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考え方のヒントや支援制度を提示

除染土が入った袋。同様の袋が
南相馬市内で散見される。
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客さまへのアドバイスは︑震災
を機に一変した︒

ライフデザインを
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もしれない﹂と考え︑所有より
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らないことから︑今まで以上に

が︑原発事故の影響で住むに住

﹁社会インフラが回復しておら
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とで個別相談を望む方も増えて

者︑そして男性のほとんどは家

ない人や身体が弱っている高齢

コミュニティの輪に加わってい

も決まったメンバーなんです︒
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に︑これからも相談会を通じて

る姿が見たいんです︒そのため
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被災者の悩みに寄り添いながら︑

ある日こっそりと引っ越してい

昨年からは
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相談者の反応を引き出すように

いて話してもらったところ︑﹁こ

この地に住み続ける ことも考え
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自宅に戻りたいと考えている
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しています﹂
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人の中には︑リフォームを検討

ってしまう人もいるという︒
いわき市で戸建て・マンショ

前向きに生きていけるよう
被災者の悩みに寄り添いたい

最後に︑今後の活動について
尋ねるとこう答えてくれた︒
﹁集会所に顔を出すのは︑いつ

りにしている被災者は大勢いる︒
彼らの回りには︑今日も笑顔の
輪が広がっていっている︒
︵本誌・川﨑寛隆︶
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とに窓口が分かれており︑かつ

壊︑半壊︑一部損壊にわけて︑
会を行うという流れだ︒

わきＦＰ・ｅ らいふ理事長・
償金を狙った詐欺にあわないた

ただ︑セミナー＆個別相談会

相談者がどの制度を利用できる

大川幸子さん︶
何よりも必要とされていたのだ︒

住宅価格の概算を伝えるなど

めの注意点︑資産運用のポイン
トなど︑参加者が興味を持ちそ

相談時間は一人 分間で︑費
用は無料︒面倒な申請書類の書
うなテーマを設定︒セミナー後

ら︑今後の住まいについての相

き方を国や市の職員が丁寧に教

た︒原発災害でいわき市に避難
今後の住まい選びをサポート

を凝らしている︒
談が増えてきたという︒復興公

の昼食では︑いわき市をもっと

﹁個別相談会だけを開催しても︑
営住宅に移るのか︑家を建てる

えてくれることもあり︑
﹁ 本当

してきた人々と違って多額の賠

心を開いていないうちからＦＰ
のか︑子どもたちと一緒に住む

身近に感じてもらおうと︑いわ

に悩みを相談しようとは皆さん
のかなど︑真剣に考え始める高

に来てよかった﹂と安堵する相

考えません︒セミナーを聞けば

齢者が目立つようになってきた︒

償金を受け取っているわけでは

いわき市に避難してきた方々
﹃私の場合は⁝﹄と相談に前向

避難指示が解除される地域が

個別相談会では昨年あたりか

の支援という面では︑２０１１
きになりますし︑一緒に食事を

徐々に増えてきたことも︑こう

き市の名物を提供するなど工夫

年 月から︑一般財団法人ゆう
とると心の距離がグンと縮まる

した動きに拍車をかけている︒

談者も多いという︒

ちょ財団の助成を受けて︑市内
ものです︒１回目では難しくて

ただ︑ＦＰには住まいの悩み

応急仮設住宅内の集会所で

各地にある応急仮設住宅内の集
も︑２回︑３回と回を重ねるこ

セミナー＆個別相談会を開催

会所でセミナー＆個別相談会を

ないため︑資金面で悩みを抱え︑
相談に来るケースが多い︒
相談の内容も︑
﹁ 大規模半壊
の家を建て直したいが︑利用で
きる制度はあるか ﹂
﹁ 銀行に住
宅ローンを申し込んだら断られ
てしまった ﹂
﹁ 中古住宅を購入
したが︑税金の減免制度はある
のか﹂など様々だ︒
﹁被災者の生活再建を支援する
公的制度は様々あるのですが︑
国や県︑市が行っている制度ご

っているケースも少なくない︒
﹁動き始めているのは︑一緒に
住める人がいる︑ある意味幸せ
な人たちでもあります︒一人暮
らしの高齢者の中には︑
﹃ あと
何年生きるかわからないし︑一
人で住む家を建てても仕方がな
い︒居られるまでここに住むつ
もり﹄という方もいます︒それ
ぞれ事情を抱えている中で︑応
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など大盛況だったそうだ︒

ンを探している人の場合︑４０
００万円くらいの物件であれば
キャッシュで買うことも珍しく
ない︒東京電力から支払われて
いる各種賠償金を貯めてきた家
庭も多いからだ︒
ただ︑需要過多であるため︑
いわき市では空地や中古物件が
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いわきFP・ｅ−らいふ理事長・大川幸子さん

