加え、特別な

創作コーナー（材料費 100円）を設けたチャレンジ

企画を開催します！ 

24 日櫛引さくらんぼまつり(雨天決行) 
9:00～14:00 産直あぐり駐車場内特設会場 

第 7回いのちのコンサート 
13：00～第一部：復光への元気な歌声！ 

13：30～第二部：福光への勇気の輝き！ 

14：50～第三部：さとう宗幸コンサート 

25 月 

26 火 庄内地方避難者相談会 
11：00～15：00鶴岡市役所 

＊自由来所型相談会です。福島県以外からの 

避難者の方もおいでください。 

27 水 巡回就職相談会 
13：00～17：00にこ♥ふる 3階 小会議室 

28 木 

29 金法律無料相談（山形県弁護士会） 
16：00～18：00（要予約）       

山形法律相談センター023-635-3648 

会場：鶴岡法律相談センター(鶴岡産業会館 3階) 

編み物教室（宝田住宅・集会所）10：00～ 

30 土 劇団カッパ座「ピノキオ」 
鶴岡市文化会館 開場 13:00 開演 14：00～ 


