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栗東市民ネットワーク会派研修報告書

南三陸町防災対策庁舎

石巻市立大川小学校

地方議員兼腴会セミナ
ー会場

富岡町社会福祉協議会

【日時】　平成26年7月22日（火）～24日（木） 
【場所】　宮城県仙台市・石巻市・南三陸町 
　　　　　福島県郡山市 
【出席】　栗東市民ネットワーク４名 
【報告】　田村隆光 



!
議会改革と議員報酬・政務活動費について 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方議員研究会セミナー !
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
　 !!!!!!
【初日：議会改革２０年の軌跡】 
!
　（１）議会改革が芽生えた背景 !

・全国の地方自治体で、官官接待、
予算の不適切執行が問題化となってい
た折、三重県でも旅費等を原資とし
た裏金づくりが発覚。 
　平成７年、この問題を機に、三重
県知事選挙において「北川知事」が
誕生し、改革が始まる。 !

　（２）北川改革の基本は？ !
・県政運営は、ニューパブリックマネ
ジメント 
・キーワードは、「分権・自立」、
「公開・参画」、「簡素・効率」 
・目指すところは「住民満足度の向
上」 !!

　（３）動き出した北川改革 !
・生活者起点の県政は、県政のこれ
までの方向を逆転させ、次第に、職
員の意識改革が起こり、さわやか運
動（サービス・わかりやすさ・やる
気・改革）が始まった。 
・主な改革としては、「事務事業評価
システムの導入」、「部局別縦割りか
らマトリクス予算へ」、「数値目標
を提示した総合計画～三重の国づく
り宣言～など」　 
　　 

（４）議会の役割・存在感の希薄化 !
・北川改革により、県庁を動かす新
システムが導入されたことにより、
本来行政のチェック機関として存在
すべき議会も、これまでの県庁の雰
囲気と同化し、慣れ合いとなっての
存在感が薄れ、議会として危機感が
表面化してきた。 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【日時】 
　　　初　日／平成２６年７月２２日（火） 
　　　　　　　１３：００～１７：００ 
　　　二日目／平成２６年７月２３日（水） 
　　　　　　　９：３０～１１：３０ 
【場所】　宮城県仙台市ＴＫＰカンファレンス 
【講師】　三重県議会議員　三谷哲央 氏 
　　　　　・明治大学政経学部卒。自治大臣秘書官 
　　　　　　を経て、平成７年三重県議会議員当 
　　　　　　選。現在５期目。副議長、「議会議 
　　　　　　長」を歴任後、議会改革推進会議会 
　　　　　　長、最大会派「新政みえ」代表として 
　　　　　　活躍中！

▲講師の三谷哲央県議会議員



（５）議会改革への胎動 !
・平成７年１０月 
　「議会に係る諸問題委員会」設置 
・平成８年９月 
　「議会改革検討委員会」設置 
・平成９年１０月 
　「行政改革調査特別委員会」設置 
・平成１０年５月 
　「予算決算特別委員会」設置 
・平成１２年4月 
　政務調査課、政策法務担当を配置 
・平成１２年１２月 
　職員を法務局へ派遣（一人２年） 
・平成１３年４月 
　政策法務監を設置 
・平成１４年３月 
　「三重県議会の基本理念と基本方 
　向」を議決 !

（６）県議会の基本理念 !
・基本理念 
　①大きな変革期の地方行政 
　②高まる議会の役割 
　③分権時代を先導する議会をめざ 
　　して !

（７）５つの基本方針 !
　　①開かれた議会の運営 !

　・県議会便りの年6回発行 
　・議会のテレビ中継 
　・市民からの意見募集 
　・傍聴規則の見直し　など !
②住民本位の政策決定と政策・評価の 
　推進 !
　・審議会委員等への充て職辞退 
　・議場を対面演壇式に変更 
　・文書質問制度の導入 
　・会期の見直し　通年制へ 

　③独自の政策提言と政策立案の強 
　　化 !
　　・調査機関の設置 
　　・検討会、政策等論会議の設置 
　　・議員提出条例２３本 !
　④分権時代を切り開く交流・連携 
　　の推進 !
　　・全国自治体議会改革シンポジ 
　　　ウムの開催（既に７回） 
　　・他府県からの視察　年間２０ 
　　　０人から５００人来訪 !
　⑤事務局による議会サポート体制 
　　の充実 !
　　・企画法務課、政策法務課の設 
　　　置 
　　・衆議院、参議院法制局への研 
　　　修派遣 
　　・議員一人１台のパソコン配布 
　　・本会議会議録のCD化など !

（８）会期の見直しによる結果 !
・議会の招集権問題を事実上克服 
・専決処分がなくなる 
・審議の濃密化が加速 
・参考人招致がごく当たり前の風景 
　に 
・公聴会開催など県民の議会議論へ 
　の参加が活発化 !

（９）議会改革次の一手 !
・通任期制の導入 
・議長マニフェストの定着化 
・議会事務局の充実と独立性の確保 !!!!
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【二日目：議員報酬と政務活動費あるべき 
　姿とは】 
!
（１）報酬と政活費が批判される背景 !

　昨今、議員の発言や行動、不祥事等に
より、報酬や政務活動費のあり方が社会
的問題として取り上げられている状況に
ある。それらは、議会と議員の活動実態
が見えない。また、適正金額の根拠がな
いなどの理由もあるが、一部首長による
恣意的な議員報酬の削減提案、議員定数
削減のキャンペーンなどもあり、さらに
はその首長に拍手喝采をおくる市民の存
在がある。 
　加えて、減額が議会改革と錯覚してい
る議員の存在もある。 
　しかし、一方では、２０００年の「分
権一括法」の施行や議会改革の推進によ
り、議員の専業化への流れが加速し、住
民参画の中で住民の期待が高度化、専門
化する傾向にあるといった状況にもおか
れている。 !

（２）議員報酬の自治法上の扱い !
　議員の報酬は、「給与」ではなく自治
法２０３条で「議員に対し、議員報酬を
支給しなければならない」、また、同条
で「議員は職務を行うため要する費用の
弁償を受ける」とあり、「議員の身分」
は名誉職でないことは明らかである。 
　さらに、同条で他の行政委員会委員や
非常勤職員の報酬と「議員報酬」を明確
に分離している。 
　一方、自治法２０４条では「長および
その補助機関たる常勤の職員・・・給与
及び旅費を支給しなければならない」と
規定され、同条第２項では、「前項の職
員に対し扶養手当、地域手当・・・退職
金を支給することができる」と規定して
いる。 

　しかし、すべての「長」は常勤してい
るのかという疑念はあるが、議員と長を
あきらかに区別している。 !

（３）国の指導 !
　昭和３９年の通達では、①都道府県知
事の付属機関として「特別職報酬等審議
会」を設置する。②知事は、都道県議会
議員の報酬の額に関する条例を議会に提
出する時は、あらかじめ当該報酬の額に
ついて、審議会の意見を聴かなければな
らない。としている。 !

（４）三重県特別職報酬等審議会の見解 !
　県議会議員の報酬の額は、①県議会の
活動状況、②全国の状況、③最近の社会
経済情勢、一般職との均衡、等を総合的
に勘案し審議するとしている。 
　しかし、議会や議員の活動等を大半の
委員が知らない。人勧並びに労使交渉で
決定され生活給として支給されている一
般職の給与と均衡をとることが正しいの
か。 !

（５）議員報酬等に関するあり方調査会の設 
　　　置 !

　三重県議会基本条例により、「議員活
動及び議会活動を支える議員報酬及び政
務調査費のあり方について調査するため」
に調査会を平成２３年6月に都道府県と
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▲三谷氏の講義の風景　全国から５０名ほどが参加



しては初めて設置。委員に、青山彰久（読
売新聞調教本社編集委員）、大森彌（東
京大学名誉教授）、岡本直之（三重県経
営者協会会長）、金森美智子（連合三重
副事務局長）、廣瀬克哉（法政大学法学
部教授） !

（６）調査会の活動 !
平成２３年８月から平成２４年１月まで
に７回の会議と全議員を対象としたアン
ケート調査並びに２回にわたり延べ２０
人のの県議会議員からのヒアリング調査
を実施。 !

　　　＜アンケート結果＞ !
　　　　・年間活動時間数　５、４７５時間 
　　　　・私的活動時間　約１，２６４時間 
　　　　・現地調査　　　約７４３．４時間 
　　　　・後援会活動　　約６４２．５時間 
　　　　・公的支援活動　約２，３１７時間 !
（７）県のあり方調査会の見解 !

・議員は住民によって直接選挙され、４
年間その職に就任するという点で他の特
別職とは区別される。 
・地方公務員法は適用されず」、職務専
念義務はないことから、議員は、「公職
選」と位置づけるのが合理的。その意味
では、地方公共団体の長と同様である。 
・議員報酬は条例で定められており、「報
酬」である以上、「生活給」ではない。 
・４年の任期の間、その活動に専従でき
る条件を整える方向で報酬を検討すべき
である。 
・「公職選」であれば、知事の給与を基
礎に検討することが重要であるが、独任
性の知事と合議制の議員とでは権限と責
任に違いがある。また、知事の公務遂行
時間は年間３，２８２時間であるから、
議員報酬が、統括代表権を持つ知事の給
与を超えることはありえない。 

（８）政務活動費は？ !
　２０１２年に、政務調査費から政務活
動費に名称が変更された。 
　自治法１００条第１４項で規定されて
おり、地方自治体は、政務活動費の交付
の対象、額及び交付の方法並びに当該政
務活動費に充てることのできる経費の範
囲について、条例で定めなければならな
い。 !

（９）調査会答申 !
・議会基本条例の本旨の実現に向かって、
政務活動費の性格付けを検討し、あたら
な試みに踏み出すこと。 
・合議体としての議会機能を強化する観
点から、政策の形成、調整、合意形成を
行う会派活動を「政務」として意義付け、
支給対象を会派とする。 
・実施活動報告書の提出はもとより、統
一的な情報公開の拡充と議員個々の自発
的な情報公開の促進が望ましい。 !
 !!!!!!!!!!!!!!!!!

　 !!
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【感想】 
　２日間にわたり、議会改革並びに議員報酬
と政務活動費について、三谷県議会議員から、
議会改革をやってきた実体験からの経験と反
省を踏まえた話を聴いた。当市議会も議会改
革は進めているところであるが、まだまだ未
熟さも残るため、今後、今回の研修を参考に
していきたい。 
　また、三谷氏と同じ考えだったが、やはり
議会事務局が独立した組織として運営される
ことで、議員の資質も上がり、議会としての
機能がより以上に生かされて来ると思うが、
現実は厳しい。とはいえ、与えられた環境の
中でも、議会として、そして議員としての職
責を全うしていかなければ感じた。



!  
富岡町社会福祉協議会訪問 

　～語り人による福島原発事故の実態～
!  !!

 
【訪問の目的】　 
!
　平成２３年の東日本大震災による福島原発
事故は、当然のこととは言いながらも今なお
収束はできず、冷却用の汚染水は増える一方で、
先日、昨年８月に４時間で最大１兆１千億
ベクレルの放射性物質が建屋外に出たとす
る推計結果を１年後の７月に発表するな
ど、東電の相変わらずの杜撰な対応と隠蔽
体質は変わっていない。 
　また、福島第一原発の事故から３年。未
だ故郷に帰れない原発避難者は１３万人い
る。 
　いま国は事故以来、前提としてきた避難
者の「全員帰還」という方針を転換し、年
間５０ミリシーベルトを超える帰還困難区
域の２．５万人には事実上の“移住”を求め
始めている。その一方、３．４万人が暮ら
していた年間２０ミリシーベルトを下回る
避難指示解除準備区域では、住民の早期帰
還を進めようとしている。 
　故郷へ帰ることを諦めざるを得ない避難
者。逆に放射能への恐れから帰れといわれ
ても帰りたくない避難者。それぞれが現実
を突きつけられ、厳しい選択を迫られてい
る。 

　そのような状況化にありながら、滋賀県
という地に住み、東北からは遠く離れてい
るからといって他人事にはできない。 
　まして、原発銀座と呼ばれている福井の
原発（15基）から、私たちの滋賀県も３
０キロ圏内に県境があり、８０キロ圏内に
全てが含まれている。さらに、滋賀県は阪
神地区の水瓶「琵琶湖」を抱えている自治
体としても他人事ではなく、先の知事選挙
でも大きな争点となり「卒原発」を掲げ」
る三日月大造氏が当選するなど、住民の意
識は高い。 
　そのような折、いまだ避難生活が続く富
岡町民が、震災の風化、誤解に基づく風評
の中で、「震災の真実」「福島の実情」を
語り伝えることで、故郷復興への思いを強
くし、体験から生まれた知恵や思いを語る
ことで自信と人々への信頼感を強め、自ら
の「心の復興」を実現することを目指し、
2013年4月から「語り人」事業を始めたこ
とを知り、今回の訪問となった。 !!!!!!!!!!!!!!!
 !!!
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▲福島第１原子力発電所

▲福井の原発施設と滋賀県の関連

http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%AB.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B3%AA.html


【富岡町社会福祉協議会「おだがいさまセンター」について】 
!
　＊富岡町とは？ !!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!
　 
　震災及び原発事故による被害　　 !!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!
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人　口
１５，８２７人 

H23.3.11時点 
１４，５７２人 

H24.6末時点

位　置

　福島県浜通り地方の中央
に位置し、北は大熊町、西
は川内村、南は楢葉町とそ
れぞれ境を接し、阿武隈山
地と太平洋の間に広がる
町。 
　町を二分して太平洋に注ぐ
富岡川や阿武隈山地を流れ
る滝川渓谷、落葉広葉樹を
中心とした自然林が広がる
大倉山などの山々、磯釣り
のメッカ仏浜、断崖絶壁の
海岸線等々山海の自然に恵
まれ、年間降水量
1,196mm、年平均気温
12.2℃と四季を通じてしの
ぎやすい町。 
　現在は、原発事故により
全町民が避難を余儀なくされ
ており、役所機能を郡山市
に移し、運営している。

面　積 ６８．４７㎢

主な産業 ・水稲単作中心の農業 
・漁業（年１１０t）

風　景 さくらの名所

死　者 ２４名（うち６名が不明）
関連死 ２５０名

避難者

県内：９，５９１人 
県外：４，４３８人 
※滋賀県には、福島全体で１
６４人が現在も避難してい
る。



!
【原発事故発生時の状況】 
 
　＜3/11＞ 
　　　・富岡町には、21.1ｍの津波が発生。 
　　　・津波により、福島第二原子力発電所 
　　　　の停電が発生し、原発に電力が供給 
　　　　されなくなったことにより、原子炉 
　　　　の冷却機能が喪失したことから、 
　　　　翌12日未明に原子力災害対策特別措 
　　　　置法に基づく緊急通報が行なわれ、 
　　　　原子力緊急事態宣言が発令された。 
　　　・20:50に1号機の爆発により、半径2 
　　　　kmの住民1,864人に避難指示、そし 
　　　　て、21:23には1号機の半径3km以内の 
　　　　住民に避難命令を出したほか、半径3km 
　　　　から10km圏内の住民に対し、「屋内退 
　　　　避」の指示。 !
　＜3/12午前＞ 
　　　・この時も「原発は大丈夫」と言われ 
　　　　ていたが、避難者の交通整理をして 
　　　　いる警察官は防護服を着用しており　　　　　 
　　　　警官から「放射能漏れ（この時点で 
　　　　は１号炉の爆発はまだ起きていない：恐らくベントによるもの）」を聴いた。 
　　　・15:36に１号機の水素爆発により、20km圏に避難指示。避難は、着の身着のま 
　　　　まで車での避難がほとんどであり長蛇の列となった。 
　　　・避難先は川内村で4日間お世話になったが救援物資はほとんどなかった。理由と 
　　　　しては、放射の汚染の影響？。マスコミも来ないため情報がなかった。 
　　　　15日には、川内村も避難対象になり、福島県郡山市にある「産業交流館ビッグパ 
　　　　レットふくしま」に避難。 !
【避難所生活】 
!
　＜河内村＞ 
　　　・避難所での生活パターンは「食べ 
　　　　る」、「寝る」、「並ぶ」しかなく 
　　　　ストレスは拡大していった。 
　　　・ライフラインの問題。水が出ないの 
　　　　で排泄などトイレの使用に工夫が必 
　　　　要だった。 
　　　・停電により、情報が断絶され、暗闇 
　　　　での不安や恐怖、寒さ対策など大変。 
　　　・家族の安否確認や、余震への不安、　　　　　　 
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▲富岡町から避難する町民の車で渋滞。3/12午前７時半頃

▲町内の交差点で交通誘導する警察官。既に防護服
とマスクをしている？3/12　午前７時過ぎ

▲ビッグパレットふくしまの避難場の様子



　　　　そして今後の生活のことなど精神的ス 
　　　　トレスが拡大していった。 !
　＜ビッグパレットふくしま＞ 
　　　・女性専用のスペースができた事で、女 
　　　　性が人目を気にしないでくつろげたり 
　　　　着替えや授乳ができる。 
　　　　DVやセクハラの相談ができる。お茶 
　　　　やお話ができるなど、重要なエリアで 
　　　　ある。 
　　　・社協として、ビッグパレット内に「お 
　　　　だがいさまセンター」を立ち上げ、緊 
　　　　急小口資金の貸付や要介護者へのケア 
　　　　情報誌の作成と手配りによるコミュニ 
　　　　ケーションの活性化を図った。 
　　　・きめ細やかな情報と心に潤いを与えら 
　　　　れるよう音楽の提供の場として「おだ 
　　　　がいさまFM局」を開設。 
　　　・草刈りイベントが予想外の大盛況。み 
　　　　んな、コミュニケーション不足だった。!
!
【災害にあって気がついたこと】 
!
　　　①震災が来たら・・・心の準備と常日頃の訓練 
　　　　　・家族との話し合い（避難先や非常袋の場所の確認） 
　　　　　・隣近所との付き合い 
　　　　　・趣味活動等の積極的な参加 
　　　②名産品を作っておく 
　　　③災害協定を結ぶ 
　　　　　・近くて遠い場所を選ぶ 
　　　④災害ボランティアセンターを素早く設置するためのマニュアルの作成 
　　　　　・組織表を作成し、指示がなくても動ける体制づくり 
　　　　　・社協の役割や機能を最大限に活用する内容、区役所との連携 
　　　⑤記録を取る 
　　　　　・写真を撮る 
　　　⑥支援団体を受け入れる 
　　　　　・災害を体験したことのある自治体や団体 
　　　　　・NPO法人など災害支援を得意とする団体 
　　　⑦避難所となった場所で、働く職員の災害時の対応研修 
　　　　　・食糧の手配 
　　　　　・医療機関との連携 
　　　　　・フロアマップの作成 
　　　　　・女性フロアの設置 
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▲女性専用サロンの設置

▲ビッグパレットふくしま内に開設したFM局



!
【語り人の話：遠藤友子さん】 
!
　＜遠藤友子さんのお話＞ 

!
「専業農家でコシヒカリを作り、黒毛和牛を育
てていました。  
　最初は川内村から２５キロ通って、一日一回
は牛の世話をしました。  
　次に行った郡山市の『ビッグパレット』さん
では、外出から帰るたびにスクリーニングをし
ないと入れないので、混雑が大変でした。  
　コンクリートの上へ毛布を敷いて寝置きで、
自衛隊さんがお風呂をやってくれてのは本当に
ありがたく感じました。  
　自宅は郡山から９０キロ離れており、放射能
でなかなか見に行けず、毎日、牛がどうしてい
るかと気がかりでした。  
　しばらくして、様子を見てきた夫から二匹死
んでいると聞かされ、夜明けの郡山市を走り抜
け、帰宅しました。  
　牛は立ったまま死んでおり、仔牛がそばにい
ました。埋めるために大型重機で穴を掘り、四
足を縛って釣りながら運んだ時に、ぶらんぶら
んと揺れた牛の姿は忘れられません。  

　次に行った時、４カ月間必ず母牛の乳で育つ仔牛が生きていたのは、信じられませ
んでした。  
　牛は絶対に自分の子供以外へ乳を与えず、うっかり近づくと、蹴ったり突いたりし
て遠ざけるからです。  
　仔牛はどれだけのことに耐えて乳をもらったのか考えると、不憫でなりませんでし
た。  
　今の富岡町では、野生化した牛たちが集団で暮らしています。  
　わが家の牛たちはすべて殺処分となりました。  
　あの仔牛も、あの世で母牛と一緒に暮らしていると思っています。  
　絶対安全なはずだった原発の事故によってこうなりました。  
　次の事故ではいったい、どうなるんでしょうか。  
　元気だった夫は体調を崩して８カ月の入院し、とうとう、介護を受ける身になりま
した。  
　可愛がっていた犬も亡くなりました。今は、ネコと暮らしています。  
　生きながらえたいのちですから、生きて行こうと思っています。」 !
※現在、語り人として登録している町民は18名。「３・１１富岡町を語る会」を設
立し、活動されている。 

　　　　 
【これから】 
!
　富岡町社会福祉協議会は、「おだがいさまセンター」起点として、2011年3月11日の東
日本大震災（地震、津波、原発事故）以後、全町避難を余儀なくされている富岡町民の生
活復興支援を目的に事業を展開されていますが、2012年2月15日、おだがいさまセンター
は、ビッグパレットから現在の富田町若宮前32に新築移転し、「交流と自治」、「生きが
いと希望つくり」、「情報の発信と共有」、「震災を語り伝える」ことを活動の柱として、
富岡町の生活復興支援の事業を続けておられます。 

!  / !9 10

▲原発事故当時の話を語ってくれる遠藤さん
（写真はネットより）



　しかし、仮設住宅での生活も「復興公営住宅」に移行する段階となっているとのこと。 
　富岡町民が入居できる復興公営住宅は、いわき、郡山、三春、大玉の４市町村に整備され、大
玉村の住宅は大玉村営ですが、ほか３市町は県営。 
　いわき約1800戸分、郡山約390戸分、三春の県営復興公営住宅は約90戸分で、富岡町民がある
程度固まって入居できる住宅らしい。 
　県は、福島、会津若松市などにも県営の復興公営住宅を造りますが、こちらは、固まっての入
居とはいかない上に、富岡町民といえども入居の資格制限があるとのこと。 
　また、家賃は原則として、復興公営住宅には家賃が生じます。しかし当面は東京電力の賠償対象
となる見込みとのこと。 
　いずれにしても、「おだがいさまセンター」を起点とした郡山市内での仮設住宅での生活で、一
定のコミュニティーが出来上がったのに、復興公営住宅への移転で、「また一からの出直しです」
と、社協の職員さんが話しておられた。 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
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【感想】 
　「おだがいさまセンター」では主幹の吉田さんが、パワーポイントを使い東日本再震災のそ
の後を語るとして説明いただいた。また、アドバイザーの青木さん、そして語り人の遠藤さん
の話は、当然とはいえ実体験に基づくものであり、胸が熱くなると同時に原発事故の人災によ
る対応の悪さに憤りを感じた。 
　そして、事故以来4回目の七夕を迎え、仮設住宅に住む子どもをはじめ住民の皆さんの、短
冊に託す微妙な心の変化についても伺ったが、長期にわたる仮設住宅での住民の皆さんの苦悩
や希望、そして自立へ向けた強さを感じた。 
　また、原発事故は「人災です」と話された言葉は胸に残り、避難所での体験や放射能への不
安など我々の想像を遥かに超えるご苦労があるにも拘らず、社協職員としての使命と責任感に
は頭が下がる。 
　さらに、富岡町は、地震や津波による被害者は少ない方だが、全町民が故郷を置いて避難し
ている状況下で、関連死の方が２５０名を超える状況は、因果関係ははっきりしないが原発事
故とストレスと無関係とは言いがたい。 
　しかし、「草刈り会」を実施したところ予想を遥かに超える住民が集まり、にぎわったとの
ことだが、「みんな話したかったんだ
な～」、「人恋しかったんだな～」っ
て、おっしゃったことは未曾有の災
害を体験し、恐怖と不安からいくら
か解き放たれた春寒だったのだと思
う。 
　今後は、仮設住宅から復興公営住
宅での生活に移るとのことで、故郷
「富岡町」に帰れない日々がまだ続
くが、一日も早く、富岡町民の皆さ
んが、故郷の地を踏み、空気を吸い、
そして、桜を見られる生活が戻るこ
とを祈っています。 
　ありがとうございました。 ▲社協主幹の吉田さんにより、震災・原発事故直後の話を聴くメンバー


