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元気元気元気元気いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい！！！！でもでもでもでも、、、、記事記事記事記事はははは南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市のののの現状報告現状報告現状報告現状報告・・・・・・・・    

えび父さんの日記2011/04/02 22:13 

http://ebi.tou3.com/Entry/36/ 

元気いっぱい！でも、記事は南相馬市の現状報告・・・ 

ＪＥＳ333さん、キャナさん、前記事へのコメントあり

がとうございます。 

JESさん、えびの応援ありがとうございます。キャナさ

ん、同胞からの応援、心に響きました。 

萎えかけていた気持ちに、アドレナリン注入され、一気

に元気になったえび父です。 

と言う事で、今日はキャナさん達同胞に送る、南相馬市

の現状を書きたいと思います。 

今現在、南相馬市は、桜井市長の訴え、ボランティアの

皆さん、南相馬市に残った人達によって少しづつ生活が

維持していける環境が整ってきました。 

海岸部での捜索も、少しづつではありますが行われてい

ますし、以前のようにとはいきませんが活気が戻りつつ

あるように感じます。 

生活物資に関しては、個人商店が何箇所か営業を開始し、

まちなかひろばでは野菜も買える様になってます。 

南国屋も営業してるので、品物は限定されますが生活に

は支障ない程度の物資が入ってきています。 

懸念されるガソリンも、毎日入ってきてるようで、原町

区、鹿島区で３～５店舗くらい入れられる感じです。 

生物や、他にも食材が欲しければ、川俣町、相馬市まで

行けば何とか手に入りますよ 

私の知人も帰ろうかなと言ってる人も居るし、南相馬市

の火を消さない為には市民の力が必要です。 

帰って来いとは言いませんが、帰ってきたければ、帰っ

てきても何とかなりますよ！ 

ただ、学校は動いてないので学生の方は難しいかもしれ

ませんが・・・・・ 

今日、まちなかひろばにある、らあめん屋すず（一昨日

から営業再開）に初めて行って来ました。 市民なのに

今更かよって突っ込みはなしでお願いしますｗ 

震災以来、初めて文明の英知を感じる物を食べましたｗ 

そこでの話ですが、先客の方や、後から来たお客さん、

店主と話したんですが 

「国が出て行けって言わない限り、ここらから出て行か

ない」「頑張って南相馬市を復興しよう！」 

もう、南相馬市民として誇りと言うか、希望を感じまし

たよ 

俺も負けてらんね、一日も早く原発何とかせねばって、

ほんと、今日一日でいろんな人に勇気をもらって、落ち

込みかけてた気持ちが一気にMAXまで上がってしまい

ました。 

もうね、心の中で「頑張れ日本、頑張れ東北、負けてら

んね南相馬市」が心に響いてますよ 

最初に原発に行った時に子供たちに言った言葉「お父さ

んはヒーローになってくるよ」 

この言葉を思い出しましたよ。 

もう、細かい事気にしたりしてた自分が情けない 

今、この家には妻も子供も居ないけど、原発から帰って

きた時にJES３３３さんが支援してくれるえびが居る 

そして、応援してくれる同胞が居る、そして、こんなえ

び父の事を心配してくれる 

おっさんさん、おとかずまさん、うっしーさん、えびま

るさん、宗さん、えび百景さん、ゆみさん 

Rela＆Beeさん、梨乃華さん、NONAMEさん、匿名さ

ん、東京人さん、山形人さんが居たんですよ！ 

たくさんの人が、顔も名前も知らない、どこの馬の骨と

もわからん奴を心配し、応援してくれていたんですよ 

もうね、南相馬魂炸裂で玉砕してきますよ（ﾏﾃ 死んだ

らいかんｗ 

ええ、死にません、もう原発で作業して死ぬ事も無いで

しょう 

そのような状況は脱してるんですから！！！！！！！←

ここ重要 

国がなんと言おうと、マスコミがなんと言おうと 

そんな状態は脱してるんです！！！！！！！！←重要だ

からしつこく復唱 

今後も、大なり小なり海洋汚染や土壌汚染の問題は出る

と思います、いや、必ず出ます。 

でも、最悪の事態は避けられるんです。 

もうね、最悪の事態はどうこうなんて言ってる場合じゃ

ないんですよ 

どんなことしても最悪の事態を避けなきゃいけないんで

す。 

南相馬ブログ新聞 

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。全て南相馬市関係の方（滞在の方・避難された方

等）です。内容内容内容内容はははは個人個人個人個人のののの意見意見意見意見でありでありでありであり公公公公のものではありまのものではありまのものではありまのものではありま

せんせんせんせん、同じ市民同士の生の意見としてお読み頂ければ幸いで

す。ブログ記事次第なので不定期発行不定期発行不定期発行不定期発行です。 

編集・発行 新潟県長岡市 NPO 法人ながおか生活情報交流ねっと 

soiga01@gmail.com  山古志村のマリの応援で発行です 

配布避難所：新潟県長岡市内、長野県飯田市内 
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その為に、現場ではたくさんの人間が戦っているんです。 

現場は、言い方悪いけど、避難所よりもひどい生活の中

で作業してるんです。 

トイレを流す事が出来ないために、アンモニア臭が漂っ

てるんですよ、その前で寝てる人も居るんです。 

そんなとこでも寝れるだけましな環境で作業してる人が

たくさん居るんです。 

自分含め、原発で頑張っている人もみんな一人の人間な

んですよ 

ぞれぞれの思いで、原発を何とかしよう、一日も早く安

心できる状況にしようと頑張ってるんです。 

恐怖や不安の中で戦ってる人が居るのに、少しぐらいの

放射能や放射線で文句言うな～～～～～ 

あ、すいません、このブログ読んで下さってる人は、わ

かってくれてますよね。。。。。 

ちょと、今日は色々とテンション上がってしまってて、

震災以来久しぶりに酒が手に入って飲んだせいでいやは

や、愚痴っぽくなってすいません・・・・・ 

とにかくです、国が発表してる数字を鵜呑みにはできま

せんが国が安全と発表したなら安全なんです。国が駄目

と言ったら駄目なんです。 

その辺は、彼らも自分の立場を最優先ですから、後に自

分に火の粉がかかる発言はしないでしょう 

前から言ってますが、心配なら野菜などは洗って下さい。 

牛乳は・・・・洗えないから、乳幼児は避けるくらいで

いいんです。 

乳幼児の基準値がなぜ低いのかは、体の機能が完全なの

ものになってないからなんで 

例えば、腎臓の機能や肝臓の機能などの臓器が発達しき

っていないので、尿による排泄が少ないからなので幼稚

園児を超える年齢になってれば、過剰に反応する必要な

いんです。 

今、一番怖いのは、他の方のブログでも書かれています

が、過剰反応による買い控え（風評被害） 

被災地の方に申し訳ないからと過剰に節約したり、質素

な暮らしを心がける 

風評被害をする人には、「あんた被災地の事なんとも思っ

てないでしょ？蚊帳の外の話だもんね」と言いたい 

被災地の方に申し訳ないと思って下さってる方には、「そ

う思って下さるのは本当にありがたいです」 

「でも、遠慮しないで下さい。被災者以外の方が今まで

通りにお金使ってくれないと、日本なくなっちゃいます」 

「復興にかかる費用を捻出する為にも、今まで以上にお

金使って贅沢してください」こう言いたいです。 

宮城県、岩手県沿岸部は、自衛隊員、消防隊員、警察関

係者、海外からの支援隊、ボランティアの方々たくさん

の人が入って復興作業に当たっています。 

その方達が活躍するにもお金が必要なわけで、そのお金

は国民の消費にかかっているんです。 

なので、被災地以外の方々へお願いします。 

被災地や被災者に遠慮しないで、今までと変わらない生

活をして下さい。 

それも、支援の一つになるんですから 

 

で、南相馬市はと言いますと・・・・ 

復興作業を進めるためにも、南相馬市民は戻って来てく

れ～～～～～～～～～となりますｗ 

 

以上、乱文、長文、お許し下さい。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市へへへへ    

東北の関西人        被災者と被災地で働く全ての人がまた普通の

生活に戻れますように。 

http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/241/#more 

2011 年04 月01 日 

今、南相馬市に帰ってきました 

５時半頃、南相馬市から出てくるたくさんの 

自衛隊や国のトラックとすれ違いました 

今日の作業が終わって 

安全なところまで避難するのでしょうか 

 

わたしたちはその「安全かどうかわからない」町に戻っ

てきました 

もう暗いので明日いろいろ散策してみようと思っていま

す 

犬のストレスと疲労が予想以上に大きいようで少し休ま

せてやりたいです 

とりあえず 南相馬市に帰ってきました 

 

予定予定予定予定    2011-04-03 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10849783911.html#main 

今日の予定… 

犬の散歩（ストレスを取ってやるため） 

洗濯（旅の間の洗濯物と、ここを出る時に出来なかった

物） 

相馬あたりまで様子を見に行くこと 

仕事（東京の仕事は普通にやっているので） 

郵便局へ（手続きなど。でも今日は日曜日だな…） 

灯油の確保（出る時にタンクごと寄付したので） 

掃除、片付け 

荷造り（必要なものを少しずつ整理します） 

いろいろあるけど 
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とりあえずこれくらいから始めたいです 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

からからからから、、、、こそこそこそこそ            

ありがとうありがとうありがとうありがとう 被災者になって学んだこと、考えたことなどを毎日か

いていきます。 大変だけどありがとうを忘れないでいよう。 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10849348915.html  

2011 年04 月02 日(土) 20 時17 分09 秒 

こんにちは、キャナです。 

今日は私がホッとしたお話を書きます。 

今日は周囲から孤立した感じになってしまい、落ち込ん

でいました。 

でもボランティアの方々が優しく接してくれ、とても温

かい気持ちになりました。 

優しいと言う一言では言い表せないほどです。 

服の心配をしてくれて、学校についてのお話も聞いてく

ださいました。 

有り難し。 

 

地震がなければ…。 

確かにそんな考えもあったけど、地震があった。だから

こそ、新しい絆が生まれるのではないのでしょうか。 

 

そんなことを新潟の長岡市の方に教えていただきました。 

新潟の地震のときにお世話になった方と今でもお手紙交

換している、という方もいます。 

それって地震が、原発がなければなかった絆ですよね。 

最低なことをかいているかもしれませんが前に前に進ん

でいくには、こんな考え方もあると思います。 

震災で暗く、悲しい気持ちもあるけれどやっぱり明るく

生きていかなければ!! 

でも被災者さん。 

多少は気をつかっていきましょうね^^; 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから４４４４月月月月３３３３日日日日    

サイヤ社長のブログ 

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！  2011-04-03 18:52:30 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/42669434807ff00fe73d03f96cb

bf1a2 

本日は、お店休業しました。ボランティア従業員の皆さ

んにもゆっくり休んでいただいて、また明日から一緒に

頑張ろうと思います。でも私は、事務処理に追われまし

た。ずっと溜まっていたので、集中して仕事ができまし

た。 

明日から当店の近所にあるセブンイレブン錦町店も朝８

時から再開します。ローソンは再開出来ないとの事なの

にセブンはえらい。これで南相馬市内のセブン５店舗目

です。賑やかになりそうです。 

今日のお昼はポプラさんのロースカツ定食、妻と娘はナ

ポリAをいただきました。２人でお店をやっていました。

（お子さんとお嫁さんはまだ避難中）だから朝１１時か

ら３時までの営業だそうです。お客さん結構いつもと同

じように来られていました。 

明日は当店にもお肉が（豚）届きそうです。いつもより

高級なお肉ですよ、お楽しみに。 

いま、小さなお子さんがいる家庭が帰ってくるのを迷っ

ておられるようです。すべては放射線のせいです。 

日に日に放射線の値は下がってきているのですが、やは

り大事を取って慎重にならざるおえないのでしょう。 

避難所暮らし、慣れない土地での生活では、ストレスも

溜まってきていることと思います。ひとそれぞれの 

考え方がありますから、大丈夫だから帰っておいでとい

いたいところですが、最後は自分自身各家庭でよく考え

て帰って来てください。でも幼稚園、小学生から高校生

が屋内退避のおかげで、学校が開けなくて帰って来れな

いのでいるのは本当にかわいそうです。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

祈祈祈祈りのりのりのりの千羽鶴千羽鶴千羽鶴千羽鶴    ・・・・・・・・・・・・    完成完成完成完成▲▲▲▲    

負負負負けてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇ    ！！！！    みんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺ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。  2011-04-03 13:30:21 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/e1d194

283b5f9047d15488384a98ae04 

 

忙しいボランティア業務のあいまに折りつづけた千羽鶴

（二束）が・・・ ついに完成しました。 

一つは 災害の早期復興を祈願する千羽鶴 

一つは ボランティア活動なかばで入院した仲間の病気

快癒を祈願する千羽鶴です。 
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もちろん もちろん ・・・ 祈りの千羽鶴が その願

いをかなえてくれると信じています。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

役所機能回復役所機能回復役所機能回復役所機能回復のためのためのためのため約約約約 550550550550 名名名名のののの市町村職員市町村職員市町村職員市町村職員をををを派遣派遣派遣派遣    

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― 

(2011 年 3 月 30 日 20:48)  

http://tamionet.com/blog/2011/03/2011-03-30-syokuin-haken.ph

p#more 

 

 全国市長会と全国町村会とは、総務省と共同して役所機

能の回復等を目的にして全国から市町村職員を派遣する

準備を進めていますが、被災した各県からの派遣要望が

545 名に達することがわかりました。 

 全国市長会と町村会は、この要望をもとに、全国の市区町

村に対し職員の派遣を呼びかけることを、3 月 30 日、総務

省記者クラブで発表しました。 

 岩手県陸前高田市の戸羽市長によれば、約300人の市職

員のうち 70 名が死亡又は行方不明という悲惨な状況となっ

ており、市役所としての機能を発揮することが困難になって

います。 

 そうした実情を踏まえ、今回の派遣は、これまでの各市に

よる緊急、かつ、個別の派遣とは異なり、数か月から数年と

いう長期間で、かつ、市町村職員ならではの業務を行うこと

を前提に派遣する予定です。 

 被災地からの要請は今後も増加することが予想され、最

終的には 1,000 人規模になり可能性もありますが、多くの市

町村が「仲間」を何とか支援したいと考えていると確信して

います。 

 中越地震の際、長岡市は延べ 137 名、最長3 年間の職員

派遣を受けていますので、ご恩返しの意味も込め、全国市

長会長としてしっかりと対応したいと考えています。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

【【【【南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報】】】】    （掲載許可済：H23.4.4 8:30 現在） 

● 雇用保険失業給付雇用保険失業給付雇用保険失業給付雇用保険失業給付のののの特例措置特例措置特例措置特例措置        

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/shinsai-k.jsp?mid=1&

sid=37&judge=s    

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措

置について 

○ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」

の取扱いについて  

 雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、

指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来

所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、

失業の認定日を変更することができます。 

○○○○居住地管轄居住地管轄居住地管轄居住地管轄ハローワークハローワークハローワークハローワーク以外以外以外以外でのでのでのでの失業給付失業給付失業給付失業給付のののの受給手受給手受給手受給手

続続続続きについてきについてきについてきについて        

 交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄

するハローワークに来所できないときは、来所可能なハ

ローワークで失業給付の受給手続きをすることができま

す。 

○○○○災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの特例措置特例措置特例措置特例措置についてについてについてについて        

・ 概要  

(1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したため

に、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない

状態にある方については、実際に離職していなくても失

業給付（雇用保険の基本手当）を受給できます（休業）。  

(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事

業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくさ

れた方については、事業再開後の再雇用が予定されてい

る場合であっても、失業給付を受給できます（離職）。 

※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止にな

り、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象

となります。  

※上記の失業給付は、雇用保険に６カ月以上加入してい

るなどの要件を満たす方が対象となります。  

・特例措置の利用に当たっての留意事項 

●上記(1)に該当する方は、働いていた事業所がハローワ

ークに「休業証明書（通常の離職証明書 と同様の様式）」

を提出していることが必要です。来所される際に、事業

主から交付される｢休業票」をご持参ください。 

●上記(2)に該当する方は、働いていた事業所がハローワ

ークに｢離職証明書｣を提出していることが必要です。来

所される際に、事業主から交付される｢離職票｣をご持参

ください。 

※事業所から「休業票」や｢離職票｣を受け取れる状態に

ない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。 

●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受け

た方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得

した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の

雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算

されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。 

 

■編集編集編集編集よりよりよりより「「「「新潟県長岡市新潟県長岡市新潟県長岡市新潟県長岡市内内内内のののの南相馬避難所南相馬避難所南相馬避難所南相馬避難所関連関連関連関連情報情報情報情報」」」」    

長岡市内では冬囲い（防雪）の撤去が始まっています。

編集者も昨日行ないました、疲れました。 


