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1. 福島の子ども保養プロジェクト週末保養参加者へのアンケート調査集計結果（概要） 

 

福島の子ども保養プロジェクト 

2012 年 9 月 20 日 

 

（１） 調査の目的 

東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故後に立ち上げられた、「福

島の子ども保養プロジェクト」が実施する乳幼児とその保護者を対象にした週末保養

企画に参加されている方を対象に、参加者の現状やニーズについて把握し、今後のプ

ロジェクトのあり方を検討するとともに、参加者の生の声を国や県、自治体などの行

政機関をはじめ、様々な支援団体に届けることによって、乳幼児を抱える子育て世帯

の生活の改善に寄与することを目的に実施した。なお、プロジェクトでは、小学生以

上を対象にした保養旅行（就学児プラン）を企画・実施しているが、対象が異なるこ

とから今回のアンケートの集計には含んでいない。 

 

＊「福島の子ども保養プロジェクト」とは、福島第一原発事故の被災地域の子どもたちに、低線量地

域で伸び伸びと遊んでもらう保養企画として、2011 年 12 月にスタートとした活動で、福島県生活協

同組合連合会、福島大学災害復興研究所、福島県ユニセフ協会が主催している。活動のための資金は、

日本生活協同組合連合会から呼びかけていただいた全国の生協が取り組んでいる応援募金、日本ユニ

セフ協会、県外企画受入れ生協などによって支えられている。 

 

（２） 調査対象 

2012 年 1 月 7 日～7 月 14 日までに実施された週末保養旅行（計 38 回）に参加された

505 世帯 

 

（３） 調査方法 

調査票は、保養旅行の一日目に参加世帯に一枚ずつ手渡しで配布し、二日目に手渡し

で回収した。 

 

（４） 回収数：439 件 [回収率：87％] 

 

 

（５） アンケートの実施体制 

調査内容の立案は西﨑伸子（福島大学行政政策学類・地域環境論研究室准教授）が

おこなった。調査内容および調査方法については「福島の子ども保養プロジェクト」

の運営委員会およびスタッフ会議で決定した。調査アンケートの配布と回収は、プロ

ジェクトの引率スタッフと引率ボランティアがおこなった。アンケートの入力作業は、

調査立案者の指導のもと福島大学の学生 3 名がおこなった。 

得られた情報については、個人情報が特定されないように十分に配慮して公表をす

るとともに、プライバシーが漏洩しないように調査用紙の管理を厳重におこなう。 
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2. 福島の子ども保養プロジェクト週末保養参加者へのアンケート調査集計結果（要旨） 

 

 

[問１]現在のお住まいについて：（単位は世帯、N=439）：福島市+郡山市が 70%、中通り北部地

域（福島市+伊達市+二本松市+川俣町+桑折町で 58% 

福島市 45%、郡山市 25%、白河市 8%、伊達市 7%、本宮市 5%、二本松市 4%、いわき市

3%、須賀川市 1%、国見町 1%、三春町 1%、塙町 1%、西郷村 1%、川俣町 1%、矢吹町

1%、桑折町 1%、その他、浪江町、天栄村、田村市、大玉村、泉崎村、宮城県１世帯ずつ 

[問２]保養旅行の参加者について： 

１．参加世帯の人数（N＝439） 

2 人 17%、3 人 32%、4 人 36%、5 人 8%、6 人 1%、回答なし 6% 

２．参加世帯の構成（N=439） 

父母子 53%、母子 36%、祖母・母子 3%、父子 1%、祖母・子 1%、回答なし 6% 

３．参加した子どもの年齢（N=738）：０歳以上６歳以下で 76% 

0 歳 3%、1 歳 7%、2 歳 13%、3 歳 13%、4 歳 13%、5 歳 17%、6 歳 10%、7 歳 7%、 

8 歳 4%、9 歳 4%、10 歳 4%、11 歳 1%、12 歳 1%、14 歳 1% 

[問３]今回参加された保養旅行の情報をどこで知りましたか？（複数回答可）（N=453） 

生活協同組合の店舗から 8%、生活協同組合の関係から 10%、インターネット 41%、 

ちらし・情報誌等 9%、家族・知人・友人から 25%、その他 6% 

[問 4]今回参加された保養旅行に満足されましたか？（N=416） 

満足 96%、満足ではない 2%、その他 2% 

[問 5]「満足ではない」理由（複数回答可）（N=13） 

スケジュール 15%、内容 31%、費用 23%、その他 31% 

[問 6]今後の保養旅行について希望する期間（複数回答可）（N＝768） 

週末保養などの短期保養 51%、冬休み・春休みなどの長期休暇でおこなう長期保養（1～

2 週間）29%、夏休みなどの長期休暇期間でおこなう長期保養（２週間～１ヶ月）16%、

１ヶ月以上の長期保養 2%、その他 2% 

[問 7]今後の短期の保養旅行の希望する場所（複数回答可）（N=928）：福島県内+南東北で 52% 

福島県内・会津地域 22%、南東北（宮城・山形）30%、北関東（茨城・栃木・群馬）13%、

南関東（埼玉・千葉・東京・神奈川）10%、北陸（新潟・富山・石川・福井）12%、 

どこでも 11%、それ以外 2% 

[問 8]今後の長期の保養旅行の希望する場所（複数回答可）（N=1374） 

福島県内・会津地域 6%、北海道（道北・道東・道央・道南）16%、北東北（青森・岩手・

秋田）11%、南東北（宮城・山形）9%、北関東（茨城・栃木・群馬）3%、南関東（埼玉・

千葉・東京・神奈川）5%、北陸（新潟・富山・石川・福井）10%、東山（山梨・長野）

7%、東海（静岡・愛知・岐阜）3%、近畿（三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌

山）4%、山陰（鳥取・島根）3%、中国（岡山・広島・山口）3%、四国（徳島・香川・愛

媛・高知）5%、九州・沖縄（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）11%、

どこでも 5% 

[問 9]短期保養（1 泊 2 日の場合）に参加する費用（N=470）：費用負担してでも参加したいが

78% 

無料ならば参加したい 22%、家族で総額 5 千円以内なら参加したい 46%、 

家族で総額一万円以内なら参加したい 30%、家族で総額一万円以上でも参加したい 2% 
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[問 10]保養旅行の内容について気になるところはどれですか？（複数回答可）（N=1091） 

場所 24%、移動にかかる時間 24%、費用 26%、食事 5%、子ども向けプログラム 19%、

保護者向けプログラム 2%、その他 1% 

[問 11]放射能汚染で子育てに関して不安はありますか？（N=435） 

はい 93%、いいえ 5%、その他 2% 

[問 12]不安がある場合、どのように対応したいですか（複数回答可）（N=878） 

今いる所より放射線の少ないところに避難したい 10%、避難を考えてはいるが、周囲の

様々な事情があってできない 26%、放射線防護・放射線量に関する情報を得たい 21%、

保養旅行に参加したい 38%、その他 5% 

[問 13]今後どのような情報提供を希望しますか？（複数回答可）（N=735） 

原発・放射能汚染・防護について 38%、避難先について 11%、保養先について 48%、 

その他 3% 

[問 14]現在、どのような通信手段が可能ですか？（複数回答可）（N=419） 

メール 2%、インターネット 5%、郵送 8%、メールとインターネット 7%、メールと郵送

13%、メールとインターネットと郵送 58%、インターネットと郵送 5%、その他 1% 

[問 15]今後、プロジェクトの企画にボランティアとして関わりたいと思いますか？（N=366） 

はい 12%、いいえ 88% 

[問 16]その他、ご意見・ご感想などございましたら、自由に記入して下さい。 

 

注） 

＊小数点第 3 位を四捨五入しているため、合計が 100%にならない場合があります。 

＊複数回答ができる設問では、回答率が 100%を超えることがあります。 

 

〈要  点〉 

 参加者は、中通り北部地域および郡山市からの参加が大多数。乳幼児を含む「父母子」で

の参加が最も多いが、「母子」参加も多いのが特徴。 

 情報へのアクセスでは、インターネット（メールを含む）の使用者が多く利用している一

方で、口コミの効果も高い。 

 参加者の保養企画への満足度は高い。 

 希望する保養企画として、県内あるいは移動時間の少ない近隣県での週末保養の希望が多

い。長期休暇の場合は、北海道、北東北、九州・沖縄など遠方地域への希望が多い。 

 保養企画の選択では、費用、場所、移動時間、子ども向けプログラムが重要。 

 震災から 1 年半経過したが、子育てに関しての不安感が非常に高い状態が継続している。 

 不安への対処や希望する情報として、保養および放射線防護・放射線量に関する情報が多

く求められている。交流の機会についても重要。 

 就学前の乳幼児を育てている世帯には、ボランティアなどのかかわり方を求めるのは難し

い。 
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3. 福島の子ども保養プロジェクト週末保養参加者へのアンケート調査集計結果（単純

集計） 

 

[問１]現在のお住まいについて 

県市町村名 世帯     

福島市 177 45% 

郡山市 98 25% 

白河市 33 8% 

伊達市 28 7% 

本宮市 19 5% 

二本松市 15 4% 

いわき市 10 3% 

須賀川市 4 1% 

国見町 3 1% 

三春町 3 1% 

塙町 3 1% 

西郷村 3 1% 

川俣町 3 1% 

矢吹町 2 1% 

桑折町 2 1% 

浪江町 1 0% 

天栄村 1 0% 

田村市 1 0% 

大玉村 1 0% 

泉崎村 1 0% 

宮城県 1  0% 

計 439 100% 

 

[問２]保養旅行の参加者について 

1. 参加世帯の人数 

人数 世帯   

2 人 75 17% 

3 人 141 32% 

4 人 158 36% 

5 人 34 8% 

6 人 4 1% 

回答なし 27 6% 

計 439 100% 
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2. 参加世帯の構成 

世帯構成 世帯   

父母子 232 53% 

母子 158 36% 

祖母・母子 11 3% 

父子 5 1% 

祖母・子 3 1% 

叔母・母子 2 0% 

曾祖母・祖母・子 1 0% 

回答なし 27 6% 

計 439 100% 

 

3. 参加した子どもの年齢 

年齢（歳） 人数（人）   

0 22 3% 

1 53 7% 

2 93 13% 

3 99 13% 

4 97 13% 

5 126 17% 

6 75 10% 

7 50 7% 

8 33 4% 

9 28 4% 

10 33 4% 

11 8 1% 

12 8 1% 

13 2 0% 

14 4 1% 

15 3 0% 

16 3 0% 

17 1 0% 

計 738 100% 
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[問３]今回参加された保養旅行の情報をどこで知りましたか？ 

1.生活協同組合の店舗から 38 8% 

2.生活協同組合の関係から 47 10% 

3.インターネット 187 41% 

4.ちらし・情報誌等 39 9% 

5.家族・知人・友人から 115 25% 

6.その他（    ） 27 6% 

計 453（件） 100% 

 回答１の具体名 

コープマートあだたら、コープマート安達、コープマートいずみ、コープマート桑折、コープマ

ート笹谷、コープマート新町、コープマート瀬上、コープマートやのめ、福島県南生協天神町店 

 回答２の具体名 

医療生協わたり病院、小名浜生協病院、桑野協立病院、県南生協組活、郡山医療生協、福島県生

活協同組合連合会、コープ組合員、生協の知人から、生協に勤めている知人から、パルシステム、

病院の救護要請告知、医療スタッフとして、案内用紙、看護師として参加を病院よりすすめられ

た 

 回答３の具体名 

福島県生活協同組合連合会 HP、子どもを放射能から守る福島ネットワーク HP、福島交通観光 HP、

ツイッター、ベネッセ“ウィメンズパーク”、保養、福島でヒットした、ヤフー、ユニセフ、旅行

会社 HP 

 回答４の具体名 

医療相談会でちらしをもらった、伊達市での相談会のちらし、新聞、投げ込みチラシ、福島民報、

福島民友、リビング郡山、リビング福島 

 回答５の具体名 

知人、母から、友人、職場、職場の上司のすすめ 

 回答６の具体名 

おひさまひろば（白河）、伊達市での相談会、保育園 

 

[問 4]今回参加された保養旅行に満足されましたか？ 

満足 399 96% 

満足ではない 7 2% 

その他（   ） 10 2% 

計 416（件） 100% 

・１か所でも観光できるところがあればよかった 

・雨が降ったので、外で遊べなかった。旅館が独身時代や子どもが手をはなれたら楽しいけど子ど

も向きではない。室内プールなどがあればよかった。お風呂が熱くて子どもははいれなかった。 

・雨でわくわくランドにいけなかったので残念です。 

・いまいち（部屋がいまいち）狭かった。旅館というよりビジネスホテル？ 

・家族間のやりとりが全くといっていいほどなく、さみしい。 

・携帯の電波が入らず家族との連絡が取れなかった。 

・大変満足できた。 

・中学生の料理が大人料金を払ったのに子供の料理だったので足りなかった。 
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・とっても満足、次もぜひ来たいです。 

・とても良かったです！ 

・バス移動は助かる半面、赤ちゃん連れには厳しかった。自家用車不可と言われたが、OKにしてほ

しい。オムツ替えなどは大変だったのと、チャイルドシートに乗せていないので不安だった。 

費用もかからず満足できたが、交流が少なかった。 

・満足ではありますが、子ども同士が触れ合えるゲームや外遊び、散策などの時間があったらいい

なあと思います。 

・料理等満足でしたが、説明や自己紹介等の団体行動だとは思わず、その説明をしてほしかった。

食事時間もみんな一緒にいただきますは聞いていません。のんびりしにきたのに、なぜか息がつま

る思いをしました。すべて自由行動にしてほしい。 

 

[問 5]問 4で「満足されていない」と回答されたご家族にお聞きします。その理由は何です

か？（複数回答可） 

１．スケジュール 2 15% 

２．内容 4 31% 

３．費用 3 23% 

４．その他 4 31% 

計 13（件） 100% 

・食事、説明会等の段取りをもう少しスムーズにしてほしい。小学生も無料でよいのでは。 

・部屋が狭く、ビジネスホテルのようだった。子どもと一緒なので洋室はやめてほしい。ベッド

だと一緒にねれない。 

・部屋のテレビで地デジが見られない(部屋の中だけでは子供が飽きてしまう）。 

・本来の目的のためには、時間スケジュールにゆとりを持つべきだと思う。→急に変更になった。 

・もう少し早い時期に集合して、一日目の午前・午後と外で遊べるプランがあればいいと思いま

した。 

・基本的に満足でしたが食事の待ち時間などに改善がほしいです。人がそろわないので、時間に

なったら食べ始めるなどしてほしいです。小さな子にとって目の前に食事が並んだ中長時間待つ

のはコクかと…。 

・意外と外の線量が低くなかったこと。（0.25～0.3）外遊びさせられなかったこと。 

 

[問６]今後保養旅行に参加される場合、期間はどれくらいを希望しますか（複数回答可） 

１．週末保養などの短期保養 395 51% 

２．冬休み・春休みなどの長期休暇でおこなう長期保養（１～２週間） 219 29% 

３．夏休みなどの長期休暇期間でおこなう長期保養（２週間～１ヶ月） 121 16% 

４．１ヶ月以上の長期保養 14 2% 

５．その他 19 2% 

計 768（件）  

 ２～４日間 

 2泊 3日 

 2泊 3日くらいの・・・ 

 3泊 4日程度 

 家を持っている人は長く空けると不安なので 2泊 3日くらいがちょうどいい。夏とか庭の花とか枯れ
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ないか心配。 

 親子参加できるもの 

 様々な内容があると思いますし、その時の状況で。 

 小学生等はプランが多くありますが、乳幼児はなかなかない為こういったプランは助かります。 

 小さな子供であれば、冬、春休み関係なく、1～2週間保養できると思います。 

 長期休暇中の３，４日 

 土日 2日 

 土日挟んでの 3～４日の旅行 

 夏・冬・春休みなどの短期保養 

 夏休みで 3日～１週間位希望 

 春、夏、冬休みの 2～3日間の短期保養 

 平日 

 放射能が少ないところにいれるなら期間といません。 

 留学など。 

 連休に合わせていただければ 

 子供が小さいので長期では負担になります。 

 

[問７]短期保養の場所は、どちらを希望しますか？（複数回答可） 

１．福島県内・会津地域 206 22% 

２．南東北（宮城・山形） 282 30% 

３．北関東（茨城・栃木・群馬） 116 13% 

４．南関東（埼玉・千葉・東京・神奈川） 91 10% 

５．北陸（新潟・富山・石川・福井） 114 12% 

６．どこでも 102 11% 

７．それ以外（   ） 17 2% 

計 928（件）  

・大阪より南 

・片道 1～1時間半ほどの距離 

・北東北 

・県外 

・県内以外ならどこでも 

・四国、九州 

・線量が低ければ 

・外で遊ばせられる所 

・県内以外 

・長野関西方面 

・福島県以外 

・放射線量が低く安心して子供たちと過ごせるところならどこでも 

・北海道 

・山形・秋田 

・ユニバーサルスタジオ 
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[問８]長期保養の場所は、どちらを希望しますか？（複数回答可） 

１．福島県内・会津地域 82 6% 

２．北海道（道北・道東・道央・道南） 214 16% 

３．北東北（青森・岩手・秋田） 150 11% 

４．南東北（宮城・山形） 121 9% 

５．北関東（茨城・栃木・群馬） 48 3% 

６．南関東（埼玉・千葉・東京・神奈川） 68 5% 

７．北陸（新潟・富山・石川・福井） 134 10% 

８．東山（山梨・長野） 103 7% 

９．東海（静岡・愛知・岐阜） 39 3% 

１０．近畿（三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山） 52 4% 

１１．山陰（鳥取・島根） 37 3% 

１２．中国（岡山・広島・山口） 42 3% 

１３．四国（徳島・香川・愛媛・高知） 64 5% 

１４．九州・沖縄（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児

島・沖縄） 
150 11% 

１５．どこでも 67 5% 

１６．それ以外（     ） 3 0% 

計 1374（件）  

・外国 

・県外 

・県内以外 

・県内以外ならどこでも 

・できるだけ遠い場所、希望は県外 

・できるだけ福島から遠いところ 

 

[問９]短期保養（1泊 2日の場合）に参加する費用についてお聞かせください 

１.無料ならば参加したい      102 22% 

２.家族で総額５千円以内なら参加したい 217 46% 

３.家族で総額一万円以内なら参加したい 140 30% 

４.家族で総額一万円以上でも参加したい 9 2% 

５.その他（      ） 2 0% 

計 470  

・2500（円）以内がベスト 

・場所と家族の人数にもよりますが…。 
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[問１０]短期保養の内容で気になるところはどれですか？（複数回答可） 

１．場所 258 24% 

２．移動にかかる時間 264 24% 

３．費用 283 26% 

４．食事 55 5% 

５．子ども向けプログラム 204 19% 

６．保護者向けプログラム 18 2% 

７．その他（     ） 9 1% 

計 1091（件）  

・汚染の程度 

・親１人で小さい子供 2人つれていけるか 

・規律が必要なので現地集合は原則なくするとか生協組合員に限るとか参加者への条件を付ける 

・公園などで身体を動かして遊びたい 

・自由時間が多いのはとても気楽です。子どもに合わせて動かなければならないので 

・線量 

・線量の低さと場所によってセシウムの飛散が気になります 

・小さな子どもがいるので和室があるとよい 

 

[問１１]放射能汚染で子育てに関して不安はありますか？ 

１．はい          405 93% 

２. いいえ 22 5% 

３．その他（      ） 8 2% 

計 435（件） 100% 

・子供の将来の不安はとてもあるが、どうしようもない気がする。 

・子どもの体力低下。自由に遊ぶことが出来ない子供のストレス、子供を自由にさせてあげられ

ない親の・ストレスが子供にどういう影響を与えるのか。 

・自分はないけど、周りを見ると県産の野菜を買わない人が増えているなど、不安は多いようだ。 

・どちらともいえず複雑です。 

・不安はありますがあまり気にしないようにしているつもり。 

・普段はそれ程気にしていないが、将来のことを考えるといろいろ考えてしまう。 

・私自身はないけれど子供がいる人にはありそうだ。 

 

[問１２]不安がある場合、どのように対応したいですか？（複数回答可） 

１.今いる所より放射線の少ないところに避難したい 84 10% 

２.避難を考えてはいるが、周囲の様々な事情があってできない 225 26% 

３.放射線防護・放射線量に関する情報を得たい 184 21% 

４．保養旅行に参加したい 337 38% 

５．その他（     ） 48 5% 

計 878（件）  

 安全な食材の確保（水も） 

 安全な食品を購入したい。 

 安全な食品をセレクトして食べる 
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 安全な食べ物を入手したい 

 安全な野菜、肉、魚を食べたい 

 色々な立場の専門家の講演会に参加したい。[専門家]に相談できる場がほしい。 

 国・県・市が責任を持って除染をしてほしい 

 県外のお医者さんに健康相談 

 現在の福島第一原発が再爆発がないかかなり心配です。1年前の時のように、後から恐ろしい情

報がわかるのではなくすぐに知りたいです。テレビ、新聞は本当のことを言わないのでインター

ネットが頼りです。 

 県内の公園では線量の低いところで外遊びしてます。こういう企画に参加できるのであれば外遊

びをもっとしたいので集合時間を 8時から 9時頃にしてもっと外で遊ばせたいです。 

 自費であちこち行っていたので今回みたいなプランは本当に嬉しいです。 

 情報交換。不安に思っている事を話したり人の話を聞くことで自分だけじゃないという気持ちに

なれる 

 食事からの内部被ばくを気にしている 

 食事に気をつける 

 食品。本当に安全な物なのか信じて食べている状態。 

 除染してほしい 

 除染を進めてほしい 

 水道水は本当に大丈夫なのか。日本の魚は大丈夫か。 

 線量の高いところに行かない 

 外で遊ぶ機会が少なくなっているので身体的な発育が心配。草花、虫など自然にふれる機会が減

っていることも心配 

 食べ物からの内部被ばくについての累積数が知りたい。 

 食べものに気をつけ、週末は県外で過ごす 

 食べ物にもきをつけたい 

 たべものの放射線量の測定値 

 地域の除染活動等への参加 

 近くの沼の整備依頼 

 適切な除染をし、正確な情報を把握したい。 

 特に食品への不安が大きそう。福島県産の野菜は食べたくないとか。 

 土日の休みがほとんどないので個人で出かける機会が多く、そういう場合の保養補助があると助

かる。交通費だけでも 

 どのように対応というか、とにかく不安を解消したい。誰かと同じ悩みを共有するだけでも安心

感を得られるので、時々同じような考えの友人と会って話をしたりしています。情報交換とかも

できるので。 

 日帰りでもいいので、放射線の少ないところへたびたび行きたいです。 

 避難できるならしたいが、現状は無理なので自分で出来ることからやっていきたい。 

 避難は考えていないので少しの間でも放射線の影響を受けないようにする時間を作ってあげた

い。何も気にしないで遊ぶ時間を確保してあげたい 

 避難は仕事、家があるのでやはりできませんがやはり心配です。なるべく週末に県外（線量が少

ない所）と思っていますが、費用も大変なので、こういったプログラムは本当に嬉しいです。 

 不安を吐き出す場が欲しい。時時々苦しくなる時がある（1人で考えてしまうと） 

 放射線の防護よりも、子供の今後の健康管理を責任を持って国が生涯対応していただきたいです。 
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 保養旅行に何度も参加したいが、親の仕事の都合上あまり参加できないのが辛いです。 

 野菜不足、運動不足、ストレスなど放射線以外のリスクを減らすように心掛けて生活する。 

 両親が県内に就業のため避難は考えていません。又母子避難も考えていません。家族一緒の生活

を第一に考えています。しかし、常に不安があり週末に家族で山形に日帰りで公園に出かけたり

しています。子供のためにはいつも父母、笑顔で明るくいられるように心がけています。放射線

の不安とは一生向き合って生活しなければいけないと思っています。 

 近くに室内の大型遊び場がほしい 

 県・市に除染の徹底を 

 安全な食事がしたい。 

 

[問１３]今後どのような情報提供を希望しますか？（複数回答可） 

１．原発・放射能汚染・防護について 281 38% 

２．避難先について 83 11% 

３．保養先について 351 48% 

４．その他（     ） 20 3% 

計 735（件）  

 安全な食材の提供、販売先 

 安全な食品情報 1ベクレル以下 

 子ども向けのイベント、プロジェクトなど 

 支援物資 

 週末等の短期の保養 

 食品について。このような情報は地域差があるので、皆に平等に提供されれば良いと考えていま 

す。 

 食品の汚染情報 

 除染の進抄 

 除染場所や線量の低い場所 

 線量計についての情報、安全な食品、県内で線量が低い場所 

 特に食、体からの排出など、免疫力の高め方 

 避難の際の支援システムについて 

 被ばくを小さくする方法や身体を守る食品やサプリメントなど 

 福島市内での子供のためのイベント 

 保養先の日頃の放射線量 
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[問１４]現在、どのような通信手段が可能ですか？（複数回答可） 

１．メール 10 2% 

２．インターネット 23 5% 

３．郵送 32 8% 

４．メールとインターネット 28 7% 

５．メールと郵送 56 13% 

６．メールとインターネットと郵送 244 58% 

７．インターネットと郵送 22 5% 

８．その他（     ） 4 1% 

計 419（件）  

・FAX 

・電話 

 

[問１５]今後、「福島の子ども保養プロジェクト」の企画にボランティアとして関わりたい

と思いますか？ 

１.はい 45 12% 

２.いいえ 321 88% 

計 366（件）  

 ３才児が２人おり、難しいです。すみません 

 ボランティアに参加したいとも思いますが、仕事もありますし、子供も小さいのでなかなか．．． 

 妊娠中なので、すみません。機会がありましたら是非。 

 これからも都合がつけば 

 まだ子供が小さいため 

 子供を預けては来れないが子供を連れて何かお手伝いならしてみたいです。 

 幼児が 2 人いますのでごめんなさい。 

 子供が小さいため今は難しいです。 

 何か力になれる事があれば…と思いますが、今の自分の状況では生活・時間に余裕がないので申  

し訳ありません。 

 他にボランティアをしていて目一杯ですごめんなさい。 

 子供が大きくなったら何らかの形で参加させてください。 

 小さい子供がいるのでごめんなさい。 

 ボランティアとして関わりたいと思うが、子供が小さいので…。 

 子供がいるので、子供連れでも大丈夫なサポート業務等でしたら大丈夫です。 
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4. 福島の子ども保養プロジェクト週末保養参加者へのアンケート調査集計結果（自由

記述欄） 

 

[問１６]その他、ご意見・ご感想などございましたら、自由に記入して下さい。 

 

（１）感謝の気持ち[213件] 

110 放射能が高い地域に住んでいるので、毎週末どこかに避難をしていました。このような機会に参加で

きて大変ありがたいです。子供達が外で楽しく遊ぶ姿が見られて何よりです。また参加したいなと思

いました。ありがとうございました。 

226 放射線から逃れてとてもリフレッシュできました。子供が大好きな草むらや水たまり、石ころ、落ち

葉などで思いっきり外遊びができる事は最高に幸せです。今回は室内遊びも充実して子供達は大満足

でした。父、母、子に別れて話し合い出来たことも良かったです。他の家族の方達の意見を聞いて放

射能問題を共感することができました。すばらしいプロジェクトを本当にありがとうございました。

育児が落ち着いたらぜひボランティアに参加したいです！ 

175 ふと店頭で見つけたポスターで知り参加いたしました。放射能に不安や恐怖を感じながらも何もでき

ない事には歯がゆい思いでした。このような機会を与えてくださり感謝しています。線量の低い地域

でのびのび過ごすことができることは本当にすばらしいことです。親子ともどもストレス解消になり

寿命が延びた感じがします。本当にありがとうございました。ただ一つ心配なのは 4月になり子ども

が小学校に入学したら未就学ではなくなり参加できなくなるのではということです。小学生にはこの

ような短期または長期の保養があるのでしょうか？あったとしても低学年のうちは子どもだけの参

加には限界があるのではと思います。このようなすばらしい活動がどんどん広がっていくことを希望

いたします。できれば就学してもこのような保養の企画に参加できればありがたく思います。このた

びは大変お世話になりありがとうございました。 

414 負担金があっても、多くの人が参加できるよう希望します。楽しい保養でした。ありがとうございま

した。ママ一人でもこどもを連れ外出できるという自信がつきました。 

188 福島を離れることはできないが子どもの健康にたいして、子どもの将来（偏見を受けるのではない

か・・・等）にたいして正しい選択かどうか迷いがある。気休めでも短期保養やリフレッシュする機

会がないと気持ちが保てない。いい機会を与えていただいたと思っています。 

59 福島では常に放射能を気にし、いつでも避難できるよう、準備する日々です。県外で過ごさせていて

だき、子供はもちろん親もリフレッシュすることができました。たくさん雪がふり、露天風呂で雪を

さわってはしゃぐ子供たちの姿がとても楽しそうでした。まわりでも県外へ行く事に不安をもってい

る人がいます。このようなプログラムは本当にありがたいです。 

203 [地名：中通り]では、まだ外で自由に遊ぶことが出来ません。そのような中、こうしてバスを用意し

ていただき、優しいボランティアや様々な方が応援していただけることは、本当に有難いと思ってい

ます。どうもありがとうございました。わくわくランドで思い切り走りまわっている子供達は、とて

もとても楽しそうで、福島での不自由な生活から比べると夢のようです。また機会がありましたら、

是非参加させていただき、子供達を発散させてあげたいと思います。本当にありがとうございました。 

346 [地名：中通り]在住で放射線への不安は常にあります。子どもが 10 ヶ月なので今回の保養プロジェ

クトに参加出来て大変満足しています。原発事故後に外の草花に触れたのは今回が初めてでした。 

31 費用的にも大変助かります。自分の気休め的にも週末どこかへと思っても費用が高ければ何回も行け

ない。今回のように 5000円の出費くらいなら娘の為にも何回か参加できると思い、すごくうれしい。 
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353 避難したくても仕事、住宅ローン、介護が必要な母が近くに住んでおり不可能な状態です。保養が子

供にいいときき、できるかぎり連れて行きたいですが費用の面やなかなか仕事がやすめないこともあ

って、悩んでいました。土日を利用できる保養プロジェクトはとてもありがたかったです。大阪の方

の交流もとても楽しかったです。また参加したいと思います。ありがとうございました。 

315 久しぶりに家族みんなで旅行ができて嬉しかったです。放射能汚染は気になりますが、起こってしま

った事をリセットすることはできないので時々今回のような企画に参加させて頂いて心身共にリフ

レッシュして明日からの日常をがんばりたいと思います。子供達はとても楽しみにしていました。子

供が子供らしくキラキラした笑顔を見せてくれる為なら、どんな事でもしていきたいと思います。子

供達を楽しませてくれて、今度は大変お世話になり、ありがとうございました。 

84 沢山の方々が支援してくださってとてもありがたく、感謝しております。子供が行動し成長する時期

にもかかわらず、屋内ですごし、家ではあぶないものがあって、これもダメ、あれもダメで、かわい

そうな思いをさせているなと思ってます。私が幼い頃自然で遊び楽しい思い出がある様に自然の空

気、空、鳥、木を感じてほしいと参加させて頂いてます。今回も雪にふれ外の空気を思いっきり吸い、

又私自身も安心して外へ出せて、心配なく過ごせました。リフレッシュ、おいしい料理、温泉、すて

きでした。ホテルに着いてお話があった時、大人の方がその間子供をみて下さって助かりました。 

241 大変お世話になりました。心地よい風の中を放射能を気にせず歩かせることができて母親として大変

ありがたく又嬉しく思いました。子供の嬉しそうな顔をみるともっと外に出してあげなければ…と強

く思います。乳幼児向けの保養プロジェクトの開催を心から感謝致します。 

208 震災後 1年たち、日々の生活も落ち着いてきましたが、子どもの成長に不安があります。こういう機

会があると同じ子を持つ親同士、話ができたりしてよかったです。また、子どもたちも外で遊ぶ機会

が減ってしまっているので安心して遊べてとても大喜びでした。今後も子どもたちが元気で楽しく外

で体を動かせる保養を期待しています。今回は本当にありがとうございます。 

30 震災後、こどもたちの体のことが心配で避難することも考え悩みましたが現実には色々な問題があり

自宅のある[地名：浜通り]にとどまっています。日々、放射能に対して不安と心配を抱えて生活して

いますが、学校・幼稚園の休みに合わせて少しでも放射線量の低い所に子どもたちを連れて行って体

を休ませるようにしてきましたが、全て実費というと光の見えない状態で親の精神的ストレスがたま

ってきていたのも現実です。そんな中このような補助を頂き子供たちと一緒に安心した時間を過ごせ

ることに心から感謝です。今回は親子共々、心身ともに保養させて頂きました。ありがとうございま

した。 

108 小中幼と家族単位で参加するものが少ないのも事実。今回どんな学年にも対応できる企画は素晴らし

いと思います。原発も恐怖ですが、あの地震の怖さは子供たちの心にもしみついています。子どもだ

け参加する企画だと、子供たちが不安を抱えていてなかなか参加するまでにいたりません。家族を分

断しない企画は貴重です。ありがとうございました。今後の企画も楽しみにしています。 

168 参加させていただいてありがとうございました。自宅には広い庭がありますが自分の家の庭ですら遊

ぶことができません。仕事も辞められないので[地名：中通り]に住んでいますが子どもの健康が心配

です。このような保養を利用させていただくことによりストレス解消や体を動かす機会になります。 

235 昨年の 3月以来、毎日不安な日々を過ごしています。今でも[地名：中通り]の外では遊ばせません。

保育所でもそうです。このため、外で遊ばせる時は遠くに連れて行っています。小学生の保養プロジ

ェクトは本人だけで行かせられて多いのですが、保育所の児童のプロジェクトは少なく親も同伴のた

めほとんど自費ででかけています。GW の後半は山形市のビジネスホテルに 3 泊する予定です。とて

もお金もかかります。でも[地名：中通り]で遊ばせる気持ちにはまだなりません。今日は思いきり外

で遊べて子供達も喜んでいます。本当にありがとうございます。 
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201 こんなに大きな公園で遊べたのは久しぶり(1 年以上ぶり！)で本当に楽しそうにキャッキャッとは

しゃいで遊んでいる娘を見て嬉しく思います。温泉もとてもステキで親子ともどもリフレッシュとな

りました。ありがとうございました。事情があり、県外に避難できず福島市でずっと生活していくの

で除染に力を貸していただけましたら、精神的に楽になれると思います。 

127 今シーズン初の雪遊び、子どもが冬なのに汗びっしょりかいて遊ぶ姿を見て、本当に親としてうれし

く思いました。[地名：中通り]（学校）でもあまり雪は触らないように言われているので．．．。料理

も大変おいしかったです。（特に釜飯とすき焼きは絶品でした！）食べ物や環境について何の心配も

ないことがこんなに幸せなのかと改めて実感しました。たくさんの皆さんからの募金のおかげで、こ

のような機会をいただき、本当に感謝しています。ありがとうございました。 

255 今回は保養旅行というものに初めて参加して本当に心が安らぎました。放射能の事を少しでも考えな

くていいというのがこんなにもストレスがなく生活できるのかと思いました。家では外で遊んじゃダ

メと禁止のことがいろいろあって親子でいらいらしたりしていました。早く除染を広域に進めてほし

いと願うばかりです。このたびは本当にありがとうございました。また参加させてください。 

179 今回は保養プロジェクトに参加させていただきありがとうございました。大震災以降避難するかどう

かや震災に伴い仕事のほうも増大し主人は毎日忙しい日々を送っており家族で温泉で保養する暇も

ありませんでした。今回はプロジェクト参加のために休みを取ることもでき子どもたちも少しでも放

射能の少ないところで保養できて安心して過ごせた 2日間でした。ありがとうございました。また参

加させていただけたらとてもうれしいです。 

392 今回はとても楽しく参加させて頂き、ありがとうございました。[地名：中通り]は県内でも比較的放

射線量が少ないといわれています。しかし子供達が大人になった時に、健康への影響が全体にない！

と言い切れない分、今出来る事があれば後悔しない様、出来るだけの事をしてあげたいという気持ち

でいます。今回のこのような企画、本当に心から感謝しております。福島の子供達がみんな元気に大

きく育っていってくれることを願っています。関係してくださった皆様本当にありがとうございまし

た。 

248 今回初めて保養プロジェクトに参加させていただきました。原発事故以来子供だけが不自由な生活を

させられています。何も変わらず除染も進まず保養させるのに県外やいろいろな所へ避難してお金も

たくさん使いました。親もとても疲れています。いつまでこのような生活が続いていくのか不安です。

今回このような機会で家族でリフレッシュすることができました。ありがとうございました。他の県

の方にも福島のような子供達の想いをしてほしくありません。保養プロジェクトとともに原発反対を

福島から伝える。 

106 今回初めて参加しましたが、すごく良かったです。乳児と幼児をつれていて不安でしたが、スタッフ

の皆様にも支えて頂いて楽しく過ごす事ができました。あたたかくなったら、もっと外遊びがしたい

です。砂場とか公園とかでも。もっとたくさん参加したいです。 

145 今回初めて参加させていただきましたが、親子でゆっくり、安心して休むことができました。このよ

うな、すばらしい支援をしていただき、本当にありがたいです。感謝しております。上の子は、小学

生なので、学校等でいろいろな支援がありましたが、下の子は、１才という心配な年齢なのに、特に

支援もなく、毎日心配して不安な日々を送っていましたので、このような支援は、とても良いと思い

ます。ありがとうございました。 

107 今回のようなプロジェクトに参加させていただきありがとうございました。暖かい時期は、自分たち

で日帰りで週末プチ避難を毎週のようにやっていました。仕事の休みの日に毎週のように福島を脱出

することは、思っていた以上に疲れ、費用もかかりました。でも、外で遊べない子供のストレスを考

えると守ってあげられるのは親だけと思い頑張っていました。冬になると雪が降り、なかなか自分た
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ちでは毎週のようには県外へ出ることは難しくなりました。このようなプロジェクトがあれば、経済

面でも助かりますし、他のお母さんとの交流の場にもなるので、もっと増えればと思います 

202 今回参加させて頂いたことに深く感謝致します。家族との放射線の考え方の違いで毎日ケンカばか

り、子供にも悪影響をもたらしていると思います。なかなか理解してもらえずこういった企画の参加

でようやく子供を県外に連れてくる事ができました。引っ越しもできず福島で生きていくには少しで

も外に連れて行ってあげる機会を持ちたいと考えています。とはいえなかなか自分のヘソクリでは…

多少の参加費をお支払いしてもこういったツアーに数多く参加させて頂ければ助かります。数多くの

福島の子供達の健康を考え…。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

424 今回が初めての保養プラン参加です。スタッフの方々が親切で話しやすくリラックス参加させていた

だいています。この繁忙期にツアーを入れていただいた旅館の方々、連休なのにツアースタッフとし

て来ていただいている方々に感謝と頭が下がる気持ちでいっぱいです。 

73 今回、初めて応募させていただきました。自分たちでは泊まりに来れないようなステキな旅館で、家

族一同感激しました！原発事故後、暖かい時期は、会津の公園に自転車を持って日帰りで出かけたり、

栃木の那須に登山しにいったりと、少しでも放射能が少ないところへと毎週のように出かけていまし

たが、ガソリン代や食代などが結構かかり、何より冬になってしまった今、雪道を運転して出かける

勇気もなく、外遊びも制限されているので、今回の企画は、我が家にとって、応募せずにはいられな

い内容でした。他の家族の方との交流もあり、何より放射能の低い地に来れたことで、毎日頭から離

れなかった原発の事を忘れる時間がありました！！ 

302 今回、とても良い息抜きになりました。公園で体を動かすことができて、子供達も大変喜んでいまし

た。送迎してもらえたのが本当にありがたいです。また機会があったらぜひ参加したいです。本当に

ありがとうございました。 

283 今回、県外への保養旅行を企画して頂き、大変ありがとうございました。自家用車で週末に出かける

のは、なかなか大変ですが（仕事で疲れていて）、バスに乗せて頂き、体力的にもとても楽すること

ができました。放射線をこれから長い期間付き合う私達にとって、こういった企画はとてもありがた

く、助けていただけることにとても感謝しています。正直、県外へ福島ナンバーの車で行くことに不

安があるので、これからもこのような企画があればぜひ参加したいと思います。 

343 このような企画、大変ありがたいです。自分たちでも週末保養に行きますが、共働きのため土日運転

して出かけるのが疲れてしまうのも多いので、今回のようにバスで行くことができてとても助かりま

す。ありがとうございます。普段は、まわりの人と放射線のことなど話をする機会がなく、今回他の

参加者の方とそのような話ができたことも私にとっては有意義でした。 

142 このプロジェクトはインターネットで知りましたが、とても興味深く思いました。福島の原発事故に

ついて大人の私たちはなんとでもがまんできます。しかし、子供については別です。この子の将来を

考えると、安心という言葉はどこを探しても見あたりません。ニュースで皆さんもご案内の通り、県

南地方は東電の補償から切り捨てられました。こういった状況の中で、子どもを支援しよう、応援し

ようと力を合わせてくれている人たちがいることを今回のプロジェクトに参加することで強く感じ

ました。とてもうれしく、とても心強く思います。こういったプロジェクトがあることに感謝の念を

こめると共に、今後、私たちと同じように原発の不安をかかえている親と子どもたちに力をあたえ続

けるプロジェクトであってほしいと思います。スタッフのみなさんの尽力に敬意をはらい、今後のま

すますのプロジェクトの発展を祈念いたします。 
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230 子供と一緒に楽しめるプログラムに参加でき、改めて子育て頑張ろうと思いました。また、他の地域

に住んでいらっしゃるお母様方の話も聞け、自分だけではない、みんなも頑張っていろいろ子供のこ

とを考えて生活しているのだと感じました。30 年後、子供たちが福島に生まれて、福島で育てられ

たことを良かったと思ってもらえるよう、又、私の子供に生まれてきて良かったと思ってもらえるよ

うしていきたいです。 

428 子どもが２才で幼いため、遠方へ長期の保養はなかなか難しく、また、体調不良などで急にキャンセ

ルということもあるので短期で無料なのは大変ありがたい。スタッフの方々が放射能について不安に

思う母親の気持ちを分かってくれてサポートしようとして下さる気持ちが伝わってきてとてもあり

がたかった。就学前の子ども対象の保養プランはほとんどない状況の中、このような企画は親の心の

支えです。これからも続けていただきたいです。 

141 原発事故後に収入も減ったので、このように保養プロジェクトに参加できることがとてもありがたい

です。自分たちの収入では、子供を放射能の低い所へ連れて出かけることが金銭的にも難しいです。

本当にありがとうございます。 

404 いろいろな子供の保養に今まで参加させてもらってきましたが、今回が一番ホッとした気がします。

まず移動が短くあきちゃう前に着けた事。ゆったりとしたプログラムで強制ではない参加。子供達も

遊んでいただけて運動会、室内では手遊び等無理なく生活できました。着く前にアンケートを書いて

しまったのですが話せて少し不安もとれ、軽くなった感じで家へ帰れます。これからも日々放射線を

気にはしていこうと思いますが、自分なりに心によゆうをもって生活をしていこうと思います。スタ

ッフの方も優しく気さくでほっとしました。お世話になりありがとうございました。またお願いしま

す。 

195 あれこれ「何かやる」のではなく、家族単位でゆっくり温泉につかってのんびり過ごせるのが本当の

意味での保養でとても良いプロジェクトだと思います。ぜひまた参加したいです。「抽選に当たっ

て！」と運を願うばかりです。全国の生協の組合員の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。 

272 今回初めて参加させていただきました。最初は初めてのバスで一泊なので、子供の事等心配しました

が、意外とおとなしく座っていれて驚きました。公園で遊んだり、大きなお風呂に入ったり、キッズ

ルームで遊べて子供だけでなく、私達親も楽しく過ごす事ができました。ありがとうございました。

またぜひ参加したいです。 

16 距離はちょうど良いと思います。“いちらく”さんの雰囲気はとても気に入りました。露天風呂がさ

いこうでいやされました。子供達も気に入ったようで「毎日泊まってもいいよ」と言ってました。我

が家はせまい 2DKのアパートぐらしで、毎日お絵かきばかりしているので、今日は、本当に楽しそう

で、表情があきらかに違っていました。参加させていただいて、本当にありがとうございました。 

156 私たちも震災後 3 ヶ月間避難生活をし家族が離れ離れの生活をしたので今回の旅行はとてもそれを

補うものになりました。ありがとうございました。また、ぜひ参加させて頂きたいです。 

361 リフレッシュできました。ありがとうございました。 

281 ゆったり過ごすことができました。スタッフのみなさんありがとうございました。 

288 ゆっくり過ごすことができました。子供も久しぶりに外でおもいっきり遊ぶ事が出来、大変良かった

です。 

125 雪遊びがとても楽しかった。料理が前回よりも良くなっていて、びっくりしたし、かなりおいしかっ

た。炊き込みご飯が最高でした！！子どもの料理も、チャーハンもあたたかいのがでてきたので、子

どもはかなり食べてました。子どもでも、あたたかい料理がおいしいと言ってました。ぼなりのスタ

ッフの方や、生協スタッフの方たちが、子どもたちのために尽くしてくれているのがよくわかりまし

た。本当にありがとうございました。家族みんなで楽しめました。ありがとうございました。 
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194 山形の天童温泉に続いて、2回目の参加をさせていただきました。今回も大満足でした。ありがとう

ございます。子供達が嬉しそうに友達と遊んでいる姿を見るのが私も嬉しかったです今後も参加した

いです。 

328 皆様が暖かく接して下さってとても感謝しております。線量を気にせずのびのび過ごせる時間がとて

もリラックスでき心がゆったりする思いです。おかげさまで開放された楽しい時間を過ごさせて頂き

ました。本当にありがとうございました。 

354 短い時間でしたが日常から離れてリフレッシュできました。県外の方の意見を聞けた事もとてもよか

ったです。たこやきおいしかったし、お風呂も気持ちよかった。子供もとても楽しく過ごさせていた

だいてありがとうございました。参加できた事に心から感謝です。 

253 満開の桜と思いがけないお団子作りに感激しました。ありがとうございます。今後 100回も保養の企

画があることにビックリです。全国の皆様のカンパ、本当にありがたいです。感謝しています。あり

がとうございます。毎日子供たちの食事に気を遣い 1人福島に残して母子避難してきたため主人も内

部被ばくしていないかとても心配です（毎日外食なので）。今後の生活が不安な中少しでもストレス

解消とリラックスできてまた明日からがんばろう！と気力もわいてきます。くよくよしてもしょうが

ない。今日は寒くて外で遊ぶことが出来なかったのですが、やっぱり外でたくさん走らせて遊ばせて

あげたいです。参加させていただきありがとうございました。 

295 毎週末企画していただき本当にありがたく思います。今の生活を変えることなく無理なくリフレッシ

ュできます。わくわくランドでの子供のはしゃぎぶりに驚きました。久しぶりに子供らしい顔を見た

ように思います。土の上にも安心して転ばせておけるので親としても緊張から解放されたひとときで

した。少しずつ保養先も増えてきたようで楽しみでもあります。また機会があったら参加させていた

だきたいと思います。 

146 毎週の企画に応募して、やっと今回参加することが出来ました。出来る限り線量の少ないところで過

ごしたいが、なかなか難しいと思っていました。でも、このような企画があると、費用の面でもとて

も助かるし、家族ともども保養ができて良かったです。 

236 本当に楽しかったです。ありがとうございました。 

312 本当にありがとうございました。 

240 本日ありがとうございました。親子共々たのしく過ごせてもらいました。スタッフの方々には大変親

切にしてもらい、また機会がありましたら是非参加させていただきたいと思います。2日間ありがと

うございます。 

292 ボランティアの皆様お世話になりありがとうございました。 

434 保養旅行を企画いただいて本当にうれしく思っています。今は外遊びもさせていますが、砂とか草と

かはあまりさわらせていないのでこういう線量の低い所でのびのび遊べると親子供々ストレスが発

散できて助かります。また是非おうぼさせていただきます。ありがとうございます。 

137 保養プロジェクトを利用させていただき温泉好きの子供はとても大満足でした。初めてのバス旅行で

喜びました。このような企画はとてもありがたいです。又、機会があったら参加してみたいと思いま

す。職員の皆様ありがとうございました。 

366 保養プロジェクトには 3度目の参加となります。ありがとうございます。今回も大変お世話になりま

した。他に参加されている方々ともお話ができ大変有意義なツアーとなりました。主人と 3人で過ご

せればもっとよかったのですが。又応募させていただきます。ありがとうございました。 

396 放射能を気にせずのびのび外遊びができました。とても楽しく過ごさせていただきました。 

102 放射能で外遊びができなくなったストレス等色んな問題を抱えている中、このような企画に参加で

き、子供も喜んだり私達も一時、不安解消され、保養になりとても良かったです。またこのような企
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画があったら参加したいなあと子供も話してました。協力者の方々、ありがとうございました。 

48 放射能が少ないので、雪遊びを安心してさせる事が出来ました。子供達もすごく楽しんでいるようで

した。この企画に参加できて大変うれしく思います。ありがとうございました。 

122 放射能汚染で、子育てに不安がある中、このようなプロジェクトを主催していただき感謝しています。

費用面の負担をしていただくだけでなく、周りにも同じような方々がいることを教えていただき、本

当に有意義な保養となりました。ありがとうございました。 

57 放射線の不安から解放され、子供だけでなく私たち親もリフレッシュできました。ありがとうござい

ました。 

24 ２日間お世話になりました。こどもにも素晴らしい食事までつけてくださりありがとうございまし

た。 

109 普段家にいることが多いので久しぶりに外へ出て遊べてとても楽しそうでした。お風呂好きなので遊

び＋温泉は子供にとって最高のストレス発散の場のようです。また参加したいと思います。 

66 普段、家の中で過ごすことが多いので、広い場所でのびのびとしている子供たちの姿を見ることが出

来ました。まだ下の子が小さいので近場しか参加は難しいですが、また参加出来たらなと思います。

（当たればですが）楽しい思い出が出来ました。 

301 夫婦で普段仕事をしているため子供と家族ゆっくり旅行ができ皆笑顔。良い週末を過ごしました。金

額的にも家族が多いと旅行は大変ですし、今回のような安心して参加でき、負担も参加しやすく外で

子供たちを清々と過ごさせることができる企画、大変ありがたいです。なかなか当選するのも難しい

ようですね。ディズニーなどは人気のようで外されてしまいましたが、また申込みしてみたいと思い

ます。 

216 初めて利用させていただきました。今までこのようなプロジェクトがあることを知らずにきました。

今日は天気も良く、外で遊ぶには最高 1日でした。暖かい日が続いても、わざわざ連れていく日々で

子供同様、大人の私達もストレスをふくらます一方でした。今回このツアーに参加させてもらい、心

も体も元気にさせてもらいました！！ありがとうございました！！ 

341 初めて保養プロジェクトに参加しましたが、とても良かったです。久しぶりに家族で外で遊ぶ事が出

来ました。今後もこの様な企画に参加したいと思います。 

275 初めての参加でしたが、とても楽しく旅が出来ました。今後も企画があるようですので、又応募させ

ていただきます。尚、ボランティアスタッフとして関わりたいと思い、1にさせていただきましたが、

その際我が子も一緒にさせていただきたく思っております。添乗員資格はありますので必要でしたら

ご一報下さい。 

257 初めての参加でしたが、温泉にも入れおいしい食事、何より外で砂遊びや思いっきり子供を遊ばせて

あげられたことがとてもありがたかったです。自分自身もリフレッシュできました。お世話してくだ

さった方々にも感謝です。費用がかかるとちょっと躊躇してしまいますが、無料で思う存分申込でき

ました。またぜひ参加したいです。 

40 なかなか外遊びもできず、親としてもストレスがたまる毎日でした。こういったプロジェクトに参加

させていただき、とてもうれしく思います。親子共々、放射能のことを忘れて心の底から楽しめた２

日間でした。こういうプロジェクトを企画していただき、本当にありがとうございます。 

330 なかなか主人の仕事の休みが合わなかったり、費用の面などで避難を考えてはいましたが、出来ませ

んでした。このような機会を頂けた事、本当に感謝です。ありがとうございました。 

1 とてもリラックスできました。母子ともにリフレッシュしました。 
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99 とても良いプロジェクトだと思います。外で遊ぶのにもいちいち放射線量を気にしながらの生活が続

き、親も子もとてもストレスになっています。かと言ってお金をたくさんかけての保養にも無理があ

ります。場所は遠くでなくても線量の少ないところに数日滞在するだけでもかなりのストレス軽減に

なると思います。今後も子供達のために継続して頂きたいと思います。今回のプロジェクトでお世話

頂いた皆様へ本当にありがとうございました。 

95 とてもよい時間を過ごせました。県外避難を経験したりして費用がかかったため、安い企画がありが

たかったです。ボランティアにも関わりたいですが、仕事や子供のことがあるのでむりです。 

173 とてものんびりゆっくりできました。このような旅行があるととてもうれしいと思いました。ありが

とうございました。 

209 とても楽しく過ごせました。ありがとうございました。 

219 とてもたのしくすごしました。ありがとうございました。 

342 とてもたのしかったです。ありがとうございます。またきます。 

210 とても楽しい体験ができました。子供達を[と]山形に来たのは初めて。線量を気にせず外遊びさせて

あげられるのはこの上ない喜びです。お宿の温泉や食事にも大満足でした。親も子も本当にリラック

スできしばし放射線を忘れることができました。ボランティアについてですが、今は育児が忙しく参

加できないのが残念です。余裕ができたらぜひお役に立ちたいと考えています。スタッフの皆様すば

らしい企画をありがとうございました！ 

140 とても素てきな湯坊いちらくさんに宿泊ができありがたいと思っています。 

400 到着してから何をしてすごせばいいだろうと出発前に考えていましたが、外遊びもできてキッズルー

ムも作っていただき、子供達も満足していました。お世話になりました。心理士の先生や看護師さん、

保育士さんも一緒とは思っていなかったのでとても安心して過ごせました。 

152 テレビは見られなかったが、ご飯はおいしくお腹いっぱい食べ、子供達は部屋でまくら投げをして遊

んでいました。楽しかったとニコニコしていたので参加して良かったです。ありがとうございました。 

74 できれば長期保養が良いのですが、共働きで仕事も子育ても忙しくなかなか家族でゆっくり過ごす時

間がとれなかったので、この機会がありとっても良かったと思います。また参加したいと思います。 

151 出来るだけこどもを線量の少ないところで過ごさせてあげたい。このような企画はとてもうれしい。 

389 低価格でこのような充実した企画に参加する事ができた事、うれしく思います。スタッフのみなさん

もお仕事をしながらボランティアとして参加されている事とてもすばらしいと思います。また機会が

ありましたらよろしくお願いします。 

395 小さな子どもがいて福島に住んでいることに不安はありますが、楽しみながら保養してストレス発散

にもなり本当にありがとうございました。このような機会を与えてくださりありがとうございます。 

286 小さい子の保養はなかなかなか無いので、今回参加できてとてもうれしいです。[地名：中通り]では

なかなか外で遊ばせる事が出来ないので、このような企画には次もまた参加したいです。ありがとう

ございました。 

229 短期保養の場合、移動だけで終わってしまうような所だと意味がないので、その辺を考慮していただ

き色々な場所が増えていくといいなと思います。長期の場合は、なるべき外遊びを充実させてもらう

と子供にとっていいと思います。今回参加させていただいたのは県内ですが、室内でもプログラムを

しっかり立ててもらえていたのでよかったです。また参加したいです。 

103 楽しかったです。ありがとうございます。 

282 大変満足できましたありがとうございました。 

391 大変お世話になりました。マスクをしないでおもいきり外遊びができてとても楽しかったようです。

放射能の事を少し忘れてリフレッシュできました。ありがとうございました。感謝。 
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375 大変お世話になりありがとうございました。親子ともとても楽しくすごせました。 

26 そりすべりも団子さしもとっても楽しくてよかったです。本人も温泉を満喫しました。広いお風呂は

それだけでも子供も楽しくていいですねー。ぼなりにも初めてでしたがいい温泉ですねー。支援して

下さった方に感謝しております。ありがとうございました。 

377 外でおもいっきり何も気にしないで子供を遊ばせられて良かったです。思ったより内容も良かったの

で大満足でした。今度はだんなさんと子供で参加したいです。スタッフの方も人数が多くて安心でし

た。 

46 外で遊ばなくなってしまった現在こちらのような場所へ来て思い切り外で雪遊び出来て、子どもの喜

ぶ顔がとても心に残りました。また参加したいです。豆まきもとても楽しかったです。 

393 外遊びができなかったので公園でおもいっきり遊ぶことができて子供が喜んでいる姿をみて親とし

てうれしくなりました。大変お世話になりました。 

133 外遊びができなかったので、久しぶりの雪遊びに大興奮でした。体を使って遊べる機会を作っていた

だき、ありがとうございました。 

264 線量の低い場所へ短期避難を繰り返してあと数年福島市内の全体の線量が下がるのを待とうと考え

ています。「花木の宿」は宿も食事もとても素晴らしかったし線量も低くてとてもいいところでした

が移動時間が長くて子供を外で遊ばせる時間があまりないのが少し残念でした。早く安心して外遊び

させてあげたいものです。 

278 前回 3月 10日～11日も息子と 2人でぼなりに参加させてもらい、息子がまた行きたいと強く願って

いたので今回もスタッフとして息子と一緒に参加しました。息子がわくわくランドでとっても嬉しそ

うに遊んでいる姿を見ておいしい食事と、母としてすごくストレス発散できました。本当にありがと

うございました。今後も機会あれば参加したいと思います。 

294 生協さんやユニセフさんのおかげで保養に参加でき大変ありがたいです。避難したくてもできなかっ

たり、夏休みなどの長期保養もさせたいのですが、親の都合（仕事）でなかなか難しいので県外に出

れる時に少しでも出ていきたいと思っていましたので。今回はお天気にも恵まれて良かったです。放

射能を気にせず外遊びできたことがとても嬉しいことでした！ 

4 震災後不安できゅうくつな日々をすごしてきました。今回、子供と２人で自由な時間をすごすことが

できとてもリフレッシュできました。ありがとうございます。またさんかしたいです。 

249 震災後、初めての家族旅行をすることができました。子供達も自然に囲まれた所で走り回ることがで

き楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。また保養プロジェクトがありま

したら、参加したいと思っています。 

351 充実した内容でした。ぜひまた参加させていただきたいと思います。 

259 自然の空気を思いっきり吸って子供たちが元気に外で走り回る姿が見られて楽しい 2 日間を過ごせ

ました。そしてこの 2日間は放射能の事を考えず安心して過ごせ、子供たちだけでなく大人の私達も

心身ともにリフレッシュさせていただきました。本当にありがとうございました。 

430 静かな所でのんびり出来てとても良かったです。温泉にも入れてスキンシップも出来楽しい旅行でし

た。ありがとうございました。また参加出来れば幸せです。 

238 自家用車で参加しました。宿に来る前に渋滞にはまり、（15時必ず到着のところ）よく読んでいなく

て…後から気付きましたが思いっきり遅刻していまい申し訳ありません…。電話連絡もしないで…。

普段は子供が家の中でばかり遊んでいるので、外で歩くだけで嬉しそうでした。格安な値段で保養が

でき、とてもありがたいです。 

242 さまざまな支援で保養旅行が成り立っている事を知り感謝します。ありがとうございました。 
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365 今回保養旅行に参加してとてもゆっくりとできました。個人で単独で行くのとちがい同年齢の子ども

がいることで、子どもたちもとても楽しんでいるようです。放射線の影響を心配することなく外歩き

もできてよかったです。ただ 4時間のバスの移動は小さな子どもにとっては長すぎるような気がしま

す。バスの中では DVDを流していただけたのでよかったです。震災・原発事故から 1年以上たちます

が、子どもを育てる親の不安は全く解消されません。個人で週末に県外に移動する等の努力をしてい

ます。今回のような支援があることはとてもありがたく、参加させていただけたことに感謝していま

す。ありがとうございました。 

303 今回はとても満足した旅行でした。特にわくわくランドで思いっきり子ども二人が遊べたことがとて

も良かったです。福島ではなかなかできないのが現状ですから。また、機会があったらぜひ参加した

いと思います。 

318 今回はすばらしい事業へ参加することができ。本当に感謝しております。ありがとうございました。 

373 今回初めての参加です。なんといっても「さくらんぼがり」に子どもは大喜びでした。宿泊先の徒歩

で行けるところに公園など外であそばせる場所があってよかったです。 

427 今回初めての参加でした。子供達本当に楽しそうでした。福島では地べたに座るなんで考えられない

し・・・。今回とてものびのびと原発事故以前の様に遊ばせられて本当に良かったです。スタッフの

みなさんも親切で良かったです。ぜひまた参加してみたいです。ありがとうございました。 

362 今回初めて参加しました。とても楽しく過ごさせて頂きました。でもあまり周知されていないと思い

ます。多くの人が参加できるといいと思います。 

340 今回初めて参加させて頂きました。子供達も伸び伸びと過ごせて、本当に良かったと思います。あり

がとうございました。 

384 今回初めて参加させていただきました。子供達もとても楽しく過ごせている様で参加できた良かった

と思います。スタッフの皆様もとても親切で安心して子供達を遊ばせることが出来ました。現地のス

タッフの方もとてもやさしく子供も喜んでいました。短い間ではありましたが本当にありがとうござ

いました。また機会があったらぜひ参加したいと思いました。 

147 今回初めて参加させて頂きました。大型バスで 2時間位で小さな子供も飽きずに来れて、放射能もあ

まりなくて安心して過ごす事が出来ました。また次も申し込んでぜひ参加したいと思います。それか

らボランティアのことですが、子供と同伴なら参加できます。私は現在仕事をしていないので、何か

お役にたてるような事があればうれしいです。 

306 今回初めてこのような企画に参加しました。ツアー企画の様な形式だったので自由な時間は限られて

しまいますが放射線の少ない県外に出られて子供も楽しく過ごすことが出来ました。親としても安心

して遊ばせる事が出来てうれしく思います。2日間お世話になりありがとうございました。 

55 今回は参加させていただきありがとうございました。週末くらいは福島市内から出て、子供達をのび

のびとさせてあげたいと思いながらも、自費となるとなかなか毎週は実行できずにいました。なので、

とても助かりました。本当にありがとうございます。子供がいるのでボランティアで動くのは難しい

ですが、在宅でできるような事があれば、何かお手伝いできるのかな？と思います。今後もまた参加

できる事を願っています。 

77 今回は家族で“ほっ”と“のんびり”する貴重な時間がもてました。本当にありがとうございました。 

291 今回は親子共々楽しい一時を過ごすことが出来ました。有難うございました。[地名：浜通り]は[地

名：中通り]と比べて線量が低いとはいえ、小さい子を育てているとやはり放射能汚染は一時も頭か

ら離れることはなく、のびのびと遊ばせてあげられない、飲料水や食べ物にも気をつけざるを得ませ

ん。そのような中にあって、今回のような保養旅行は私達にとって大変有難いものです。どうも有難

うございます。 
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131 今回はありがとうございました。3歳の子供と今回参加させて頂きました。実は 1歳 7か月の子供も

おり、今回は参加しませんでしたが．．．小さい子供でも、外でいっぱい走りまわれる内容の旅行、砂

遊び、動物と触れあえる旅行をたくさんやってほしいです。今回のぼなりでの旅行もとっても楽しそ

うで参加してよかったと思っています。お世話になりました。 

321 今回はありがとうございました。 

71 今回は 350 人の中から選んでいただけたことをありがたく思います。本当にありがとうございまし

た。バスの車内は、バスガイドさんがいたり、ビデオを見せてくださったり、旅館にはおもちゃが用

意してあったりと、子ども向けの対策がたくさんあって、子供たちもあきずに過ごすことが出来まし

た。今、春休み向けの保養を探しています。今後もネットで探しますので、ありましたら、お願いし

ます。 

119 今回のような機会があると、とても助かります。ありがとうございました！ 

418 今回の保養旅行はプログラムとしてはなかなかよいと思いました。最初天童はやや遠いかなと感じて

いましたが福島からバスで１．５時間くらいと遠い感じはしませんでした。幼児にも長すぎることは

ない移動時間でした。また、天童ではワクワクランドという公園で１時間外遊びができ、子どもたち

は日頃のストレスを発散して楽しく遊ぶことができました。単なる宿泊だけでなく外遊びが組まれて

いたことが、とてもありがたかったです。可能であればまた参加させてもらいたいと思います。 

323 今回のプロジェクトに参加できて本当によかったです。天気は雨でしたが広い部屋でたくさん体を動

かすことができて子どもたちも汗びっしょり・・・。すがすがしい表情を久しぶりに見せてくれまし

た。またぜひ参加させていただきたいなと思います。準備、企画と本当に大変だっただろうと思いま

す。ありがとうございました！！ 

88 今回のプロジェクトに参加させて頂きありがとうございます。おかげ様でリラックスした時間を過ご

させて頂きました。 

112 今回の支援ありがとうございました。まだまだ外遊びはおもいっきりできる状況でありませんので、

ちょっとした散歩がとてもリフレッシュできました。小学校低学年の娘は支援のプロジェクトがあっ

てもなかなか一人で参加させるのに不安があります。今回のように未就学児だけでなく姉も参加でき

たのでよかったです。ありがとうございました。 

287 今回たくさんの方の協力のもと参加させて頂いた事をとてもうれしく思っています。場所も近く、移

動時間もそれほど負担にはならなかったのと、外で伸々と遊べてその後ゆっくり温泉を楽しむプラン

に大満足でした（子供達はもっと外遊びをしたかったようです）。まだまだ放射能の不安があるので、

このような活動が継続的に続いてくれる事を願っています。ありがとうございました。 

228 今回参加出来てとても良かったです。こういう機会をつくってくださったことに本当に感謝です。ま

た次回も保養に参加したいです。看護師の資格があるので何かの役に立てれば良いと思っています。 

174 今回参加することができて大変うれしかったです。ありがとうございました。 

263 今回参加させていただき日頃のストレス発散が出来ました。何より子供の喜ぶ顔が見られたことがと

ても良かったです。ありがとうございました。 

79 今回参加させていただきうれしく思います。少しでも放射能から遠ざけてあげたいので、できるだけ、

このようなものがあれば参加したいです。[地名：中通り]の給食は全数検査しているそうですが、[地

名：中通り]では、1日に 2品目くらいだそうです。全数検査するよう働きかけてほしいです。私は、

娘に毎日給食ではなくお弁当を持たせています。また、スーパーに検査済の野菜にはシールが貼って

あると聞きましたが、見たことがありません。すべて検査したもののみをどのスーパーでも置いてほ

しいです。 
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143 今回このような保養プロジェクトを企画していただきありがとうございました。私たちが住んでいる

[地名：中通り]は、比較的放射線量の値が高いので、このような企画を利用しながら、生活していけ

れば良いな、と思っています。今後も続けていただけるとありがたいです。 

374 今回このような保養の機会をいただき、本当にありがとうございます。子供達の楽しそうな顔を見る

ことができ、本当に感謝しております。これからもずっとこのような保養旅行を続けていただけると

うれしいです。沢山の方に支えられてこの旅行があることを知り私達もがんばっていかなければと改

めて感じました。ぜひ機会がありましたら参加したいと思います。 

11 今回このような企画を実施していただきありがとうございました。週末にプチ避難したくても私一人

で運転して県外へはなかなか難しかったので、今回はとても嬉しかったです。また参加したいです。 

232 今回このような機会を設けて頂きありがとうございます。日頃放射線を気にしながらの生活なので、

線量の少ない所に来て、のびのびできました。 

25 今回このような形で子供だけでなく親までもゆっくりとくつろぎ、贅沢な時間を過ごす事が出来てと

てもラッキーだったと思います。放射能の心配は尽きませんが、今あるもの(家、家族、車など)だけ

で満足し、避難所で生活している人たち(仮設住宅など)と同じ生活ができればそれでいいのではない

かと思っています。あれもしたいこれもしたいとはじまればきりがないし欲が出てしまうので今日の

ことは非日常的な楽しい貴重な思い出のひとつとし、これを毎月とか何週間とかいうようにせずにい

たいと思っています。子どもたちもかなり喜んでいてよかったです。ありがとうございました。 

379 今回３度目の応募でようやく当選し、初めて参加させて頂きました。しかし一番楽しみにしていた次

男が前日に発熱し参加できず私と長男のみとなったのはとても残念でした。直前のキャンセルにもか

かわらずスタッフの皆さんが嫌な顔をひとつせず対応して下さり、とても気持ちが楽になり２人だけ

でも楽しく参加できたのはとても良い思いでとなりました。いろいろとご面倒をおかけしました。す

みませんでした。そしてありがとうございました。また家族４人で応募して、今後こそは４人そろっ

て参加させて頂ければと思ってます。 

433 今回 2回目の参加ですが、子供も私もストレス発散になってとても満足しています。今後も、各地で

さまざまな短期保養があれば仕事を持つ親にとって、とても助かります。本当にありがとうございま

した。 

116 今回「保養プロジェクト」に参加できて、本当によかったです。子どものためにも、放射線の多い所

から、少しの間でも解放されてお外を散歩させることが出来ました。寒いというので走って来ました。

帰りは体が暖まり最高でした。ここで、もっと外歩きをさせたいと思いました。時間があったら、も

う一度来たいと感じました。感謝の気持ちでいっぱいです。避難したくてもできないのでありがたい

です。ありがとうございました。朝出発前に公園に行って、雪の中でブランコに乗って、喜んで帰っ

てきました。 

144 今回、参加できて本当にうれしいです。福島で子育てをしている他の方に会えたことも本当に良かっ

たと思います。 

134 今回、医療スタッフとして、10 歳の息子と一緒に参加させてもらいありがとうございました。普段

は、仕事や家庭の事情でなかなかお泊りできないので、このような機会を与えていただいて、とても

感謝しております。本当にありがとうございました。 

136 これからもずっと福島でくらしていくので、安心してくらしていくためにどうすればいいのかを考え

る機会があればと思う。ストレスを感じながら生活をしているので、今回参加して、とてもストレス

発さんができてよかった。 

129 このような保養プロジェクトに参加できて、大変ありがたく思います。子どもたちも、雪遊びができ、

楽しく過ごし、大満足です。また参加できたらいいなと思います。ありがとうございました。 
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332 このような保養プログラムを企画していただきありがとうございました。天気が雨で外遊びできず残

念でしたが、きれいなお風呂に入ってのんびりリフレッシュすることができました。お世話になりま

した。 

130 このようなすばらしいプロジェクトに参加させて頂き誠にありがとうございました。また機会があれ

ば、参加させてほしいです。 

387 このようなステキな温泉が入れる宿に泊まることができ、ありがたいかぎりです。わんぱく広場で噴

水で楽しそうに遊んでいる我が子を見て、子供も私もうれしかったです。 

198 この様な企画をしていただき、本当にありがとうございます。私達が暮らしている地域は県内でも線

量が低い所ですが、それでも不安は常につきまとっています。子供の体に何かあったら…と考えずに

はいられません。こうして同じ状況で子育てをしている方々と会えることは本当にありがたい機会で

す。ありがとうございました。 

367 この様な企画はありがたいです。バス移動で長時間となる為、周囲の人に迷惑がかかるかなど心配で

したが参加して良かったです。 

233 このような企画に参加させていただき親子共に楽しめました。 

183 このような企画ありがとうございます。 

186 このような機会を作っていただきありがとうございました。今後も期待しています。 

437 このような機会を頂きありがとうございました。感謝しています。 

320 このような機会をいただきありがとうございました。家の周りが高いため、外に安心してでられずほ

とんど車での移動です。平日は仕事のため週末くらい低い所に行きたいという思いがあります。しか

し、父親も忙しく私だけでは、なかなか遠出させられない現状があります。子どもに今後どういう影

響がでるのか心配なのでできる限りのことはしてあげたいと思っているのですが 

314 このような機会をあたえていただきまして感謝しております。子どもも日常とちがった環境を楽しん

でいたようです。ありがとうございました。 

180 このプロジェクトを企画していただき本当にありがたく思います。これから外で遊ぶのにいい季節に

なるのでキャンプ・魚釣りなど体験型のプログラムをいれていただくと子どもたちにとってもますま

す有意義になるとおもいます。これからもできるだけ長く続けていただくようお願いします。 

435 このプロジェクトに係るすべての方に感謝しています。福島から本当に避難しなくてもいのか。毎日

考えてしまいます。仕事の都合で、それができない分、週末は放射能の低い所に行き、子供達を他県

の子供と同じように育てていきたいです。これからもサポートよろしくお願いします。 

268 このプロジェクトでお世話になり、楽しませていただいております。少しでも汚染の少ない場所で過

ごすことは精神的に安らぎます。子も親もこれからは心のケアが重点になってくると思われます。 

339 この度は保養プロジェクトに参加させて頂き、ありがとうございました。キレイな宿、美味しい食事

でびっくりしたのと共に、これで無料で参加させてもらってるなんて申し訳なく思いました。夏には

カブトムシがたくさんいる・・・という話を聞いたので、また応募したいと思います。本当にありが

とうございました。 

80 この度は参加させて頂き、本当にありがとうございました。全国の方々のご支援で、このような旅行

ができたと伺い、本当に胸が熱くなる想いです。久しぶりにのびのびしている娘を見て、うれしく思

います。スタッフの方々も色々ご配慮頂きましてお疲れ様でした。 

431 このお値段で、保養ツアーに参加できるなんてとても有難いことだと思います。やはり競争率は激し

いですが、また申し込みたいと思います。 

313 子供を外で思いっきり遊ばせる事ができてよかった。普段なかなかできない事ができたのはうれしい

です。 
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37 子どもはソリすべりが初めてだったのでとても楽しそうでした。料理もおいしく、とても満足です。

ありがとうございました。 

197 子供に話をしたら、とても楽しみに今日を待っていました。線量が怖くて外遊びをほとんどさせてい

ない毎日…。子供もストレスがたまっているようで、見ているとかわいそうです。土日にどこかに連

れていくのもお金がかかるので、毎回は無理ですが、生協さんのような保養プロジェクトがあるとと

っても助かります。同じような家族の方とも交流ができて参加できて良かったです！ 

50 子供達を外で遊ばせてあげられる事が少なく、休みのたびに自費で県外にでかけたりしていたが、費

用ばかりかかってしまう。今回のプロジェクトで参加でき、自由時間に子供達 3人雪で遊び、とても

笑顔で楽しんでいたので、親として嬉しかったです。又、機会があれば参加したいです。 

300 子供たちを十分に外で遊ばせることができない中、このようなプロジェクトを企画していただき感謝

します。今後もこのような企画があれば参加検討したいです。 

360 子供たちも外や温泉施設の中でのびのび遊ぶことができました。ありがとうございました。また機会

があれば参加させていただきたいと思います。 

311 子供が久しぶりにおもいっきり走っている姿を見て、とてもうれしかったです。多くの子どもを持つ

方が、こういう企画に参加できたらいいですね。 

336 子供がいると独身時代では旅館選びが全然ちがうなぁと思いました。遊べる旅館（雨でも）がよかっ

たです。ボランティアのみなさまや全国の寄付をしていただいている方々に感謝です。 

167 現在、保育園でも家でも外に出ることがありません。毎週県外に行かないと外あそびもできません。

家の中も庭も線量は変わりません。このような企画に感謝いたします。 

15 継続して企画して頂けるのはとても助かります。今後も参加させて頂きますので、よろしくお願いし

ます。 

260 偶然ネットで今回の旅行の事を知り申し込みました。こんな素晴らしい企画をありがとうございまし

た。支援して下さるすべての皆様に感謝します。 

426 今日母子で[地名：中通り]、主人は[地名：中通り]で生活しており、週末一緒に会うといった形をと

っています。週末は時々、遠方の公園へでかけたりもしていますが、そんな毎週ではなかったので今

回未就学児も対象としたこの企画に応募し参加できてよかったです。山形のスタッフの方々があたた

かく迎えてくださり、子どもたちも何も気にせずお外遊びができ、本当に嬉しかったです。ありがと

うございました。 

153 キッズルームにおもちゃが用意されていなくてどうしようと思ったがこどもの工作を別のスタッフ

の方が持ってきてくれていてとても助かった。参加者の皆さんからも好評だったようだ。今後も要望

があれば私の方でも用意できると思うので、次回以降の課題としたい。 

204 キッズスペースがあってよかったです。 

32 季節的なこともあり、あまり子供を外で遊ばせることができませんでしたが今回参加させて頂き子供

たちが楽しそうに雪遊びをしていたので私もうれしく思います。ありがとうございました。 

10 企画から運営おつかれ様です。一時の間日常を忘れ、ゆっくり過ごすことができ、また子供達、皆の

笑い声、笑顔がよかったです。大変ですが一人でも多くの人にゆったりとした時間がすごしてもらえ

るように… 

172 企画、運営本当に大変だと思いますが、こういう機会があることはとてもありがたいです。少しでも

ストレスが軽減されればいいなと思いました。 

397 家族でリラックスする事ができました。子供も外で遊べて喜んでいました。また機会があればぜひ参

加させていただきたいです。ありがとうございました。 

432 家族で参加出来るプログラムは少ないのでうれしく思います。 
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69 快適な環境で過ごさせていただきありがとうございました。冬という季節から難しいとは存じます

が、子供たちが走り回れるような場所がありますとありがたいです。 

104 お昼位に着いて午後から夕方まで外で子供が遊べる企画がいいです。ふだん福島にいると外に出てい

ないので今回は本当に楽しめました。ありがとうございました。 

148 大人も子供も安心してのんびり過すことが出来ました。ありがとうございました。また、機会があっ

たら参加してみたいです。 

92 夫の仕事の関係で母の運転ではなかなか、遠くにでかけて子どもを遊ばせる事ができないので、大変

助かります。ありがとうございました。 

378 お世話になりました。とても楽しくすごせました。ありがとうございました。 

368 お世話になりました。紙とんぼ作りとても楽しかったようです。ありがとうございました。 

87 お世話になりありがとうございました。子どもたちはおもちゃで遊んで楽しかったようです。「おね

えさんとまたあそびたい」と言っていました。「ごはんもおいしかった!!」と喜んでいました。この

ような姿を見ると良かったと思います。 

412 お世話になり、大変ありがとうございました。 

222 多くの方々がこのプロジェクトに参加していただきたいと思いますし、子供達が福島の地で生活でき

ることを望みます。 

178 往路のバスの中では大泣きさせてしまい大変ご迷惑をおかけしました。バスに乗るのは初めてで座っ

ていることができず眠さも手伝って大暴れしてしまい申し訳ありません。アンパンマンの DVDをつけ

ていただき一時的に座席を移動していただくことで落ち着き大変助かりました。ありごとうございま

した。一家族一部屋という配慮も助かりました。娘はよく食べるほうなので食事つきで助かりました

が隣になったお子さんがまもなく 2 歳で食事がつかずなんだか申し訳ない気分になってしまいまし

た。 

402 うちには２歳児の男の子がいます。なかなかバスなどに座っている事ができないので以前から参加し

てみたかったのですが会津ならと思い今回初めて来て、なにも心配する事なく砂遊びをしてブランコ

をして子供たちが心から喜んでいるすがたがとてもうれしかったです。みなさんに本当に良くしてい

ただいて心から感謝です。 

363 いろいろな保養ツアーを企画していただき今回参加できとてもありがたく感謝しています。小さい子

供が居ながら線量の高い地域で生活しているので少しでもお金をかけずに保養ができて助かります。

長期になるといろいろな保養がありますが毎週末に定期的にあるととてもありがたいです。今後も続

けてもらえるとありがたいです。また今後も応募しようと考えています。 

206 今までも家族単位で子どもの保養企画に参加してきましたが、今回のように家族で初めて顔を合わせ

て何組も合同でという形は初めてでした。他のご家族とお話できたり、生協のスタッフの方々とお話

できたりしたので、情報交換出来て良かったと思いますが、やはりお互いに食事の時など気を遣って

しまうというのはあったと思います。ただ何より温泉に宿泊するだけでなく、子どもたちが思い切り

外遊び出来たのが 1番良かったと思います。又こういった企画を積極的に作っていただき、出来る限

り参加できたらいいなと思いました。ありがとうございました。 

166 今まで個人で盛岡や秋田などに行き線量を低くする努力をしてきた。今回のようなプランを知らなく

て・・・。参加したら本当によくて次もぜひ参加したいです。全国の心ある事業団体に少しずつでも

協力していただき福島の子を守って、支えてほしいと思います。今回お手伝い下さったスタッフの皆

様はやさしく、ありがたいです。おもちゃも多くありうれしかったです。 

128 いつもお世話になってます。子どもたちがとても楽しみに参加しています。これからも積極的にこの

プロジェクトに参加したいと思っています。 
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350 いっぱい外で遊んで、とってもうれしそうな娘の顔が見れて良かったです。また応募して行きたいと

思います。 

18 ありがとうございました。費用も少なく、ゆっくり、心おきなく休むことができました。 

438 姉弟 3人兄弟ですが、今回一番末っ子のみの参加でした。無料で参加させていただける事、とてもみ

力と思い応募しました。姉２人（小学生）も参加させてあげたいと思いました。次回も応募し、姉達

にもこんなに楽しいプロジェクトを体験させてあげたいです。素敵な企画をありがとうございまし

た。とても楽しくストレスなく外でたくさん遊び事、いいおんせんおいしい食事良かったです。 

54 2才でごはんがあったのですが、なくてもよかったかも…と。ごうかで量が多かったため、たくさん

残してしまいました。すみません。おふろが男女入れかわりがあると嬉しかったです。バスで、午後

から出発だったのでよかったです。ありがとうございました。 

289 1泊でしたが、とてもリラックスできていい保養になりました。プログラムも宿も大満足でした。あ

りがとうございました。 

56 11 月までは山形へ週末のみ行ってましたが、雪がふりはじめてからはどこへも連れていかなくなっ

てしまいました。県内のみでは、子供もあきてしまい限界がありましたので、今日の企画に参加する

ことができて、久々のストレス解消になりました。また機会があったら参加したいです。 

243 「福島の子供保養プロジェクト」の保養旅行に参加させてもらえることができて本当にありがとうご

ざいました。見えない不安がたくさんあり、ストレスがたまっていましたが、（子供達が特に…）温

泉旅行すごく楽しかったです。まだぜひぜひ参加したいと思います。 

14 「いちらく」さん素敵な旅館ですね。玄関のギャラリーも感動しましたが仲居さんも素敵な笑顔で迎

えてくれてうれしかったです。ここを選んだ実行委員会の皆様に感謝です。温泉にゆっくりつかって、

ひととき現実から離れて過ごすことができました。またぜひ参加したいのですが競争率が高そうです

ね。 

 

 

 

（２）感謝の気持ちと要望[57件] 

 

１）プロジェクトの継続についての要望 

324 放射線量が高く 4歳の娘は未だに三輪車にも乗れない状態です。日帰りでも良いのでこれからも県外

で遊べる環境をサポートしてほしいと強く思います。 

86 初めて参加させて頂きましたがとても有難いイベントでした。スタッフの皆様有難うございます。そ

してお疲れさまでした。週末だけでも福島から離れると自己満足かもしれませんが、気分的に落ち着

きます。月一回ぐらいは実費で県外などに泊まりに出かけますが、費用面が大変なので、是非今後も

このようなイベントを続けて頂けると助かります。夕方、温泉街を散歩したり、買い物行ったり…と

ても寒かったですが普段の福島では出来ない事なので心に残りました。 

352 3月でプロジェクトが終了するそうですが、ずっと続けて頂きたいです。こんなぜいたくなプランで

はなく、日帰りでみちのくこはん公園までのバスを出して頂くとか、みんなでキャンプをするとか、

何でもいいのでとにかく線りょうの低いところに定期的にいけるようなシステムを作っていただけ

ないでしょうか。自費で毎週末出掛けていますが、限界です。今のプランは旅行目的利用するケース

もあると聞きます。福島に来て 7年目で決して多くはない知り合いに週末、山形や宮城の公園でよく

会います。保養や子供の安全な遊び場を必要としている人もたくさんいると思います。どうかよろし

くお願い致します。 
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344 子どもを保養させたいと思っても、なかなかチャンスがありませんでした。このような機会を作って

いただいてありがとうございます。親子ともども、日々の疲れを癒すことができました。ぜひ、この

プロジェクトを続けてください！お世話になりました。 

423 未就学児の保養先が少なくなかなか保養に出ることができません。まだまだ放射線への不安が尽きな

い日々なのでこのような保養を長く続けて頂きたいです。安全な所で遊ぶ子供の姿を見ると心が落ち

着きます。１泊２日と短い時間でしたが、子供以上に私がリフレッシュできました。ありがとうござ

いました。 

305 本当にこのような企画をしてくださり感謝の気持ちでいっぱいです。場所も福島から遠すぎず、でも

放射能の線量も低く、思いっきり子どもを遊ばせることができ、そして宿泊もさせていただき本当に

ありがたいです。いちらくさんも受け入れありがとうございました。今回は直行もえらべて、うちは

まだ小さくバスの長距離移動が厳しかったので、自家用車で来られたのものすごく助かりました。天

童市、公園もたくさんあり近くにスーパーもたくさんあり場所も最高でした。本当にこの企画を支え

てくれた方々に感謝感謝です。ありがとうございました。できれば、継続してこのような企画をして

いただければ福島に住む者としては気持ち的にストレスも解消するのであってほしいです。 

70 参加して本当に良かったです。できればずっと続けてほしいです。また参加します。 

345 今回、子ども 3人と私での参加でしたが、とても楽しみにしていました。小さい子どもが参加できる

保養はなかなかないので、続けて欲しいと思います。募金に協力していただいたみなさんに心から感

謝します。ありがとうございました。 

68 子どもを守りたいという思いは皆同じと思います。現在の線量では、避難すべきか、家族と一緒に離

れずにいるべきか、子供にはどちらが良いのか？と迷い続けています。また外遊びができないことへ

の体力の低下も不安です。未就学児は長期保養は難しいかもしれませんが、屋外活動を中心としたプ

ロジェクトなどが、春・夏・冬休みにあれば嬉しいです。全国の方の支援でこのようなプロジェクト

に参加できたことに感謝いたします。 

364 子供を見ていただく時間がありとても助かりました。多少自己負担が増えても少しでも長くこの活動

を続けてほしいと思います。わが家は主人が土日は休めないので家族で週末遠出する事もできませ

ん。母子で気軽に参加できて感謝しています。できれば母子のみ家族枠があればいいなと思います。 

 

２）今後の企画についての要望 

279 久々に外で楽しく遊ぶ娘を見れて、とても良かった。今後も保養旅行に参加したい。中学生のディズ

ニーランドのプランも作ってほしい（スカイツリーなど）。プールに入ることが出来ないので、プー

ルに入るプランも作ってほしい。 

101 春休み、夏休み小学生向けの保養をお願いしたい。（バスで） 

322 小さい子どもから大きな子どもまでいる家庭です。なかなか統一が出来ず、保養も家族全員となると

なかなかよいプログラムがないので、もっと自由なものがあればと思います。高校、中学の子どもも

放射線は非常にこわいです。 

82 全国の生協の皆様のご支援、ご協力により今回の企画に参加することができました。毎日食べ物や水

などに気を使いストレスもたまっていましたが、放射能の心配のない山形にきて、そんなこともすっ

かり忘れてしまいました。親子共々『心と体の洗濯』ができました。これからもしばらくは不便な生

活は続くと思いますが、まだがんばろうという気持ちになりました。工場見学も楽しいと思いますが、

何か子供向けの体験プログラム（陶芸体験、木工クラフト、手作り石鹸、勾玉作り、バター作り、そ

ば打ち体験、赤べこの絵付け etc）などがあれば、さらに企画が充実するかなと思いました。 
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416 前回も雨でしょうがないが、雨の時も体を動かせるようにすると良いと思う。前回のぼなりは室内で

パン食い競争なんかあった。また、次の回、まっすぐ帰ったため早すぎでむしろ牧場とかよったら良

かったと思う。雨があがったのでこれから散歩して大内宿が楽しみです。支援ありがとうございます。 

193 すてきなお宿でとてもゆったりできて良かったです。予想外の雪でしたが、次回も来ることができれ

ば、ミニ尾瀬などで自然散策などを子供達とやりたいと思います。皆で外で遊べる活動や、夏は夜に

花火とかやることができたら家族ごとの参加でも子供達は皆友達になって遊べるのではないかな…

と思いました。どうもありがとうございました。 

280 今回は本当にすばらしいプランありがとうございました。偶然にも主人と結婚する前に泊まった温泉

でびっくりしました。未就園児向けの避難プロジェクトがほとんどないので、未就園児向けのプログ

ラム（日帰りとかでも）増やしていただければありがたいです。夏休み向けも保養プロジェクトがあ

ればありがたいです。 

64 今回は同年代の子供達で参加し、子供達もとてもいいリフレッシュになったようです。もしまた参加

できたら保護者の方や子供同士でもっと交流できるといいと思いました。 

420 今回初めて親子で参加させて頂きます。ボランティアの方々もとても親切で楽しい過ごす事ができ本

当にありがとうございました。もっと年齢の差がある兄弟でも参加できるプログラムがふえるとすご

くうれしいです。 

245 今回、花木の宿は 2回目となります。機会を頂きありがとうございます。前回は雪の中の訪問でした

が、今回は新緑の気持ちいい空気の中、部屋にとじこもっていてはもったいないので KIDSROOM でお

友達になった何組かのご家族と一緒に近くのつり橋に行ったり、山桜を見たり写真をとったり何より

子供達が走り回ってとても楽しそうにしていて、私達も嬉しかったです。当たり前に外で遊んでいれ

たことができない悲しさ…。いっそのこと遠くに引っ越そうかと考えますがなかなか行動できず…。

こういった機会を与えてもらいとても感謝しています。ありがとうございました。つり橋への散歩、

程よい距離で良かったです。せっかくの南会津、夏はミニ尾瀬などへもよってみてもいいのではない

でしょうか？ 

83 このような保養の企画は本当に嬉しいです。[地名：中通り]では何もないし、とてもありがたいです。

親も１泊してストレス解消になります。とてもありがたいです。こちらの「いちらく」さんはとても

きれいでおしゃれで想像以上に良かったです。寒ぶりの交流会の企画も楽しみです。今後も色々な企

画楽しみにしています。何か子供が参加するものがついていると尚楽しいかもしれません。春休みの

連泊の企画期待しています。感謝します。 

316 親一人子二人なので本当にニーズにあったとてもありがたい保養です。さくらんぼ狩りにも申し込み

をしましたが、なかなか母親だけでは連れて行けない場所や体験なので是非参加できるといいなぁと

思っています。また、このような参加型（体験型）みたいなプランが増えると嬉しいです。今回のゲ

ーム等もたのしかったです。ありがとうございました。子供がキッズルームで遊んでいる間すこしゆ

っくりできたのもよかたです。 

36 保養プロジェクトに参加させて頂きありがとうございます。避難をした方がよいのか迷いながらも福

島で生活したほうが子供たちにとっていいのかなと思い、毎週とはいきませんが休みの時は県外や会

津の方へ出かけるようにしてきました。今回、このようなプロジェクトがあると知り大変ありがたく

思っています。今度は長期的な保養があると良いなと思いました。また参加したいです。 
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３）タイムスケジュールについての要望 

211 今回初めて応募して参加することができました。天気が不安でしたが、外で久しぶりに思いきり遊ぶ

子供の姿を見て涙が出そうになりました。いくら除染をしても福島でこのように思いきり外で遊ぶこ

とはきっと無理だと思っています。それでもさまざまな事情で避難できない者達にとって、このよう

なプロジェクトはとても助かります。欲を言えば、宿泊した次の日も、もっと外で遊べるようなスケ

ジュールがあるといいと思いました。今の福島の子供はいくらでも外で遊びたいと思っているはずな

ので…。 

217 外でもっと遊ぶ時間が欲しかったです。お食事温泉含め親も子供もリラックスして 1 日過ごせまし

た。ビンゴも楽しかったです。皆様に感謝です。ありがとうございました。 

227 県内に不安を抱えながら在住しているので、短期間でも遠方に保養できるプランはありがたいです。

ただ、リフレッシュしたい思いもあるので、そのための時間にゆとりを持ってほしい。（移動が多い）

到着して 1:30 の遊びのほかに天気が良ければ外での活動もしたかった。1 泊なのでいろいろ制限も

あると思うので、長期保養での内容に期待したいです。 

293 温泉に入ってゆったりのんびりすごすことができました。本当にありがとうございました。午後の出

発のため外遊びの時間が 1時間程度であったのが少し残念でした。もう少し早い出発で午前中も外遊

び午後も少し遊んで温泉だったらさらによかったと思います。これからも福島では外遊びが制限され

ますし、不安も多いため、このような保養にはまた参加したいです。 

290 親子で楽しい時間が過ごせました。感謝しております。（意見として）出発時間を早くし、公園で過

ごす時間を長くとって、かつ宿に入る時間も早くなると更に充実するのではないでしょうか。 

 

４）施設についての要望 

9 ぼなり温泉はお湯がよくてとてもリフレッシュになりました。食事もおいしかったのですが、おもち

を食べすぎてしまい、夕食があまり食べられなかったので残念でした。企画は自由な時間でよゆうが

あったので、よかったと思います。温泉が最初せまいかな～と思ったのですが、２日目のかわせみの

湯は広かったので、とても満足です。４回も入りました。館内がところどころ暗かったのと、寒い所

があったので少し残念でした。ありがとうございました。 

221 今回ぼなりの保養に参加させていただきました。1泊 2日の週末保養ですが、お楽しみ会など企画し

ていただいて、楽しく過ごせました。ただ残念なのは、駐車場脇にいくつか遊具があって外遊びでき

るかと思ったらば、測ってみると 0.25～0.3位あり、これだと福島市内の除染済み公園と同じくらい

なので、外遊びはやめさせてしまいました。結局、建物内で遊ばせることになったのが残念でした…。 

44 あっという間の一泊二日でした。初めての参加でしたが、すごせました。エレベーターが使えなかっ

たのは、つらかったです… 

33 食事の時の子供イスが足りなかったと思う。ゆっくりすることが出来ました。ありがとうございます。

広い所で走り回れる時間があると嬉しいと思いました。途中、郡山のペップキッズランドにまわった

りしてもらえたらすごくうれしいです。どこかの体育館とか。できれば小学生は大人の少ない量ぐら

いの料理だと嬉しいです。お子様ランチ食べなかったので…。お子様ランチ、希望はおにぎり・豚汁・

唐揚げ・ソーセージ・ゼリーとかだと食べやすいかなと思いました。色々書いてすみません。このよ

うな企画とても助かります。またよろしくお願いします。 

406 本日このような保養プロジェクトに参加させていただきありがとうございました。福島ではなかなか

外遊びするにしても気をつかいながらいるので少しでも低いところで遊ぶことができるこのような

プロジェクトはありがたいです。できれば集合時間を少しはやめてもらい保養先で長時間いれるとい

いと思います。 
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５）事前説明についての要望 

3 友人に紹介してもらい参加しました。もっとたくさんのお母さんたちにも知ってもらったらいいと思

いました。今回のように、外で雪遊びができる様ならば、教えてもらえると、準備ができてよかった

と感じました。夕食、朝食、温泉、何よりホテルで走り回って（ほんとはだめですよね…）楽しそう

な子どもたちを見て、私のストレスも減ってるみたいです。時間も自由でとってもよかったです。参

加できて、よかったです。ありがとうございました。 

285 もう少し詳しい説明がほしかったです。バスの保険加入等（そこまで気がつきませんでしたスミマセ

ン）。何日までに連絡すべきか書いてあるとわかりやすかったです。子供が本当に楽しそうにしてい

て親としても嬉しく思いました。原発ストレスから開放されました。ありがとうございました。 

192 初めて参加しましたが現地集合にすればよかったかなと思いました。移動時間が長すぎます。また、

みなさん春の格好で来ましたが南会津に着いてビックリ、大雪でした。そんな中、雪で遊んでもいい

よと言われても遊ぶウェア持参とかも書いてなかったので濡れては困るという親はだめと言うしか

なく、子どもはぐずるだけです。冬とかは遊べるので用意してくださいとか連絡すればよいと思いま

した。それ以外はとてもよかったと思います。また参加したいと思います。ありがとうございました。 

23 参加させていただきましてありがとうございました。温泉でのんびりすることができご飯もたくさん

用意して頂きまして美味しく頂けました。雪遊びができるのか分からなかったためその準備がなかっ

たので上の子は残念そうでした。持ち物を電話で聞いたときにアドバイスいただけると助かるかと思

います。ありがとうございました。 

196 1日目の昼食は各自となっていましたが、行く途中の休憩所でみんなで食べるのかと思い準備してい

きませんでした。案内に「昼食はバスの中で食べるようになるので準備してきて下さい」とあると良

いかと思います。花木の宿もとてもきれいで普段なかなか来られないような所で、とても良かったで

す。全国の支援して下さった皆様に感謝しています。 

252 着いたらすごく寒くて外でイベントがあると聞いて、え？と思った。行事があるときはスケジュール

表に書いておくべきだと思います。そうすれば皆、防寒着を用意してきたと思います。室内でできて

良かったです。遊ぶ部屋が広くて良かったです。また参加したいです。ありがとうございました。 

 

６）食事についての要望 

376 子供たちをおもいっきり外で遊ばせることができ、さらに温泉に入ってのんびりでき本当にリフレッ

シュできました。ありがとうございました。内部被ばくを今すごく注意しているので食材の産地はど

こかさくらんぼ狩りのさくらんぼは安全なのか具体的に数値を教えてもらえない事が少し不安でし

た。スタッフの方、ボランチィアの方がすごく親切で声をかけてくださるのでとてもよかったです。

ありがとうございました。 

261 今回初めて参加しました。同じくらいの子供達とふれあい元気に遊ぶことができ、良かったです。た

だ夕食が 2 歳未満で出なかったため子供が大人の食事を食べず苦労しました。（娘は１才１０カ月）

ありがとうございました。 

265 子供が卵アレルギーですと報告していたのですが、オムレツが出ました。食材ももったいないし事前

に聞いてくれたことが無駄になってしまうのではないでしょうか。今回初めて参加させてもらいまし

た。ありがとうございました。とても楽しかったです。 

170 家にはないおもちゃがあり子どもも興味津々で楽しんでいた。屋内施設も行くところが決まっており

少々マンネリ気味だったのでよかった。宝探しゲームは子どもより大人が夢中になってしまった。異

年齢の子と接することができてよい経験をさせてもらった。多くの方の善意で泊まらせてもらいおい
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しい料理も食べることができた。ただ、子どもの料理にプリンが付いておりご飯の前にプリンを食べ

てしまい他のものはほとんど食べなかった。せっかく作っていただいたのに申し訳なく思った。プリ

ン等は一緒に出すのではなく食後等に出すことができればとても助かります。 

371 ホテルは多少古さはあっても広くてお風呂も楽しめました。夕食の配膳のタイミングをもっと早くし

ていただければありがたい（子供があきるのでご飯やデザート早め）。お城を近くで見れたこと、足

湯があったこと、なにより子供達がおもいっきり笑顔で遊べた事にかんしゃします。公園で遊べて楽

しかったです。夕飯時のかみしばいなど子供の気をひかせてくれてもらえてゆっくりごはんを頂きま

した。これからさくらんぼ狩りに出かけるところです。とっても楽しみです。 

93 今回、友人（友人もたまたまインターネットで見つけたそうです。）を通してこのプロジェクトを知

りました。コープさんのサービスカウンターはあまり行かないので、友人に聞いての申し込みとなり

ました。近場で、低価格で保養できて大変良かったです。リフレッシュできました!!ありがとうござ

います。夕食が６：３０でしたが、小さい子どもが眠くなってしまうので５：３０頃～でも良かった

のではないかと思いました。 

63 このような保養旅行があれば、どんどん参加してみたいです。夕食時、子どもたちはごちそうを目の

前にあんなに待たせるのはかわいそうでした。 

 

７）内容・費用・マナー等についての要望 

329 毎回楽しい旅行ありがとうございます。小学生以下の保養はありがたいのですが地域をもっと限定し

て頂けると助かります（福島発のみ、郡山発のみなど） 

185 保養旅行に参加させていただきありがとうございます。線量の低いところへ行けることはありがたい

が子どもが外で遊べる内容にしてもらえるとうれしいです。（部屋の中だけなら福島と同じのため） 

100 中通りは線量が高く、子供のことを考えたらすぐにでも避難したいのですが、諸事情もありできませ

ん。なのでこのようなプロジェクトがあると、とても助かります。ありがとうございます。個人負担

があっても参加したいと思いますので、今後も色々な企画があると嬉しいです。解散式の件ですが、

特になくてもいいかなあと思います。（小さい子が多いので飽きてしまうと思うので） 

399 今回もお世話になり感謝しております。また応募して行きたいと思うのでよろしくお願いします。食

事時の一人ひとりの意見はあった方が良いと思いました。今まで４回参加してなかったのはじめてで

した。 

81 母子家庭で、幼児 2人を連れてなので、今回のようなプロジェクトに参加させていただいて、とても

ありがたかったです。親 1人、小さい子供 2人でも対応できるプログラム、もっと企画していただけ

るとうれしいです。避難したくても、仕事があるので、長期も難しいし、週末に車で遠方まで連れて

行くのも、本当に難しいです。その分、今回は本当に（子供たちにとっても）よかったです。願わく

ば、母子（父子）家庭限定や優先企画などもあると、喜ぶ方は多いと思います。ちなみに、大阪では、

ユニバーサル招待企画があり、大学生などがボランティアでめんどうをみてくれて、母と子 2人とか

でも楽しめた！と話していたママ友がいました。行けるなら行ってみたいです。 

13 とてもおいしい料理、素敵な旅館におどろきと感動がありました。又部屋にお風呂もあり、とてもあ

りがたかったです。ありがとうございます。子どもには雪にさわらせてあげたく、放射能を気にする

ことなく外へ出ました。子どもは何にでも興味をもち、異年齢児との関わり、自然、喜びます。私も

笑顔で向きあえることに保養させていただいていると実感しています。（母） 部屋におふろがある

ことで子どもをゆっくり安全にいれられることができました。子どもの人数に限らず保護者は無料を

希望です。というのも、雪という季節や生活を考えると１才児では 2人がいないと不安である。（父） 

223 今回は参加させていただきありがとうございます。高速も有料化しガソリンも高騰している中でこう
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いう企画はとても助かります。ぜひ夏休みを使って保養したいのでぜひ企画をよろしくお願いしま

す。うちには小学生と幼児がいるんですがそちらの保養だと別々に参加しないと追加料金が出てしま

うのでちょっとつらいです。ぜひ子供が一緒に参加しても負担がないようにしてほしいです。お仕事

大変だと思いますがこれからもよろしくお願いします。 

359 とてもすばらしい企画に参加させていただき大変感謝しております。募金していただいたたくさんの

方々に心より感謝します。福島の子どもたちがみんな健康に育っていくことができるように今後も配

慮いただければ幸いです。今回は参加者のマナーについてとても気になりました。小さい子供対象の

企画とはいえ「なんでもあり」では決してないと思います。私も小さな子供を育てていますので「し

かたないこと」は理解しているつもりですが、度をこえている事が多々見受けられたように思います。

最低限のしつけができていることをクリアした上での保養ではないでしょうか。厳しいようですが、

このような態度では募金していただいた方にも申し訳ないと思います。 

436 子供たちの食事のマナーがひど過ぎたと思います。親も職員の方も注意しないのが不思議でした。子

供たちをのびのびさせることと、集団の中で好き勝手に行動させることは別だと思います。せっかく

の機会ですので、子供たちに集団で行動する際のマナーについて教えていけるプロジェクトになると

いいなと思います。お世話になりました。子どもと楽しい時間を過ごせました。ありがとうございま

した。 

27 今回のような幼児を対象とした週末プランは本当にありがたいです。小さな子は出かけても 1日中遊

ぶことはできず半日くらいで帰ってくることが多く宿泊すると費用がかかるため数カ月に 1回程度

しか行くことができません。県で行っている「ふくしまっこ」は 5名以上でないと参加できず個人で

参加できるのはなかなかありません。私の周りの方も仕事があったり、家庭の事情で避難出来ない方

がたくさんいます。ぜひ多くの方に広めてほしいと思います。今回は参加させて頂きありがとうござ

いました。 

135 ビックリするくらいいい旅行でのんびりできました。キッズルームもあり子どもはとても喜んでいま

した。線量計などの貸してくれるコトにもびっくりしました。放射線のコトを気にしないで過ごせた

コト、とてもよかったです。もう少しスタッフの方と交流もしたかったです。バスの中も旅館もすご

しやすかった。本当にこのような旅行、ありがとうございました。他の家族の方と話して、放射線の

不安、同じでよかった。みんなが同じおもいでホットしました。安全な場所で早く生活したいです。 

120 お世話になりました。短時間の移動でのんびりできる企画は良いと思います。個人的には温泉大好き

なので、大変満足です。参加された方々が（希望者だけでも）いろいろな話ができる場があれば尚良

かったと思います。 

422 保養で来ているのに説明会の時の話しで震災後のつらかった事などを長々と話されることが嫌でし

た。放射能の事を忘れておもいっきり遊ぶことを目的として参加したいのに。このプロジェクトを楽

しませるようなあいさつであって欲しいと思いました。それ以外はみなさんの親切な対応でとても楽

しくすごすことが出来ました。ありがとうございました。 

 

（３）要望のみ記述[27件] 

6 バスの中でみる DVDをもっと増やしてほしい。子供向け音楽があってもよいかも？ 

39 今回バスでの参加だったのですが自家用車での参加も可能だったのですか？幼い子同伴の場合、車で

の参加の方が荷物の面で見ても楽なので、バスで参加の場合と、自家用車での参加での料金設定があ

ればと思います。 

139 なかなか自由に外で遊ぶことができないので暖かくなったら外で遊ぶ企画や温水プール等体を動か

せるような旅行だとありがたいです。 



38 

 

19 ディズニーランドに行きたいです。下の子が 2才ですが車で行ったことがありパパと一緒なら女の子

なので大丈夫です。 

91 せっかくなので少し時間をとって遊ぶ場所へみんなで行って体を動かす企画があるといいと思いま

す。 

12 小学 4年と 1年の子に軽度の発達障害があり、両親ともに働いていたため夏休みなどは長期の保養に

行かせることができませんでした。障害のある子も配慮しますといった感じの保養があればいいな…

と思いました。 

307 今妊娠中でもあるので妊娠の保養の機会があれば嬉しいです。 

76 子どもの具合がちょっと悪く、たのしくすごせなかったのは残念ですが、家で休んでいるよりも外部

ひばくが少ないので良いかなと．．．。できれば、福島発 10：00～着翌日 3：00というように長く現地

にいられるようなスケジュールがいいです。 

319 旅館の布団があつくて寝られませんでした。毛布かタオルケットがあれば助かります。 

274 旅館でのんびりもありがたいのですが、屋外の公園で遊べる時間をもっと作ってもらえるとなおいい

と思います。 

51 部屋がよく配慮されていなかった。子どもと一緒だということが考えられていない。できれば和室に

してほしかった。 

189 駐車場の除雪をしてもらえると助かります。 

407 もっと詳しくネットの案内文に旅行内容をのせてほしいです。 

47 申し込みの後に費用の振り込み先や集合に関する事項の連絡がすべて電話にて行われるので、平日夕

方の忙しい時に電話があると聞きもれなどがあり困ります。事前に書面にておしらせが欲しいです。 

117 福島交通観光に問い合わせしたところ、いちらくは街中にある宿なので子供が雪遊びできるような場

所はないといわれましたが、すぐ近くにとても素敵な公園がありました。知っていたら、ソリや雪遊

びができる道具ぐらい持参したかったです。夏にはまた是非参加して、あの公園で遊びたいです。  

部屋が洋間でベッドだと子供の落下が心配でゆっくり寝られないので、小さい子供が一緒のときは和

室にしてほしいです。でも部屋を変えていただけてとても助かりました。 

29 そりすべり等、事前に知らせてもらえるとそれなりの服装の準備ができたと思う。 

334 職場にきている生協連さんの広告と福島交通さんのホームページの記載にくい違いがありました。結

果的に広告のまちがでしたが誤解が生じるので訂正をお願いします。「乳幼児 1 名毎に付添う大人無

料となっていました」。 

182 長期保養においては福島県外とはいえ食材に対する不安がある。提供食材に関する情報をあらかじめ

提示してもらえるとより安心して（心おきなく）保養プロジェクトに参加できると思う。 

45 夕食の時間は６時の方がいいかな。子供がおなかすいていた。移動中ジブリを見せてくれたのは子供

が喜んでいたのでよかったが、できれば福島駅→郡山駅の間にも見せてもらえるとよかった。 

284 福島交通観光の対応が悪かった。なあなあなら、他の旅行会社に替えてみてはどうか。 

333 幼児向けにもディズニーランドの旅行の企画を行ってほしい。子供が主役の旅行なのでもう少し子供

が思い出に残るようなイベントがあれば楽しいと思います。 

65 今回参加して思ったのが、他の家族の方々ともう少し交流（情報交換等）したかったなーと思いまし

た。食事の時間等に自己紹介やかんたんなゲーム等をすれば、子供達も楽しめたのではないかなーと

思いました。（到着当日の説明会の時でも良かったと思います） 

408 遊びの要素が少なかった。遊具とかイベントとか。 
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157 何回か参加させて頂いて気になる点があったので意見させて頂きます。説明会や夕食時に一部の子供

達が親元から離れて騒いでいる姿が見られます。説明会はほんのわずかな時間です。生協さんの話を

始める前に注意事項として「話が終わるまでの間は静かにしていようね」というようなことを言って

みてはいかがでしょう。少しは静かに話を聞いてくれるのではないでしょうか。夕食時も同様に席を

立ってしまうお子様も見られます。あくまでも食事をする時間です。遊ぶ時間ではありません。「ご

ちそうさまするまでは遊ばない」としているご家庭もあるのではないでしょうか。「子供保養...」な

ので楽しく過ごさせるという主旨は分かりますがそれはそれです。この点についても説明会にて注意

事項としてお話ししてみてはいかがでしょうか。少しは効果があるかもしれません。いかがなもので

しょう。 

43 子どもが小さいのでボランティアに参加するのは難しいです。子供達のために何かしたいという気持

ちはあります。内部被曝が心配です。確実に汚染された食物、食品がでまわらないようにして欲しい

です。 

114 前は中の沢温泉を利用させてもらったが、天童のいちらくはとてもキレイで素敵だった。ぼなりでは

雪を思う存分楽しんだが、その気持ちでいたら天童の温泉の場所は街中だったので、出来るようなと

こがなかったのが少々残念。 

132 保証（補償→全部（土地、建物等））があれば、別のところに避難したい。 

 

（４）その他[4件] 

67 もうすぐ 1年。子供たちはその間小さな体と心で色々な事をのりこえてきました。別れなくてもいい

別れを経験し、外での遊びも制限され、楽しみにしていた鼓笛や運動会が中止になり、すべて放射能

というもののせいで．．．。3・11 の地震、津波のせいではないと思う。遅かれ早かれきっとこういう

ことにはなっていたんだと思う。原発はいらない！ 

239 自宅リビングは現在でも 0.8位あります。昨年末に市で実施したガラスバッチの積算量が平均より少

し高いと調査を受け、その際に心配な結果ではないのが、なるべく自宅にいないように言われ困惑し

た。悩んだ末にマンションに引っ越しした。平田中央病院でホールボディカウンターを受けたが、や

はり異常なしの結果がきた。本当に大丈夫なのか不安。休みごとに子供には保養をさせたいが、ペッ

トがいるのでなかなか難しい。いつになったらこの不安から解放されるのか、だんだん心身ともに疲

れてきています。 

246 空気と水がおいしく、窓を開けてます。 

213 乗車したバスが前の座席との間が広くて乗りやすかった。 

 

注） 

＊自由記述欄については、原則として原文のママとしています。個人が特定されるおそれのある

ものについては、一部修正を加え、修正部分は[  ]にいれて表示しています。 
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