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第 8期 パ ラオ議会

2011年 3月 22日

全国知事会会長
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渡

閣下

拝啓

私共は ここに 2011年 3月 にパ ラオ議会下院第 16回 特別会期そ してパ ラオ議会上院第 12回
特別会期 にて承認 され ま した共同議決第 8‑55‑16S号 「2011年 3月 11日 の地震 と津波 によ り
齋 らされた甚大なる破壊 と損失 に直面 している 日本 の政府 と国民に深 い 同情 の念 を表明す る
と共に、パ ラオ共和国 の 日本 に対す る友情 と感謝 の念 を改めて確認す るために」 の正本 を転
達す る光栄 を有 します。
敬具

ローマ ン・ヤノ

ウィルバー・ウィリアムス

下院書記

上院書記

(仮 訳 )

上 下両院共同決議 8‑55… 16S号
第 8期 パ ラオ国会
第 16特 別会期

2011年 3月
上下 両院共同決議

2011年 3月 11日 の地震 と津波 によ り齋 らされた甚大な る破壊 と損失 に直面 している 日本 の
政府 と国民 に深 い 同情 の念 を表明す ると共 に、パ ラオ共和国 の 日本 に対す る友情 と感謝 の念
を改めて確認す るために
提案者 :全 議員
提案 日 :2011年 3月 17日
下院活動
付託委員会 :な し
日付 :2011年 3月 17日
委員会報告 :な し
採択 日 :2011年 3月 17日
上院活動
付託委員会 :な し
日付 :2011年 3月 17日
委員会報告 :な し
採択 日 :2011年 3月 17日
協議委員会活動
日付 :該 当せず
委員会報告 :該 当せず
採択 日 :該 当せず

ローマ ン・ ヤ ノ

ウィル バ ー・ ウィ リア ムス

下院書記

上院書記

第 8期 パ ラオ議会
第 16特 別会期 、2011年 3月
両院共同決議 8‑55‑16S号
上 下両院共同決議

2011年 3月 11日 の地震 と津波 によ り齋 らされた甚大な る破壊 と損失 に直面 している 日本の
政府 と国民 に深 い 同情 の念 を表明す ると共 に、パ ラオ共和国 の 日本 に対す る友 情 と感謝 の念
を改めて確認す るために
2011年 3月 11日 、 日本 はマ グニ チ ュー ド9,oの 巨大な東北太平洋沖地震 と津波 に襲われ 、
また、そ の地震 と津波は特に岩手、宮城 と福 島 に想像 をはるかに超 えた損害 と損失 を齋 らし
たことに鑑み 、
また、
日本 国民 と日本政府 を特 に身 近 に感 じているパ ラオ国民 は皆、 日本 にお ける甚大なる破壊 と
人命 の損失 に深 い悲 しみ を感 じていることに鑑 み、
また 、
パ ラオ国民は、我 々 は全 て世界 の住民であ り、世界 の どこかで惨事 が起 きた時 には、直接 に
被害を受 けて い る人 々の負担や悲 しみ を皆分かちあ うべ きであると信 じていることに鑑 み、
また、

2011年 3月 11日 に起 きた出来事 は、 日本 だけでな く、 ここパ ラオに い る 日本人 を慰 めたい
と思 い なが らテ レビで沈痛な思 いで出来事 を見てい たパ ラオ国民の記 憶 に も残 ることに鑑み、
また、
パ ラオ と日本の極 めて深 い関係及び、 日本 がパ ラオに対 しそれな しではパ ラオ の人 々が大変
に誇 りに思 つてい る経済的 自立に向けた開発 目標 を達成 しえなかったで あろ う、無償資金協
力や技術協力 を通 じてこれ まで常 に示 してきた寛大 さと友情 を想起 して、パ ラオ国民が 日本
国民に対 し、哀 悼、友愛 、支援 の意 を表す ると共 に、破壊 された地域 の迅速な回復 を心か ら
祈 つてい る こ とに鑑み、
こ こに 、

パ ラオ議会がパ ラオ国民 を代表 して 、地震 と津波 による犠牲者 とそ の家族 に対 し、衷心 よ り
同情 の念及 び友愛、哀悼 の意 を表明す ることを第 8期 パ ラオ議会上下両院 にて決議す る。
更に、 日本 のパ ラオに対す る貢献や支援そ して友好関係 に深 甚なる感謝 の念 を認識 しつつ 、
パ ラオ議会 は トリビオ ン大統 領 によって決定 され る適切 な物資援助 と共に、 この試 練 の時期
に 日本 の国民 と政府 に無 条件 の友誼 と支援 を提供す ることを決 議す る。

更に、 この上 下両院共同決議 の正 文 を 日本 国総理大臣菅直人閣下、 ジ ョン ソン・ トリビオ ン
大統領 閣下、貞岡義幸在 パ ラオ 日本 国大使 、岡田克也民主党幹事長 、内山晃民 主党 日本 パ ラ
オ友好議員連盟会長・ 総務大臣政務官 。衆議員議員、石原伸晃 。自民党 日本・ パ ラオ友好議
員連盟会長 ・ 自民党幹事長・ 衆議員議員、達増拓也岩手県知事、村井嘉浩宮城 県知事、佐藤
雄平福 島県知事、麻生渡全国知事会会長、 ビク トール・ ヤ ノ国務大臣、パ ラオ 日本友好協会 、
ノア・ イデオ ン下院議長 、及び ム リブ 。メ トゥール上院議長 に送達す る ことを決議す る。

採択 日 :2011年 3月 18日

本決議 が正式 な もの で あ る こ とを ここに証す る。

ノア・ イデオ ン下院議長

ム リブ 。メ トゥール 上院議長

ローマ ン・ ヤ ノ下院書記

ウィル バー・ ウィ リア ムス上 院書記

