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各省庁は動かない。なぜ？民主党だから？疑問だな。
でも、この番組で発言できたおかげで、これから変わる
ことを期待したいと思います。

南相馬ブログ新聞

市役所の職員も今まだ続く進行中の災害の対応で心
身共に疲労し限界にきていると、市長が言っておられ
ましたが、それは、多くの避難している人達や、地元に
も残っている人達も、立場は違えども同じでしょう。非
常時だからこそ、市役所の職員の皆さんには市民の先
頭に立って、頑張っていただきたいと思います。私の
姪が福島県の職員ですが、先日も疲労で３８度の熱が
出ても午前中休んで、どうしても自分の仕事があるから
と、昼から出かけて行ったと聞きました。たぶんそんな
状況を市長は心配しているのでしょう。何か、もう少し
ボランティアの皆さんにうまく手伝ってもらう方法はない
ものでしょうか。

インターネット上のブログ（日記の一種：掲載許可済
み）からの転載です。執筆者は南相馬市関係の方
（滞在の方・避難された方等）が主体です。内容
内容は
内容は
個人の
個人の意見であり
意見であり公
であり公のものではありません、同じ市
民同士の生の意見として参考までとしていただきた
いと思います。正式
正式な
正式な指針は
指針は政府が出します、そち
政府
らにしたがう事で各種補償も受けられます。どうぞそ
の点を誤解なきようお読みください。
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たしかに、高校を卒業すると、多くの若者が大学、専門
学校、就職と故郷を離れますよね。
私の二男も高校を卒業して大学、今は、スポーツジム
で働きながら、トレーナーの資格を取るために、学校に
通っています。
息子は小学校から少年野球を始めて、原町高校でも
野球をしていたので、そのおかげで親の私も追っかけ
であちこち行きましたが、特に、今原発の被災で警戒
区域になっいる、小高、浪江、双葉、大熊、楢葉、広野、
の町の少年野球から戦ってきた、多くの野球少年達が
今どうしているか、心配です。

###############################################

南相馬市から
南相馬市から 4 月２６日
２６日朝

サイヤ社長
サイヤ社長の
社長のブログ
福島県南相馬市で青果食品惣菜スーパー「Saiya」を経営し
ています。 新鮮な話題をお届け！ 2011-04-26 05:55:17
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/fdccd6e3797b64e1ec74b
4df1fe4242d

つい最近、NHK に南相馬市の桜井市長が出ていまし
たが、いろいろ話しをされましたが、NHK のアナウン
サーも含めて出演していた方たちも（三春のお坊さん
以外）案外、南相馬市の特異な状況（４つの、制限地域、
計画避難地域、緊急時避難地域、通常地域に別れれ
いるが、多くの市民が生活している）を理解していない、
知っていないように思えました。話しを聞いて、目がテ
ンになって、しばらく声もでないようでした。

小学校、中学、高校と野球を通じて多くの人と知り合い
になりましたが、その方たちの多くが、警戒区域の人た
ちですし野球少年だった若者達も故郷に帰って来て
いる人もいたことだろうし、大丈夫ですかね？

たとえば、病院の入院が出来ない、緊急時でもドクター
ヘリは来ない、大半の地域が緊急時避難地域なので、
放射線の値が低いのに広くて環境の良い（町の中心地
に近い）場所に仮設住宅が造れない、町より遠くの不
便なところに造るしかない、国は援助を惜しまないと言
っていながら、総務省管轄の郵便事業が動いてくれな
いので、荷物、郵便が来ない、出せない、以前はガソリ
ン、ガス、も入りずらい状況だったし、（民間の人たちで
頑張っていた）総理、官邸が助ける援助すると言っても、

３月１０日付で、原町高校から今年の原町高校対相馬
高校の定期戦の開催（４月１６日試合）の案内が来てい
ました。今年は原町高校の野球部が近来になくという
か、だんだん強くなってきていて、今年のチームは相
当期待できそうだったので、楽しみにしていましたが、
どうなるのでしょうか。みんな離れ離れで野球どころで
はないのかな？
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原町高校の野球部員は年賀状配達のアルバイトをして
いるのですが、ピィッチャーの山田君が当店に配達に
来たので、期待しているから頑張ってと声をかけてお
きましたが、なんとか夏の甲子園予選に出られるとよい
のですが、今は情報がありません、少し高校野球の情
報を集めたら、またブログで紹介したいと思います。

一昨日
南相馬市の現議員と元議員の２名が当避難所を訪れ
現況を説明してくれました。

福好再見チームの T シャツ、第一便は完売し、明日第
二便が入荷してきますが、それもすでに注文を頂いて
いて、残り少しです。有難いことです。みなさんに応援
していただいています。ただ、こんなに反響があると思
わなかったらしく、少し混乱しております。色、サイズを
多くしたので、管理が大変そうです。が間違いなく注文
の品はお届けいたします。
私の注文したバックプリント入りの第三弾の T シャツは
今日、発注したようです。黒の T シャツも作るようです。
若者たちはやっぱり黒 T ですかね。

中でも 原発事故 放射の被害について
「・・・ 補償金等に関する問題は
東京電力に対し各個人それぞれで行うようになります」
の一言。

#############################################

個人の弱点 ・・・
組織対個人と長期化による解決法がとられることに
くやしさを味わう ・・・ のは必定でしょうね。

・・・ われわれ避難者にとって
安心するものは 一つもありませんでした。

実に ・・・ 虚しいものを感じます。
いずれ先々
時期がくれば東京電力が
「・・・ われわれも地震・津波の被害者で ・・・」
といい出す ・・・ のは眼にみえています。

先々に ・・・ いま思
いま思うこと
負けてらんにぇ ！ みんなでなんとかすっぺ ！！
南相馬市から新潟県三条市へ集団避難した者たちの現地
報告です。 2011-04-26 10:59:55
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c63839dddf9
e02ceb82ce4d598bae09a

それとも 私の考えすぎでしょうか ・・・ 。
#############################################

週末に
週末に復興構想検討会議と
復興構想検討会議と同検討部会に
同検討部会にダブル出席
ダブル出席
(2011 年 4 月 26 日 16:22)
森民夫の「ほっと一息」 ―長岡市長としての公務の合間
に「ほっと一息」感じたことをお伝えします―
（編集より：森市長は全国市長会会長でもあります）
http://tamionet.com/blog/2011/04/2011-04-26-hukko-kaigi
.php

4 月 23 日（土）
に首相官邸で開
催された第 2 回
復興構想会議
（五百旗頭真議
長）に出席しまし
た。また、翌 24
日（日）には同じ
く首相官邸で開催された第 2 回同会議検討部会（飯尾
潤部会長）に出席しました。
復興構想会議には検討部会長代理として初めて出

今朝
東京電力株式会社あて
「仮払補償金請求書」
南相馬市長あて
「義援金配分申請書」
の提出を完了しました。
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席しましたが、御厨貴、安藤忠雄両議長代理の他、岩
手、宮城、福島の三県知事が出席し、現地の状況の説
明がありました。

書です。市が申し込みのあった建物の被害状況の調
査を行い、確認した事実に基づき証明書を発行します。
原子力発電所の事故により避難されている方で、建物
に損壊がない場合は証明の対象にはなりませんので
ご注意ください。

週末の二日間を復興構想会議での議論に費やしまし
たが、阪神淡路大震災や中越地震での災害復興の経
験を生かすために全力を尽くすつもりです。

○申し込み対象者
・津波により住宅に被害を受けた方
・地震により住宅に半壊以上の損壊を受けた方
・鹿島区の建物については 4 月 25 日から、原町区の
建物については 5 月 2 日から受付けを行います。ただ
し、警戒区域内の建物については、全壊のみの受付と
なります。小高区の建物については 5 月 9 日から、津
波により全壊した建物についての受付となります。

翌 24 日に開催された復興構想会議検討部会では、
私をはじめ6名の専門委員が、それぞれの立場に立っ
た提案を行いました。
各委員の提案は、まちづくり法制、まちづくり会社の
設立、税財政制度、津波に対して安全なまちづくり対
策等、広範囲にわたりましたが、必ず復興の役に立つ
提案だという感想を持ちました。
私は、複雑な土地利用規制に関する現行法を一元
化し、現場の市町村長に権限を付与すること等、現行
法の特例を設け、機動的なまちづくりを可能にすること
を目的とした「災害復興特区」の提案を行いました。

○日程
窓口が混雑すると予想されるため、以下の日程で各区
建物ごとに受付を行いますので、対象とする区の建物
以外の証明書は発行できません。また、5 月 9 日以降
は土日を含め、市内すべての申し込みを受付ます。

興味のある方は、下記のホームページをご覧くださ
い。

～窓口での申し込みの場合～
【鹿島区】
日程：4 月 25 日から 4 月 28 日まで
受付：鹿島区役所
【原町区】
日程：5 月 2 日から 5 月 6 日まで
受付：サンライフ南相馬
【小高区及び各区】
日程：5 月 9 日から 5 月 29 日まで
（土日を含む）
受付：南相馬市本庁税務課

第２回復興構想会議検討部会における部会長代理提出
資料へ Go!
http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kentou2/mori.pdf
（参考）
第 1 回復興構想会議検討部会における部会長代理提出
資料へ Go!
http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kentou1/mori.pdf
#############################################

【南相馬市役所情報】
南相馬市役所情報】 （掲載許可済）

～郵送での申し込みの場合～
日程：4 月 25 日から
受付：すぐにやります課（電話：0244-24-5238）
※郵送での申し込みの方は、電話での受付後に申請
書をお送り致しますので、必要事項を記入の上ご返送
ください。なお、郵便が通常営業となっていないため、
電話での受付から発行まで２ヶ月程度の期間を要する
見込みです。

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/keitai-risaisyomei.jsp
（H23.4.26 18:00 現在）

●り災証明書の申し込みについて
このたびの東日本大震災で被災された皆様には、心
からお見舞い申し上げます。南相馬市では、被災され
た方々の生活再建のための、各種支援や税の減免申
請等を行えるよう、建物の被害状況の調査を行い、り災
証明書の発行を行います。
り災証明書は、災害で破損した建物についての証明

○申し込みの際ご準備いただきたいもの
印鑑と預金通帳、身分証、ある場合は被災した建物
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の写真をお持ちください。また、代理人が申請する際
は委任状が必要となります。

４．動産等の所有が確認できる書類（決算書、見積書
等）
※申請の際は、本人が確認できる証を持参ください。り
災者本人以外の申請のときは委任状を持参ください。

○証明書発行について
・津波の被害についての証明書・・・・・受付後、当日発
行。
・地震の被害についての証明書・・・・・受付後に順次申
請者の立会いのもと調査を行い後日発行。（1 週間程
度で発行予定）
※警戒区域内の原町区の一部及び小高区の建物に
ついては、現在調査を行うことが出来ないため、当面
は津波により全壊した建物のみの発行となります。
※大規模半壊以上の方は、被災者生活再建支援制度
の申し込みも併せて受け付けます。

○受付
４月２５日より南相馬市役所西庁舎２階商工労政課で受
付を開始します。
受付時間：午前 9 時から午前 11 時 30 分まで
午後 1 時から午後 4 時まで
【問合せ先】
経済部 商工労政課
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目 27
電話：0244-24-5264
FAX：0244-23-7420
E-mail：syokorosei@city.minamisoma.lg.jp

【問合せ先】
税務課資産税係
〒975-8686
南相馬市原町区本町二丁目 27
電話：0244-24-5227
FAX：0244-24-5214
E-mail：zeimu@city.minamisoma.lg.jp
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編集より
編集より この新聞も気がついたら既に１ヶ月を経過し
ていました。その期間日曜日を除く毎日発刊することが
出来ました。これは長野県飯田ボランティア協会の小
澤様・皆様、新潟県長岡市の長岡技術科学大学ボラン
ティアサークルの皆様・＠norikim さん、長岡大学・先
生方・学生有志の皆様、全国の皆様、各地の避難所の
職員・ボランティアの皆様のおかげです、お世話になり
ました。引き続きお願いします。(^_^)
また、何よりも長い期間を故郷・自宅を離れ避難所で
過ごされている南相馬市やそのほかの市町村の皆様
のご健康と一日も早い帰還の日をお祈り申し上げます。

市長公室すぐにやります課
〒975‐8686
南相馬市原町区本町二丁目 27
電話：0244-24-5238
FAX：0244-24-5229
E-mail：suguniyarimasu@city.minamisoma.lg.jp
●り災届出証明書（動産等）の申し込みについて
○対象となる事業所
東日本大震災（津波・地震）により、市内にある事業
所等が直接被害を受け、再建のために融資などの手
続きに関して、事業所の設備、機械、商品、車輌等の
被害（水没、破損、横転、落下破損など）に対するり災
の証明を必要とする事業者。

編集：桑原

○届出書類
１．り災届出証明願 正副 2 通・・・1 部交付（押印は社
印）
２．被害状況が分かる写真
３．被災事業所がわかる地図
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