
要望 上段：要望書（または要望事項）名

年月日 下段：要望の概要

国土交通省大臣政務官 松下国土交通大臣政務官 復興に向けた緊急要望

　　　　　　　　　ほか 　　　　　　　　　ほか
・ＪＲ常磐線、只見線の早期全線復
旧について

・福島県の復興に向けた戦略的道
路整備について

　
ほか

文部科学大臣 文部科学省
原子力損害賠償の完全実施に関
する緊急要望

経済産業大臣 森口事務次官 【福島県原子力損害対策協議会】
経済産業省

平政務官
・被害者の視点に立った親身・迅速
な賠償の実施

・全ての損害に対する十分な賠償
期間の確保

・避難指示区域の見直しに伴う賠
償

・生活再建と住民帰還に向けたき
め細かな支援策の確実な実施　な
ど

あんぽ柿の加工・出荷再開に向
けた非破壊分析機器の導入支援
について

・　あんぽ柿の加工・出荷再開に向
けた非破壊分析機器の開発、導入
及び運営に係る経費に対する支援

復興大臣 峰久復興庁事務次官 復興に向けた緊急要望

　　　　　　　　ほか 　　　　　　　　　　　ほか （全体要望）

子育て支援策・少子化対策の充
実に向けた要望

・福島復興再生基本方針に盛り込
まれている子育て支援施策の確実
な実行

・安心こども基金の弾力的な運用、
積み増し　　　ほか

児童家庭課 ０２４－５２１－７１７６28 平成25年1月19日 内堀副知事
女性活力・子育て支援担当
内閣府特命担当大臣

女性活力・子育て支援担当
内閣府特命担当大臣

保健福祉部

園芸課 ０２４－５２１－７３５５

29 平成25年1月21日 村田副知事 企画調整部 企画調整課 ０２４－５２１－７１２９

30 平成25年1月21日 村田副知事 農林水産大臣 加治屋農林水産副大臣 農林水産部

31 平成25年1月21日 村田副知事 生活環境部 原子力損害対策課 ０２４－５２１－７１０３

外線電話番号

32 平成25年1月22日 内堀副知事 土木部 土木企画課 ０２４－５２１－７４５７

No. 要望活動者 要望先（要望書宛名） 国等対応者 担当部局等 担当課
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岩手県知事 内閣総理大臣 安倍内閣総理大臣
東日本大震災に対処するための
予算措置等を求める要望書

宮城県知事 復興大臣 根本復興大臣
【４県（青森、岩手、宮城、福島）
合同要望】

青森県副知事 総務大臣 坂本総務副大臣

福島県副知事 財務大臣 麻生財務大臣

文部科学大臣 下村文部科学大臣

厚生労働大臣 田村厚生労働大臣

経済産業大臣 茂木経済産業大臣

国土交通大臣 太田国土交通大臣

環境大臣 石原環境大臣
・復旧・復興に必要な財政支援・人
的支援等の継続等

・被災者の生活支援

・産業の復興及び雇用の場の確保

　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

内閣総理大臣 安倍内閣総理大臣

復興大臣 根本復興大臣

財務大臣 麻生財務大臣

経済産業大臣 平経済産業大臣政務官

国土交通大臣 太田国土交通大臣

自由民主党 石破幹事長　ほか

公明党 山口代表　ほか

民主党 海江田代表 ・復興財源の確保について

・除染の推進について

・復興交付金の拡充について　　ほ
か

根本復興大臣
避難区域等における営農再開等の
支援のための基金の創設について

（口頭で要望）
・　避難区域等における営農再開
等の支援のための基金の創設

０２４－５２１－７１２９

25 平成24年12月28日 知事 復興大臣 農林水産部 農林企画課 ０２４－５２１－７３１９

26 平成25年1月9日 知事

復興に向けた緊急要望

企画調整部 企画調整課

27 平成25年1月15日 企画調整部 企画調整課 ０２４－５２１－７１２９
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文部科学大臣
那谷屋文部科学大臣政務
官

原子力損害賠償の完全実施に関
する緊急要望

経済産業大臣
糟谷資源エネルギー庁電
気・ガス事業部長

【福島県原子力損害対策協議会】

・被害者の視点に立った新見・迅速
な賠償の実施

・全ての損害に対する十分な賠償
期間の確保

・避難指示区域の見直しに伴う賠
償　　など

総務大臣 樽床総務大臣

総務省自治財政局長 佐藤自治財政局長

総務省大臣官房審議官 黒田大臣官房審議官

自治財政局財政課長 末宗財政課長

自治財政局財政課参事官 岡本財政課参事官

・津波による被災者の生活基盤再
建に向けた支援のための復興基金
又は復興交付金の追加的な財政
措置

復興大臣 平野復興大臣 緊急要望

国土交通大臣 羽田国土交通大臣
・福島県の復興再生に向けた道路
整備財源確保及び国直轄代行

・一般国道６号勿来バイパスの新
規事業化

・常磐自動車道の早期整備

・相馬福島道路（霊山～福島間）の
新規事業化に関する緊急要望

全国育樹祭の福島県での開催に
ついて

・平成３０年の「全国育樹祭」の本
県開催に関する支援について

ふくしま産業復興企業立地補助金
に関する緊急要望

ふくしま産業復興企業立地補助金
の予算拡充について

被災団体向けの公的資金に係る
補償金免除繰上償還制度の新設
を求める緊急要望

・被災団体向けの公的資金補償金
免除繰上償還制度の新設

・当該制度活用に係る事務負担の
軽減

財政課 ０２４－５２１－７０８９19 平成24年10月4日 内堀副知事 総務大臣 樽床総務大臣 総務部

森林保全課 ０２４－５２１－７４４１

20 平成24年10月7日 知事 内閣総理大臣 野田内閣総理大臣 商工労働部 企業立地課 ０２４－５２１－７２８０

21 平成24年11月5日 知事 林野庁長官 沼田林野庁長官 農林水産部

０２４－５２１－７０８９

22 平成24年11月5日 知事 土木部 道路計画課 ０２４－５２１－７４６９

23 平成24年11月8日 内堀副知事

復興・再生に要する経費の地方
負担分に対する財政支援措置拡
充を求める緊急要望

総務部 財政課

24 平成24年11月19日 村田副知事 生活環境部 原子力損害対策課 ０２４－５２１－７１０３
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県内自主避難者への借上住宅の
支援に係る緊急要望

・県内自主避難者への災害救助法
による借上住宅の支援

福島県の子どもたちを守るための
緊急要望

・原子力事故に伴い、県が単独で
実施する子どもの教育環境や生活
を守るための財政需要に対する財
政措置

復興大臣 平野復興大臣
福島県からの県外避難者支援の
充実について

厚生労働大臣 小宮山厚生労働大臣
【山形・新潟・福島三県知事会議要
望】

国土交通大臣 羽田国土交通大臣 ・高速道路の無料化

・避難者支援を行う受入自治体、民
間団体等に対する継続的な財政措
置等

・災害救助法による借上住宅の住
み替えの適用範囲の拡大について

復興大臣
県内自主避難者への借上住宅の
支援に係る緊急要望

厚生労働大臣
・県内自主避難者への災害救助法
による借上住宅の支援

「対策地域内廃棄物処理計画」に
係る申し入れ事項
【国と県・双葉８町村との協議の場
で申し入れ）】（要望書なし：口頭で
の要望）

・計画の対象廃棄物として、生活
系・農林水産業系・事業系廃棄物、
建設副産物等も加えること。

・これら対象廃棄物について、早急
にそれぞれの発生見込み量を把握
すること。

・そして、それら廃棄物の仮置き場
として国有地を提供願いたいこと。

０２４－５２１－８３０６

14 平成24年8月19日 知事 環境大臣 細野環境大臣 生活環境部 一般廃棄物課 ０２４－５２１－７２４９

15 平成24年9月11日 村田副知事 若泉復興大臣政務官 生活環境部 避難者支援課

財政課 ０２４－５２１－７０８９

16 平成24年9月14日 知事 企画調整部 企画調整課 ０２４－５２１－７１２９

17 平成24年9月24日 内堀副知事 総務大臣 川端総務大臣 総務部

18 平成24年9月26日 知事 厚生労働大臣 厚生労働事務次官 生活環境部 避難者支援課 ０２４－５２１－８３０６
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森林除染の推進に係る要望

・森林除染の推進について

復興大臣 平野復興大臣 いわき市と福島県の合同要望

厚生労働大臣 藤田厚生労働大臣政務官 【いわき市との合同要望】

経済産業大臣 柳澤経済産業副大臣

国土交通大臣 佐藤国土交通省技監

民主党 一川参議院幹事長

自由民主党 塩谷総務会長

公明党 山口代表 ・地域医療の充実

・洋上風力発電の推進及び関連産
業の集積

・小名浜港周辺地区の一体的な再
生・整備

・産業復興を支える国際バルク戦
略港湾など物流拠点の整備促進

復興・再生に関する要望

・道路ネットワーク構築

・汚染下水汚泥処分

・ＪＲ常磐線早期開通　ほか

復興大臣 平野復興大臣
ふくしま産業復興企業立地補助金
に関する緊急要望

経産大臣 枝野経産大臣
ふくしま産業復興企業立地補助金
の予算拡充

内閣総理大臣 藤村内閣官房長官

復興大臣 平野復興大臣

財務大臣 若泉財務大臣政務官

文部科学大臣 奥村文部科学副大臣

厚生労働大臣 辻厚生労働副大臣

農林水産大臣 郡司農林水産大臣

経済産業大臣 柳澤経済産業副大臣

国土交通大臣 奥田国土交通副大臣

環境大臣 細野環境大臣

０２４－５２１－７１０９9 平成24年6月13日 知事
復興に向けた緊急要望

企画調整部 企画調整課

土木企画課 ０２４－５２１－７４５７

10 平成24年7月1日 知事 商工労働部 企業立地課 ０２４－５２１－７２８０

11 平成24年7月14日 知事 国土交通大臣 羽田国交大臣 土木部

森林計画課 ０２４－５２１－７４２５

12 平成24年8月7日 内堀副知事 企画調整部 企画調整課 ０２４－５２１－７１２９

13 平成24年8月15日 内堀副知事 環境大臣 細野環境大臣 農林水産部
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民主党 樽床幹事長代行

自由民主党 大島副総裁

公明党 山口代表 （全体要望）

農用地の除染における事業対象
についての緊急要望

・農用地の除染における事業対象
の拡大

ふくしま産業復興企業立地補助
金に関する緊急要望

ふくしま産業復興企業立地補助金
の予算拡充

内閣総理大臣 野田内閣総理大臣
ふくしま産業復興企業立地補助
金に関する緊急要望

　　　　　ほか 　　　　　　　ほか
・ふくしま産業復興企業立地補助金
の予算拡充

知事 内閣総理大臣 野田内閣総理大臣

双葉地方町村長 復興大臣 平野復興大臣

経済産業大臣 枝野経済産業大臣

環境大臣 細野環境大臣

民主党 輿石幹事長

自由民主党 大島副総裁

公明党 山口代表
・具体的な再回答、事務レベル協
議、進行管理

・ふくしま産業復興企業立地補助金
の予算拡充

・高速道路の無料化

5 平成24年5月21日

双葉8町村と県との共同要求

企画調整部 避難地域復興課 ０２４－５２１－８４３６

企業立地課 ０２４－５２１－７２８０

6 平成24年5月21日 知事 商工労働部 企業立地課 ０２４－５２１－７２８０

7 平成24年5月31日 知事 経済産業大臣 柳沢経済産業副大臣 商工労働部

０２４－５２１－７１０９

8 平成24年6月7日 内堀副知事 環境大臣 細野環境大臣 農林水産部 農林地再生対策室 ０２４－５２１－７３４４

9 平成24年6月13日 知事
復興に向けた緊急要望

企画調整部 企画調整課
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復興大臣 平野復興大臣
福島県の研究開発拠点整備に関
する緊急要望

環境大臣 細野環境大臣
・福島県の研究開発拠点の整備に
必要な所要額の措置

文部科学大臣 神本文部科学大臣政務官
原子力損害賠償の完全実施に関
する緊急要望

経済産業大臣 柳澤経済産業副大臣 【福島県原子力損害対策協議会】

・全ての損害の「指針」への反映等

・東京電力に対する指導等

・政府による避難指示等に係る損
害　など

産業復興に関する緊急要望

・ふくしま産業復興企業立地補助金

・中小企業等グループ施設等復旧
整備補助金の予算拡充等

知事 内閣総理大臣 野田内閣総理大臣

双葉地方町村長 復興大臣 平野復興大臣

文部科学大臣 平野文部科学大臣

国土交通大臣 吉田国土交通副大臣

環境大臣 細野環境大臣

民主党 輿石幹事長

自由民主党 谷垣総裁

公明党 山口代表 ・双葉郡からの要望への対応

・原子力発電所の安全確保

・避難指示等区域の見直しに伴う
必要な措置　ほか

企業立地課 ０２４－５２１－７２８０

1 平成24年4月3日

原子力災害に係る緊急要望

企画調整部 避難地域復興課 ０２４－５２１－８４３６

2 平成24年4月22日 知事 経済産業大臣 枝野経済産業大臣 商工労働部

3 平成24年4月27日 村田副知事 生活環境部 原子力損害対策課 ０２４－５２１－７１０３

4 平成24年5月9日 内堀副知事 企画調整部 復興総合計画課 ０２４－５２１－７１０９
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