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令和３年度 第２回環境創造センター県民委員会議事録 

 

●日時・場所 

令和４年１月 17日（月）午前１０時００分 

環境創造センター交流棟 学習室Ａ 

 

●議事 

議題 

（１）環境創造センター中長期取組方針の改定について 

（２）令和３年度環境創造センター事業報告（中間報告）及び令和４年度環境創造

センター年次計画について 

 

●出席委員  

福島大学共生システム理工学研究科 客員教授  河津 賢澄 

福島県消費者団体連絡協議会    副会長   髙野 イキ子 

一般財団法人婦人団体連合会    監事    阿部 君江 

＜Web会議による参加＞ 

福島県町村会           会長    遠藤 智 

福島県商工会連合会        専務理事  石本 健 

福島県農業協同組合中央会     常務理事  橋本 正典  

（代理出席：和田 光啓） 

福島県小学校長会               阿部 貴史 

福島県ＰＴＡ連合会        副会長   宗像 真人 

（以上８名） 

 

●欠席委員 

福島県市長会                 品川 萬里 

福島県商工会議所連合会      理事    大槻 博太 

（以上２名） 

 

●事務局出席職員 

福島県環境創造センター 所長              上榁 治男 

副所長             加藤 靖宏 

総務企画部長          鈴木 雄一 

研究部長            町田 充弥 

調査・分析部長         國井 芳彦 

主任専門研究員兼副部長     半澤 徹   ほか 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

福島研究開発部門福島研究開発拠点廃炉環 

境国際共同研究センター（原子力機構）    

センター長  岡本 孝司 

       環境影響研究ディビジョン長  飯島 和毅 
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国立研究開発法人国立環境研究所福島地域協働研究拠点（国環研） 

                       拠点長  木村 正伸 

研究グループ長  林 誠二 

 

●内容 

１ 開会 

 

２ 議事 

・「議題（１）環境創造センター中長期取組方針の改定について」及び「議題（２）

令和３年度環境創造センター事業報告（中間報告）及び令和４年度環境創造セン

ター年次計画について」 

 

  事務局（鈴木総企画部長、町田研究部長、國井調査・分析部長）から資料１－１

を中心に説明し、以下の質疑等があった。 

 

【河津委員長】 

県民委員会の中で例年よく出てくるのは、環境創造センターの認知度で、もう少し

アピールしたらいいのではないかということで、今回も説明にありましたようにいろ

いろやっているなという感じがしております。 

 

【遠藤委員】 

大震災から 10年が経過し、今も 35,000人を超える県民の方々が県内外で避難を続

けている現況にあります。 

廃炉や処理水対策、風評払拭、風化防止対策、帰還環境の整備、生業の再生に加え

て、帰還困難区域全体の復興、福島イノベーション・コースト構想の推進、国際教育

研究拠点の具体化などに向けての課題が山積しているという現況にあります。 

環境創造センターにおかれましては、４つの事業、モニタリング、調査研究、情報

収集・発信、教育・研修・交流につきまして、この福島復興未来創造に向けて、広く

社会参加体制の強化、展望ということは重要ではないかと考えて、受け止めたところ

でございます。 

国が ALPS 処理水の海洋放出を決定したことに伴って、これから漁業、農業、観光

業を中心に、風評被害が懸念される中において、県民自身も放射線への知識を深めて、

安心安全を伝える役割を担うことが極めて重要であると受け止めたところでござい

ます。 

県内における 46 町村においては、様々に抱えるこの課題等を受け止め、尊厳しあ

って強固な相互連携を図っているところでございます。 

そこで、県町村会並びに双葉地方の町村会において、国当局への要望活動を取り組

んできた経緯を申し上げて、皆様の現況を共有いただきたいと思います。 

双葉地方においては、いまだ多くの帰還困難区域を抱えておりまして、県内外に多

くの住民が長期間にわたる避難生活を余儀なくされている現況にあります。 

昨年、福島第一原子力発電所における ALPS 処理水の処分に係る政府の基本方針が

決定されたことにおいて、また一つ重い課題が課せられることとなりました。 

このような中で現在、政府において基本構想の策定を進めている国際教育研究拠点
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は、福島イノベーション・コースト構想の中核として、国際レベルの教育研究と産業

集積を行い、世界に誇れる復興創生を行う拠点として、双葉地方は大きな期待を持っ

ております。 

特定復興再生拠点区域外に係る政府方針、特定復興再生拠点区域外への帰還、居住

に向けた避難指示解除に関する考え方が昨年８月に示されたことは、この避難指示解

除に向けて一歩前進したものと受け止めております。 

双葉地方の復興が成し遂げるそのテーマに向けて、国の責務として要望している 

帰還困難区域の取扱いについて申し述べたいと思います。 

特定復興再生拠点区域外の方針として、国の責務として最終的に全面解除に向けた

取組を加速させていただくということであります。 

除染家屋・解体等の実施については、特定復興再生拠点区域外の家屋等について荒

廃が日を追う毎に進んでおりまして、家屋の火災が発生する恐れがあるなど、家屋等

現状のまま放置することは出来ないため、特定再復興再生拠点区域外の除染、家屋解

体及び除草、荒廃抑制対策を実施することを国に対して求めています。 

特定復興再生拠点区域の拡大においては、特定復興再生拠点区域復興再生計画にお

いて、逐次、特定復興再生拠点区域拡大認定を行うことを国に対して求めております。 

県町村会では、中間貯蔵施設事業及び特定廃棄物埋立て処分事業の推進を要望とし

て求めており、特定廃棄物埋立処分施設については、令和５年度の埋立終了に向けて、

安全、確実に埋立処分の完了を求めることについては地元の理解を得ることが、重要

であるということであります。 

特定廃棄物埋立処分施設での埋立期間終了後に発生する特定廃棄物の処理方法が

決まってないことから、確実に処理するための方針を示していただきたいという内容

でございます。 

県内における町村間の課題、難題を申し述べさせていただきました。第２期の復興・

創生期間を迎えまして、新たな 10年に向けたスタートを迎えております。 

私たちの町村、しっかりと連携を図ってですね、福島の復興再生、創生を成し遂げ

られるよう全力を尽くす覚悟でございますので、委員の皆様の御指導、御教授を賜り

ますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【河津委員長】  

ありがとうございました。 

地元の切実な状況でもあるし、要望だと考えます。それを踏まえて、環境創造セン

ターでも研究や情報発信など、いろいろなことをやられていますけれども、具体的に

環境創造センターにこれをやって欲しいという話がありましたらお願いいたします。 

 

【遠藤委員】 

冒頭申しました環境創造センターの４つの事業の強化を展望していただくことに

おいて、県民の皆様が、会津と中通りと浜通りの現況において、この情報共有を受け

止めていただきながら、課題解決に向かう際に、皆様の理解と協力をいただきながら、

具体的なこの事業を展開いただければと思います。 

 

【河津委員長】 

ありがとうございました。 
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そういう意味では情報共有は非常に大きいと思いますし、その地元がどういうふう

に考えているか、またいろいろな国に対する要望事項、そういったものも含めて環境

創造センター運営の中で当然考えられるというふうに思いますけれども、事務局から

今の御意見に対して、コメントはありますでしょうか。 

 

【加藤副所長】 

大変重い課題等についての御指摘をいただきました。 

センターといたしましては、本庁の関係各課と連携を強化しながら、取組内容を決

め、これについて中長期取組方針という形で定めて、それぞれ年次計画を立てながら、

取り組んでいるところでございます。 

今、お話ございました ALPS 処理水や国際教育研究拠点、それから拠点外の帰還支

援等、避難指示区域の全面解除等の問題などとても重い課題でございます。これらに

ついて、環境創造センターとしてはまず、モニタリングの強化等という形で、現状を

きちっと把握し、それに基づいた調査研究を行うという中で、中間貯蔵施設の最終処

分や、解除されていない区域の放射性物質の挙動等を把握しながら、そういった地域

を解除していく際の基礎資料とするなど貢献を果たしたいと考えております。 

また、環境創造センターの活動から５年、震災から 10 年というところで、いろい

ろな知見が蓄積されているところでございますので、こういったものについて、コミ

ュタン福島をはじめウェブ等や論文等の学術的なものを総合的に情報発信しながら、

これらの記憶が風化せず、かつ、こういったことが起きてほしくないのですが、その

際の知見、問題解決の足がかりにしていくことも含め、先ほど申しました４つの事業

をそれぞれうまく循環させながら、環境回復創造に向けた取組、役割を果たしてまい

りたいというふうに考えております。 

 

【河津委員長】 

ありがとうございました。 

情報発信などかなり進んで来ていると思いますが、県内も環境創造センターの認知

度はまだ低いと考えております。そのため、具体的にやっていく必要があるものにつ

いて、御意見・御提案ありましたらお願いいたします。 

 

 【石本委員】 

今ほど河津委員長からもお話ありましたが、センターの知名度を高めるっていうこ

とが非常に大事だなというふうに思っています。 

特に、県外の人に対しても学習の機会を与えるといいますか提供することが、これ

からの福島をより良くしていただくためには大事ではないかと思っております。 

さらに、これからトリチウム水の海洋放出というものも控えていますので、そうい

った意味で、あらぬ風評を起こさないという意味でも、この調査研究成果を広く県外

に発信していくということが大事だと思います。 

また、ウィズコロナ時代になりまして、ウェブの活用も進んでいるわけですので、

ぜひウェブを活用してセンターの取組を県外の学校などにも紹介して売り込むとい

うようなことができればいいかなというふうに思っているのですが、その点について

現在の取組状況等がございましたら教えていただきたいと思います。 
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【鈴木総務企画部長】 

御指摘ありがとうございます。 

最初にコミュタン福島の来館の現況についてお話ししたいと思います。  

今年度の 12 月末の時点での来館者数ですが、前年度比 1.4 倍でございます。しか

しながら、前々年度と比べると６割程度になっております。 

この減っている要因がコロナになるわけですが、特に県外もしくは海外からの来館

者が減っているということが大きな点であります。 

もう１点はイベントがなかなか出来ないということがありまして、さらに事前予約

によって人数を絞っていることで来館者が増えない要因というふうに考えておりま

す。 

そういった中で御指摘のとおり、学校を中心に県外の人にも学んでいただくことが

我々も大事なことだと思っております。 

現在の取組といたしましては、県の観光物産交流協会と連携しまして、ウェブでの

誘致活動を実施しており、その中で、SDGsに関するニーズが高いということもありま

すので、震災のことを学んでいただくというのとあわせて、SDGs関係の講座で実験と

か体験とかで知っていただくといったメニューを考えております。 

県外へのウェブでの情報発信ということでございますが、先ほどナラティブ・スコ

ラの話をいたしましたが、これにつきましては、首都圏を初めとしてテレビで放送す

るようになっております。また、YouTubeでの放映も考えております。 

また、コロナ禍になってから、逆に近隣の県の小学校の来館の増加があります。 

なお、今後県外のタブロイド紙にて広報してまいりたいと考えてございます。また、

アバターロボットでの小学校の見学も予定しております。 

ウェブでの発信は大変大事かと思います。あわせてウェブでやっているということ

を周知する、これも大事だと思います。そうしたリアルとバーチャルを組合せながら、

県外でのコミュタンの認知度を少しずつ高めていきたいと考えております。 

 

【河津委員長】 

ありがとうございました。石本委員いかがでしょうか。 

 

【石本委員】 

ありがとうございます。 

いろいろな取組をやっていただけるということでありがたいと思っています。 

例えば、今のお話の以外でも、環境創造センターで学校の授業で、例えば 30 分枠

でこういう授業が出来ますよというようなものを作って、それを、文部科学省あたり

に売り込んで、そこから各県の教育委員会に、このような環境創造センターでは出来

ますよというようなことを発信して、それで授業に活用してもらうようなことも考え

られると思いますので、是非そういったことも検討していただければと思います。 

 

【鈴木総務企画部長】 

ありがとうございます。 

今、放射線教育の関係で教職員の研修について文部科学省の委託を受けた団体から、

コミュタンの紹介をウェブでやったらどうかという提案をいただいております。 

そういったことをきっかけに、委員から御指摘あったようなことも含めて、積極的
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にやってまいりたいと考えております。 

 

【河津委員長】 

ありがとうございます。 

やはり放射線教育は非常に重要かと思います。また、非常に悩んでいる面でもある

のではないかと感じています。私も、小学生、中学生、高校生、大学生と放射線教育

をいろいろやっておりますけれども、やはりその時間だけというのはどうしてもその

学級だけとか、限られてしまい、全体にわたっていくのはなかなか難しい。 

ウェブ使ってやっていくのは非常に広がり方が大きいと思いますし、例えば、いろ

いろな学校が一緒に同じ時間でやると広がると感じています。ただし、なかなか学校

の時間がとれないというところが、前から指摘されているのですが、この辺を、教育

委員会と連携をとりながらやっていけば何とかならないのかなということもありま

す。その辺は考えていただければと思います。 

 

 【宗像委員】 

石本委員からの話で、文部科学省を通じてと、45 分の中で例えば 30 分やるとか、

とてもいいお話だと思います。そして先ほどの説明の中にもありましたけども小学生

でその経験をしていない、原発事故を経験してない子たちに対してどういうふうに教

育していくか、どういうふうに知らせていくかということはとても重要なことである

と思います。ただ、キャリア教育とかですね今、学校が取り組まなければいけないこ

とがたくさんあって、授業のほうも結構密に詰まっている中で、放射線教育を取り入

れていくというのは、時間的にはタイトかなと思います。 

ただし、そう言っていられないこともあると思いますので、これは県の教育委員会

とかと話をしながらやっていくしかないのかなと思います。その辺は、私たちは PTA

なので、教育委員会の中身のことまでは話が出来ませんが、タイトな中でも時間を割

いていただければというふうに思います。 

 

【河津委員長】 

ありがとうございます。阿部委員いかがでしょうか。 

 

 【阿部（貴史）委員】 

環境創造センターの緻密で着実な活動については、非常に強く感じているところで

ございます。 

福島県の小学校長会では、やはり福島県は一つということで、福島に生き、そして

これからも、福島で育つ子供たちのために放射線教育は欠かせないものということで、

こちらは各市町村によって、教育委員会単位で取扱いが多少違うところはありますけ

れども、各学年少なくとも２時間程度は放射線教育について位置づけて、多くの場合、

高学年には、環境創造センターへ足を運ばせていただいて、そこでまた深めていくと

いったような取組を続けております。 

これは、福島県の中で生きていく私たち、そこで育つ子供たちにとっては欠かせな

い学習ということで、これからも継続していくということを私たち、毎年確認してお

りますし、原子力発電所や、あるいはそういった震災遺構についての視察などの校長

会の代表たちが行っております。 
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また、全国の小学校町会の中から代表の方を募りまして、今年度も 12 月に北は青

森県、南は福岡県の校長先生方が、一緒に震災後、原子力災害の状況を見ていただい

て、そして放射線教育をやはり全国でも実施していただけるようにということを私た

ちの現場のほうでもしっかり伝えてまいりました。 

各機関の皆様の取組のおかげで学習指導要領の中では、放射線教育を重視していく

ことをきちっと資料の中で謳っているのですが、それを着実に日本の中でも位置づけ

てもらえるように、全国の校長にも交流を通して伝えているところです。 

今お話がありましたように、今育っている子供たちは、震災の記憶がない子供たち

が多いものですから、それについての教材を私たちが一緒に機関の方たちと連携しな

がら作り、継承し、これからどのように私たちが生きて行動していくのかということ

を育てていきたいと思っております。本当に貴重な機会をいただきまして、また今後

とも連携のほうをお願いしたいと思います。 

 

 【河津委員長】 

ありがとうございます。 

いま、環境の放射線の話が主になりましたが、環境創造センターは環境全般的な話

をしておりまして、特に最近、SDGsの話題も多いので、それらと組合せながら、一緒

になって考えていくのが良いのかなと思っております。 

 

【阿部（君江）委員】 

婦人団体といいましても、高齢の人が多い団体ですので、ものが分かるようになる

までには時間がかかるとか、やはりそれなりの苦労っていうのはあるのですが、11年、

10年、９年とその年の節目で、色々なドキュメントがテレビなどで放送されるのを見

るのですが、その観点で思うのは環境創造センターでこれだけ大きくやっている事業、

その結果を、それをドキュメント風にして流したら全国で一斉に広がるのにと思いな

がら、大きな望みかと思うのですけれども、やはり情報が伝わってないので、風評も

起こるし、それから、しなくてはならない汚染水の問題もいろいろ起こると思うので

すよね。やはり１番大事なのは、これだけやっていることがどうして福島県だけでな

く、全国の人に何とかわかってもらえるようにならないのかなと。そこが残念だなと

思います。今年はこれだけの結果を出すのには、コロナの中で、皆さん御苦労なさっ

てやってきたのだと思います。もう少し、例えばＮＨＫのドキュメントなんかに１回

放送していただくと大分わかってもらえる人が多くなるかなと思います。 

 

【鈴木総務企画部長】 

御意見ありがとうございます。 

本当に全国的な発信というのは非常に大事だと思っております。 

ただ、予算的ものもありまして非常に難しいというのを実感しているところではあ

りますが、先ほどの、ナラティブ・スコラについては、県内だけでなく、県外にも放

映いたします。昨年度はちょうど 10 年ということもありまして、NHK のラジオで特

集していただきました。 

情報発信において、いろいろな媒体に積極的に出していくことが大事だと思ってい

ます。そういったことが、それを見ていただいたマスコミや一般の方々につながって

いき、御指摘いただいたことにもつながれば良いと思っております。 
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【河津委員長】 

ありがとうございます。 

全国に広げるのはなかなか難しいことかなと思います。すこしずつやっていくのが

現実的かなと思います。なるべくいろいろな機会で PR していくことが非常に重要だ

と感じます。 

 

 【遠藤委員】 

この 10 年間にわたる道のりにおいて、私たちは前例のない放射線の難題、課題に

立ち塞がっているという今日で社会的な同意と科学的な根拠に基づく理解の両立を

どのようにとらえて展望していくことができるかという難題に立っています。 

そういったところで、国際教育復興拠点について、一つの捉え方に触れたいと思う

のですけれども、この学術研究のための国際教育復興拠点とともに、やはり次世代を

担う子供たちに向かって福島、ふるさとを届けていく、そういったこの人材育成とい

うこのコンセプトが極めて大事じゃないかなということを申し述べてきております。 

震災からの福島復興がこれから数十年にわたって展望する上において、次世代に担

う子供たちにしっかりとその社会を届けていく際には、放射線の教育というのは極め

てとても大事だと念じています。 

廃炉・処理水汚染水対策に様々な議論がなされている会議がございます。様々な取

組展望において、新たに第２期復興計画の 10 年を迎え、幼稚園、小学生、中学生、

高校生、そして卒業された彼らが、ふるさとを持っていただくというようなことを正

面で受け止めていただくために、私たちは、様々なこの知見を共有・検討しながら、

力を合わせていく道であるということを念じています。 

具体的なことを申し上げているわけではないですが、この環境の回復において、や

はり人と人とが織りなすこの復興に向かう際に、この課題を乗り越えていかなければ、

福島復興の展望がなし得ないのではないかと深く思っているところであります。 

これから１Ｆ・２Ｆの廃炉が数十年にわたって取り組まれていくわけでありますの

で、そういった課題を、しっかりと取り組んでいかなければならないと深く念じてい

るところでございます。 

 

【河津委員長】 

ありがとうございました。非常に貴重なお話かと思います。 

それからもう人材育成について、いろんな所で議論されていると思います。 

実際に活動されているところが非常に大変だと思います。 

 

 【和田委員代理】 

情報発信について、環境創造センターでやられている取組を説明いただいて、こう

いう重要な柱立てでやっていることも、私自身も勉強になったところです。 

こういう取組をしっかりと県民あるいは全国の皆さんに情報を繋いでいくという

ことがいかに大事かなと思っています。その情報発信をするに当たって、コミュタン

福島とかで子供たちに対するアプローチの仕方、あるいはまた主婦層とか女性に対す

るアプローチの仕方、あるいはおじさん世代に対する情報発信の仕方と、そういった

いろいろな世代別に、その情報発信の仕方っていうのもそれぞれそういう工夫があっ
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ていいのだろうなと思っており、今実際にセンターの取組もそういうふうになってい

ると感じています。 

最近は、やはりいわゆるインターネットといいますか SNSというものが重要なツー

ルとなっており、説明にもウェブによる発信というところが掲載されておりますけど

も、そのウェブの中でもやはり Instagram、YouTube、LINE、Twitter と様々なツール

があるので、やはり身近にいつもスマホを見ている人たちは自分が Instagram などに

必ずアクセスするという、そういった情報収集の習慣があります。そういったところ

にも、もっと積極的に情報を発信すると、そういった多様なツールを使って、その世

代別にターゲットを絞って情報発信にそういう工夫をされたらどうかと思っている

ところであります。 

また、広がりをするということで、やはりマスコミを使うというのは重要だと思っ

ており、今日の参考資料にも新聞記事の情報は多数出ていますが、こういったセンタ

ーとの取組の中で、例えば年に１回とか２回とかマスコミを集めた記者懇談会とか、

そういった説明会をやられているのであれば、もっと強い情報発信を促すようなお願

いをしてみてはどうでしょうか。そうすることで、県民はテレビを通じて知ることが

できたり、新聞、あるいはその SNSを見て、情報をキャッチできると。そして、情報

キャッチすれば、これは何だろうというふうなことを考える人が１人でも多く出てく

れば、ウェブサイトを覗いてみたり、自分が疑問に思っていることとを知るきっかけ

になると思っているので、今後の情報発信にそのような工夫をされているとは思いま

すが、いろいろとターゲットを絞るなり、いろいろなツールを使うなどの取組をされ

てはどうかと思ったところです。 

 

 【河津委員長】 

どうもありがとうございました。 

センター長、拠点長から一言いただければと思います。 

 

【（原子力機構）岡本センター長】 

委員の皆様には、非常に重要な御指摘いただきましてありがとうございます。 

我々原子力機構には、どうしても技術的な視点から物を考えてしまうところがある

のですが、やはり県民の皆様の立場になって、それから、小学生、中学生といった子

ども達の立場に立って、しっかりと情報を共有しつつ情報発信しつつ、我々としては、

正しいと思っていることを伝えているわけですけれども、それが社会に正しく伝わら

ないと意味がないということを改めて認識させていただきました。 

我々、福島県と一緒になって、福島の復興に対してしっかりとこれからも取り組ん

でいきたいと思っておりますので、今後とも御指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

 【（国環研）木村拠点長】 

本日は、貴重な御意見をいただきましてどうもありがとうございます。 

私ども国立環境研究所ですが、この福島の拠点は去年まで福島支部という名称でし

たが昨年の４月から福島地域協働研究拠点と名称変更いたしました。 

地域の方々とともに働く研究拠点という名前にしたということでございます。 

今日も情報発信の話でありますとか、様々な主体の方々とのかかわり、知識を伝え

ていくことが重要というお話をいただきましたが、我々もこの名称変更に伴って、そ
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ういった情報発信であるとか地域の方々との交流というところについて、力を入れて

いきたいと思っております。 

情報発信も、以前は紙のニュースレターを、つくっていたのですが、もう少しそれ

をウェブ上でも読んでいただけるような記事を発信していくため「FRECC＋(フレック

プラス)」というサイトを新しく作ったところでございます。これには、今後どんど

ん記事を掲載していきます。それから動画の話もありました。NHKというとハードル

が高いのですが、我々の研究所も動画配信にも非常に力を入れていて、国立環境研究

所の YouTubeチャンネルにいろいろ動画を掲載しています。我々の研究所の宣伝みた

いになってしまいましたけれども、福島県と協力しながら様々な形で、情報発信に力

を入れていきたいと思っております。どうもありがとうございます。 

 

【河津委員長】 

どうもありがとうございました。 

ほかに委員の方で何かお話ししたいということありませんか。 

 

 【髙野委員】 

成果や取組について、勉強させていただきました。これだけの事業成果を出し、一

緒になった学習グループやなんかに発信していかなければならないというふうに、本

当につくづく思いました。そういうことで、これからもいろいろ集まりがモニタリン

グの話あっあったりするのですけども、なかなかそこから、一歩入ったお話まではな

かなか出来ないのですが、私もここに来てお話ししたこと、これから地元に帰ったり、

学習グループの中でそういうものを発信していって、コミュタン福島を、より多くの

県民に知っていただくような努力をしたいなというふうに思いましたので、今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

【河津委員長】 

どうもありがとうございました。 

それでは、本日の議題（２）令和３年度環境創造センター事業報告、令和４年度環

境創造センター年次計画について、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

県民委員会として承認することとし、先ほど説明にありました多少変更があるとこ

ろについては、私と調整し、進めさせていきたいと思います。 

それでは、これをもちまして、本日の県民会議については終了させていただきたい

と思います。 

 

 ３ 閉会 

以上 


