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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）

（第 2報） 

 

福島の子ども保養プロジェクト 

2013 年 3 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」が実施する週末保養企画に参加されている乳幼児とそ

の保護者を対象に、定期的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ための基礎資料とすることが目的である。今回は、2012 年 9

月に発行した第１報に続いて、2 回目の調査結果の報告である。 

本調査で明らかになった参加者の生の声は、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

に寄与することも目的としている。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、今回のアンケートの集計結果には含

まれていない。 

 

＊「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 7 月 21 日～2013 年 1 月 16 日までに実施された週末保養旅行（計 32 回）に参

加された 334 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：312 件 [回収率：93.4％] 

 

（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 1 名と一般人 1 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）

（第 2報） 

 

[問１]現在のお住まいについて：（単位は世帯、N=318）：福島市+郡山市が 81%、中通り北部地

域（福島市+伊達市+二本松市+川俣町+桑折町）で 61% 

福島市 48%、郡山市 23%、伊達市 7%、二本松市 6%、白河市 4%、本宮市 3%、須賀川市

3%、いわき市 2%、国見町 1%、西郷村 1%、桑折町 1%、泉崎村 1%、矢吹町 1%、三春

町、川俣町、天栄村、喜多方市は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＝321） 

2 人 17%、3 人 35%、4 人 40%、5 人 8%、6 人 0%、回答なし 2% 

２．参加世帯の構成（N=321） 

父母子 46%、母子 42%、祖母・母子 5%、父子 3%、祖母・子 1%、祖父祖母・祖父祖

母・父母子は 1 世帯ずつ 

３．参加した子どもの年齢（N=565）：０歳以上６歳以下で 80% 

0 歳 3%、1 歳 8%、2 歳 7%、3 歳 12%、4 歳 18%、5 歳 19%、6 歳 14%、7 歳 7%、 

8 歳 6%、9 歳 2%、10 歳 3%、11 歳 1%、14 歳 1% 

[問３]福島県内の生活協同組合の組合員ですか？組合員の場合は、あてはまるものに○をつけて

ください（複数回答可）（N=453） 

生協の組合員である 65%、生協の組合員ではない 35%、（コープふくしま 42%、パルシス

テム福島 14%、福島県南生協 3%、福島医療生協 2%、あいコープふくしま 2%、福島県学

校生協 1%、福島中央市民医療生協 1%、郡山医療生協 1%、コープあいづ 1%、浜通り医

療生協 0%） 

[問 4]今回参加された保養旅行の情報をどこで知りましたか？（N=324） 

福島県生協連 HP54%、家族・知人・友人から 24%、その他の WEB 情報 10%、ちらし・

情報誌等 5%、生協共同組合の事業所 4%、その他 3% 

[問 5]今回参加された保養旅行に満足されましたか？（N=313） 

満足 97%、満足ではない 3% 

[問 6]「満足ではない」理由（複数回答可）（N=15） 

スケジュール 27%、内容 27%、費用 20%、その他 27% 

[問 7]震災後、他の保養旅行に参加された経験はありますか？（N=295）： 

はい 62%、いいえ 38% 

[問 8]問 7 で「はい」と回答された方は、2011 年 3 月以降参加された保養旅行の回数をお答え

ください（N=191） 

1 回 9%、2 回～5 回 82%、6 回~10 回 7%、10 回以上 20 回未満 2% 

[問 9]放射線の影響について子育てに不安がありますか？（N=294）： 

はい 98%、いいえ 2% 

[問 10]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=377） 

今いる所より放射線の少ないところに 1 年以内に避難・移住したい 4%、今いる所より放

射線の少ないところに将来的に移住したい 16%、保養旅行に参加したい 68%、その他 13% 

[問 11]普段どのようなことに気をつけて生活をしていますか 

① 食品・食材を購入する際に産地を意識しますか？ する 68%、ややする 32%、まっ

たくしない 1% 
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② 子どもの寝室や室内で遊び部屋の放射線量は確認しましたか した 91%、していない

9% 

③ 日常で、子どもの外遊びをさせていますか？ させている 24%、ときどきさせている

60%、させていない 16% 

④ 休日の過ごし方は？ 家の中で過ごす 11%、定期的に県内の線量が低いところに出か

ける 30%、定期的に県外の線量が低いところに出かける 24%、室内で遊べる場所に

出かける 31%、気にしていない 3% 

⑤ 放射能の影響について調べたことがありますか？ ある 88%、ない 12%、気にして

いない 1% 

⑥ 放射能に関する講演会や勉強会に参加したことがありますか？ ある 44%、ない 54%、

気にしていない 2% 

[問 12]放射線に関連した子育ての不安について相談できる相手はいますか？（N=287） 

いる 62%、いない 38% 

[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=226） 

放射線影響放射能汚染や・防護に関する情報 19%、健康診断・医療機関の情報 24%、損

害賠償請求の情報 13%、避難先について 30%、子育て相談全般に関する情報 7%、子育て

について大人が話し合う交流会（ママカフェ等）の情報 6% 

[問 14]問 13 で「希望する」と回答された方は、今後、「福島の子ども保養プロジェクト」が企

画する交流会や勉強会があれば参加したいですか？（N=270） 

はい 91%、いいえ 9%、 

[問 15]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。 
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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（第 2報） 

 

[問１]現在のお住まいについて 

県市町村名 世帯数   

福島市 150 48% 

郡山市 72 23% 

伊達市 21 7% 

二本松市 18 6% 

白河市 12 4% 

本宮市 10 3% 

須賀川市 8 3% 

いわき市 5 2% 

相馬市 4 1% 

田村市 3 1% 

国見町 2 1% 

西郷村 2 1% 

桑折町 2 1% 

泉崎村 2 1% 

三春町 1 0% 

川俣町 1 0% 

天栄村 1 0% 

喜多方市 1 0% 

計 315 100% 

 

[問２]保養旅行の参加者について 

１．参加世帯の人数 

家族人数 世帯数   

2 人 55 17% 

3 人 111 35% 

4 人 128 40% 

5 人 20 6% 

6 人 1 0% 

回答なし 6 2% 

計 321 100% 
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２．参加世帯の構成 

世帯構成 世帯数   

母子 134 42% 

父母子 147 46% 

祖母・母子 17 5% 

父子 10 3% 

祖母・子 4 1% 

祖父祖母・子 1 0% 

祖父祖母・父母子 1 0% 

回答なし 7 2% 

計 321 100% 

 

３．参加した子どもの年齢 

年齢（歳） 人数   

0 15 3% 

1 45 8% 

2 40 7% 

3 66 12% 

4 100 18% 

5 107 19% 

6 79 14% 

7 40 7% 

8 33 6% 

9 11 2% 

10 16 3% 

11 6 1% 

12 5 1% 

14 2 0% 

計 565 100% 
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[問３]福島県内の生活協同組合の組合員ですか？組合員の場合は、あてはまるものに○を

つけてください（複数回答可） 

生活協同組合名 世帯数   

コープふくしま 134 42% 

生協の組合員ではない 112 35% 

パルシステム福島 44 14% 

福島県南生協 9 3% 

福島医療生協 7 2% 

あいコープふくしま 6 2% 

福島県学校生協 3 1% 

福島中央市民医療生協 2 1% 

郡山医療生協 2 1% 

コープあいづ 2 1% 

浜通り医療生協 1 0% 

計 322 100% 

 

[問４]今回参加された保養旅行の情報をどこで知りましたか？ 

  世帯数   

福島県生活協同組合連合会のホームページ 175 54% 

家族・知人・友人から 77 24% 

その他の WEB情報 33 10% 

ちらし・情報誌等 16 5% 

生活協同組合の事業所  13 4% 

その他[            ] 9 3% 

生活協同組合の関係先  1 0% 

計 324 100% 

 

・その他の内訳 

店舗：福島県南生協天神町店、COOP のチラシ、桑野協立病院 

ちらし：コープいずみ、コープ笹谷、コープ店頭掲示板、コープふくしま新町、コープふくしまあだ

たら、コープふくしま国見、コープマート店頭、コープマートの張り紙、コープ南矢野目、コープ

保原店、コープ安達店、福島県南生協天神町店、パルシステムチラシを見た後でホームページ、自

分の職場、店内ポスター、福島県南生協の店頭、福島交通観光 

HP 等：子ども保養プロジェクト、コヨット、生活協同組合、福島交通観光、Facebook を通して 

口コミ：他の参加者 

その他：保養相談会、民友新聞 
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[問５]今回参加された保養旅行に満足されましたか？ 

 

 

 

 

 

 

[問６]問５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） 

 

 

 

 

 

 

〈その他〉の内容 

・雨天の場合も子どもが体を動かして遊べるプランがあればいいなと思いました。 

・子どもの外遊びの時間が少ない 

・外遊びをするなら事前に教えていただけると、長くつ、手袋などの準備が出来た。 

・父親が参加できなくなり祖父が参加できたら良かったのですが参加者の変更が出来なく融通がきくと

いいなと思いました。 

・到着後に自由時間があまりなかった 

・部屋のテーブルにたばこの灰が散らかっていて最悪でした。 

・旅館。宿泊した部屋の不衛生さにはとても驚きました 

 

[問 7]震災後、今回参加された保養旅行以外の保養旅行に参加された経験はありますか？ 

はい 182 62% 

いいえ 113 38% 

計 295（件） 100% 

 

[問８]問７で「はい」と回答された方は、2011 年 3 月以降参加された保養旅行の回数につ

いてお答えください。 

保養経験 世帯数   

１回（今回が初めて） 18 9% 

２回～５回 157 82% 

６回～１０回 13 7% 

１０回以上 20回未満 3 2% 

計 191（件） 100% 

 

 

 

 

 
世帯数 

 
満足 303 97% 

満足ではない 10 3% 

計 313 100% 

 

スケジュール 4 27% 

内容 4 27% 

費用 3 20% 

その他 4 27% 

計 15（件） 100% 
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[問 9]放射線の影響について子育てに不安がありますか？ 

はい 287 98% 

いいえ 7 2% 

計 294（件） 100% 

 

[問 10]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） 

希望する対処方法 世帯数   

今いる所より放射線の少ないところに 1年以内に避難・移住したい 15 4% 

今いる所より放射線の少ないところに将来的に移住したい 59 16% 

保養旅行に参加したい 255 68% 

その他[具体的にご記入ください] 48 13% 

計 377（件） 100% 

〈その他〉の内容 

 幼稚園全てに室内砂場を作ってほしい。費用は東電補償で 

 もう福島市に住んでいてだめだとなればどこへ避難すべきか不安 

 放射線か普段から気になりますが、避難や移住を考えると色々大変なことがあり、なかなか実行には

至りません。その中で少しでもこどもがリフレッシュできて思いっきり外遊びが出来ることを楽しみ

に保養旅行などのプロジェクトに参加して放射線の少ない所に出かけたいです。 

 不安はあるが福島に住む他ない。仕事の都合上 

 不安はあるがすでに日々低線量の放射線を浴びてしまっているので今後の健康管理に気を配って行

きたい。 

 不安だらけですが避難や移住は難しいので、できる限りリフレッシュしたい。内部被ばくを防ぐため

に食品には気をつけている。外遊びなどもあまりさせていない。 

 避難や移住は難しいので屋内で遊べる所で遊ぶなどする。 

 避難したいが現実的に無理 

 避難・移住が出来ないので不安。放射線が子どもたちにどのような影響を与えるのか等気になります。

食べるものや、いる場所の線量を気にしながら、少しでも影響の少ないように対応しています。 

 なるべく放射線を受けない生活を心がける。 

 なるべく放射線の少ないところにあそびに連れて行って遊ばせる 

 なるべく放射線の少ない地域での外遊びをさせたい。食事なども産地をみて購入することが多い 

 夏休み、冬休みに長期的に保養がしたい 

 泊まりだけではなく日帰りもあると参加しやすくなります 

 とにかく線量の低いところで思いきり外遊びをさせたい 

 どこかに移住することは難しいので放射線量の少ない所で出来るだけ生活しています。 

 できる限り放射能が低い所で遊ばせる機会を増やしたい。 

 定期的な検査など 

 町内の除染を進めている 

 長期休暇などを利用して実家（東京）に帰省 

 たまに放射線の少ない所に行く 

 食べ物に気をつけながら、健康診断等でみまもりたい。 

 食べ物 外遊びの仕方 

 線量を減らし、福島で住み続けたい。 
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 線量の下がる工夫 

 住んでいる地域の除染をしてほしい 

 新築し、除染し線量を減らす予定 

 除染したい 

 除染、安全を確認したうえで子どもにストレスをあたえないようにしたい。 

 食物に気をつける 

 食品に気をつけたい 

 食事に気をつける（産地）、内部被ばくを避ける。子どもの長期休暇には低線量地域でなるべくすご

し、自然と触れ合わせたい。除染済みでも線量をチェックし、0.2 以上の屋外ではなるべく遊ばせな

い。 

 食事外出等で放射能からの影響が少なくなるようにきをつける 

 主人の仕事はやめることはできないため、なるべく週末には線量の低い所に出かけたい。子どもをそ

とで遊ばせてあげたい。 

 主人が仕事を辞めて県外に避難することは経済的にできないのでできるだけ週末は線量の低い所に

出かけたい 

 週末や長期休みを利用して少しでも低い所へ遊びに行く。 

 週末は県外へ旅行や遊びに行ってる 

 週末は県外へ、食べ物は気をつける、線量が高いところには近寄らない 

 週末だけでも子どもたちをリフレッシュできるような所に連れて行けたらと思う(屋内施設) 

 自宅周辺や家の除染をして少しでも線量を下げてほしい 

 自宅周辺の放射線量を下げたい 

 他県の雇用促進住宅を借りている。 

 このまま郡山に住んで行くのでどのように放射線からの影響を少なくするか 

 子どもに避難させたいですが、事情がありなかなかで週一とかで実家に行くようにしている。 

 郡山では外遊びはさせていない 

 休日は県外など、なるべく遠くで外遊びをさせるようにしたい 

 休日などを利用してできる範囲で放射線の低い所へ遊びに連れていきたい 

 休日等放射線の心配がない所にでかける 

 家族で今の生活を一緒に過ごすことを選んだので食事、活動など（水はミネラルウオーターなど）で

なるべく少なくできるよう努力したいが、外での活動、食材の選択などストレスを感じることはたく

さんあるので移住したいと思うことも多々あります。 

 各検査を個人のタイミングで受診できるシステムにしてほしい 

 大きい休みの時に長期保養に出かけたい 

 今住んでいる環境の中で出来る限りのことをする。 

 今現在自分に出来る範囲で内部被ばくを防いでいきたいと思います 

 今いる場所から出ることはないですが、郡山にはペップキッズなどの室内で遊べる所があるので月に

２～３回あそばせています。 

 移住は無理なので、できるときは線量のひくい所で過ごして積算線量を低く（少なく）したい 

 移住は難しいので、短期間でも少し離れた場所で過ごしてきたい 

 移住は難しい、なるべく子どもと出かけたい 

 移住したいが現実として無理なのでなるべく県外で遊ばせたり、県内産の食べ物を避けたりするしか

ない。 
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[問１１]普段どのようなことに気をつけて生活をしていますか？ 

 

① 食品・食材を購入する際に産地を意識しますか？ 

意識する 196 68% 

やや意識する 92 32% 

まったく意識しない 2 1% 

計 290（件） 100% 

 

② 子どもの寝室や室内で遊ぶ部屋の放射線量を確認しましたか？ 

確認した 263 91% 

確認していない 27 9% 

計 290（件） 100% 

 

③ 日常で、子どもの外遊びをさせていますか？ 

させている 68 24% 

ときどきさせている 173 60% 

させていない 47 16% 

計 288（件） 100% 

 

④ 休日の過ごし方を教えてください 

家の中で過ごす 55 11% 

定期的に県内の線量が低いところに出かける 147 30% 

定期的に県外の線量が低いところに出かける 121 24% 

室内で遊べる場所に出かける 156 31% 

気にしていない 17 3% 

計 496（件） 100% 

 

⑤ 放射能の影響について自分で調べたことはありますか 

調べた 253 88% 

調べていない 34 12% 

気にしていない 2 1% 

計 289（件） 100% 

 

⑥ 放射能に関する講演会や勉強会に参加したことがありますか 

参加したことがある 129 44% 

参加したことがない 156 54% 

気にしていない 5 2% 

計 290（件） 100% 

 〈参加した講演会・勉強会〉 

 幼稚園や地域で放射線に詳しい先生を迎えて何度も講習を受けている 

 幼稚園の講演会 

 幼稚園に医大の先生が来て 
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 幼稚園主催の勉強会など 

 幼稚園主催 幼児への放射能の影響など 

 放射線の影響 

 放射線に負けない体つくり 

 放射線が子どもに与える影響 

 放射線が与える子どもへの影響 

 保育所で先生をお呼びして行いました。食品関係 

 保育園主催の講演会 

 勉強のため国家資格を取得（放射線取扱主任者） 

 福島の子供達を放射能から守るネットワーク 

 福島市の企画 

 福島市主催のものをいくつもうけた 

 橋本先生 

 二本松市主催の勉強会 

 内部被ばくを考える 

 徳島大学の先生方による説明会（中学生と） 

 チェルノブイリのかけはし野呂美加さんの H23,6月の講演 

 チェルノブイリとの比較 

 地域や学校で行われる講演会 

 伊達市主催の講演会 

 武田先生の講演会など 

 竹内先生の講演会 

 住友生命での講演会 

 人体に与える放射能の影響について 

 職場の研修 

 職場での講演会・医師会での講演会 

 食事の作り方 

 小児科医の講演会 

 小学校の勉強会にて（市川クリニックと竹内子どもクリニックの先生方のお話を聞きまし

た） 

 小学校で開催された勉強会 

 小学校で、医大の先生の話 

 小学校・幼稚園で開催された講演会 

 市の子育てに関する集まり 

 市町村で行うセミナー 

 市主催の説明会 

 昨年７月桑折町 

 子どもの甲状腺の影響について 

 国家資格（放射線取扱主任）取得 

 郡山市主催のもの 

 学習センター主催 

 奥羽大学教授 

 医大による放射能についての講演 
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 PTA主催 

 JAEA説明会 

 

[問１２]放射線に関連した子育ての不安について相談できる相手はいますか？ 

 

はい 179 62% 

いいえ 108 38% 

 計 287 100% 

 

相談先 件数 

友人（ママ友を含む） 102 

夫 26 

家族 15 

両親・親 16 

小児科医・医師 10 

園・学校の先生 9 

兄弟姉妹 9 

母親 8 

職場の同僚 8 

知人 4 

保健所・保健師 3 

親戚 3 

県外に避難した友人 3 

祖母 2 

知り合いの専門家（放射線技師） 2 

知り合いの専門家（放射線科医

師） 
2 

保養先で出会ったスタッフ 2 

幼児クラブのメンバーやスタッ

フ 
1 

市の子育てセンター 1 

計 226 
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[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） 

情報提供の希望内容 件数   

放射線影響放射能汚染や・防護に関する情報 154 19% 

健康診断・医療機関の情報 192 24% 

損害賠償請求の情報 108 13% 

避難先について 244 30% 

「福島の子ども保養プロジェクト」以外の保養プログラムに関

する情報 
0 0% 

子育て相談全般に関する情報 54 7% 

子育てについて大人が話し合う交流会（ママカフェ等）の情報 46 6% 

その他〔     〕 4 0% 

希望しない 3 0% 

計 805（件） 100% 

〈その他〉への記述 

 ベラルーシの現状、今までどんなことをしたか、線量 

 福島市内でのこども向けワークショップ 

 除染済みの公園の情報 

 食材の産地や線量の情報 

 

［問１４］問１３で「希望する」と回答された方は、今後、「福島の子ども保養プロジェク

ト」が企画する交流会や勉強会（場所、時期、回数は未定）があれば参加したいですか？ 

 

はい 245 91% 

いいえ 25 9% 

  270 100% 
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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）（第 2報） 

 

[問１５]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[173件] 

92 

 

 

私の住んでいる所の近くの公園は放射線量が高く今やっと除染をしている最中です。なので今

回参加して思いっきり外遊び等ができてとても子どもたちは喜んでいました。こういう貴重な

機会を与えて頂いてとても感謝しています。また是非子ども保養プロジェクトに参加してみた

いです。楽しい旅をありがとうございました。 

311 幼稚園生の子には外遊びをさせていないので雪が降っても雪遊びもなかなか思うようにでき

ずにいました。今日はおもいっきり雪に触れ、ソリすべりが出来、とても楽しそうな顔を見る

ことが出来て嬉しかったです。温泉もとても気持ちよく、心身ともにリフレッシュできました。

おもちつき体験とつきたてのおもちもお年玉プレゼント見たいで嬉しかったです。ありがとう

ございました。子供たちは雪遊びもっとしたかったー。と名残惜しんでいました。 

65 ゆっくりと過ごすことができました。明日朝線量の低い所で思いっきり外遊びをさせてあげた

いと思います。また機会がありましたら参加させていただきたいと思います。お世話になりあ

りがとうございました。 

266 雪が降ってとても寒かったのですが、運動会子どもも大人もとても楽しかったです。震災後、

公園で知らない子どもたち同士があそぶという風景がなかなかなったので、久しぶりに震災前

に戻ったような感じでした。おとなはとても寒かったですが、冬でもこういったように福島で

は心の気持ち的にやりにくい外遊びをさせてもらい、ありがとうございました。久しぶりに楽

しめました。 

160 夕方で涼しい所であそべて良かったです。 

279 安い価格で満足のいく保養が出来て嬉しくおもいます。またスタッフさんたちの気配りにも感

謝しています。パン食い競争、ビンゴ、ポップコーンなど子どもたちも喜んでおりました。 

221 もっとこのような機会を増やしていただきたいです。今回参加出来て良かったです。スタッフ

の皆さんありがとうございました。 

278 みんなでバスに乗ってこられたので子どもたちは喜んでいました。ぼなりに着いたら一面雪景

色でテンションも UP！！雪見温泉は最高でした。子供たちはパン食い競争とビンゴ大会が楽

しかったようです。外の天気が良かったら子どもたちと外遊びができたら良かったです。家族

でゆっくり過ごせました。お世話になりありがとうございました。 

25 ミニ運動会や花火など楽しく過ごす事ができました。できれば参加者（ミニ運動会）全員にメ

ダルがもらえれば良かったかな。スタッフの方も親切でとても良い休日を過ごせて良かった。

ありがとうございます。 

39 未就学児を対象にしたプロジェクトはほとんどなく、どうしたらいいか困っていました。この

プロジェクトに参加させていただいて本当に感謝しています。外遊びをしたくてもなかなかで

きない状況です。今日は時間制限もなく思いきり深呼吸して遊びました。全国の皆様のおかげ

で楽しい２時間を過ごすことができました。ありがとうございます。今後もご支援くださいま

すようよろしくおねがいします。 

93 未就学児の保養旅行はほとんどないので今回参加してとても助かりました。これからもさまざ

まな地域で企画してほしい。またもう少しイベントがあったり、遊ぶ所にいってほしい。 

90 未就学児の保養がとても少ないので今後も続けて頂きたい。 
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22 未就学児、小学低学年を対象のこういった保養等は本当に少なく、このプロジェクトを HPで

みた時はとてもありがたいと思いました。勉強会交流会も保養旅行の中に組んでいただくと

（約 1時間の目安で）助かります。最後に子どもたちのとても楽しい笑顔が光っていてこの度

ご協力頂いた皆様に感謝申し上げます。お世話になりありがとうございました。 

261 また参加することができとても嬉しくおもいます。ありがとうございます。未就学児が参加で

きるコースで遠いところがあまりないと思います。少しでも遠い所で過ごさせてあげたいと思

っています。まだ小さいというのも分かりますが、親も一緒なら大丈夫だと思うのでぜひお願

いします。 

268 まだ子供が小さいので今回のような近い所にあそびにいくプランの種類が増えると嬉しいで

す。今回の旅行では放射線も気にせずそとで遊ばせてあげることが出来たり、とても良かった

です。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。 

191 孫と楽しく過ごすことが出来ました 

308 本当に素晴らしい企画だと思います。このような保養旅行に参加できたことを嬉しく思いま

す。スタッフのみなさんも親切でした。ありがとうございました。 

234 ボランティアの方々が多数参加してくださり、心暖かな存在を感じました。生協という団体の

その価値や存在感を改めて見直しました。お世話になり ありがとうございました。放射能で

積もるストレスが洗い流せました。 

86 保養プロジェクトの企画をしていただきありがとうございました。子どもが未就学児で親は共

働きのためなかなか参加できるものがありませんでした。久しぶりに水や土や草に触れること

ができ子供達もとても喜んでいました。 

192 ぼなりに宿泊した帰り道（右側の道路沿い）途中のキノコや野菜が売っている場所によっても

らい、２０分程度買い物がしたいと思いました。ミニ運動会、子どもも親も楽しめました。あ

りがとうございました。 

170 母子家庭ということもあり、自主避難することが出来ず、ずっと福島市内で過ごしてきました。

外遊びや食生活の制限がある中で、１泊２日でしたが母子共に思いっきり楽しむ事が出来まし

た。また是非参加したいのでこのプロジェクトを続けてほしいです。そしてお友達にもこのよ

うなプロジェクトがあるということをひろめていきたいと思っています。全国のみなさん、生

協連のみなさん、このプロジェクトに参加されてるスタッフの方、皆さんに感謝いたします。

本当にありがとうございました。 

255 放射線の心配が（将来に影響するので）強く残る中でそれでも生活していかないといけないの

で、このような保養旅行は期限を決めずにずっと行ってほしい。小学生以上～というものが多

いが一番心配なのはそれより小さいこどもたちなのでもっと枠を広げるなり企画を増やすな

りお願いしたい。 

228 放射線の影響を気にしながらもなかなか今の生活から避難することも難しく…。今回参加させ

ていただけて本当に感謝しています。残念ながら雨のためほとんど外遊びは出来なかったので

すが、気持ち的にはとてもリラックスせきました。放射線の問題がある限りこのようなプロジ

ェクトも続けていってくださることを願います。 

24 普段なかなかできないことができて良かったです。（砂遊び等）ありがとうございました。 
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131 福島県で生活を続けていく以上、短期または長期の保養は絶対していきたいです。幼児受け入

れの保養プランがなかなか少ないので今後も多くお願いします。又、長い目で考えて無料では

なく少しの負担はしてでも保養したいと考えている方が多いです。無料だと色々と支援を受け

る方もマナーが悪くなり、無料が当たり前になってしまいます。これから何十年と支援を続け

ていただけたら嬉しいです。今回の企画とてもありがたいです。いわきから離れられただけで

心の奥がどこかほっと安心して過ごせ、子どもたちを遊ばせることができました。 

177 広い公園で思いっきり遊ぶ子どもの姿をみてとてもうれしく思いました。子どももまた来たい

といっていました。親の私も温泉でのんびりおいしいものを食べて、日々のストレスが解消で

きました。 

147 久しぶりに他の方と放射線に対する自分の気持ちをきいていただけました。正面に向き合うこ

とを自分からさけていると思います。日々、普通の生活に戻っているような気もしていますが、

心の奥底には何とも言えない思いがきえてないのかとおもいます。（地震の時の恐怖や今も続

く放射線への対応）プラス日々の子どもたちへの問題、主人への不満、義父母との関係でいっ

ぱいいっぱいになる時期もありますが、こうやって母子３人で旅行にくることができ、少し元

気をもらってまた頑張ろうと思わせていただいたことに感謝です。また参加させていただけた

ら嬉しいです。ありがとうございました。 

29 久しぶりに外で思いっきり遊べて子どもは大変満足でした。砂場も気兼ねなく楽しんでいまし

た。お友達もできました。 

253 久しぶりに子どもが走りまわって遊ぶことができ、子どもにとってとても良い時間を過ごすこ

とができました。ありがとうございました。他のお母さんたちと情報交換することができ、と

ても良かったです。また機会がありましたら是非参加したいです。 

294 バスに乗って親子での参加は初めてでしたが、母だけで皆さん参加していてやっぱり少しでも

外で遊べる機会をつくってあげたい気持ちが同じだなと思いました。こうして、支援のおかげ

で、遊んで、泊まれて、温泉に入れてリフレッシュできました。また、参加できるといいなと

思いました。小学生と未就学児なので、なかなかこうした企画が 2人とも該当するものがなか

ったので、ありがとうございます。 

30 初めての参加でしたが 1年半もの間外で遊ぶ機会がなかったことの異常さに今更ながらに気

がつた旅でした。まだ子どもが小さくボランティアには参加は難しいですが子どもに手がかか

らなくなった時、何かお力添えができればと思います。今回参加出来て本当に良かったです。

ありがとうございました。 

292 初めての参加でしたが、とても楽しかったです。外遊びもどこまでさせたらいいか悩んだりし

ました。今回保養プロジェクトに参加して、雪遊びもできて本当によかったです。また機会が

あったら参加したいと思います。ありがとうございました。 

223 初めての温泉旅行でいろいろと心配もありましたがお陰様で非常に楽しく過ごすことが出来

ました。小雨が降る中少しの時間だけでしたが外で遊ぶことが出来子どももとても楽しかった

ようです。できればお天気の中でゆっくり遊ばせたかったのですが…。お部屋もゆったりとし

ていて日々の生活をちょっとの間忘れて家族そろってゆっくりとできてとても良かったです。 

302 初めて天童温泉に来ました。一人では子どもを連れていくことができないので本当に久々の旅

行でとても楽しい１泊２日の旅行でした。子供の喜んだ顔が見れて良かったです。 
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85 はじめて土いじりをしました。産まれて外遊びを私がさせてあげられず山形の公園で外遊びデ

ビューとなりました。本当に気にしすぎかもしれませんがどんな影響が出るか分からない放射

能には困ったものです。少しでも回避させたいものです。草をむしったり滑り台を一緒に滑っ

たり…。「もう一回やりたい」の言葉の連続で私が暑さでばてそうでした。しかし楽しかった

んだな…と私も嬉しくなりました。温泉でのんびり、私も子供も心身ともに安心していやされ

ました。本当に心から感謝致します。 

230 初めて父子で旅行しましたが非常に充実した時間が過ごせました。ありがとうございます。今

後も仕事の都合等で県外に移住出来ない家族のためにこういった企画を続けていってくださ

い。 

157 初めて参加しました。子どもが公園でのびのび遊ぶ姿を見てとても嬉しく思いました。（土い

じりをしてもここは大丈夫なんだー、と思うと安心します。）子どもも本当に楽しそうでし

た！！明日のぶどう狩りも楽しみにしています。福島の農家の方には申し訳ないのですが、い

まだに県外の野菜や果物を求めています。今回は参加できて本当に良かったです。 

36 乳幼児が参加できる保養ツアーは他にはなかなかないのでとても嬉しいです。競争率は高いで

すが、また参加できるように応募したいです。 

246 何度かこのプログラムを利用させていただいております。特に放射能に関して気にしてはおり

ませんが室外での遊びを気にする目もあり、可能ならば参加していきたいと思います。何より

この場で知り合えたママ友とのその後の交流が嬉しくおもいます。 

306 なかなか温泉に来たことがなかったので子どもたちは大喜びでした。また、親子で参加できる

ところがあったらぜひ参加したいです。牛乳パックで竹トンボ、コマなど親も楽しんで遊びま

した。 

6 とても楽しく過ごすことが出来ました。我が家では主人の休みが平日なので週末線量の少ない

ところに連れていってあげたりがなかなか難しいです。のでこういう機会は本当にありがたい

です。また参加したいと思いますのでよろしくお願いします。 

3 とても楽しく参加出来ました。スタッフの皆さんもとても親切でした。ミニ運動会も楽しかっ

たです。あっという間の二日間でした。また機会があれば参加したいです。お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

226 とても楽しく参加させていただきました。こどもたちも温泉、食事等満足していたようです。

「また来ようね」と話していました。今回のプロジェクトスタッフまたいちらく職員の皆さま

とても楽しく過ごせましたありがとうございました。 

316 とても楽しい旅行になりました。息子の笑顔も見られましたし、家族で良い思い出ができまし

た。スタッフの方々が大変だと思いますがこの様な企画はとてもありがたくおもいます。あり

がとうございました。 

60 とても素晴らしい保養旅行でした。旅館もすてきでした。ありがとうございました。これから

もぜひ続けてほしいです。 

105 とてもありがたく楽しかったです。是非また参加させていただきたいです。 

96 遠かったけどいちらくさん、とても良い所できてよかったです。わくわくランド子ども大喜び

でした。バスの時しりとりやなぞなぞも大喜びでしたが DVDもみられたりすると良かったか

も？なかなか抽選では当たらないのでこういう先着順も良かったです。ディズ二ランド(シー)

の企画も未就学児が行けるツアーがあればまた参加申し込みしたいです(今回ははずれたの

で) 
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187 東京からのセラピー体験では、毎日の子育ての疲れを一時忘れられるようなリラックス感が体

感出来て良かったし、その間子どもを見て頂けて親もとても良かったです。又子どもが少しの

けがをした時も、医療スタッフさんがいてくれてすぐに処置していただけたし、安心して参加

させていただきました。子どもも保育士さんの遊びに大喜び、友達もできてにこにこ笑顔でし

た。楽しかったこと、親もリラックスでき、料理もおいしく、また参加したいなあと思いまし

た。協力して下さっている方々に本当に感謝感謝の思いです。ありがとうございました。 

247 天気にも恵まれたくさん外遊びが出来たことに子どもたちは大満足な様子でした。 

211 知人より生協連の保養プロジェクトに参加して良かったこと、応募していることを聞いて今回

参加しました。もっと早く情報をしりたかったと思いますが、今回参加できて大変うれしくお

もいます。比較的放射線量の少ない石川町で参加するのも心苦しいですがまた機会があったら

応募したいと思います。生協連の善意に感謝しております。こどもものびのびと遊ぶことがで

きました。 

141 小さい子どもは午後に昼寝をしたりするので、スケジュール通りではなくもっと自由に自然と

触れあう時間やゆっくり過ごせる時間がほしかった。 

18 小さい子供が参加できる保養ツアーが少ない中、このような保養ツアーを定期的に企画してと

てもありがたいです。長期の休みの中にも小さい子供が参加できるプログラムをぜひ企画して

もらえるともっと嬉しです。今回このツアーに参加できてとても子どもたちも喜んでいて、外

遊びまでできてとても良かったです。ありがとうございました。 

164 楽しく過ごすことが出来てよかったです。ありがとうございました。 

28 楽しかったです．ありがとうございました。 

74 大変有難い企画ですありがとうございます。 

196 外でゆっくり紅葉を見たり、温泉でゆっくりすごし、保養になりました。料理もおいしかった

です。ありがとうございます。同じ福島にあるのにも関わらず、バスから降りた瞬間、澄んだ

空気にホッとしました。放射能を気にしている自分がいるんだな、と感じました。この貴重な

1泊 2日を子どもと笑顔で向き合いながら過ごせた事に感謝いたします。 

98 外で子どもが元気に遊ぶ…。そんな普通の事ができなく、８月の末頃からやっと近所の除染が

始まりました。しかし何も考えず「遊んできな！」と言える数字まで下がってはくれませんで

した。このようなプロジェクトがあると、親も思いっきり遊ばせることができ嬉しく思います。

本当にありがとうございました。 

58 外遊びの時間を気にすることなく、ゆっくりのびのびと遊ぶことができました。ブランコに乗

っているだけでケラケラ笑うこどもの笑顔嬉しかったです。また次の機会よろしくお願いしま

す。 

91 外遊び、水遊びもできてとても楽しかったです。ありがとうございます。 

203 相馬市は県内でも比較的線量は低い方ですがそれでもやはり事故以前にはなかったものが現

実に存在している以上子どもが外遊びするたびきになりますし心配です。線量が低いからと、

相馬市では一切除染していません。安心して遊べる公園や施設が欲しいです。この度はこのよ

うな保養旅行に参加させて頂き心から感謝しています。運良く参加することが出来ましたが、

幼稚園のお友達などこういった企画があることすら知らない人たちがたくさんいるのですこ

しでも多くの人が一時でも放射能の不安を忘れ、戸外でのびのび遊ぶ子どもたちの笑顔が見ら

れるように今後も「福島の子ども保養プロジェクト」を引き続きよろしくお願いします。 
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271 全体的に連絡不足。スケジュールがわかりにくい。バスの到着が遅れていればフロントなり関

係者に何分遅れているのでとかの連絡位はしてくれていいと思う。（先に着いた人はなにも聞

いていない。スタッフも言わなかった。）3：00の時間厳守で来ているのだから。結局外遊び

もじかんが遅くなってしまった。スタッフが大勢いるようだがリーダーがいないのか。旅館に

入った時点でこまかい連絡は必要である。参加者からすれば当日に何をします、といわれても

困る。前もってのスケジュール表等の配布はした方がよいと思う。 

51 前回は私と息子（長男）との参加でしたが、今回は家族４人での参加でした。子どもたちも公

園でパパと鬼ごっこなど走り回っていてとても楽しそうで何よりでした。子どもを含め私達夫

婦にとっても良い思い出となる保養旅行にとても楽しく参加させていただきました。本当にお

世話になりました。また是非参加したいと思っています。 

50 素敵な保養旅行に参加出来て良かったです。近くに公園やお城があり、自由に楽しむことがで

きました。子どもを二人連れて少し大変でしたが、ボランティアの方が優しく接してくれて嬉

しく思いました。ありがとうございました。 

167 素敵な旅でよかったです。またいきたいです。 

82 スタッフの方のきめ細やかなご対応のおかげでとても良い思い出の旅ができました。心配なく

子どもを屋外で遊ばせることができ本当によかったです。お世話になりありがとうございまし

た。 

309 スタッフの方がすごく親切で温かく、子どもも親しみを持てている様子です。雪遊びの機会が

持ててとても良かったです。ありがとうございました。 

31 スタッフとして参加させていただきました。ミニ運動会（パン食い競争、わなげ）も夜の花火

も全員参加でとても好評でした。１７時くらいまで砂遊びに夢中で遊んでいる子どもたちをみ

て嬉しくなりました。母成さんには花火を提供して頂き大変お世話になりました。感謝感謝で

す。ありがとうございました。 

267 少し寒い一日となりましたが、子どもたちは寒さも忘れて公園で元気に遊んでいました。親も

ホッと一息つける場となり、親子共々とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがと

うございます。次回また参加できれば・・・とおもいます。 

81 震災後一年間は実家のある新潟で避難生活をしていました。戻ってきてからは公園等にもいっ

ておらず、長男は幼稚園の園庭で遊んでいるものの、下の子は普段外で遊ぶことはありません。

今回の旅行では無理のない範囲で外遊びができて、素敵な温泉にも宿泊でき、親子でとても喜

んでいます。本当にありがとうございました。機会がありましたらまた是非参加したいです。

これからもこのプロジェクトを続けていただきたいです。母子の心身共にリフレッシに大いに

役立つ企画ですので。 

106 除染が進み、最近は近くの公園とかで遊ぶことがありますが、やはり不安があります。今回の

企画のように線量を気にせずに外で遊ぶことができるのはとてもありがたいと思います。高速

の無料化も終わり、なかなか遠くにいくことができないことが悩みです。 

72 小学生未満の保養などはなかなかないので４才と１才の子どもでも楽しく遊ぶことができて

とてもよかったです。もっともっと参加する機会があったらいいなと思います。 

88 小学生以上のプロジェクトが多い中、小さい子供も一緒に参加できるこの企画はとてもありが

たいです。今回やっと当選出来て嬉しいです。また参加したいです。 

285 週末保養 2回目の参加です、支援してくださった方、ボランティアの方、本当にありがとうご

ざいます。我が家ではお水は”いのちの水”でお世話になり、食べ物は産地を選び子どものた

め家族のため暮らしております。検査も安くない受診料でも子どもの健康のためと思い受けさ
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せています。今までの生活とは違って出費が多く大変つらいですが、低線量の所へ 1日でも 2

日でも子どもを連れだすことが出来る、その上支援してくださる方々がいらっしゃる事はなに

より私が感じる幸せです。 

132 周囲の家庭では放射線への対応もさまざまで自分の対応が良いのか不安な事もある。色々な話

を聞いても大丈夫だと思うことができない。子どもが 6歳で今乳歯がぬけて永久歯が出来てい

るがあるところで乳歯を洗って保存していつぬけた歯か分かるようにしておくともしもの時

に証拠になると聞いた時ゾッとしました。放射線を確実に減らす方法が知りたいです。 

186 自分で運転せずにのびのび子どもを遊ばせることのできる場所へ行ける今回の企画に感謝し

ています。本当にありがとうございました。家の前に公園があっても遊ばせられないのは、親

子ともにものすごいストレスです。遠くに保養に行くことにより、家の前の公園で毎日外遊び

するほうが小さな子どもにとってはずっとずっと嬉しい事なので、早くそんな日がくることを

願っています。あと何年かかるか分かりませんが、それまで保養プロジェクトが続いてくれる

と良いですね。 

290 市で検査している線量計を持ち歩いています、本当はとても邪魔だし面倒くさいいのですが、

こどもへの影響を知るためなので仕方がありません、福島で子どもを育てていく覚悟を決めた

以上こういった企画でご協力をいただいて参加できることに、ありがたく感じます。空気がと

ても気持ちよく又ホテルの食事もおいしく頂き、心身ともにリラックスしました。気持ちの問

題ですが、また明日から放射能と向き合います。1泊 2日ありがとうございました。 

298 自然と触れ合い思いっきり遊ぶ、こんなあたりまえの事がこんなにありがたいと思ったことは

ありませんでした。原発事故以来、雪や葉っぱに触ることはほとんどなかったので子どもたち

の喜びようといったら・・貴重な思い出が出来ました、ありがとうございました。保養情報を

もっと発信していただけたらうれしいです。圏外避難もできない状況なので少しでも放射線の

不安が少ない場所で思いっきり遊ばせる機会を作り、楽しい思い出を作ってあげたいです。 

27 3歳になった娘が砂遊びをしている姿をみてつくづく福島の子どもの立場を実感しました。

（物心ついてから砂遊びはしていませんでした。）これからもこのような機会があれば嬉しい

です。有難うございました。 

190 参加出来て良かったです。今以上に線量が減り、早く住みやすい福島に戻ってほしい。安全な

街へ。このような企画がこれからもずっと続く事を願います。 

193 参加させて頂きありがとうございました。また、皆さまに心配とご迷惑をおかけして申し訳あ

りませんでした。そして、皆さまの温かい心使いに感謝申し上げます。体調万全でまた参加さ

せていただけたら幸いです。 

139 昨年の３月より外に出て遊ぶ時間が制限され、子どもたちのストレスや体力の低下が気になっ

ております。今回このような支援をして頂き、一日だけでも家を離れ、外の空気を想いい切り

感じ遊ばせてやることが出来大変有難く感謝しております。除染も思うように進まず、なお続

く放射線の不安を抱えながらもこのちで生活を続けていこうと思います。今後共ご支援の程宜

しくお願い致します。ありがとうございました。 

175 今後ともこうしたプランをたくさん企画していただけるとありがたいです。 

318 今回も含め６回も参加させて頂きありがとうございました。この一年間マレーシアにいるダン

ナさまのところに行くか悩む時期でした。その時、このプロジェクトに参加し始め、癒され、

ストレス発散できた自分がいます。ぼなりの客室でいろいろ考えていたなとおもいだします。

ぼなりイコール自分を見つめなおす場所です。生協の皆さまありがとうございました。感謝申

し上げます。また機会がありましたらよろしくお願いします。マレーシアで娘とがんばります。 
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100 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。家族３人での保養は

娘も大変喜んでいました。近くに遊具のたくさんある「わくわくランド」があるのは嬉しかっ

たです。楽しそうにパパと遊ぶ姿が印象的でした。また、他のホテル・旅館の保養もあるそう

なので参加したいです。なるべく長い間、この保養プロジェクトを続けていただけたらありが

たいです。スタッフの方々も付き添いなどいろいろ大変かと思いますが、よろしくおねがいし

ます。ありがとうございました。 

216 今回は保養に参加させていただきありがとうございます。月に数回はがんばって放射線の低い

所に頑張っていきますが車の運転や子どもの面倒で疲れて頭が痛くなります。今回ゆっくりで

きて皆さんのお話が聞けて良かったです。また参加したいです。ありがとうございました。温

泉がとっても良かったです。ばあちゃんも良いお湯に入ることができて良かったです。 

45 今回は当選しここに来れてありがたいです。福島市は除染した公園でも一日一時間が遊ぶ限度

です。〈中通り〉はまだ除染していないので、その中で遊んでいないのが現状です。市役所か

らの助成金を受け取りながら自分たちで除染をしていかなければならないというのはとても

歯がゆいです。 

64 今回はステキなツアーに参加させていただきありがとうございました。ふくしまっ子の企画で

何度かこういうツアーに参加していましたが、すべて県内の企画だったので山形という本当に

線量の低い所に連れてきていただいてとても安心して遊ばせることができました。また、主人

が都合で参加できないため、自分ひとりで子どもたち３人つれてきました。ちょっと不安でし

たが、スタッフの人数がとても充実していて安心できました。「手が足りない時はいつでも言

ってください」と声をかけていただき本当に嬉しかったです。とにかく子どもたちを思いっき

り遊ばせたいのが目的だったので本当に充実して過ごすことができました。金額も低料金で申

し訳ない感じです。是非また参加させていただきたいです県外での活動が増えることを期待し

ています。まとまりなく長々と書いてしましましたが、今回は本当にありがとうございました。 

212 今回初めて保養プロジェクトに参加しました。少しでも子どもたちの内部被ばくをリセットし

たいという気持ちで応募しました。マスクしないで元気よく外遊びするこどもの笑顔をみて親

も笑顔になれました。本当に感謝しています。今後も末永くこのプロジェクトを続けて頂きた

いです。 

118 今回初めて保養プロジェクトに参加させていただき、楽しい時間が過ごせました。ありがとう

ございました。スタッフの方がボランティアと聞いて驚きました。プロジェクトを長く続けて

いくためにもスタッフの方はボランティアではないほうがよいのでは？と思いました。そのた

めには参加者から少しはお金をとってもいいと私は思うのですが…。大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

149 今回初めて当選できて、参加できたこととても嬉しく思いました。外遊び、いつも気にしなが

ら本当は子どもを思い思いに遊ばせてあげたい気持ちなのにどこか我慢させている事が多々

ありました。保養の機会を頂けて、親子共にれフレッシュできた事嬉しくおもいます。外遊び

のシャボン玉の準備もスタッフさんのあたたかい気持ちが伝わりました。笑顔で子どもたちと

一緒に遊んで頂いたことありがたかったです。何回も応募してやっと保養プロジェクトに参加

でき、ぶどう狩りも楽しみで、温泉もすごくよくて思いでたくさんできました。ありがとうご

ざいました。たくさん参加しているご家族がとてもうらやましいです。一回目からもっと保養

プロジェクトの体験をさせたいのでこれからも強く希望します。宜しくおねがいします。 

200 今回初めて天童温泉のツアーに参加しました。放射線の少ない地で子どもたちの体を休め、ま

た思う存分外遊びをすることができて良かったです。わくわくランドにて宝探しゲームのカー
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ドを一生懸命探している子どもたちがとても楽しそうで嬉しくなりました。旅館も素敵なとこ

ろでびっくりしました。 

80 今回初めて参加させていただきましたがスタッフのみなさん、この事業に携わってくださって

いるかたの思いに感謝です。県外に遊びに行かせたくてもなかなか連れていけず、このような

機会がありとても嬉しく思います。子どもも雨で外では遊べませんでしたが喜んで遊んでいま

した。福島県の子供たちのために本当にありがとうございます。また参加させてもらいたいで

す。 

101 今回初めて参加させていただきました。みなさんとても親切でありがたい気持ちでいっぱいで

す。次回は上の子（小４）も一緒に是非参加したいです。 

168 今回初めて参加させていただきました。保養プロジェクトということでたくさんの方々の支援

で参加出来ていることを改めて感じました。常日頃仕事で親子で過ごす時間が少ない中、この

プロジェクトを通して親子の時間を頂きました。楽しい旅行をありがとうございました。今後

ともよろしくお願いいたします。 

89 今回は参加出来て本当に良かったです。公園でもあそべ、おいしい夕食やゆっくり温泉に入れ

てとてもリフレッシュできました。本当にありがとうございました。 

198 今回はこのような機会をいただきまして大変感謝しております。原発事故後親子共々ストレス

がたまり、辛い生活を送っていた矢先に、「福島の子ども保養プロジェクト」を HPで知り、

早速応募させていただきました。参加した感想はとても満足です。とりわけ、ボランティア学

生スタッフの方々にはとてもお世話になり、又子どもの面倒まで見て頂き感謝しています。又

機会があれば参加したいと思っております。ありがとうございました。雑筆申し訳ございませ

ん。線量の低い所で季節ごとのイベント（もちつき、キャンプ、BBQなど）があると気軽に（日

帰り）参加出来るかもしれません。 

152 今回は子どもたちと参加させて頂きありがとうございます。山岳部ではホットスポットと呼ば

れる箇所があり、紅葉や落葉狩りなど気軽にできなくなってしまいました。地元で安心して楽

しむことが出来ないわけではありませんが、遠く離れた場所に来ることで日常から解放され、

ゆっくりリラックスすることができました。特に温泉はきれいで珍しい趣向があり、子どもた

ちも「とっても楽しかった！」と喜んでいました。夕食の山形芋煮汁もとても美味しかったで

す。（明日の）ぶどう狩りは初めてなので楽しみにして参りました。子どもたちの良い思い出

になる保養になってくれると嬉しいです。コヨットのスタッフの皆さま、ボランティア、ユニ

セフ協会、生協組合の皆さま本当にありがとうございました。 

17 今回はありがとうございました。娘も大変喜んでいました。私には子どもが 3人いますが、上

二人（小５、小３）の兄たちは夏休みに他のサマーキャンプに参加することが決まっていて、

いつも娘だけが保養プロジェクトがなくて残念でした。家族でも山形には数回訪れたことがあ

ります。普通に公園で遊ぶ子どもたちの姿が福島あまり見られないので山形ではそれが日常的

で「震災前は当たり前の光景だったのに…」と残念で仕方ありませんでした。今回このような

善意のある方々のおかげで娘と二人楽しく過ごすことができました。本当に本当にありがとう

ございました。スタッフの方々大変お疲れさまでした。 

99 今回のプロジェクトは何度も応募してやっと当選したのでとても楽しみにしていました。山形

は福島から近いのですがなかなか天童市までは来た事がなかったので子どもたちにも良い思

い出ができました。募金してくれた人やスタッフの方々には本当に感謝です。これからもこの

ようなプロジェクトを続けていってください。 
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4 今回のプロジェクトに参加して、ぼなり温泉にはいって外でたくさん遊んで、夜は盆踊り、花

火をみてと中身の濃い充実のある企画で、子供の放射能の低いところでの生活に良い企画で子

供共に感謝しています。又このような企画があったら参加したいです。ありがとうございまし

た。 

104 今回のプログラムは公園でのびのびと遊べる自由時間が組み込まれていてとてもよかったで

す。それが本来子どもたちが一番望んでいる事だと思うので！普段様々なことを我慢させてい

るのでまたこのような機会をいただいてのびのびと過ごさせてあげたいです。本当にどうもあ

りがとうございました。 

286 今回の参加はとてもよかったです。子ども 4人の参加を希望していたのですが、来れなくなっ

て残念です。でも、とても楽しい時間が過ごせたのでよかったです。楽しい時間をありがとう

ございました。スタッフの人達も親切でよかったです、またきたいと思いました。 

153 今回当選させて頂きありがとうございました。気候も良く秋のおいしい空気をたくさん吸って

温泉も入って、とても楽しく過ごす事が出来ました。スタッフの方々の優しい心づかいもあり

がたかったです。お世話になりました。 

276 今回で二回目の参加になりますが家族でゆっくりすることが出来てよかったです。放射能につ

いて不安や機会があればまた参加したいと思いました。ありがとうございました。 

9 今回で二回目です。前回冬に参加して娘たちはすごく楽しかったと喜んでいました。たまたま

福島交通の HPに保養プロジェクトを見つけて冬も参加したのでだめもとで応募したら電話が

かかってきてとても嬉しかったです。娘も「また温泉にいけるの？」と喜んでいました。今回

は夏祭りもあったので、娘の良い思い出になりました。今年初の花火でした。ありがとうござ

いました。 

231 今回で 2回目参加させていただきました。わざわざスタッフの方が大阪から来ていたり、たこ

焼きの実演や、外遊びをしていただき、とてもうれしく思いました。子どもたちも遊んでもら

ったり、外でからだを動かすことが出来て楽しそうでした。夜の食事の時も芸を見せていただ

いたり、子どもたちと一緒に遊んでくださり、ゆっくり夕食をとって楽しむことが出来ました。

本当にありがとうございました。このような活動がもっと広がり子どもたちが放射能のストレ

スから・・また参加したいと思います、ありがとうございます。根本さん企画ありがとうござ

います。子どもと遊んでいただき、ありがとうがざいます 

111 今回ツアー定員に空きがあるというこで急遽参加させていただきました。平日ということで宿

もすいていてのんびり温泉に入れて良かったです。 

277 今回参加して子どもたちの交流もできてすごく良かったです。また機会があったら参加したい

です。 

150 今回参加させていただき、時間をきにせず外遊びができたことなどうれしく思いました。年齢

が近い子とお友達になれたり、子どもも楽しそうでした。 

320 今回この旅行に参加させて頂いて本当に良かったです。スタッフの方々に寄り添っていただ

き、たくさん話ができて心が軽くなりました。最初は少し緊張していましたが、スタッフのみ

なさんの色々なご配慮に心から感謝です。ホテルの方も雪遊びをしてもらって息子にも素敵な

思い出を作ってもらいました。ありがとうございました。 

 今回このような企画に参加させていただき本当に感謝しております。スタッフの皆様、寄付を

して頂いている皆様、本当にありがとうございます。フクシマで暮らしていくには今後何十年

もこのような保養の制度は必要です。チェルノブイリで何十年も保養のお手伝いをされていた

野呂さんの話を聞いて以来積極的に参加したいと考えております。ただ働いていると、なかな
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か長い時期でお休みを貰うのが難しかったりしますので、こういった休日を利用しての保養は

参加しやすいです。今後も短期・長期での保養企画をお願いします。スタッフさんも言われて

いましたが、子どもの笑顔を見ることが親自身の保養にもなります。まして温泉はすごく GOOD

です。本当にありがとうございました。これからも応募したいと思います。 

70 今回このような企画に家族で参加することができ大変嬉しく思います。福島で子育てをしてい

る人にとって何よりありがたいです。ありがとうございます。できるだけ多く参加できたら…

という気持ちもありますが、たくさんの方が希望していると思うと複雑な思いでいます。皆が

定期的に参加出来る公平な環境であることをねがいます。大人が皆で子どもを守る事ができた

ら一番だと思います。スタッフの皆さんに感謝感謝です。またお会いできますように。 

174 今回このような機会に恵まれ、とても感謝しています。外遊びも子どものにこにこした姿をみ

てとても楽しんでいるようでした。まだまだ不安な毎日ですが、このような機会を利用して、

親と子のストレスや不安を少しでも解消していきたいです。ありがとうございました。 

213 今回このような機会で自分が住んでいる以外の地域の情報など交流のなかで得ることができ

てとても参考になっています。その中で子供たちものびのびと過ごすことができます。影響の

ない所に出かけることはストレスから解放される時間でもありますので今後もこのような機

会があると嬉しく思います。 

201 今回この保養プロジェクトに参加することが出来てとても幸せです。子どもたちの生き生きと

した笑顔を見れて嬉しくもあり、またあらためて放射線がどれだけ子どもたちの普通の生活を

かえてしまったのかを感じました。放射線から子どもたちを守りつつ、又出来る範囲でのびの

びと遊べる場所に連れて行ってあげたいとおもいました。本当にありがとうございました。 

220 今回子ども保養プロジェクトに参加できてとても楽しく思い出が出来てうれしかったです。あ

いにくの雨となってしまいましたが室内で皆さんと遊ぶことができて子どもたちも十分に満

足していました。また機会がありましたらぜひ家族 5人で参加したいと思います。素晴らしい

企画をありがとうございました。 

84 今回緊急募集で先着順でしたが日頃こまめに HPをチェックしてることもあり当選出来て嬉し

かったです。まだ子供が歩けないので室内でしか遊べませんでしたが、歩けるようになったら

また参加できれば是非外に連れ出して思いっきり遊ばせたいです。どうもありがとうございま

した。 

215 今回 2回目の参加でした。前回の「いちらく」さんに参加してからこどもが何日間も「温泉楽

しかったね。また行きたいね。」とお風呂に入るたびに行っておりました。母子家庭というこ

ともあり、なかなか二人で温泉に行くとなると大変なのでこのような企画に当選して参加でき

ることがとっても嬉しく幸せに思います。また応募しようと思いますので是非よろしくお願い

いたします。次回は雪遊びを思いっきりさせたいので企画よろしくおねがいします。 

48 これからも続けてください。また参加したいです。 

119 このような旅行に参加させていただきありがとうございます。母子共にリフレッシュできまし

た。またこういう保養プログラムを長くやってほしいと思います。 

173 このような保養旅行に参加させて頂き感謝しております。外遊びは幼稚園以外でさせた事がな

かったので、線量を気にせず、思いっきり遊ばせることができました。子どももかったような

ので満足しています。ありがとうございました。 

20 このようなプロジェクトを立ち上げてくださりありがとうございます。本当に楽しく休日を過

ごすことができました。 

254 この様なプロジェクトはとてもありがたいです。子供が元気に遊んでいる姿を見ると嬉しく思
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います。スタッフの方ありがとうございました。又参加出来たら嬉しいです。 

282 このような素晴らしい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。久しぶり

の雪遊びとても楽しかったです。スタッフの皆様、全国の支援してくださるかたがたに感謝い

たします。 

280 この様な企画はとてもありがたいです。今後も行っていってほしいです。週末だと学校や幼稚

園がお休みであり、多少の負担（金銭面）があってもお願いしたいです。色々な企画を待って

います。よろしくお願いします。 

158 このような企画が充実しているのは生協連さんなので是非今後も継続して頂ければ参加をし

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

69 このような企画があり大変うれしいです。ありがとうございました。 

209 この度はこのような機会を頂きましてありがとうございました。「大丈夫」だといわれている

範囲の中で生活をしているのですが１年、２年、３年…と蓄積されていく数値を考えると「な

るべく少なく」という思いに駆られ、なんとなく活動制限したりすとれすを感じています。そ

ういった生活の中で低予算で気持ちを解放できる機会はとても嬉しく思います。何よりも子ど

もたちが喜んで活動に参加できていたことが嬉しいです。 

16 子どもを預ける所がなく勉強会などは参加できません。ホームページなどでその内容などを見

ることができればありがたいと思っています。今回は思いっきり外で遊ばせることができて良

かったです。ありがとうございました。 

217 子ども保養プロジェクト、なかなか当選できず待ちに待っていました。とても居心地がよくて

スタッフのみなさんのサポートを感じながら子どもたちと思い思いにリフレッシュさせてい

ただきました。また保養を希望します。当選できると嬉しいです。このような企画に感謝しま

す。 

49 子どもはもちろん大人まで保養されました。毎日外遊びやプール入りなど親が選択していく

日々のなか、悩み不安にかられ精神的にも疲れる毎日だったので、このような保養に参加させ

ていただいて本当にありがとうございました。仕事をしていると」なかなか保養に参加できな

いので本当にありがたいです。ボランティアスタッフの皆様本当に素晴らしです。是非また参

加させてください。よろしくお願いします。 

237 子どもの歳が離れているため、一緒に参加できるツアーがなかなか見つかりません、また、こ

のようなツアーがあれば参加したいと思います。 

159 子どもの遊び場の問題はのろのろではありますが除染や自然な半減期によって解決してはく

るとおもいます。それまでの間、何とか子供を放射能汚染から遠ざけ、かつ心身ともに健全に

育っていくよう、できる事はしていきたいと思っています。震災以降たくさんの団体、NPOの

方々とお会いし、たくさんの支援をいただいてきました。本当にありがたいですし、心が温か

くなる出会いでした。今回も大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 

26 子どもたちは砂遊び、パン食い競争、輪投げ、とても喜んでいました。夜の花火も大喜びで楽

しんでいました。子どもたちが外で遊んでいる姿をみて参加して良かったと思いました。 

166 子どもたちがはちきれんばかりに遊ぶ姿を久々にみることが出来ました。ありがとうございま

した。 

47 子どもたちが思いっきり遊ぶ姿を見て、本当に嬉しく思いました。もう少し長い時間遊ばせて

やりたかったなと思う一面もありましたが、来れて良かったです。また応募してきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

287 子どもが喜んで遊びました、なかなか外で遊んだりできないのでよかったです。 
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257 子どもがのびのびと元気に遊んでいる姿がみられ、一時放射能の事を忘れてリラックスするこ

とができとても良かったです。保育士さん、臨床心理士さんも来て頂き貴重な体験ができて良

かったです。リラックスできて子どもも大喜びで温泉も入れて、おいしい料理もたべれて、ま

た参加したいなあと思い舞いました。ありがとうございました。放射能がひくい地へくると安

心できて良いです。 

189 子どもがお友達を作り楽しく過ごせたので良かったです。今回は保育士さんがいたので元気い

っぱい体を動かせて良かったです。ありがとうございました。また参加したいです。 

321 子供３人なので、保育士さんがいるとこどもたちもたのしく過ごせるのでとてもありがたいで

す。 

124 子ども３人連れての初めての参加でしたがスタッフの方が協力して下さり、とても安心して楽

しく参加することができました。ミニ運動会や遊ぶスペースを作ってくださったり、子どもた

ちも楽しく過ごせたと思います。是非まだ参加していない友達などにすすめてみようと思いま

す。 

12 今年は学校などでプールや運動会が行われてほっとしたものの、やっぱり近所で外遊びともな

ると多少の不安があるなか、このような保養旅行に参加できて感謝しております。思いっきり

水遊び、用具で遊べることが出来て子どもはもちろん私もたのしかったです。ありがとうござ

いました。 

151 個人的に毎週末線量の低い所にいくには、金銭的に限界があるため、もっとこのようなプロジ

ェクトを増やして頂くとありがたい。今回は参加出来てとても良かった。親子共々普段放射能

の不安から解放され、何も気にせず外で遊んだり食べたりでき、気晴らしできた。ありがとう

ございました。 

178 公園で遊ぶことが出来とても楽しかったです。ありがとうございました。 

233 こういった企画が希望する皆さんで共有できたらいいなと思います。子どもたちも知らない子

どもたちと参加することですぐ友達になることができるのでこの企画が多くなってくれたら

参加で来る人数も増えて楽しいと思います。 

109 現地集合もあると助かります。郡山～福島～現地だと郡山からだと結構時間がかかるのでもう

少し時間のかからない所か、まっすぐ郡山から行けたりするといいかも？と思いました。でも

子どもも外遊びがたくさんできて大喜びだったので、旅行に参加させていただき、とてもよっ

かたと思います。料理もおいしく、温泉もプールのように大喜びでした。ありがとうございま

した。また参加したいなあと思いました。 

270 去年の３月以来郡山では外に出していません。去年の４月から 9月にかけては母子だけで週末

避難していました。いまでも下がってきたとはいえ、外にだすのはやはり避けたいです。この

ため月に１から 2回、県外 or会津等に連れていっています。自分たちだけで連れていくのは

金銭的にも体力的にもかなりきつく感じます。そんな生活をしてもうすぐ２年がたちます。今

回もずーっと申し込んでやっと今回参加させていただきました。外遊び主体の保養だと子ども

たちは喜びますが、親はとても疲れてしまいます。そんな中で親もリラックスできて温泉にも

はいれました。欲を言えばあと一時間くらい外遊びさせたかったです。またこの様な保養に参

加させていただくと県外の方達もまだ考えてくれているのだとホッとした気持ちになります。 

127 今日はありがとうございました。何も気にせず外で遊べることができなくなった福島は、本当

に悲しく食べるもの、遊ぶ場所、すべてに気を遣い、子育てするのは大変なことです。 

283 貴重な体験をありがとうございます。今後も参加したい 

281 企画もりだくさんでとても楽しく過ごさせていただきました。とくにビンゴやポップコーンは
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子どもたちがとても喜んでいました。ありがとうございました。 

260 家族で放射線を気にせずのんびりと過ごせて本当に癒されました。外遊びは少し寒かったです

が、綱引きや玉入れ、パン競争、こどもが楽しんでいたので本当に良かったと思います。あり

がとうございました。 

71 家族で遠くに泊まりに行くのは金銭的に大変なのでこのような保養プロジェクトがあるとと

てもありがたいです。これからもいろいろなところで企画していただけるととても嬉しいで

す。夏休み、初めて泊まりにきたので子どもたちがとても楽しみにしていました。ありがとう

ございました。 

38 数多くの希望者の中から今回参加できたことは大変ありがたいことでした。子どもたちを公園

で気がねなく遊ばせる事ができるごく当たり前だったことができたことは子どもたちにとっ

て大変貴重なことだと思います。今回の保養旅行に参加させていただき本当にありがとうござ

いました。スタッフの皆様他協力団体の方に感謝します。 

21 快適なバスでの移動、及び立派な旅館での宿泊、外遊びと充実した二日間がすごせました。機

会があればまた参加したい、そう思わせる企画だと思います。大変感謝しております。どうも

ありがとうございました。 

7 温泉地での保養だけだと思っていましたが、ミニ運動会や外遊びも準備されていてびっくりし

ました。子どもたちは楽しく参加し、賞品のお菓子まで頂いて大満足でした。ちょうど温泉街

の夏祭りとかぶっていたためお祭りに花火大会も楽しむことができました。プロジェクトの係

の方及び宿泊施設のかたには細かく配慮頂きありがとうございました。 

183 夫は仕事の為、いつも一人で子どもを保養に連れて行っています。今年の GWに県外で車に立

ち小便をされているのを見てから、怖くて自分の車で出かけるのがイヤになりました。怖くて

「やめてください！」と言えなかった。子どもと遠くから、男がいなくなるのを待って、いな

くなってから逃げました。ただの変態なのでしょうが、福島ナンバーのせいかもしれないとも

思っています。女ひとりでの保養は精神的にもきついものがあります。今回のようなバスツア

ー、本当にありがたいです。小さい子供さんが多いのでリラックスできました。公園での子ど

もが元気に走り回る姿を見て、これからも何があってもがんばって保養に連れて行こうと思い

ました。 

245 お世話になりました。料理もお風呂も大変満足しました。子供同士一緒にもっと外で遊べる時

間があってもとかったと思いました。 

238 お世話になりました、大変ありがとうございました。 

227 お陰様で抽選に当たり今回 2度目の参加となります。たくさんのひとの支援によってこのよう

な機会を頂き大変ありがたく、そして感謝しております。まだまだそとで遊べる時間がかぎら

れております。これからもご支援のほどよろしくおねがいいたします。 

232 大阪の人に会えて、楽しかった。 

14 応募が毎回とても多いと聞いていたので当選していくことが出来本当に良かったです。一度当

選すると次は当選できないのかな…？また機会があれば他の旅館にも行ってみたいです。次は

夫を連れて家族４人で応募しようと思います。 

146 いろいろな保養では小学生以上などの年齢制限のある中で、幼児対象の保養があって助かる。

今回で生協の３コースに参加させてもらって、それぞれにただ温泉に泊まるだけではなく、い

ろいろな企画がもりこまれていて、参加している他の家族との交流もできるので良いと思いま

した。今回の保養でいえば、自分の思いなどもきいてもらえて楽になったし、他の家族の話も

きけて良かった。できれば、夏休みは幼児むけの保養ツアーはなかったので、生協さんでも冬
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休みは幼児も参加できる保養があるとさらにいいと思いました。 

184 今まで何度も「福島の子ども保養プロジェクト」に申し込み、今回初めて当選して、参加する

ことができました。家族全員でわくわくランドでの外遊びを楽しみ、ゆっくり温泉に入り、楽

しむ事が出来ました。本当にありがとうございました。久々に思いきり外で遊ぶ子どもたちの

姿をみることが出来ました。また是非参加したいです。このような保養プロジェクトがずっと

続いてくれたら良いと思います。 

252 今住んでいる〈中通り〉では放射線は低いのですが、遊具がたくさんある公園が少なく、今回

わくわくランドで思いっきり遊んでいる子どもをみて来てよかったなあと思いました。温泉も

楽しみにしていましたし、また来たいと思います。 

110 いつもありがとうございます。参加するたびに感謝の気持ちが増しています。ぼなりは近くて

良いですし、癒されます。周りの環境も遊び場もあって良いです。南会津は遠すぎて、山形方

面は全然当たらなくてぼなりお気に入りです。またよろしくおねがいします。 

319 一年ぶりにぼなりに宿泊しましたが、料理もとってもおいしくなっていて、びっくりしました。

こどもとあそんでくれるスタッフのおかげで私自身とてもリラックスできましたし、子供もた

くさん遊ぶことが出来ました。大変ありがとうございました。また機会がありましたら、ぜひ

参加したいです。 

199 以前より参加したかった天童の保養プロジェクトに参加させて頂き大変満足しています。本当

にありがとうございました。今日３回目の応募で参加することが出来たのですが、日帰りや自

己負担がもう少し多くても良いのでもう少し気軽に行く事のできる保養があれば良いなとお

もいます。 

300 ありがとうございました。のびのび遊び発散できました。 

265 ありがとうございました。原発を忘れ孫と楽しい時間を過ごすことができました。支援いただ

いた皆さん、生協のみなさん、スタッフのみなさんに感謝いたします。 

129 ありがとうございました。 

218 雨で外遊びはできませんでしたが、パン食い競争などをして楽しかったです。いつも遠くの県

から来ていただいたりするのがいいと思います。前に大阪の人たちが来て楽しかったので、ま

た機会があれば呼んで頂きたいです。 

42 ７月にこのいちらくの保養旅行に参加しました。わくわくランドでの外遊びがとても良かった

ので今回も申し込みました。参加させていただき、今回も思いっきり外遊び、水遊びをさせる

ことができたことに感謝しています。福島では外遊びをさせることにまだまだ不安が大きいの

でそうした心配もせずに外遊びをさせることができる機会を提供していただけることをとて

も嬉しく思います。 

269 「子どもの笑顔がみたい！！」親はそう願っています。震災があり、行動が制限（外遊び等）

されたり、未来に不安があったりする中、このような企画に参加させて頂きこどもが喜ぶ姿を

たくさん見ることができとても満足しています。本当にありがとうございました。 

 

（２）感謝の気持ちと要望[48件] 
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１）プロジェクトの継続についての要望（11件） 

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。 

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
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思います。 

 

２）内容・今後の企画についての要望（8件） 

242 

我が家では子どもが 5人いるのですが、申し込む時（旅行によっては）人数は決まっていて申し込

みが出来ない場合がありました。そして一番上の子どもは小６なのですがまだ（子ども全員もです

が）ディズニーランドに行ったことがなく、残念です。バスでも良いのですが列車の旅でディズニ

ーに行かせてあげたいです。毎回参加する家族が少ないので抽選から漏れてしまうのが残念です。

今回の旅行について。今回は小さい子供二人と旅に出で来ることが出来ました。いつもだと留守番

組の二人でしたが時間にもゆとりがあったので参加することが出来ました。遊具ではとても楽しく

遊んでいる姿がみれてとても良かったです。1才の子どもも今日が初めて位に一人で歩いて楽しん

でくれたのでとても印象的でした。宝探しもとても喜んでいました。 

117 

来年は小学生になるので、小学生が無料の企画があるといいです。他の保養旅行は小学生以上とか

幼児でも平日の付き添いが多く参加できないので、福島の子ども保養プロジェクトはとてもありが

たいです。今回生まれて初めてとんぼを触り喜んでいたので良い経験をさせてもらいました。外遊

びがないせいかそとで走り回ったらすぐ疲れてしまうので、もっと外で走り回りさせたいです。ま

たお世話になりたいです。ありがとうございました。 

107 

幼児中心の保養プログラムで仕事をしていても参加できる土日設定はとてもありがたいです。夏休

みの企画も幼児向けがもっとあってほしかったです。（小学校低学年も）親もゆっくり保養できる

のが嬉しいです。ありがとうございました。 

295 
今回もとても楽しく大満足です。欲を言えば帰りに野菜が買える直売所などによっていただければ

うれしいです。初めての雪遊びで娘も大はしゃぎでした。楽しかったです。 

169 

今回の保養プロジェクトに参加したことで、心身共にいやされました。とりわけこどもたちは、と

ても楽しんだ様子でした。機会を頂き、本当に感謝しております。ありがとうございました。※パ

パカフェもありかも？ 

239 

今回の保養プロジェクトで、たくさんの方と情報交換や他地域の方とのコミュニケーションがと

れ、とても楽しかったです、子どもの保養プロジェクトですが、大人も保養させていただきました。

今度はプールなどもある施設に行ってみたいです。 

140 

子どもに「楽しい」と言ってもらえたのできてよかった。グループでの話しですが、何をしていい

のか、必死でもがいて心配で、その時のことをリアルに思い出しました。少しずつ落ち着いてきた

のでほじくり返すようなあの形ではなく個別の相談にした方がよいのではないでしょうか？ 

113 

１カ月に一回ほどのディズ二ーランド…。小学生以上なので４、５、６才もいけるのではないか？

行きたいという方がたくさんいる。検討して下さい。おねがいします。ディズ二ーランド＆キッザ

ニアの様子を検討してみてください。満４歳からだったので。月１のディズ二ーは小学生～？？

多々いろんな事があると思うので。 

 

３）タイムスケジュールについての要望（9件） 

83 わくわくランドで遊べたことがとても良かったです。もっと遊べる時間が長いと良かったです。

また参加したいです。 

112 保養プロジェクトは２回目、ぼなりは初めてでした。ミニ運動会をやってくださったり、外で遊

んだ際にお茶等を用意して下さり、温かく迎えて頂いて感謝しています。上の子（５歳）には運

動会が物足りなかったようで、もっと走ったりしたいと言っていました。バスの中で「アンパン

マン」を上映していて退屈せずに良かったです。前回バスで「名探偵コナン」を上映していたの
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ですが、未就学児には難しいかなと思いした。２回目の旅程が帰るだけなので少しもったいない

ように思いました。少し遊べるような所や見学 etcによる等あっても良いと思いました。運動会

の景品たくさんいただき有難うございました。お菓子だけでも子どもも大喜びです。 

307 バスのトイレ休憩もう少し長くしてほしいです。わらべ歌やパン食い競争などとても楽しかった

です。親子で楽しめました。ありがとうございました！！ 

122 とても充実した日をすごせました。食事も子どもたちの好きな間ニューでしかも大盛りでとても

嬉しかったです。キッズ・ルームもありがたかったです。スタッフの方々も親切でまた参加した

いと思いました。スタッフのみなさんありがとうございました。一つだけ…。自己紹介を説明会

orバスの中などにしたほうが他の参加者の方ともっと仲良くなれたかな？と思います。 

11 外遊び等自由にできる時間がもっとあるといいと思う。滞在時間が短かったのが残念。子どもの

ための旅行ですが子どもの食事が冷たくて残念でした。 

250 今回は大変お世話になりました。前回当選した時は子どもが発熱で当日キャンセルになってしま

ったので今回は参加出来てとても嬉しく思っています。今は日も短く寒いので少し早目に集合し

て昼間のうちにたくさんお外で遊べるような日程だと小さなお子さんも日光浴が出来ていいの

ではないかと思いました。 

208 今回のプロジェクトに参加出来て非常によかったです。ただもうすこし出発時間を早くして子ど

もたちが外で遊べる時間が多く取れればと思いました。 

312 このような機会を与えれ下さり、本当にありがたくおもいます。子供たちもとても楽しむことが

出来き、食事もいつもより多く食べてくれたので本当に嬉しく思いました。ありがとうございま

した。一つ。もう少し遊ぶ時間が長ければいいとおもいました。 

299 今日は線量の低い所で自由に遊ばせてやることができて良かった、子どもも久しぶりにそり遊び

に興奮していました、ありがとうございます。・出発時間が早くなってもかまわないのでもっと

外遊びが出来たらよかった。・夕飯時のさまざまなサプライズに親子共々ニコニコでした。・車

中は DVDより BGMがよかったが、子どもが DVDに夢中で会話や景色をたのしんだりできなかっ

た。・今回初めての参加でしたが、とても楽しい時間を過ご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ったことを知らなかったのが残念。是非是非また参加させていただきた

いです。本当にありがとうございました、すてきな思い出が出来ました。 

 

４）食事・施設についての要望（3件） 

310 小学生の食事は幼児と同じものではちょっとかわいそうです。 

256 

今回は楽しいプロジェクトありがとうございました。子どもと旅行なんて当分ないな・・・と思

っていたので今回の機会助かりました。夕食が子どもには油っぽいものばかりだったので、もう

少し野菜を多めのあっさりしているほうがよかったかな、とおもいます。また、このようなプロ

ジェクトの情報がありましたら今度はぜひ家族で参加したいので情報を教えて頂きたいです。 

148 

子どもの夕飯、サンドイッチは乾燥していて、冷めているものばかりで、食が進みませんでした。

ヨーグルトも子ども向けではない。大人の食事もいまいち。今まで何回も参加していますが、お

ふろの椅子もカビだらけで一番最悪な旅館でした。部屋の畳も座っていると身体がかゆくなる。 

 

５）事前・当日の説明についての要望（8件） 

289 外遊びがあることを知らなかったので、事前に知らせてもらえると助かります。（子どもの用意

があるので、長靴・手袋など） 
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68 説明をもう少し詳しくあれば嬉しいです。「トイレは一回停まります」でしたがどこのパーキン

グなのか、だいたい何分なのか、あれば安心できます。パンフレット（資料）にはチェックアウ

ト１０時、9時３０分と違う時間があり、また集合時間は 9時 10分までフロントと言われたの

でもう少し詳しい時間をパンフレットに記載してほしい。前回参加時パンフレットの時間と口頭

での時間に違いがあり、ただの言い間違いであったので、パンフレットに集合時間、出発時間が

かいてあればいいと思います。説明会のとき子どもに気をとられてきちんと聞けないときもある

ので。今回のいちらくの参加には子どもたちも満足しています。また機会があれば参加したいで

す。小学生（低学年）と幼稚園が一緒に参加できる保養プロジェクトがほとんどないのでこのプ

ロジェクトは本当にありがたいです。 

75 参加決定通知がもう少し早いと良いと思います。せめて１０日位前に。ハズレタと思い、次の予

定を立てようかと思っていた所でした。当選は嬉しかったです。 

44 今回このような素晴らしい企画に参加できたことに感謝いたします。震災によりお散歩や外遊び

等、当たり前にできたことが十分にできなくなり、子どもたちもストレスを感じていると思いま

す。遠方に滞在できる親戚は少なく、どこかに宿泊するにも経費がかかるため、このような企画

を探していました。未就学児、又は親子を対象にしているものがなかなかなかったので嬉しかっ

たです。本当なら親子 5人で参加したかったのですが、夫の休みが間に合わず、３人での参加と

なりました。今後もインターネットでチェックし、参加出来たらいいなと思っています。できれ

ば抽選結果が１カ月前位に（可能ならば出発日の前月初旬 １０日頃まで）わかると大変有難い

です。ご寄付をしてくださった方々、またお忙しい中ボランティアで参加されている関係者の

方々に感謝しながら親子共々楽しみたいと思っています。今後もこのような企画を続けて頂けま

すよう、よろしくお願いします。 

236 2日間お世話になりました。たこ焼きを通して大阪の方と交流できて、子どもも大人も楽しかっ

たです。集合場所が”福島駅西口”としかなかったので、具体的にどこと書いて欲しいいです 

5 旅行の当選の連絡が一週間では少し遅いと思います。受付締め切りの一週間くらいには連絡がこ

ないと違う予定がたてられないので…。 

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。 
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６）内容・費用・マナー等についての要望（6 件） 

55 

この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。ボランティアの方々、福大の学生さん、

本当にお世話になりました。我が家の子どもは他に高校生、中学生がいます。良いサイトの保養プロジェク

トは他にも見ましたが、高校生を対象にしたものは全くと言っていいほどありませんでした。小さい子のほ

うがリスク（放射線）が高いのはわかりますが、高校生もまだ１０代。とても心配です。高校生も保養プロ

ジェクトがあってもいいと思うのですが。せめて１０代までは県外に出してあげるプロジェクトをもっと誰

にでもわかるように活動してほしいです。 公園で遊んでいるとき娘が「ここの草、触っても大丈夫？」と

聞いてきました。「大丈夫だよ」というと安心し、花を摘みネックレスを作っていました。あー、ここは山

形。安心して公園で遊べるところ。笑顔で花を摘む娘の姿をみて涙が出そうになりました。自分たちが子ど

もの時、そんな心配した事がなかったのに…。とても悔しい。小さい子供達の親は皆同じ思いをしていると

思います。いつになったら安心して子どもたちを外で遊ばせることができる福島にもどるのでしょうか。 

108 

今回初めて参加させていただきました。以前から何度も応募していましたが抽選が外ればかりで…。何度か

参加したことがある方もいらっしゃいましたが、抽選はどのようにされているのでしょうか。行きたくても

抽選で外れてしまっている方は他にもたくさんいると思うのでまだ参加したことがない方が参加できるよう

にして頂きたいと思いました。楽しかったのでまた参加したくなります。 

66 

今回参加出来て本当にありがたかったです。どうしても外で遊ばせたくないのが本音ですが家の中に閉じ込

めておくのも限界があるのでこういう機会はとても嬉しです。こういうときにいつも思うのですが思うので

すが、大浴場に結構大きな男の子が入ってくるのは娘は抵抗があるようです。ただ、こういう保養にはどう

しても母子のみでの参加が多いので一緒に入れざるを得ないのです。そこでできれば男性スタッフが一緒に

男風呂に入って小学生からは別にしてもらえるといいかなと男の子の子どもをもつお母さんから聞いたこと

があります。 

195 

1泊 2日とても充実した楽しい時間を過ごすことができました。どうもありがとうございました。現地集合、

解散のほうがバスのコストががかからないし、乳幼児のいる家庭ではバス移動は大変なので、良いのではな

いでしょうか？ 

103 

今回参加させていただきありがとうございます。とてもリフレッシュできた保養旅行になりました。時間的

に余裕があるのが良かったことと宿や食事も最高でした。いわきからの参加ですのでできればいわき出発の

保養も５回に１度ぐらいあれば嬉しいです。スタッフの皆さま大変お世話になりました。 

272 H25年度以降も事業継続されますよう希望します。 

 

（３）要望のみ記述[27件] 

156 
山形県の保養企画が多いので他県の保養も検討して頂きたい。デイズニーランドの企画をもう少し増やして

ほしい。 

144 
もっとこのような機会を増やしてほしい。そして参加できる機会が増えればいい。回数制限をなくしてほし

い。 

273 
小学生親子のみ参加できる企画も多くありますが、兄弟がいれば幼稚園児も参加 OKになってくれるのもある

と嬉しいです。 

171 自家用車参加現地集合が可能な場所を増やしてもらえたら良いなと思います。 

241 

子どもの尿検査を無料、また低価格でやってくれる県外の医療機関を教えてください。放射能にかんする講

演会や勉強会にはあえて参加しないようにしていました。なぜなら大丈夫としかいわないと思っているので。

確実に感覚がマヒしているのがわかります。宿で用意していただいた部屋が洋室でがっかりしました。子供

がベッドから落下してしまうのを防ぐため床にマットを敷いて寝ました。 
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（４）その他[4件] 

313 

昨年 10月に福島市から郡山市へ引っ越しましたが、線量の違いにびっくりしました。（前の場所より）以

前の外遊び場所は少しずつゆるめられていたのに、今日の保養で郡山は幼稚園などではで外遊びしていない

のをきいて正直困惑した。そういう情報がすぐわかるようなサイトがあればいいのだが・・・。あと、郡山

に室内遊び場が少なすぎる。普段にこにこ子供館では 5歳の子どもには物足りない気がするし、ペップキッ

ズは車のない自分には不便だし、もっと遊ぶ場所があるのか情報が欲しい。 

123 
放射線に関した病気の時は保障してもらいたい。福島の子どもの将来の就職などが差別をうけないようねが

います。 

303 

普段放射線のない所に住めないという不安を抱えながら生活しています。甲状腺検査も A2の結果が出て大

丈夫と言われていますが本当に心配ないのか不安は尽きません。他県の子どもたちの結果と比較出来ればい

のに、と心から思います。 

128 

福島県内でも放射線量が違うため市町村の対応がバラバラでもっと同じ対応をしてほしいと思います。自分

の住んでいる市の対応に不満をもっていますが、どうにもなりません。もっと声を拾ってくれる場が欲しい。

このままでいいはずがないと思います。早く除染してほしい 

40 
今県民の間でも温度差があり、ざっくばらんに話ができる機会が少ない。相手（ママ友など）の感覚を伺い

ながら話している状況。 

263 
あいコープふくしまさんにお世話になっているのですが、食材を安心して使えるのでとても助かっていま

す。今後もしっかりと検査をして安心な物を提供していただきたいです。 

 

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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