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週末保養参加者アンケート結果概要（第五版）	

	

「福島の子ども保養プロジェクト」運営委員 
西崎伸子（福島大学） 

2017 年７月 31 日	

	

	 2011年 3.11の震災から 6年が経過した。しかし、県内ではいまだに東京電力福島第一原
子力発電所から放出された放射性物質にともなう影響が続いている。とくに放射能の感受

性が大人の 3～4倍高いとされる子どもへの影響が心配され、福島県外に母子避難を中心に
約 3万 5千人（2017年 6月現在＿復興庁データ）、県内避難を合わせると約 6万人が避難
を続けている。一方で、もっとも避難者数が多く計上されていた 2012年 6月 1日の 164,264
人からは減少し、強制避難区域の避難指示解除もあって、帰還者数が増加している。 
県内では除染が広範囲におこなわれてきた。2016年 2月には生活圏の里山の除染がおこ

なわれることも国によって明言され、現在実施中である。2012年 4月以降、放射性セシウ
ムの基準値に乳幼児食品が加えられたり、流通する農産物の検査体制が整備されたりする

など各種の施策がとられ、食材に対する不安感は解消されつつある。一方で、2011年 6月
から福島県が県民健康管理調査（現県民健康調査）を実施し、その結果および評価が出て

きているが、原発事故との関連性は不明のままである。 
	 このような状況で、「福島の子ども保養プロジェクト」（通称コヨット！）は 2011 年 12
月に始まり、約 5 年間継続してきた。当初は低線量地域への避難を望みながらも、諸事情
によりそれが困難な子育て世帯のニーズを把握し、それらのニーズにきめ細かく対応する

体制を整え、身体的・心理的・金銭的に支援をすることを目的とし、福島県・山形県・宮

城県等の低線量地域で保養を継続してきた。現在では、原発事故から 6 年を経て、社会状
況が大きく変わってきていることから、子育て世帯のニーズを適宜理解する必要性が高ま

っている。とくに最近は、小学生低学年からの保養参加ニーズが高まっている。 
本報告は、2016年 10月から 2017年 4月に実施した「福島の子ども保養プロジェクト」

の週末保養企画参加者（乳幼児保養）193世帯から回答を得たアンケートの集計結果の概要
である。アンケート調査の結果は、2012 年 1 月 7 日～7 月 14 日までに実施された週末保
養企画に参加した 505世帯の集計結果を第一報（回収率：87%）、2012年 7月 21日～2013
年 1月 16日までに実施された週末保養企画に参加した 334世帯の集計結果を第二報（回収
率：93.4％）、2013年 3月 1日~2014年 6月 21日までに実施された週末保養企画に参加し
た 940世帯の集計結果を第三報（回収率：82.3%）、2014年 7月～2016年 9月までに実施
された週末保養企画に参加した 546 世帯から報告している。本報告は、それら 4 回分の集
計結果にその後の調査結果を加えたものである。なお、第一報の質問項目は、第二報・第

三報と異なり、今回の第五報は第四報と同様の質問項目である。共通項目を比較の対象と
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した。五報を通しての結果概要は以下の通りである。 
・参加者は、中通り北部および郡山市からが大多数を占めるが、いわき市からの参加が増

加している。いわき発着の希望も増えている。父母子での参加比率が上昇している。 
・企画への満足度は高い。子どもの遊び、大人のリフレッシュの満足度は高く、他の参加

者との交流については若干低い。 
・食品・食材の産地を気にする割合は減少し、子どもに外遊びをさせている割合が増えて

いる。 
・原発事故後の子育ての相談は、従来どうり、家族や友人関係でなされている。それに加

えて、避難先や保養先で知り合った仲間という回答が増えていた。 
 
これらのことから、食材や外遊びなど、個別の不安は一見解消されつつあると捉えるこ

とができるが、原発事故の影響は子育て世代の日常生活や個々の意識にいまなお強く残っ

ている。とくに、参加が多い福島県中通りは、放射能による健康影響への不確実性が高く、

リスク認知が政府（「専門家」）と市民の間で異なること、リスク対処行動が市民間で異な

ること、強制避難区域との補償等の差異が可視化しやすく社会的分断が生じやすい特徴が

ある。2017年３月に避難指示の解除や自主避難者への借り上げ住宅への支援策が終了した
ことから今後は、帰還者が増加することが予測されている。アンケートにも「帰還してき

た」ことへの言及が増えていることから、今後は帰還者についての把握や保養ニーズの変

化を注視したい。 

いずれにしても参加者は不安の解消を保養企画に求めているが、保養企画だけで多種多

様な不安を解消することは現実的ではない。豊かな自然環境における外遊び機会の提供や、

家族間だけでなく信頼できる場からの多様な情報を得る機会の提供など、現在の参加者ニ

ーズをふまえた企画が本プロジェクトに求められている。	
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[1]参加世帯の居住地（県市町村名・上位 10 位）	

福島市と郡山市が 6 割を占める。その他、県北自治体からの参加者が各回ともに多数を

占めていたが、第三報以降はいわき市からの参加が増えている。 

 
 

第一報 第二報 第三報   第四報 

福島市 45% 福島市 48% 福島市 46% 福島市 46% 

郡山市 25% 郡山市 23% 郡山市 24% 郡山市 22% 

白河市 8% 伊達市 7% いわき市 6% いわき市 7% 

伊達市 7% 二本松市 6% 二本松市 5% 伊達市 7% 

本宮市 5% 白河市 4% 須賀川市 5% 二本松市 4% 

二本松市 4% 本宮市 3% 本宮市 4% 須賀川市 3% 

いわき市 3% 須賀川市 3% 白河市 3% 白河市 2% 

須賀川市 1% いわき市 2% 桑折町 1% 本宮市 2% 

国見町 1% 相馬市 1% 鏡石市 1% 川俣町 1% 

三春町 1% 田村市 1% 国見町 1% 桑折町 1% 

  第五報 
      

福島市 42% 
      

郡山市 24% 
      

いわき市 11% 
      

大玉村 4% 
      

須賀川市 3% 
      

伊達市 3% 
      

桑折町 2% 
      

本宮市 2% 
      

田村市 2% 
      

西郷村 2% 
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[2]参加者の家族形態  
母子での参加比率は 36％（第一報）、42%（第二報）、46%（第三報）、52%（第四報）と上
昇している。第五報では父母子での参加が 5ポイント上昇した。 
 [参加者の構成] 

第一報 第二報 第三報 

父母子	 53%	 母子	 42%	 母子	 46%	

母子	 36%	 父母子	 46%	 父母子	 44%	

祖母・母子	 3%	 祖母・母子	 5%	 祖母・母子	 8%	

父子	 1%	 父子	 3%	 父子	 2%	

第四報 第五報 
  

母子	 52%	 母子	 49%	
	  

父母子	 44%	 父母子	 49%	
	  

‐	 ‐	
	  

父子	 4%	 父子	 2%	
	  

 
 [3]週末保養企画への満足度  
第一報（96%）、第二報（97%）、第三報（98%）といずれも高い。その傾向は継続している。 

	 	 第四報 第五報 

子どもを遊ばせることができましたか？	 100% 100% 

大人のリフレッシュはできましたか？	 99% 100% 

他の参加者と交流はできましたか？	 84% 80% 

 
[4]普段の生活について  
食品・食材の産地を「意識する」が 7ポイント減少し、「やや意識する」が 8ポイント上昇
した。子どもに外遊びをさせている割合は、第二報（24%）から第三報（37%）にかけて
13 ポイント、第三報から第四報にかけて 12 ポイント、第四報から第五報にかけて 7 ポイ
ント上昇している。休日の過ごし方については第四報から第五報にかけてほぼ変化がない。 
 
① 食品・食材を購入する際に産地を意識しますか？ 

  第二報 第三報 第四報 第五報 

意識する	 68%	 59%	 48%	 41%	

やや意識する	 32%	 38%	 45%	 53%	

まったく意識しない	 1%	 3%	 7%	 6%	
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② 日常生活における子どもの外遊び 

  第二報 第三報 第四報 第五報 

させている	 24%	 37%	 49%	 56%	

ときどきさせている	 60%	 53%	 45%	 41%	

させていない	 16%	 10%	 6%	 2%	

 
③ 休日の過ごし方について 

  第二報 第三報 第四報 第五報 

家の中で過ごす	 11%	 13%	 13%	 16%	

定期的に県内の線量が低いところに出かける	 30%	 30%	 39%	 38%	

定期的に県外の線量が低いところに出かける	 24%	 21%	 (統合)	 (統合)	

室内で遊べる場所に出かける	 31%	 28%	 32%	 30%	

気にしていない（原発事故前と同じ）	 3%	 8%	 16%	 16%	

 
[5]相談できる相手の有無  
相談できる相手がいない割合は 38%（第二報）から 34%（第三報）にかけて 4ポイント減
少している。第五報では 11ポイント増加している。保養先で知り合った人々が相談相手で
あるとの回答が増加している。 
 
  第二報 第三報 第四報 第五報 

はい	 62%	 66%	 80%	 69%	

いいえ	 38%	 34%	 20%	 31%	

 
[相談相手（上位 5位）] 

第二報 第三報 第四報 第四報 

友人（ママ友を含む）	 友人（ママ友を含む）	 友人（ママ友を含む）	 友人（ママ友を含む）	

夫	 夫	 夫	 家族（両親・親・母）	

家族	 母親	 両親・親	 夫・配偶者	

両親・親	 両親・親	 母	 保養先で知り合った人	

小児科医・医師	 家族	 家族	 保育園・幼稚園の先生	
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	[6]自由記述欄	

お天気も良かったのでもう少しわくわくランドで遊ばせてあげたかったです。一人でも気

にする方がいたら保養を続けたいというスタッフさんが居てくれること感謝しています。

放射線に関わること言えばないストレスをわかってくださるだけで嬉しいです。してもら

ったこといつか子供達が恩返しできたらいいなと思っています。 
同じ年ごろの子がたくさんいたので楽しく遊ぶことができました。また、私自身ものんび

り過ごすことができました。いつもと違う環境で興奮して遊んでいる様子を見るときて本

当によかったと感じます。 
今回も大変お世話になりました。子供たちはサンタの登場にとても喜んでいました。また、

緊張しながらも今も自己紹介する姿に心の成長も感じることができました。 
もうすぐ震災 6 年がたちますがその間ずっと保養を企画してくださり、ありがとうござい
ました。市内の室内遊び場にいくことがありますが広さも限られており、６歳の子供が思

い切り遊ぶには手狭で危ないよう、走らないで、など注意をしてしまいました。外遊びの

代わりにはならないし気をつかいすぎて疲れることもあるので保養でのびのび遊びほっと

できるのがありがたいです。 
はじめて参加しました。久しぶりにとってもリフレッシュさせてもらいました。自由時間

もけっこうあり、子供達とのんびりできました。たこ焼がとてもおいしかったです。大阪

からはるばる来てくださったスタッフのみなさまに感謝です。 
0歳と２歳の低年齢で参加させていただき色々お気遣いしてくださり、子どもも大人までも
楽しく旅行させていただくことができました。未就学児なので団体行動にも慣れておらず

新鮮でとても楽しそうにしていました。初めての雪遊び、初めての温泉、初めてのいちご

狩り、大事な思い出となりました。 
あいにくの雨でしたが、小雨の中でも体を思い切り動かして遊ぶことができたので息子も

とても喜んでいました。今回若い男性スタッフがいらっしゃったことで男の子たちはとく

に喜んで遊んでいたような感じがしました。また久しぶりに親子共々のんびりゆったりと

した時間を過ごす事ができ、心身ともにリフレッシュすることができました。 
いつもありがとうございます。放射線に関しては不安がなくなったわけではありませんが、

現状を受け止め前向きに生活しています。 
いつもありがとうございます。もう少し小学生企画が増えるとうれしいです。 
いつも様々な企画を準備していただきありがとうございます。 
いつもスタッフの方が色々と気配りしてくださり嬉しいです。ありがとうございます。 
いつも大変お世話になっております。とても楽しくリフレッシュできました。また申し込

みたいです。 
いつも楽しい企画ありがとうございます。来年度も継続していただけると嬉しいです。 
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いつも楽しく参加させていただきありがとうございました。そりすべり娘がとてもよろこ

んでいました。今年最後の雪遊びになるのかと思います。4月からは小学生になるので小学
生の週末保養に参加させてもらいたいと思っています。でもまわりの小学生の親に聞くと

なかなかあたらなくて参加できないとよくききます。母親が働いていると長期の保養はな

かなか参加することができないので小学生低学年の週末保養をもっとふやして参加できる

機会をふやしてほしいです。 
大阪の皆様、添乗してくださった皆様のおかげで、たこ焼き、外遊びととても楽しく、ま

た一つ素敵な思い出をつくることができました。震災後このような保養企画が減っている

中、今も続けてくださっていることに感謝の気持ちでいっぱいです。 
同じ年代の子や親御さんとの交流が、いつもと違った楽しい旅になりました。福島の子の

ためにこうして考えてくださって震災に関してはいろんな複雑な気持ちもありましたがコ

ヨットさんにはとてもありがたく思います。子供のためだけでなく親たちの震災のマイナ

スイメージを緩和してくれるようにも思います。 
親子ともどもとても楽しく過ごす事ができました。スタッフの皆様もとても親切でありが

たかったです。時間がありましたらまた参加させていただきたいです。 
親子共々とても楽しみました。また機会があれば参加させてください。ありがとうござい

ました。 
親子ともどもとてもリラックスできました。未就学児が無料というのが本当にとてもあり

がたいです。土日はどこか遠くへ連れていってあげたい気持ちはあるものの「大変なこと

があったら」と気苦労がありどこへもいかないときもあります。コヨットさんはスタッフ

の方々の目もあり安心して遊べます。同年代のお子さんとの交流も親子共々よい刺激にな

ります。 
親子共にゆっくり楽しい時間をすごせました。このような企画を考えてくださり、本当に

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 
親子ともリフレッシュできました。 
きちんと厳しい目で管理されている放射能も食品添加物の摂取も体に何が起こるかわから

ないのだと思います。子供には栄養、安全なものをたべさせたいです。息子も私もとても

楽しくリフレッシュできました。 
県外へ移ったときのいじめが気になります。 
原発から数年たちどんどん風化していく中で定期的にやってくださるコヨットさんの保養

は大変有り難く思っています。子供達が笑顔で思い切りあそんでいる姿を見るのはうれし

いです。 
公園など未だに高めの放射線が出ているのでやはり週末に少しでも線量の低い所に来て、

過ごせるのはありがたいです。これからも是非保養に参加させていただきたいです。 
今年で未就学児童が就学してしまうので、小学生に親も行く保養企画を増やしてもらえる

とありがたいです。 
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子供が他の子供達と走り回って楽しそうで参加できてよかったです。 
子供達は雪遊びをとても楽しんでいました。郡山でも雪は降りますが、遊ぶのは控えてい

るので良い機会でした。 
子供とゆったりと温泉で時間を過ごせてぜいたくだなと感じました。 
この先も保養が続いてくれるととても有り難いです。 
このようなご支援を続けてくださる皆様に感謝申し上げます。身心ともにリフレッシュで

きました。 
このような保養企画が続いているおかげで日ごろ親と子での生活からリフレッシュできま

した。 
細やかなお気遣いありがとうございました。 
コヨットさんには数えきれないほど参加させていただいています。週末保養は仕事してい

ることもあり、とても手軽ですし、未就学児にあった内容でとても楽しく参加させていた

だいています。娘の笑顔をたくさん見ることができました。ありがとうございました。 
コヨットの保養でリフレッシュがたくさんできます。そしてスタッフさんや他の家族様と

の出会いがたくさんありました。 
コヨットを知ったのは最近だったので、また次からも参加させてもらいたいと思いました。

とても貴重な体験ができて良かったです。ありがとうございました。 
これからもこのような活動を続けていってほしいです。 
これからも長く続けてもらいたいです。 
今回このような企画に参加させて頂き、子供達の元気なキラキラした目を見ることができ

大変嬉しく思います。5年間県外避難し、戻ってきて新たな交流の場に感謝します。 
今回下の子が学校に 4 月から入学するので最後のチャンスだと思い応募しました。こられ
たのでよかったです。外遊びも子どもたちがイキイキとしていたのを見てうれしく思いま

した。 
今回で 4 回目の参加となります。毎回とても楽しくて親子でとても楽しくすごさせてもら
っています。これからも続けていただきたいし参加したいです。 
今回とてもリフレッシュさせていただきました。これから先、放射線が子供達の体に影響

が及ばないか日々不安に思います。いつもいつまでもかわらずご支援くださっている全国

の皆様に感謝いたします。 
今回は参加した子供達の年齢が近かったため夕食時に大交流がありました。うちの子供た

ちは普段知らない人とあまり交流しないのですが、今回はとても楽しんだようです。 
今回初めて参加して他の子供達もいて楽しそうでした。そりすべりや湯食事の子供のお買

い物などとても良かったです。また参加したいです。 
今回初めての参加だったのですがとてもリフレッシュすることができました。わたしは郡

山に住んでいて、一緒に参加した母が福島市に住んでいるのでお互いに住んでいる方の駅



9 
 

でバスに乗車できればもっとよかったです。 

今回初めての参加で不安もありましたが子ども 2 人で楽しく参加することができました。
また機会があれば参加したいです。 
今回初めて山形の保養に参加しました。コヨットには何度か参加しましたが、外遊び、野

菜収穫、温泉どれもみんなでとても楽しみにしてきました。放射能を気にせず思い切り子

供達を遊ばせてあげられることは親としてもとてもありがたいです。土壌汚染の数値をみ

ると土を触ってしまう年の子の親としてはまだまだ気が抜けません。このような機会を作

っていただき大変感謝です。ありがとうございました。 
今回はとても楽しい旅行ありがとうございました。子もたち大はしゃぎで嬉しそうでした。 
今回は保養プロジェクトに参加させていただき本当にありがとうございました。夫が仕事

の休みが少なくなかなか自分だけでどこかへ連れていくのが大変なので、このような機会

を頂けることは子どもにとっても自分にとっても連れていくのが大変なので、このような

機会を頂けることは子どもにとっても自分にとっても本当にありがたく助かっています。

このところ家で過ごすことが多かったのでみんなでとても楽しみにしていきました。今日

明日と思い切り遊んで心身ともにデトックスしていきたいと思います。 
今回は雪遊びができて娘もとてもよろこんでいました。おいしい料理に気持ちのいい温泉

に入り大人もリフレッシュできました。娘は 4 月から小学校にはいります。親が働いてい
ると長期の保養にいくことは難しいのでぜひ小学生、低学年向けの親子週末保養をふやし

てもらえたらと思います。 
今回はゆったりとした企画でとてもよかったです。クリスマスのおでかけ子どもが少し不

満そうでしたがきちんとサンタさんがプレゼントをもってきてくれてクリスマスムードに

なりました。 
今回もとても楽しかったです 
今回もリフレッシュができ子どもたちをいっぱい外で遊ばせられてとてもよかったです。 
今回雪遊びを子供とたのしむことができ参加して良かったと思いました。とても嬉しく思

います。普段線量がまだ高めのところで生活しているので、自然の中で安心して遊ばせら

れることは親として本当にありがたいと思います。今後も活動が継続するということで多

くの方々の支えに感謝し、また参加できたらと感じています。 
昨年保養プロジェクトに参加した際に宿についてもプログラム内容がぎっしりで原発や放

射能のことを忘れるためにきているのに親たちでそのことについて話し合いなどが正直苦

痛でゆっくりできなかったので、今回はのんびり家族で過ごす時間もあり参加してよかっ

たです。 
事故から 6 年。まだ不安があるなかで子育てをしています。このような企画、できるだけ
長く続けていただけるとありがたいです。そして協力していただいている方々に帆尿に感

謝していきたいです。 
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ジャグリングがとてもたのしく大人が本気になってみてしまいました。また見てみたいで

す。 
主人が県職員なのですが、3.11 以降業務量が増え、ほぼ母子家庭状態が続いており、母で
ある私に子育て家事の比重がかたより、お互いにストレスを抱えているためにこのような

イベントはリフレッシュになりとてもありがたいです。是非また参加させてください。 
小学生からの保養ももう少し近場のがあるといなと思います。 
小学生対象の保養が増えて未就学児の保養が縮小されているような気がしました。今後も

未就学児も参加できる企画が継続されると嬉しいです。 
小学生低学年の週末保養をもっと増やして参加できる確率を高くしてほしいです。 
震災から 6 年、震災時に幼稚園に入園だった上の子も小学生になり外遊びではコヨットの
保養に助けられました。 
震災後 5 年がたち、ここ最近になり保養の存在を知りました。だんだんと保養が少なくな
っているなか、ほぼ毎週末にこのような企画をしてくださりとても感謝しています。子供

達がのびのびと遊べるのはなかなかないので、沢山あそばせられ満足です。 
震災後来週で 7 年目になりますがずっと変わらずに福島の私達をおもって応援してくださ
り感謝でいっぱいです。今回も子供達と楽しい貴重な時間を過ごせました。 
スタッフの方、バスガイドの方がとても良くしてくださり、気持ちのよい旅行となりまし

た。子供が思いっきり遊べ、楽しみ、大人もゆっくりリフレッシュできました。また機会

があれば参加したいと思います。ありがとうございました。 
スタッフの方が企画を盛り上げようと頑張る姿がとても嬉しかったです。ありがとうござ

いました。 
スタッフの方や学生の方の協力でとてもたのしい旅行でした。また参加したいです。 
すばらしい企画だと思います。天気が心配でしたが外でソリあそびができとても楽しかっ

たです。バスの休憩時間にも余裕があり良かったです。親もリフレッシュできました。 
生活するときは無意識でいますが、県外に出てみると特殊な環境にいるということを認識

させられます。今回は 2 回目の参加ですが前回と同じ男性の方が山形からお手伝いという
ことでいらしていて、たくさんの人々に他さ得られているプロジェクトに参加できている

ことをありがたく思います。 
前回も一度参加させていただいてとても楽しかったので、今回も参加させていただきまし

た。湯の質も良く、外遊びも未収学位にはちょうどいい時間帯で楽しめました。 
線量云々よりも企画や割安なのが魅力的で参加させていただきました。 
外遊びでは子供達の元気な楽しそうな笑顔を見られて保養にきて本当に良かったと実感し

ました。 
体験型のプログラムは子供達にも大変貴重な経験にねると思います。特に福島県らしい企

画は子供達に福島への愛着をはぐくむと思います。これからも素晴らしい企画にお願いし

ます。 
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たこ焼きづくり、お菓子作り楽しめました。またスタッフやお姉さんとも楽しく遊べてい

ました。 
たこ焼を主食にしたのははじめてです。お腹いっぱい食べました。 
ただ遊ぶだけでなく、スタッフの方とオムツはずれの事について相談できたり他の家族の

皆さんと交流できたりと普通の家族旅行緒では経験できないことばかりでとても充実した

時間でした。心身ともにリフレッシュできました。ありがとうございました。 
楽しいクリスマスを過ごすことができました。 
小さい子供が二人いるので忙しくないプログラムでゆっくりと楽しむことができました。

ぜひまた参加したいです。 
長女が夏に甲状腺のエコーを受けて、のう胞の数と大きさも大きかったので、経過観察と

いう結果が出てとても心配しているところです。また、定期的に保養に参加させていただ

き、心身共に免疫力 UPさせたいです。色々企画してくださり、本当にありがとうございま
す。とても心強いです。 
天童の公園で何も心配することなく自由に遊ばせることができ大人も子供もリフレッシュ

できました。小さい子なので、砂を触ったり口に入れたりすることもあり、普段は親子共々

ストレスを感じつつ、気を付けて外遊びをしています。そのためコヨットの企画にはとて

も感謝しています。また参加をさせていただきたいです。 
とっても楽しく過ごさせていただきました。イベントやゲームも盛りだくさんで大人も子

供も本当に楽しく参加できました。リフレッシュできてステキな思い出ができて感謝して

います。 
とても充実した内容で本当によかったです。とてもリラックスして過ごしました 
とてもすばらしい企画だと思います。親子共にとてもリフレッシュできました。地元に住

んでいながらはじめて赤べこの絵付けを体験しました。 
とても楽しい思い出ができました。スキー場にいったことがないので、雪遊びがたくさん

でき喜んでいます。室内遊びはすぐあきてしまいますが自然遊びはたくさんあきずに遊べ

ました。次回も参加したいです。金額が安すぎて申し訳ない気がしました。 
とても楽しかったです。 
とても楽しかったです。ホテルの方も子供達と遊んでくれてこどもたちが喜んでいました。

自然にふれあったり沢山のお友達と交流でき社会勉強にもなりました。 
とても楽しく参加することができました。 
長くこのコヨットさんの保養が続いてほしいなと思います。 
なかなか雪遊びをする機会がなかったので、とても楽しく遊ぶことができました。震災か

ら約 6 年になり保養できる団体が少なくなってきている中、コヨットの皆様には大変感謝
しています。 
のんびりすることができ大人も子どもも楽しく過ごせました。 
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のんびりできるスケジュールでとても良かったです。最近家のすぐ近くが除染ででたゴミ

の仮仮置き場にきまり、放射能によるストレスをより感じていましたが、日常生活から離

れて子どもとあそび少し癒されました。また参加したいです。 
初めて参加させていただきました。今後もぜひ参加したいです。未就学児対象の企画だっ

たのでもっと未就学児が多いと思いました。小学生が多いなと思いました。未就学児を中

心にしてもらえると交流しやすいと思います。 
初めての参加でしたがスタッフの方々が気さくに接してくださりとても楽しく過ごせまし

た。 
初めての参加でしたがすばらしい企画を感じました。スタッフの方も良い方ばかりで父子

ともにリフレッシュできました。これからも是非継続していただきたいです。また参加し

ます。 
春になると山菜をとり、食べるのが楽しみだったのに放射能汚染で食べることができない

と最近も放射能に関するストレスを感じていましたが保養旅行でリフレッシュできまし

た。 
一つ一つにはしゃぎました。まず大きなバス、大きなお風呂、子供が喜ぶ満足な食事、ス

タッフの気遣い、パン喰い競争も大変楽しんでいました。この日を待ちに待った子供達は

夜ぐっすり。わたしもおもいっきり外遊びを楽しみました。感謝感激。大満足です。 
日々生活で原発や線量など意識することはないように感じますが、実際に近所の公園で遊

ぶ機会がなくなりました。コヨットの企画は他の子どもたちとの交流があり、大変感謝し

ています。 
福島の子供達のために様々な保養を企画してくださりいつもありがとうございます。さり

気ない心遣いで大変楽しい保養の時間を過ごすことができました。 
普段、雪や雨の日はほとんど家の中など外にでることは避けたいので今回雪遊びができた

ことはとても貴重な体験になりました。また参加させていただきたいです。子供にとって

も良い刺激になったと思います。 
普段口にしている食料品などは自分で選んで購入できるので心配ないですが、外遊びに関

しては少し不安があったので参加できて本当によかったです。 
普段体験できないようなことをいつも体験させていただきありがとうございます。新しい

企画も楽しみにしています。小学生の保養を増やしていただきたいです。 
普段は雪遊びがほとんどできないのでとても楽しく遊ぶことができました。雪のある場所

までこようと思っても私だけでは子どもを連れてくるのは難しいので、このようなツアー

でしかも小さい子供が対象ということなので安心してくることが大変ありがたいです。 
ふわふわの雪でおもいきり遊んでいる子供の様子を見てとても嬉しく思いました。冷たく

なったからだも温泉でほっかほかになりました。大人も子供も非日常を楽しむことができ

ました。 
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放射線とても心配ですが金銭面を考えると遠くへ行ったりすることもあまりできずにいた

のでとても感謝しています。今後も参加できるものには参加したいと思います。本当に楽

しく過ごすことができました。 
放射線の不安は人によって考え方が違うのでママ友話題でもタブーというかほぼ話すこと

はありません。不安は常にあるので気軽に相談できたらと思いました。 
放射能はまだまだ気になりますが、金銭面なども考えるとなかなか遠くへ行くこともでき

ないので、この企画はとても嬉しいです。今後も参加したいと思っています。 
他のお母さん方とお話ができてよかったです。 
ボランティアで参加という若い方がいましたが、せめて夕食のときに子供たちの相手をし

てほしかったなぁと思います。保養の企画はいつもお世話になり、大変感謝しています。

今後もよろしくお願いします。バスガイドさんとても博学の人のようでしたが、子供が寝

ていたのでもう少し配慮していただきたかったです。 
本場のたこ焼き作りがとても楽しかったです。大阪の方にたくさん声掛けをしていただき

子どもも喜んでいました。 
毎回楽しく参加させていただいています。これからも保養プロジェクト続けて欲しいです。 
また参加したいです。とても楽しかったです。 
まだまだ不安です。 
短い時間でしたが、子どもたちのゲームなど工夫してやっていただきとても楽しく過ごす

ことができました。食事もボリュームがあり本当にありがたかったです。皆さんありがと

うございました。 
娘の楽しそうな姿をみて私も嬉しくなりました。 
娘二人と 3 人だけでのお泊りは不安もありましたがスタッフさん方が親切で心強かったで
す。ふかふかのパウダースノーに親子で感激でした。とてもたのしかったです。 
もう少し未就学児対象もおこなってほしいです。 
雪遊び、温泉、いちご狩りと子供も楽しかったです 
雪遊びしたり宝探しゲームも楽しみ思い思いに走り回りました。 
雪遊び少しの雪でしたが子供達は喜んでいました。このような企画をしていただき、あり

がとうございます。なかなか他の参加者の方との交流はありませんでしたが、週末をのん

びり過ごす事ができました。 
リフレッシュできました。子供達も元気いっぱい遊びおいしい食べ物をたべて免疫力 up。
スタッフのみなさん旅館のみなさま本当にお世話になりました。 
わくわくランドで思い切り子供達を遊ばすことができ、温泉や美味しい食事を頂け、子ど

もたちともども私達もとてもリフレッシュできました。スタッフもバスガイドさんも一緒

にあそんでくれ親切でよかったです。 
わくわくランドでの外遊び娘がとても楽しんでいました。ありがとうございました。4月か
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ら小学生になるので、そうするとなかなかコヨットさんへの保養の参加がでいなくなって

しまうので、できれば低学年の週末保養をふやしてもらえるとうれしいです。だんだん保

養も減ってきているので、コヨットさんにはできるだけ長く続けてもらいたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。 
 


