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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 3報） 

 
福島の子ども保養プロジェクト 

2014年 12月 17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
月発行の第１報、2013年 3月の第二報に続いて、3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 

2013年 3月 1日～2014年 6月 21日までに実施された週末保養旅行（計 103回）に参
加した 940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：774件	 [回収率：82.3％] 

 
（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。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っている。 
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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 3報） 

 
[問１]現在のお住まいについて：（単位は世帯、N=739）：福島市+郡山市が 71%、中通り北
部地域（福島市+二本松市＋川俣町＋桑折町）で 55% 

福島市 48%、郡山市 23%、いわき市 6%、須賀川市 5%、二本松市 5%、本宮市 4%、白河
市 3%、桑折町、鏡石市、国見町、西郷村、川俣町各１%。その他、南相馬市、富岡町、
泉崎村、川内村、大玉村から各 3世帯、三春町、飯舘村、田村町から各 2世帯、浪江町 
浅川町、会津若松市、会津坂下町、天栄村、相馬市から各 1世帯 

[問２]保養旅行の参加者について：  
１．参加世帯の人数（N＝770） 

2人 16%、3人 36%、4人 38%、5人 10%、6人 1% 
２．参加世帯の構成（N=762） 

母子 46%、父母子 44%、祖母・母子 8%、父子 2%、祖母・子 1%、祖父祖母・子、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=1440）：0歳以上 6歳以下で 72% 
0歳 3%、1歳 5%、2歳 9%、3歳 12%、4歳 14%、5歳 19%、6歳 14%、7歳 8%、 
8歳 8%、9歳 5%、10歳 3%、11歳 3%、12歳 1%、14歳が 2人 

[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=720）  

生協の組合員である 82%、生協の組合員ではない 18%、（コープふくしま 47%、パルシス
テム福島 21%、福島県南生協 4%、福島医療生協 3%、あいコープふくしま 3%、福島県学
校生協 1%、コープあいづ 1%） 

[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=790）  
福島県生協連 HP61%、家族・知人・友人から 24%、その他の WEB 情報 9%、ちらし・
情報誌等 2%、生協共同組合の事業所 2%、その他 2% 

[問 5]今回参加された保養旅行に満足されましたか？（N=760）  
満足 98%、満足ではない 2% 

[問 6]「満足ではない」理由（複数回答可）（N=15 件）  
[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=763）：  

はい 75%、いいえ 25% 
[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 24%、2回～5回 76%、6回~10回 15%、10回以上 20回未満 5% 
[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=766）  

はい 95%、いいえ 5% 
[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=909）  

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 3%、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 12%、保養旅行に参加したい 72%、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 59%、ややする 38%、ま
ったくしない 3% 

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 84%、して
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いない 19% 
③ 日常で、子どもの外遊びをさせていますか？	 させている 37%、ときどきさせて
いる 53%、させていない 10% 

④ 休日の過ごし方は？	 家の中で過ごす 13%、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 21%、室内で遊べる場所
に出かける 28%、気にしていない 8% 

⑤ 放射能の影響について調べたことがありますか？	 ある 87%、ない 11%、気にし
ていない 2% 

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 51%、な
い 47%、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=740） 
いる 66%、いない 34% 

[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）  
回答数の多い順から、避難先について、健康診断・医療機関の情報、放射線影響放射能

汚染や・防護に関する情報、損害賠償請求の情報、子育て相談全般に関する情報、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、希望しない 
[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 77%、いいえ 23%、 
[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 3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	 340	 46%	 

郡山市	 174	 24%	 

いわき市	 46	 6%	 

二本松市	 35	 5%	 

須賀川市	 34	 5%	 

本宮市	 30	 4%	 

白河市	 23	 3%	 

桑折町	 9	 1%	 

鏡石市	 6	 1%	 

国見町	 6	 1%	 

西郷村	 5	 1%	 

川俣町	 4	 1%	 

南相馬市	 3	 0%	 

富岡町	 3	 0%	 

泉崎村	 3	 0%	 

川内村	 3	 0%	 

大玉村	 3	 0%	 

三春町	 2	 0%	 

飯舘村	 2	 0%	 

田村町	 2	 0%	 

浪江町	 1	 0%	 

浅川町	 1	 0%	 

会津若松市	 1	 0%	 

会津坂下町	 1	 0%	 

天栄村	 1	 0%	 

相馬市	 1	 0%	 

計	 739	 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	 121	 16%	 

3 人	 275	 36%	 

4 人	 291	 38%	 

5 人	 77	 10%	 

6 人	 5	 1%	 

8 人	 1	 0%	 

計	 770	 100%	 
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２．参加世帯の構成 
世帯構成	 世帯数	 	 	 

母子	 350	 46%	 

父母子	 333	 44%	 

祖母・母子	 58	 8%	 

父子	 12	 2%	 

祖母・子	 3	 0%	 

祖父・母子	 2	 0%	 

祖父祖母・子	 2	 0%	 

祖父・父母子	 1	 0%	 

祖母・父子	 1	 0%	 

計	 762	 100%	 

 
３．参加した子どもの年齢 

年齢（歳）	 人数	 	 	 

0	 43	 3%	 

1	 76	 5%	 

2	 132	 9%	 

3	 140	 10%	 

4	 201	 14%	 

5	 257	 18%	 

6	 184	 13%	 

7	 118	 8%	 

8	 110	 8%	 

9	 69	 5%	 

10	 45	 3%	 

11	 47	 3%	 

12	 16	 1%	 

14	 2	 0%	 

計	 1440	 100%	 

 
[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	 336	 47%	 

パルシステム福島	 153	 21%	 

生協の組合員ではない	 128	 18%	 

福島県南生協	 28	 4%	 

福島医療生協	 25	 3%	 

あいコープふくしま	 25	 3%	 

福島県学校生協	 10	 1%	 

コープあいづ	 5	 1%	 
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福島中央市民医療生協	 3	 0%	 

郡山医療生協	 3	 0%	 

浜通り医療生協	 2	 0%	 

福島大学生協	 1	 0%	 

福島県労災生協	 1	 0%	 

計	 720	 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	 481	 61%	 

家族・知人・友人から	 190	 24%	 

その他の WEB 情報	 75	 9%	 

生活協同組合の事業所	 	 15	 2%	 

ちらし・情報誌等	 12	 2%	 

その他	 15	 2%	 

生活協同組合の関係先	 	 2	 0%	 

計	 790	 100%	 

 
・その他の内訳 

YAHOO！で検索 
インターネット検索 
子どもを放射能から守るネットワーク HPサイト 
個配のチラシ 
白河のたんぽぽサロン 
新聞 
ネット 
リピーター 

 
[問５]今回参加された保養旅行に満足されましたか？	 

  世帯数	   
満足	 746	 98%	 

満足ではない	 14	 2%	 

計	 760	 100%	 

	 

[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）	 

スケジュール	 3	 

内容	 5	 

費用	 1	 

その他	 9	 

計	 18（件）	 
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〈その他〉の内容 
雨の時も室内で遊べるとよい	 

体を使った遊びをホテル内でやってもらえると嬉しかった	 

急な変更もＯＫにしてほしい	 

時間があまりすぎたかな。もっと外で遊ばせたかったです	 

食事メニュー	 

スケジュールの説明等が不十分	 

せっかく天気が良かったので外遊びの時間があればよかったです	 

人数制限があったこと	 

ホテルできがえたかった	 

もう少しゆったりめでも良いかなと思う	 

	 

[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	 573	 75%	 

いいえ	 190	 25%	 

計	 763（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）	 24	 4%	 

２回～５回	 437	 76%	 

６回～１０回	 86	 15%	 

１０回以上 20 回未満	 31	 5%	 

計	 578（件）	 100%	 

	 

[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 725 95% 
いいえ	 41	 5%	 

計	 766（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	 28	 3%	 

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	 105	 12%	 

保養旅行に参加したい	 655	 72%	 

その他[具体的にご記入ください]	 121	 13%	 

計	 909（件）	 100%	 

	 

・〈その他〉の内容	 

! 遊び場所、遊び方に気を付ける	 

! 遊び場の限定	 
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! 安全な食べ物を手に入れる	 

! 家の周囲の除染、安全食材の利用	 

! 家の周辺にも線量の高い場所があるので長時間外では遊ばせないようにする。	 

! 家の周辺の除染をしたい	 

! 家のまわりの除染をして庭をコンクリ―トにした	 

! 移住したいが難しい	 

! 移住したくても現実的に難しいので内部被曝をふせぎたい	 

! 移住できることが一番ですが現実的に考えると人生を変えるほどの決断になります。夫婦とも福

島市出身で、仕事も地元で会社経営。すべてを一から始めるには保障がないとムリです。	 

! 移住は希望であって現実的には無理	 

! 移住は難しいが外遊びを控えたり、線量の引くいところに出かけたりしてしのいでいる。	 

! 移住もできればベストな選択、できない間は保養をするしかない	 

! 今、現在でも汚染水問題など不安に思うことがたくさんあります。子供の将来を考え、さらに悪

化するようならば避難も考えなければならない日もくるかもしれません。子供が病気にならない

かとても心配です。	 

! 今いる所で生活を維持しつつ放射線の影響を最小限にとどめるように努力したい。	 

! 今いる所には不安は感じていないが、当時の放射線の影響について不安はある。	 

! 今の住まいの徹底除染	 

! いろんな面で移住は難しい	 

! 大人はいいが子どもには何かしら影響がありそう。だからどうしたらよいか不安である	 

! 気を付けて日常生活を過ごすこと	 

! 草花にはあまりさわらせない	 

! 経済的にも他県に移住又は避難をするのは難しいので時々隣県の公園等に遊びにつれていく。同

県の除染済みの公園で遊ばせるなど	 

! 県外に行き外遊びをさせる	 

! 県外に避難できない状況なので月に 1回くらい放射線の少ない所に出かけたい	 

! 現在の日常生活においてほとんど不安はないので、運動量を確保したり偏った食生活にしないな

ど、できる範囲で対応していこうと思っています	 

! 現実的に考えると避難や移住はしたいけどむずかしいので、休みを利用して少しでも線量の少な

いところで何も気にせず、外で遊ばせたい	 

! 原発のその後の余震の状況に注意し今よりも悪い状況になるようならば、県外に移住することも

考えなければならないのかと思っています。	 

! 県や国が個人の考えの短期間の保養ではなく学習などを含めた形で長期の保養を長期間実施す

るような体制をつくってもらいたい。	 

! 郡山などでの外遊びは避けたいです。低線量のところで思い切りあそばせたい。	 

! 郡山をはなれる事がむずかしいのでできるだけ影響がないようにすごしたいと考えています。	 

! 子ども達の将来が不安です。病気など。ずっと郡山から離れていないので	 

! 仕事がある以上、避難や移住はムリ	 

! 仕事があるので避難や移住はできません・外で遊ばせない以外、何もできません。	 

! 仕事に変化があれば住んでいる場所を変更したい	 

! 仕事をしているので避難は考えていません	 

! 仕事をしているので保養旅行の日程があわないことが多く、家族で時々遠い所にいって虫にふれ

たりしている。しかし最近は保養が少ない	 
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! 自主避難していたがストレスが限界で帰ってきた。保養を続けながらフクシマで暮らしていきた

い。	 

! 自分たちでもできるだけ休日線量の少ない地域に出かけるようにしたい（している）	 

! 自分たちでも旅行にいっています。放射線の少ない所にちょこちょこ行ってます	 

! 週末だけでも放射線の心配のないところで過ごせるような工夫をしたい	 

! 週末だけでも放射能から離れたい	 

! 週末などは比較的線量の低い所で過ごさせた	 

! 週末は県外の実家に行くようにして、少しでも福島から離れる。	 

! 週末もなるべく遠出して公園で遊ばせたい	 

! 週末を利用して、１泊 2日で福島県外へ、公園や遊園地、外遊び中心で	 

! 情報を収集し判断したい	 

! 将来子供たちが健康でいられるか？	 

! 将来的に何も問題ないという確信がほしい	 

! 将来的には子どもは県外で生活してほしい	 

! 食材	 

! 食材に気を付ける	 

! 食材に気を付けること、定期的に県外などの実家に帰省する	 

! 食材や水に気をつける、移住したくてもできないので	 

! 食事	 

! 食事、遊ぶ場所を考えながら過ごしていきたいと考えています。	 

! 食事、生活習慣の見習い	 

! 食事、飲み水に気を付けています。外遊びは数値の低い所にいっています。	 

! 食事に気をつかっている	 

! 食事に注意する	 

! 食生活を気をつける	 

! 食に気を付けたい	 

! 食品に気をつけてくらしたい	 

! 食物、飲料水に注意する	 

! 除染	 

! 除染したいと思う	 

! 除染した公園で遊ばせる、県外や放射線の低い地域へ遊びにいく、安全な食品を選ぶ	 

! 除染したところで遊ばせる	 

! 除染してほしい	 

! 除染済みのところにいく、県外産食品を食べる、室内遊び場に行く	 

! 除染で線量を下げたい	 

! 除染等で対応	 

! 除染と継続的な健康調査	 

! 除染の充実	 

! 除染を進めてほしい	 

! 除染を徹底してほしい	 

! 線量の高い場所にはいかない	 

! 線量のひくい所であそばせたい	 

! 外遊びの制限	 
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! 外遊びの制限、食べ物・飲み物の注意	 

! 外で遊ばせる時は線量の低い場所で遊ばせる	 

! 食べ物、外遊びの仕方に注意をする	 

! 食べもの等内部被ばくしないよう気をつけたり高線量と思われる所に近づかないなど、今できる

事をやるしかないと思っています。	 

! 食べ物に気をつけたい	 

! 食べ物に気をつける	 

! 食べ物に気を付ける	 

! 食べ物や除染したところで遊ぶ	 

! 食べ物や砂場、庭	 

! 短期的に避難を繰り返す	 

! 長期にわたって見守ることしか考えられません	 

! 長期の休みを利用して県外にいきたい	 

! 常にアンテナをはって、病気等の手当にいち早く対応したい	 

! 定期検査、食生活の改善	 

! 定期的な健康検査を受けさせたい	 

! 定期的な健康診断や県外への保養	 

! 定期的に検診を受けていきたい	 

! 定期的に子供を思いっきり遊ばせたり、親のストレスも発散しつつ郡山に残る。農家なのではな

れられません。保養は本当に日ごろのモチベーションを保つために大切です。	 

! 定期的に線量の少ない土地で短期間生活したい	 

! 定期的に病院で検査したい	 

! できる限り週末は線量の低いところに連れていっています。。	 

! できる限りの除染	 

! できるだけ影響を少なくしたい	 

! ときどき保養に参加したい。	 

! 内部被曝しないよう、食材にはこれからも注意していきたい	 

! 内部被曝に気を付けたい	 

! 内部被ばくや低線量の人体への影響	 

! 内部ひばくをできるだけ避けたい	 

! 内部被ばくを減らしたい	 

! なるべく休日は県外にいくようにしています。また、私の実家が線量が低いのでなるべく実家に

帰っています。	 

! 農家で田んぼがあるので移住はできないと腹をくくったつもりがたびたび不安におそわれます。

今の所休みの日になるべく線量の低い場所でリフレッシュするなど工夫して生活をしています	 

! 早いうちに遊べる庭にしてほしい	 

! バランスのとれた食事、運動を行うことで抵抗力のある体作りをする	 

! 避難している	 

! 避難しないで福島で生活していく、子供達の健康は大丈夫か？と思っています。	 

! 避難を考えましたが家族みんなでは困難なため普段は食事か生活で注意しできるだけ保養にて

おもいっきり遊ばせたいと考えています。	 

! 不安がありますが、福島市にいる以上どうしようもありません。健康不安を考えると、定期的な

健康診断と心のケアに関するイベントや保養です	 
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! 不安はありますが、なるべく放射線の影響を受けないようにして福島で暮らし続けます	 

! 不安はあるがこれ以上何もすることができない	 

! 放射線の少ないところで遊ばせたい。	 

! 放射線の少ないところで遊ばせる	 

! 放射能の高そうな所はさける	 

! 保養を定期的にしたいのもありますが、食べ物に気を付けています。	 

! 毎日、外遊びもあまりさせてあげられなかったり、食べ物の心配等もあり、このまま住み続けて

もよいものかと、いつも不安に思っています。主人の仕事の事や、移住先の問題等もあり、なか

なか決断できませんが、できれば移住したいと考えています。	 

! 来年長女が入学なので、それまでに新潟あたりに移住したいが、夫の就職や金銭的な問題で難し

そう	 

	 

[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	 445	 59%	 

やや意識する	 285	 38%	 

まったく意識しない	 25	 3%	 

計	 755（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	 636	 84%	 

確認していな

い	 
121	 16%	 

計	 757（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	 277	 37%	 

ときどきさせている	 404	 53%	 

させていない	 75	 10%	 

計	 756（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	 164	 13%	 

定期的に県内の線量が低いところに出かける	 374	 30%	 

定期的に県外の線量が低いところに出かける	 259	 21%	 

室内で遊べる場所に出かける	 350	 28%	 

気にしていない	 94	 8%	 

計	 1241（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	 649	 87%	 

調べていない	 83	 11%	 
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気にしていない	 13	 2%	 

計	 745（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	 385	 51%	 

参加したことがない	 355	 47%	 

気にしていない	 12	 2%	 

計	 752（件）	 100%	 

	 

〈参加した講演会・勉強会〉	 

NPO 主催の県外の医者によるカウンセリング	 

いちかわクリニック先生	 

会社の講演会	 

外部被ばく測定報告会	 

学校	 

学校、保健、岩瀬病院	 

学校主催	 

学校主催の説明会	 

活元会	 

川俣町主催	 

具体的に	 

郡山市役所主催セミナー	 

子供のサークル	 

子供への影響	 

佐藤順一先生	 

市主催の講演	 

市民講座	 

職場	 

職場研修	 

食品について	 

須賀川市主催	 

生協のガラスバッチ説明会	 

たくさん参加した	 

武田邦彦先生	 

チェルノブイリのかけはし	 

東大教授	 

内部被曝を生きる上映会	 

長崎大の講演会	 

二本松の講演	 

船橋第二和病院	 

放射線の体への影響のようなもの	 

放射線量による身体的影響など	 

放射能と体への影響	 

放射能と野菜について	 
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町主催のもの	 

町や学校主催の講習会	 

本宮市主催の講演会	 

山下俊一先生講演会、武田先生講演会	 

幼稚園主催	 

幼稚園での講演会	 

幼稚園や小学校、公民館等	 

渡利ぽかぽかセミナー	 

福島大学教授	 

	 

[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	 492	 66%	 

いいえ	 248	 34%	 

計	 740	 100%	 

 
相談先	 件数	 

夫	 88	 

両親・親	 76	 

家族	 48	 

兄弟姉妹	 47	 

母親	 41	 

友人（ママ友を含む）	 91	 

職場の同僚	 18	 

園・学校の先生	 16	 

親戚	 12	 

小児科医・医師	 12	 

同じ不安をもっている人	 12	 

保養先で出会った人	 15	 

祖父母	 9	 

子育てサロン・支援センター	 4	 

父親	 3	 

保健所・保健師	 2	 

知人	 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	 

県外に避難した友人	 1	 

こども福島ネットワーク	 1	 

ここカフェ	 1	 

郡山３a！	 1	 

計	 501	 
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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	 

避難先について	 575	 

健康診断・医療機関の情報	 440	 

放射線影響放射能汚染や・防護に関する情報	 356	 

損害賠償請求の情報	 214	 

子育て相談全般に関する情報	 138	 

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	 133	 

希望しない	 19	 

その他〔	 	 	 	 	 〕	 11	 

「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	 4	 

計	 1890（件）	 

 
〈その他〉への記述 
! 子供の遊び場 
! 情報は何でも提供していただきたい 
! 除染について 
! 放射能に関する正しい情報 
! 放射能に効く食材レシピ 
! 保養情報 
! 見落としがちな線量の高い場所の情報など 
 

［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	 595	 77%	 

いいえ	 174	 23%	 

計	 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 3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。 
2 震災からもうすぐ 3年ですが、道路等場所によっては放射線量が高い所があるため、気を付けて生

活をしています。保育園の近くの公園は除染されているのですが、行くまでの道が所どころ線量が

高い所があって、お散歩はいまだにできません。子ども達だけでなく親もリフレッシュできるこの

ような取組に参加することで日々のストレスが解消になるし、楽しい思い出ができることから、こ

れからも是非参加したいです。 
4 今回、初めての参加でしたが、とても楽しくゆったりと過ごすことができました。参加の決定から

実施日まで期日が少なく、準備等々とてもあわただしく、もう少しゆとりがあってもいいのでは？

と感じました。 
7 外遊びを制限している中、貴重な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。 
8 今回参加させていただき、大変感謝しています。ありがとうございました。 
10 夫の長期出張等で線量の低い地域への遠出は母子二人では出来ないので、このような企画は大変あ

りがたく思っています。今後も続けていってほしいと思います。 
11 思いっきり外で遊ばせる経験は、子ども達にとっても良いものになった事と思います。普段は親子

でこんな長い時間、外で遊ぶことがないので、親にとてもいい経験になりました。ありがとうござ

いました。 
13 短い間でしたがありがとうございました。子ども達もとても楽しめた様です。 
14 このような心温まる保養をさせていただいたことに感謝致します。とても楽しい週末をすごすこと

ができました。放射能を気にしない普通の生活がいかに幸せであったかを痛切に感じております。

今後も継続的にお願い致します。全国の支援を下さった方々ありがとうございました。 
16 原発事故直後に子どもだけでも避難させてあげられなかった事を今でも悔いています。引っ越しも

考えましたが、子供が友達と離れたくない・・・・と強く言っていたのであきらめました。2 年が
経過し、以前よりも不安は軽減しつつありますが、ずっと郡山で生活させる事は不安も抵抗もある

ため、いろいろな保養及び、リセット企画を利用しています。私は仕事を休むことができないため、

子供のみをいかせることが多いですが、一緒に参加できる週末企画等はとても嬉しいです。ありが

とうございました。 
19 今回はすごくのんびりでき、とても良かったです。子ども達も笑顔で雪遊びを楽しみに温泉に何回

も入っていました。まだまだ外遊びを制限する生活が続くので、これからもいろいろな保養支援が

あるとうれしいです。ぜひまた参加させていただきたいです。 
21 本当にこの企画に参加でき、嬉しくスタッフの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。沢山のスケジ

ュールを考え、取り組めて、子どもや親は大満足でした。また、ぜひ参加させて頂きたいと思いま

す。ありがとうございました。 
22 子どもの笑顔が見られて、親としてとてもうれしい限りです。皆様の活動に支えに感謝しています。

ありがとうございました。 
24 お風呂の前に絵を描かせたかったので、先にクレヨンを渡してほしかった。 
25 とてもゆっくり外で遊べて子ども達が楽しそうにすごせました。またぜひ参加したいので宜しくお

願いします。親もすごくリフレッシュしました。 
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26 食事に気を付け、保養ツアーなどに参加して子ども達が楽しみながら免疫力を UP するように心が
けています。福島市でも比較的線量が高い場所で山際に住んでいます。いまだに家の中でも０．３

ぐらいあります。この環境に子供たちをおいていいのか悩むときもありますが家族がはなれて暮ら

すのはいやなので自宅にいます。できるだけ週末はどこかへ出かけるようにしています。長い休み

の保養もありがたいのですが今回のように週末のツアーだと親子全員で参加しやすいのでたすかり

ます。小学生になっても親子で参加できるプランがあったらうれしいです。少しずつこのような企

画が減っていってしまうのではと心配な気持ちもあります末長くご支援をよろしくお願いします。

行政では「安心・安全」です！とアピールしていますが「安全」かどうかは私にはわかりません。

でも「安心」ではありません。「安心」は私たちに決めさせてください。人それぞれ基準がちがうと

思うので「安心の基準」を自由に決めさせてほしいです。たとえば家の中が０．１の人は０．２の

公園で遊ぶのはｲﾔかもしれませんが、家の中が０．３の人は０．２の公園は OKだと思います。こ
こに書くことではないかもしれませんが、福島市の給食に福島市の米が導入されました。「福島市で

生きる」と決めて食事やいろんなことに気を付けてがんばっている私達、せめて毎日たべるお米は

特に気を付けたいと思っています。福島市の米は安全かもしれませんが、受入れがたいです。もう

少し時間がたってからにしてほしかったです。 
27 ぼなりさんに続き２回目の参加です。コープさんの保養プロジェクトは子どもをもつ親によってと

てもありがたい企画です。一時は避難も考えましたが、子供３人を連れて私一人で知らない土地に

いく勇気はありませんでした。まだまだ不安はありますが、またこのような企画があれば参加した

いと思います。本当にありがとうございました。 
28 前例のない低線量被ばくが続く生活が子どもにどのような影響を及ぼすのかどんな講演を聞いても

不安をぬぐえません。福島市から避難したいが様々な理由から避難ができない私達にとって保養旅

行は絶対必要です。自己負担で県外等へ旅行へ行く事は費用面で限界があります。このような無料

または低額で参加できる企画は本当にありがたいです。ぜひ放射線量が原発事故前に戻るまでこの

企画を続けていただきたいです。 
29 大変お世話になりました。 
30 震災直後は県外や会津で子どもたちを遊ばせていましたが、高速代がかかったり金銭的に大変なと

ころがありました。また、露地もの野菜についても、県外、会津産を選ぶようになり、地元産に比

べて、やはり値段が高く、金銭的にこちらも大変です。今回のような保養プロジェクトは、親とし

て金銭面を援助していただき助かりますし、子供たちの心身のリフレッシュにもなってありがたく

思います。参加させて頂きありがとうございました。 
33 今回で保養プロジェクトの参加は 3回目になりますが、毎回子どもだけでなく、大人も十分に保養

させていただいております。下の子どもがやっと歩行できるようになり、いよいよお散歩デビュー！

というときにあの震災・・・。以来、下の子供は近所の公園で遊んだりお散歩したりした事があり

ませんでした。実家へ一時期は避難していましたが父親と会えない事でのストレスがあったようで

す。今回のような親子プロジェクトのおかげで家族 4人が笑顔で楽しむことができました。本当に
ありがとうございました。 

34 もっと外遊びができる時間があると良かったのですが天気が寒かったのは仕方ないですね。でも楽

しく過ごさせていただきありがとうございました。 
35 子どものための保養企画はネットで探してもあまりなく、あっても時期が限定されていたり、遠か

ったり、手続きが難しかったりと手軽さがなく利用しづらいのが現実です。コヨットさんは子ども

のためをしっかり考えてくださる内容で料金も子育て世代に嬉しくありがたいかぎりです。またぜ

ひ利用させてください。ありがとうございました。 
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37 子供が安心して外に出すことができました。転んでも土を払ったり、すぐに手を洗いにいかなかっ

たり神経をつかうことがなくて、ほっとした時間でした。スタッフの皆様も楽しい企画を考えてく

れたりたくさんのご配慮をしていただき、ありがとうございました。本当にお世話になりました。 
38 子どもが 3人いるとなかなかプログラムを選ぶとことが難しい。小学生のみや幼児のみ、子供は二

人までなど参加資格をもう少し広くしてほしいと思います。 
40 子供のことを思い、いろいろな企画をしてくださって嬉しいです。外で遊び、笑う子供の顔を見ら

れて良かったです。いずみの皆さんにも良くして頂き、阪神淡路の震災を体験された方とも話がで

きてとても良かったです。これからもプロジェクトが続くことを期待します。 
41 今現在、あまり放射線を気にする（口に出す）人がいなくなり、私自身ますます心の孤立がありま

す。問 14 のような会、ぜひほしいです。大阪の方々のあたたかい気持ちがすごく伝わってきまし
た。アンパンマンの歌、震災後のあの家から出られない状態だったとき、もうアンパンマンなんか

見ない、上のお姉ちゃんがずーっとアンパンマンをリピートして TV を見ていたのを思い出しまし
た。大阪のおじさんのギターでぐっと胸にくるものがありました。ありがとうございました。 

42 未就学児を対象とした保養はなかなかないので嬉しいです。昨日子供が幼稚園の卒園式だったので、

今日家族みんなで参加できてよかったです。今度は小学生対象の保養に参加したいです。最後に本

場大阪のたこ焼おいしかったです。担当してくださった方々お世話になりました。 
43 全国の方々が福島市の子ども達のことを心配してくださっていて感謝です。また参加したいです。 
46 毎日外で思いっきり遊ばせてあげられない分、このような保養に参加させて頂き、リフレッシュさ

せてもらっています。参加者の負担する金額が少ない分、寄付金でまかなうのは大変だと思います

が、出来れば長く続けてもらいたいです。今回 3回目の参加ですが、毎回楽しませてもらっていま
す。ありがとうございました。子供の喜ぶ顔が見られて私も嬉しいです。 

47 保養プロジェクトに寄付をして頂きありがとうございました。週末保養の 1泊 2日で短い時間でも
いつもと違った親子で体も心もリフレッシュできました。いろいろな方の協力があって、楽しい思

い出ができて保養ができる事を感謝します。 
52 未就学児が参加できる保養はあるのですが、仕事をしている親が参加できるのは数少ないので週末

保養は嬉しいです。とてもリフレッシュできました。ありがとうございました。 
54 今回参加させていただき、ありがたく思っています。会津は移動時間もあまりかからないので、小

さな子供への負担も少なく参加しやすかったです。その地域の工芸品（絵つけ体験）やいちご狩り

といった四季を感じる体験ができた事も今の子ども達に貴重で楽しい旅となりました。親子共々楽

しく過ごせました。また機会がありましたら是非応募したいと思います。本当にありがとうござい

ました。 
55 いつもせまい家の中にいるので、広い場所で走ったり親子で体を働かせてとてもリフレッシュする

ことができました。また他のママさん達と意見交換もでき、とても充実した１日を過ごすことがで

きました。この保養プロジェクトを支えてくださっている皆様に感謝です。ありがとうございまし

た。 
58 今回は臨床心理士の方がいてくれて個別に相談の機会も設けていただき、とても良かったです。過

去にも何回か参加しましたが、専門の先生がいると安心して相談できました。本当にありがとうご

ざいました。 
61 今まで気にして神経質になっていたのが嘘のようにリラックスしていました。子どもにもやさしく

できている自分に驚いています。いろいろ話を聞いてくださりありがとうございます。 
63 休日に県外で外遊びをさせるようにしています。 
67 放射線の不安から離れのびのびと公園で遊んだり家族共にゆっくり過ごす時間をくださりありがと
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うございました。 
68 まだ自宅周辺は除染が行われていないので、今後も週末保養があれば参加したいです。今回もとて

も楽しくすごす事が出来て良かったです。ありがとうございました。 
69 久しぶりにおもいっきり外遊びをさせることができました。ありがとうございました。 
71 今回はステキな企画をありがとうございました。ぜひ次の機会も参加させていただけると幸いです。 
75 いままでいろいろ調べましたが本当のことをかくさず（話をきいてショックをうけても）に話して

くれる方の話をききたいです。子供のことがとにかく心配です 
76 震災から２年たち随分落ち着いた。子ども達が遊べる場所も増え、病気も発生することなく以前よ

りは不安も減ってきた。 
81 この保養旅行が今年度で終了するとのことで、とても残念です。毎週末でなくとも月１回くらい旅

行を企画していただければ嬉しいです。 
84 このような保養をもっと続けてほしいです。 
85 線量を気にせず外遊びができ、楽しんでいる姿が見られたのが嬉しかったです。また是非参加した

いです。もっと他の家族と触れ合いたかったかな。 
87 子供たちも元気に外遊びができてとても楽しそうでよかったです。新しい友達ができ有意義に過ご

すことがきました。 
88 このたびは天童温泉に続き２回目の参加でした。今回もスタッフの方の気配りにとても楽しく過ご

させていただきました。近場でも線量がおさえられるこの保養は普段高い所で生活している私達に

はとてもありがたいことだと感謝しています。 
89 震災後から夫の業務が増え、夫が家にいる時間がほとんどありません。子供もちいさく私一人で保

養プログラムに子どもたちと参加するには不安がありましたが子ども達もだいぶ成長して「いける

かも」と思い申し込んでみました。共働きのため土日の企画、とてもありがたいです。 
91 とてもゆっくりできました 
93 今回は数多くの応募の中から参加する機会を頂きまして本当にありがとうございました。 
94 震災から２年を経ちますが事故が風化しつつある中、このようなプロジェクトが継続してあること

を感謝したいと思います。 
97 親子共々とてもリフレッシュできました 
98 子供を野外で遊ばせるのは初めてだったのでとても喜んで駆け回っていました。 
100 親子ともに心身リラックスしました。 
101 子供が草原を走り回ってとても楽しそうでした。外で動いて汗かいてぐっすり寝るそんなあたりま

えのことが福島市では制限されてしまっていて残念ですね。 
103 家族 3人でリフレッシュさせて頂く機会を頂き本当にありがとうございました。 
104 我が家は上の子と下の子が８つはなれているので、2 人を連れての保養プログラムはなかなかない

ので本当にありがたいと感じております。下の子の年齢を考えるとふだんの外で遊ぶ時間はまだま

だ少ないと思っているので、また機会があればこのようなプロジェクトに参加させていただきたい

と思います。 
107 今回初めて保養旅行に参加して驚いたことが、一日目に牧場に行ったとき、いつも親のそばから離

れようとしない子ども達が自然に手を離してかけだしていった事です。バスの中で「今日は動物に

さわってもいいよ」と一言いっただけで子ども達はこんなに自由になれるのか、と感心したり、毎

日どれだけきゅうくつな生活をさせてしまっているのかと反省もしました。子ども達のために外遊

びを制限していましたが、定期的に外で思いっきり遊ぶ機会を作っていきたいと思います。 
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108 夫婦でも放射線や避難に対する考えが違うので、今は現状を維持する週末保養というスタイルが一

番私達家族に合っている気がします。このような企画をこれからも続けて欲しいです。今回は本当

にありがとうございました。 
110 今日は放射線のことを気にすることなく親子でのびのび遊ぶことができました。このプロジェクト

を支えてくださっている皆様に感謝しております。ありがとうございました。 
111 私は 1年 9か月間自主避難していましたが、ストレスが限界を超えて戻りました。子供は戻りたく

ないといいました。是非沢山の方に沢山保養してもらえるようにしてください。金銭的に精神的に

も今回の保養は助かりました。本当にありがとうございました。 
112 線量を気にせず、ふつうに過ごすことができてよかったです。 
114 温泉は身体に良いので本当の保養ができると思います。 
115 子供たちが本気で楽しんでいるのをひさしぶりにみて親として嬉しく思いました。家のまわりにも

まだ放射線の高いところがあり、あまり外に出せていません。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。 
116 家の近くの公園では除染も行われ、子供も外で遊ばせる生活に戻りましたが、やはり心の底では不

安を抱えています。この旅行に参加して放射能のない土地で楽しく遊ぶ我が子や他の子ども達を見

るとホッと心が休まります。ありがとうございます。 
117 放射線を気にせずのびのびと公園で遊ぶことができました。またスタッフのみなさんが楽しい遊び

を企画してくださり感謝しております。子ども達がニコニコと楽しく遊ぶ姿を見るとホットして心

が癒されます。 
125 他の母親と話をする機会ができて良かった。 
128 放射線量が高い本宮はなかなか外で遊べませんが、除染をしてもらった所（公園）で遊んだりして

います。しかし、まだ草や土などに触れて遊び学ぶことがむずかしい状態です。このようなプロジ

ェクトに参加させていただくことによって心のリフレッシュになり、たくさんの笑顔をみせてくれ

るのではないかと思います。 
132 ありがとうございました。キャンプ等の屋外活動があるとよいです。 
134 初めて参加しましたが、本当に有意義に遊ぶことができました。日々の生活の中で様々な不安を感

じていますが心から思い切り遊ばせて上げられたと思います。いろいろな人に感謝したいと思いま

すが、一番近い今回添乗された方、運転手さんにありがとう。 
135 福島市だからとあきらめたくないけれど、いろんなところで目をつぶって生活をしています。こう

いう保養プランを立てて、支援していただける事は本当にありがたいと思います。日々のストレス

から開放される時間をいただけてとっても嬉しいです。 
138 外遊びの機会がなくなり子ども達にとって、とてもありがたいです、今回は天気が悪く残念でした

がゆっくり温泉につかりリフレッシュできました。 
142 家族全員ではじめて参加させていただきました。 
143 震災以降、気持ちがすっきりすることなく、なんとなく消極的に生活していましたが、このプロジ

ェクトのおかげで楽しい家族旅行が増えました。本当に感謝しています。 
145 福島市に住み続ける以上、放射線への不安が消えることはありません。外遊び、食材、プール、運

動会など。少しでもきれいな空気を吸わせてあげたいなと日々考えております。 
150 母子二人の旅で心も体もリフレッシュできました。 
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158 幼児を連れて夫とこられて本当によかったです。いわき市では既に気にせずに生活している人がほ

とんどでわたし自身も周囲の「大丈夫だよ。うちは何も気にしないで外で遊ばせているよ」という

ママさんの声に少しずつ大丈夫かなと思ってきて、不安がいっぱいだった頃よりもゆるい生活にな

っています。そして、気にしていることを話しにくい状況にあり、こういった保養に申し込んでい

ることもご近所にはいっていません。10年後、ほら何ともなかたねと言えるか、やっぱり気にして
おけばよかったとなるか、まだわからない状況の中で、私はなるべくなら震災前と同等程度の放射

線量で暮らしていきたいと思っています。全国の沢山の方のご厚意で素敵な家族一緒の想い出も一

つ増え、大変有り難く、思います。年数がたつにつれ、継続が難しくなるかと思いますが、細くと

も長く続くことを願います。 
159 保養先でも何か１品でもいいので低線量被曝者が元気になれる食事があるといいかなと思います。 
164 このような安心した環境の中で遊ぶ子ども達を見られてよかったです。ありがとうございました。 
165 ステキなお部屋で家族でひさしぶりにのんびりゆったりできました。子供二人も大喜び、大人も幸

せになりました。 
166 週末保養（未就学児）とてもありがたいです。いつも母子保養に出かけて、なかなかパパとの保養

ができない現状で、家族全員が参加できるのでとてもありがたく続けてほしいです。 
167 来年は打ち切りといううわさを耳にしました。できれば続けていただけるとありがたいです。子ど

もたちがのびのびと笑顔で過ごせることが何よりの願いです。 
169 リフレッシュできました 
170 天気も良く、身体にも精神的にも良い体験ができ、いい思い出になると思います。 
171 いつもありがとうございます。子ども達も楽しく過ごしておりますが、何より大人が精神的に安心

します。 
172 このような素敵な企画に参加でき、本当に感謝しています。 
173 こういった機会に参加させていただいて、すごく嬉しく感謝しています。毎日放射線の事を気にし

ながら生活しているのがすごくストレスで子供にはうるさくなってしまって、子供もすごくかわい

そうです。口に砂がはいっただけで怒られて子どもは意味もわからずぽかーんとしていたり、私が

気にしすぎてダメなこともわかっていますが、気にしなかったらどうなるのですか？と。放射能は

「無」になるわけでもなく、本当は福島市から出ていきたい気持ちでいっぱいです。東電に怒りを

ぶつけることはできない？個人ではなかなか難しいことだと思います。このまま福島市に住んでい

たくないのに、なかなかそんな手だてもなく、放射能を気にしながら生活しているのが本当に苦痛

でしかたないのです。そんな中、こういった保養プロジェクトを実施していただいて、涙がでるく

らい感謝しています。ありがとうございます。 
176 自己紹介はないほうが良い 
177 放射線を気にすることなく公園で遊べたのが子どもも親もとても気持ち良かったです。自分自身、

幼いころはいつも外で遊んでいましたが、今自分の子どもに思い切り外遊びの楽しさをあじあわせ

てあげられず申し訳ない気持ちです。移住することはどうしてもできないので、このようなプロジ

ェクトは県外のおいしい空気がすえて生き返ったような気分になりました。 
178 ふくしまっ子の体験活動では、参加するのは一団体、一シーズン、一回限り、子供を５名以上集め

なければいけないのが不満でした。コヨットのプロジェクトでは、何回でも参加できるのと各家族

で参加できるのでとても嬉しく思います。 
179 日帰りプロジェクトも考えてください。シロツメクサをうれしそうにつんでいるこどもを見て、と

てもうれしかったです。とともに、福島市にいることが子どもにもうわけないと思います。 
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181 娘は気づけば外遊び以外でも「これはいい？ダメ？」と確認したり、親の顔色をみたりすることが

増えてしまいました。そんな娘が自由に遊びまわる姿を見ることは何よりも嬉しく、おもわず笑み

がこぼれてきました。子も親も身体と心の保養をさせていただきました。温かいご支援に感謝致し

ます。本当にありがとうございました。 
184 週末保養ということで気軽に土日に参加できるので助かっています。もっと続いてくれることを願

っています。 
185 子ども達が思いきり遊べましたので親子共に心に残る機会に恵まれ感謝いたします。 
186 周りがきにしない人が増えてきていると感じるこの頃、長期の保養等なかなか参加できにくくなっ

てきています。今回は嬉しかったです。 
187 外遊びは基本、県内ではなく遠征して公園で遊ばせたり、県内では室内施設を利用することが多い

のですが、今回山形へ参加することができて、子供も新しいお友達をつくることができたので、み

じかい期間でしたが楽しめました。また機会があれば参加したいです。今回はありがとうございま

した。 
190 これからも保養旅行はぜひ続けていただきたいです。いわきからも出発していただけるとありがた

いです。 
192 地元では放射線の事など気にしないようにしてすごしていますが、不安を口に出せない状況にあり

ます。このような保養企画に参加することができ、子供を安全な場所でのびのびとすごさせる事が

できとても嬉しかったです。 
195 親子遊びは今回はじめてで、いろいろな年齢の子と一緒に遊ぶことができて楽しかったです 
196 親子遊びとコンサートとても楽しかったです。下の子がとくに大喜びでした。 
197 未就学児対象なので助かります。 
198 今後も保養の継続をお願いします。週末など大変ありがたいです。 
199 親子ともガムテープをはると、フリートークよかったと思う。覚えやすいと思う。 
202 大阪の方々のおかげで本当にたのしい時間をすごさせていただきました。普段はおとなしい娘も大

興奮で、夜はなかなか寝付きませんでした。こういったプロジェクトがあることはまったく知りま

せんでした。今までは自分たち（自費）で放射線の低いところへ出かけていたので、もっといろい

ろな人に知っていただけるように、もっともっと宣伝してもらえるとありがたいです。 
204 大阪の生協のみなさんとたのしく時間をすごさせていただきました。みなさんのあたたかいお気持

ちがとてもうれしくかんじました。ありがとうございました。 
210 未就学児対象の短期（特に土日祝）の保養プランがほとんどない中で、とても有難いプランでした。

自分も仕事をもっており子どもも幼いので、祖父母にまかせっきりにもできないので平日の保養に

は参加できませんでした。今後もこのような週末保養を続けていただけたらうれしいです。お世話

さまでした。 
211 とても楽しくゆっくりすごすことができました。 
213 元気よく外遊びができて子ども達の笑顔がみられてよかったです。 
216 子ども達への活動が充実していると思う。楽しく過ごしている子供を見るとこちらも気持ちがほっ

とする。 
217 今は子供の笑顔が見える事にホットと幸せを感じます。 
219 外遊びがとても楽しかったです。 
224 いわき発もお願いします。 
225 食事がおいしくて外遊びができる環境になっていて親子とも満足でよかったです。 
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227 今回初めての参加でしたがとても満足しました。震災からずいぶんたち良い意味でも悪い意味でも

放射能に対する「慣れ」がでてきていると思います。影響がでるのは子供たちやその次世代と考え

られるので今できることをしたいです。子供たちが外で遊べるということが当たり前ではなくなっ

ていることが残念です。早く外で砂遊びができる福島になるよう願っています。 
229 今回初めて参加しました。気軽に申し込める値段設定でとてもありがたく感じています。 
230 このような企画がまだまだ続けばいいなぁと思います。 
232 息子は 5歳で体力がありあまってしょうがない年頃で、おもいっきり外で遊べる環境でのびのび楽

しく過ごしている姿をみると私自身うれしくおもいました。福島だと砂をさわらせたくない、外に

いかせたくないなど、悩みは尽きないです。こういった保養プロジェクトで外で遊べたり、身体を

動かすことをしていただけるとすごくストレス発散になって助かります。ありがとうございます。 
235 子供を思いっきり遊ばせる事が出来とても助かりました。 
237 福島県内で生活することは放射線と共存しなければならないと思います。大人が犯したこの原発事

故は子供に何の責任もありません。大人の責任で被災地の復興をしなければなりませんが、小さい

子どもがいる家庭では放射線に対する不安が絶えません。今後も子供に関する支援が続くことを期

待します。久々に子どもが外で目いっぱい遊ぶことができありがとうございました。 
238 幼児の保養企画がある事を最近知り、応募してみました。 
239 やはり子供たちの事を考えると低線量の場所に引っ越せればいいのですが、それができない人のた

めに保養企画は続けていただきたいと思います。協力いただいている団体のみなさま、本当にあり

がとうございます。感謝申し上げます。 
240 わくわくランドとっても楽しんでいました。個人的にも遊びに連れて来たいと思います。また機会

があれば参加したいです。 
242 今回初めて参加させていただきました。 
243 早く震災前のように福島で子供たちを安心してそだてられますように。いくら安全と言われても心

の奥にある不安を早くなくしたいです。 
244 毎回楽しく参加させてもらっています。放射線を気にせずに外遊びができる事、普通の事なのにう

れしく思います。福島県に住んでいる子育て世代が望んでいると思います。長く活動を続けてくれ

るとありがたいです。 
249 毎度ありがとうございます。 
250 子供はたくさん外で遊ぶ事ができて大変楽しかったようでう（終始、笑顔でした）。親もゆっくりで

きました。 
251 今回初めて参加してみて思ったより宿泊場所も満足でき本当によかったと思っています。 
253 楽しく参加させていただきました。どうか継続してくださいますようお願い申し上げます。 
257 長い期間でのご支援に大変感謝しています。原発事故の前まで正直原発に無関心でした。しかし、

こんなに甚大な悪影響がでて、早く脱原発が実現することを願っています。そして大量消費してい

た自分の生活態度もできる範囲でありますがあらためたいと思っています。 
258 個人での保養は金銭的にも負担が大きいので生協連さんの活動はとてもありがたく思っています。 
259 できるだけ長く保養旅行を続けていただきたいです。 
261 これからも保養を続けてほしいです。 
266 このようなあたたかい保養を企画していただき本当にありがとうございました。子供たちがおもい

っきり遊ぶことができたのが何よりでした。 
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267 今年３月まで会津に住んでいたので放射線のことはあまり気にせず今までいたが郡山に引っ越すこ

とになり会津より線量がかなり高く、いまさらいろいろ気になりつつもどうしていいかわからず、

外遊びはふつうにしていた。今回この企画を知り、気がねなく遊べる土地に行ける母子だけでも参

加できるということにありがたく思って参加しました。全額も申し訳ないくらいです。 
270 福島では放射線への不安が常にあるので外で自由に遊ばせてあげることができません。そのような

なか、こうしてバスを用意していただき、ボランティアや、さまざまな人に応援していただけるこ

とは本当にありがたいと思います。 
273 子供が楽しく外で遊べる機会を下さってありがとうございました。 
275 日常生活の延長のような保養旅行なのでまた機会があれば参加します。 
280 定期的、継続的におこなわれているこのツアーはたいへん意味があり素晴らしいと思う。もう大丈

夫、いつまで心配しているのという冷たい空気があるフクシマ市でこのツアーの存在は大きいです。

「不安を感じているのはあなただけじゃないよ」と言ってもらえている気がして安心します。大変

感謝、期待しています。 
288 放射能に対する各家庭の感じ方が違うしとてもデリケートな問題なのでうかつに話せる問題ではな

いように思います。初対面でいきなり話すのは難しいのではないかとも思います。まして子連れだ

し、落ち着いて話せないです。 
291 子供たちが思い切り体を動かせる場所（屋内遊び場）が県内地方には少ないので、そういう施設が

あったらなと思います。体力低下で肥満傾向にならないように子育てをしていきたいと思っていま

す。 
292 子供が沢山体が動かせる活動が保養旅行であればいいなぁと感じました。 
293 プロジェクトが長く続くことを希望します。 
297 このような企画があることに感謝します。 
299 リフレッシュでき、親子共々また福島でがんばります。 
300 とても気持ちよく過ごさせていただきました。わくわくランドでの外遊びも子どもが大変喜んでい

たので、個人的にも遊びにつれてきてあげたいです。そしてもっと沢山保養の場所が増えてくれる

ことを期待します。 
301 県内で線量の低い場所に外遊びできる場所、長いすべり台や大型施設、水あそびできるところをつ

くってほしいです。 
302 今後も参加したいです。 
303 子供がのびのび遊ぶ事ができてとてもよかったと思います。これからも是非参加させてください。

あまり外遊びをしないことにより子供に少なからず影響があると思うので、外でのびのび遊ばせる

場がこれからもあるとうれしいです。 
304 楽しい 2日間を過ごすことができました。子どものはしゃぐ姿を沢山みられて幸せな気分になりま

した。ずっとこれからも続けていただきたいと思いました。 
305 地元の人にもお世話になりとても楽しい時間をすごせました。すばらしい企画をありがとうござい

ました。 
307 2011年 3月無知な私は避難しませんでした。時間がたつにつれて、子どもへの影響を知り、学校の

長い休みのときだけでも県外に出て思いっきり体のリフレッシュをと考えています。 
311 心身共にリフレッシュできました。 
313 福島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。自分たちでは金銭面等でで

きるだけ線量が低いところにでかけるということはなかなか難しいことですが、こういったプロジ

ェクトのおかげで可能になるのはとてもうれしいです。普段の生活をしているといつも線量による
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不安があります。定期的に出かけ、不安を解消し、リフレッシュするためにも、できるだけ長く、

プロジェクトを続けていただけたらと思います。 
315 食品、食材、水など、今もとても気にしているので、このようなプロジェクトはすごくいいと思い

ます。またぜったい参加させてください。楽しみにしています。 
317 原発事故直後よりはいろいろな情報が入るようになり、当時よりはさまざまな事を制限しないよう

になりましたが（食べ物や遊び）やはり小さな子をもつ母としては将来に全く不安が無い訳ではあ

りません。このような短期保養は心の保養になります。本当にありがたいです。 
318 子どもたちの笑顔をみていると癒されます。このような機会をつくっていただき感謝しています。 
323 放射能の講演会や勉強会は開いてもどうしようもないので、子どもたちが自由に楽しく遊べる場所

に連れていきたいです。 
325 このようなプロジェクトは子どもも私にもとってもストレス解消できて良い思い出になっていま

す。放射能に対しては今までも色々な意味で納得していないし、これからも許せません。でも現実

と向き合っていくしかないと思っていますので、楽しいことをたくさんして、少しでも忘れていき

たいと思っています。 
326 これからもこのような企画をしていただけると嬉しいです。 
328 心身共にリフレッシュできるこのようなプロジェクトをぜひ続けていってほしいですし、できれば

小学生も参加可能にしていただければ嬉しいです。 
329 久しぶりに子供が外でおもいっきり楽しくあそぶことができてよかったです。また機会があればぜ

ひ参加したいです。 
330 今回はこのような機会に参加でき、子供たちが元気に何もきにすることなく外遊びする姿を見れて

感謝しています。 
333 子供が外でいっぱい遊んでいる姿を見られるだけで親としてはすごく嬉しいです。 
337 参加者の負担をさらにアップさせてもよろしいのではないでしょうか。参加するほうも、もっと負

担するので。今後も是非企画と運営をよろしくお願いします。 
344 今後もこういう機会を増やしてほしいです。 
345 子供達の運動、外遊びが少ないため体力不足を感じる。のびのび生活できる環境づくりをしたい。

保養に参加して安心して活動できるとよい。沢山のスケジュール、選択を作っていただきありがと

うございます。家族そろって楽しく参加する事ができました。 
349 休日はなるべく子ども達を外で遊ばせたいと思い（でも近所で遊ばせるのは不安で）低線量の所ま

で出かけています。移動する費用や労力も使いますので、正直負担は大きいです。今回、このよう

な保養に初めて参加して、バスの移動で、バスの中で休みながら行けたのは助かりました。今後も

継続していただけたらうれしいです。 
350 子供向けの無理のないスケジュールでよかったです。ありがとうございました。 
352 初めての保養旅行参加でしたがとても楽しかったです。このような機会があることは子供にとって

良いことだと思います。とてもいきいきして遊んでいる姿をみてとても嬉しく思いました。 
356 少しでも放射線量の低いところへ子供を連れだし、思い切り遊ばせてあげたいと心から思います。

うれしそうに走り回る子どもたちを見ていると親である私たちも気持ちがいやされます。また参加

させて頂きたいと思います。 
360 このような企画はとてもありがたいです。これからも子ども達の笑顔がみれる企画楽しみにしてお

ります。 
366 全国のみなさん、ありがとうございました。線量の低いところで思い切りあそぶ事ができ、子ども

達も楽しんでいました。 
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373 実家の線量もいまだに高く、実家に住む祖父母たちとゆっくりすごすことができません。なので、

今回のようにいっしょに安心してゆっくりすごせるプランはとてもうれしいです。 
374 今回は天気に恵まれ外遊びを十二分に楽しむことができとてもよかったです。外遊びで放射能の影

響のためなかなかできずにいましたが長男が最近野球もしたいといい、外でキャッチボールをして

います。放射能も心配ですが体も動かさない方がもっと心配と思うようになりました。これからも

体を動かす機会を少しでも多く作っていきたいと思います。 
377 普段は他の皆様も同様と思いますが、車のあけしめや外での行動、食べ物など気を使い、かなり子

供に我慢させています。給食も県内および近県の食材外のもので私が似たものを作りもたせていま

す。昨夜、娘がこう言いました。「お泊りするとせんたくやごはん作らなくていいからママとたくさ

んいれるんだねー」と。５歳でそんなことに気付くとはと驚きました。心身ともにリフレッシュで

きました。サポートしてくださったみなさま、心より御礼申し上げます。 
380 家族で週末に開催される保養は参加しやすいので大変ありがたく思います。子ども達ものびのび楽

しんでいました。親もリフレッシュできました。 
390 放射線を意識することなくおもいっきり遊ばせることができました。大満足です。 
394 わが家の家族構成で子どもたち全員そろって参加できるプログラムがほとんどないので、ぜひこの

プログラムは継続してほしいと願っています。 
397 今日の天気も良くて外あそびを十分できました。子供達が元気に体をうごかしてあそんでいる姿を

見るのは親としてとても楽しいです。公園に子供がいっぱいいる所も久しぶりに見たように思いま

す。それがあたり前じゃない福島を早くもとにもどしてほしいです。保養に参加すると帰りの気持

ちが重くなります。でも一時でも、気を使わず外遊びやゆっくりとくつろげる時間をいただけるこ

とはとてもありがたくうれしく思います。全国の支援される方々に心からお礼を申し上げます。 
400 福島で外遊びの時は除染してある場所でも土をさわったり木にさわったりすると気になっていまし

たが、今回は天童でのびのびと遊ばせることができました。 
401 本当に子供たちが笑って思いっきり走り回れ、温泉につかり、のびのびと過ごせました。スタッフ

の方々も一生懸命やってくださり、また他のお母さん方とのお話会があったのは本当によかったで

す。 
406 いわき発を実現してください。 
411 このプロジェクトはずっと続けて欲しいと思ってます。 
414 東山温泉は線量が低いうえにそんなに遠くないため子供達もそんなに退屈することなく参加できて

とても良いです。 
416 ぜひ保養を続けてください 
417 普段は公園では全く遊ばないので、昨日の公園ではおおはしゃぎで楽しそうでした。 
422 楽しく参加させていただきました。 
423 思いっきり、線量を気にすることなく遊ぶことができ、素敵な旅館にとまり、家族みんなでとても

楽しく過ごすことができました。ありがとうございました。 
426 震災後、福島が県外の人から特別な目で見られているようなストレスを感じています。その中で子

どもに青いユニフォームを着せて、県外の公園で集団で遊んでいる姿は、県外の人からまた特別な

目で見られているのではないかと親としてストレスを感じてしまうので、ユニフォームの着用はや

めたほうがいいと思いました。震災後のストレス解消のため、本当にいいプログラムを提供してい

ただいて、大変感謝しています。親のストレスへの対応も少し配慮いただけると助かります。 
427 大変お世話になりありがとうございました。 
430 子供達が伸び伸び元気に遊ぶ姿を見られてとてもうれしかったです。保養の機会をいただきありが
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とうございました。 
433 山形に来れてとても良かったです。 
434 保養旅行本当に楽しみました。子供達が太陽の下で汗をかいて走り笑うことがこんなに大事なこと

だというのは日々感じております。これからも多くの家族、子どもたちが笑顔になれる旅行を継続

していただきたくよろしくお願いいたします。 
436 何度か参加させて頂いていますが、スタッフの皆様、ご協力いただいているたくさんの方々に感謝

です。 
437 母１人で子ども３人を連れてなかなか気軽にでかけられないものです。今回の保養プロジェクトの

ような機会は本当に貴重ですね。ありがとうございました。 
441 幼児向けの保養プランがないので、コヨットさんのプロジェクトは大変うれしいです。また、仕事

があったり、長期はムリなので、週末だけでもという気持ちが強いのでなおさらです。だんだん援

助がへっていく中、大変だとは思いますが、どうかこれからもわたしたちを見捨てず、よろしくお

願いします。時間を気にせず、外で思いっきり遊ぶことができるその姿を見て、うれしいのとせつ

ないのといろいろな気持ちになりました。 
448 自宅周辺はまだ除染されていないため、子供達を安心してあそばせる事ができずにいます。このよ

うな保養プロジェトに参加してのびのびとあそばせてあげることができて本当にうれしいです。子

供が低学年と未就学児のため、行くことができる保養が制限されてしまっています。低学年の子供

向けのキャンプくらいのがあるといいなと思ってさがしていますがなかなかない状況です。 
451 未就学児対象の保養旅行はコヨットしかみたことがないので続けていってほしいと思う。スケジュ

ールはムリなく参加しやすいと思いました。子供が小さいと週末保養ぐらいしか参加できないので。 
456 今回雨で外遊びができなかったのですが、他のお友達とも交流があり、とても楽しかったです。毎

回本当にプロジェクトにかかわっているすべての方々に心から感謝しています。またぜひこれから

も参加させて頂きたいと思っています。 
458 自然遊びがしたいです。 
459 福島の子どもたちにとって、よい企画だと思いますので、引き続き企画し実行していってほしい。 
460 うちは母子家庭で自分で車を運転し県外へ出かけるにはなかなか大変なので、このようなプロジェ

クトが本当にありがたく、とても感謝しています。楽しくすごしている息子の笑顔が私の一番の保

養になります。 
474 震災後、室内にこもっていたので運動不足が今でも影響しています。少し動くと疲れたと言い、動

くのがあまり好きでないようです。これからもどんどん外に出て、思いきり遊ばせてあげたいです。 
477 娘の通う保育園では未だに外遊びをさせておりません。休日も自宅ですごしております。今日みち

のく湖畔公園でスウィング・ボールに乗っているときに一番大きな声で「きゃっきゃ」と遊んでお

り周りのお母さん達から注目されておりました。やはり子供は外で遊ぶことが大好きなのですね。

連れてきてあげて本当によかったと心から思います。 
480 福島から出ることはできないので、休みになれば可能な限り、空気のキレイな場所へ連れていきた

いと思っております。ですのでプロジェクトはとてもうれしいです。長く続けていただけると助か

ります。 
483 外で遊べる、土にさわれる、そういう当たり前の子供達の遊びができることが親としては一番の願

いです。そういう場を作って頂きとても有り難くうれしいです。 
484 外で笑顔で走り回る子供の姿は見ていて嬉しくなります。悲観的にならず前向きに進んでいきたい

です。 
485 初めて参加しました。もっと早く知っていればと思いました。 
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487 公園でのびのびと遊び子供の笑顔がたくさんみられました。ありがとうございました。 
490 なかなか外遊びができないなかで、山形でゆっくり保養して子供も公園で遊んでとても喜んでいま

した。機会があればまた参加したいと思います。 
492 子供の離乳食が始まり、前より放射能の影響が気になるようになってきました。外で遊ぶようにな

ればもっと気になるのかと思っています。ホットスポットなどもあるし、子供は何でもさわるし今

から心配です。 
493 子供をのびのびと公園で遊ばせることができてよかったです。家の近くの公園で遊びたいと言われ

ても遊ばせてあげるのはどうしてもまだできません。本当に良い機会をいただいたと思います。あ

りがとうございます。 
498 子供が外でおもいっきり走り周り楽しそうにしていました。参加して本当によかったです。お世話

になりました。 
502 少し肌寒かったですが、外で思う存分遊ぶことができて良かったです。 
508 ゆったりと楽しくすごせました。今回は小さい子が多かったせいか、とてもにぎやかだったと感じ

ました。 
509 リフレッシュできました。 
511 生活していく中で、外遊びや食べ物を制限する事が多いので、この保養に参加して親自身もストレ

スをかかえることがなくとてものんびりできました。これからも続けていってほしいです。 
512 週末保養未就学児向けに保養をしていただける団体が数少ない中、長く続けていただけていること

本当に感謝します。親が県外につれていってあげるのも長期的になるとなかなか難しいのでありが

たいなと思います 
513 身心リフレッシュできました。公園で汗だくになって遊んでいる子供の姿を見られて本当によかっ

たです。今後の子供への影響のことを考えるととても気が重いですが、今できることをしてあげた

いです。 
519 今後も引き続きプロジェクトを企画実行していってほしい。 
522 とても楽しい企画をたくさんして頂きありがとうございました。 
523 子供達も生き生きと遊ぶことができました。 
524 北海道の方々からもお話を伺うことができて、福島市での過ごし方など、不安など相談することが

できました。それと同時にやはり「危険である」との認識も改めてできました。 
527 保養をすることによって、たくさんの情報交換もできて子供達が何も気にせず過ごせる外の大切さ

も実感できました。 
528 不安もありましたが、子供の笑顔が見られてうれしかったです。福島に住む不安はありますが努力

しながらがんばりたいと思います。 
534 福島を離れて母子のみで県外で過ごしたこともありますがやはり家族一緒が一番。休日も仕事がほ

とんどの夫ですのでこのようなプランで次回は一緒に家族の絆を高められたらと思います。 
536 公園で遊ぶことができ、子供達も満足のようです。 
541 楽しく過ごせました。 
545 わくわくランドでとてものびのび過ごすことができました。 
548 いちらくさんのコースは子供が外で遊べる時間が多くて大変満足しています。子供の笑顔のために

もプロジェクトが続くと良いなと思っています。 
549 こういった保養を続けてほしいです。 
550 食材の産地が気になります。 
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553 仕事をしていると長期の休みがとれず長期保養に参加する事ができないため週末に参加できるのは

ありがたいです。保養プランもだんだん少なくなってきてお金もかかるようになってきたので金銭

的にもいろんなところに参加するのは厳しいです。 
554 あまり子供を外へ出したくはないのですが、他の子が遊んでいるとやっぱり外へ出て遊んでしまい

ます。最近では除染が完了した幼稚園の堰堤でおむかえへいったとき３０分ほど遊ばせてもらって

いるので安心です。 
558 未就学児向けの保養が少ない中でコヨットの保養はとても助かります。 
564 子供のために定期的県内などに出かけているので、出費も多く、このように福島で子育てしていく

私達を支援していただける企画があるととても助かります。今後も続けていただきたいと思います。 
565 今後もこの活動を続けていってほしいと思います。 
575 季節を感じられるイベントがとてもよかったと思いました。 
577 短期の週末保養は少ないのでありがたいです。 
588 下の子が生後一か月で震災にあい、ほとんど外に出すこともなく２歳まできてしまいました。私は

共働きのため長期保養プロジェクトには参加できることもなく、また未就学の保養プロジェクトも

少なく、すごくありがたく思っています。いまだに原発は汚染水を海に流し続け、震災後、海にも

１回もいっていません。 
593 未就学児から参加できるのは嬉しいです。 
595 子供達３人そろって楽しく雪遊びができて大喜びでした。 
596 もうすぐ小学校に入るようになると子供保養プロジェクトの内容が薄くなってしまうので、小学生

向けの内容を充実させてほしいと思う。 
598 子供は雪遊びがとてもたのしかったようです。 
599 今後もこのプロジェクトが継続されることを願います。 
601 今回娘が初めて雪遊びをしました。とても楽しそうにしておりました。「福島でもこうやって遊ばせ

たいな」と思ってしまいます。全国からたくさんのご支援ありがとうございます。感謝致します。 
603 小学生（低学年）に対しても未就学と変わらない保養プロジェクトを増やしてほしいと思います。 
604 子どもたちも私たちもとても楽しくすごさせていただきました。あらためて外遊びの学びの重要さ

に気づかせていただきました。 
608 白河市といえば線量が低いと思われがちです。そのため、線量を気にする人、しない人との温度差

があるのが現状です。子どもは外でたくさん遊び親ものんびり過ごすことができて毎日の食材の事

や線量の事を気にして生活している私にとってとてもリフレッシュできました。ありがとうござい

ました。また機会があれば是非参加したいです。ぼなりさんの温泉、最高でした。 
609 今後もよろしくお願いします。 
611 なかなか遠くまで遊びに連れていけず、外でも遊べないので今回参加できてよかったです。雪でソ

リ遊びもできて大喜びでした。 
613 今回、雪遊びやおいしい料理で親子共々リフレッシュすることができました。 
617 丁寧で親切なスタッフの方々に感謝しています。小さい子どもと二人で泊まるのは難しいことなの

で受け入れていただけることに感謝しております。 
619 そりで楽しそうに遊んでいる姿を見られてよかったです。また、雪遊びをしたいと何度もいってい

ました。平日は働いているので、土日の保養プロジェクトがあるのはとてもありがたかったです。 
622 楽しくすごすことができました。 
623 今回とっても満足です。子どもたちも雪遊びをしてとっても喜んでいました。 
626 子どもたちの外遊びでの笑顔がうれしく思います。 
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627 九州や関西の方が特に多く寄付していただいているとうかがって胸が熱くなりました。私自身も他

の保護者の方とお話しもできて、温泉にとまらせて頂いて、とてもリフレッシュできたと思います。

このような機会を頂けた事、とても感謝しております。 
633 福島にはまだたくさんの子どもたちとその親達がたくさんの不安を抱えながら毎日を過ごしていま

す。そんなに不安なら福島にいなければいいと思う方もきっと多くいることと思います。けれども

それができない家族が多いのです。確実に住めないところと言われているわけではなく政府の補償

もなく、職を失ってまで移り住むのはたいがいの人にはできません。今回のような保養プロジェク

ト等で支援の手を差し伸べてくださり本当に感謝しています。こうした支援の輪がこれからも子ど

もたちの将来を明るくするものであって欲しいと思います。 
634 子どもが「今までで一番楽しかった！」と言っていたので親として大変うれしく思いました。とて

も充実した内容ですばらしい企画だと思います。 
635 震災から１か月後に生まれた娘は初めての雪遊びで大はしゃぎでした。とても楽しかったです。県

南地域も比較的放射線量が高いので、県南でもう少しこの保養を広めていただけるとありがたいで

す。 
636 とても楽しく充実した活動です。ぜひ少しでも長く継続していただければと思います。 
637 小学生向けの活動が増えると助かります。 
638 何も心配することなく、子どもたちと遊べることが難しいことが福島で生きることです。むりは言

えませんが、長く続くことを希望します。 
639 これからも保養プランぜひ続けていただきたいです。ありがとうございました。 
645 放射能を避けるとともに、親子共に息抜きに参加しました。放射能のことはデリケートで周囲と腹

を割って話せない問題です。それを夫婦で何とかしていくものですが、温度差がありすぎて子供に

しわよせがきています。臨床の方とお話をしてみたいです。 
649 未就学児が参加できる保養プログラムは他に見つからず生協さんのプログラムは大変助かっており

ます。息子が楽しそうにしている姿を見られて参加して本当によかったです。 
651 震災のときからずっと旅行という旅行はずっといけてなかったので子供達も私も放射線を気にする

ことなく参加する事ができました。これからもできるだけこのような企画を続けていただけるとう

れしいです。 
652 まだ下の子も小さいので不安もあったので主人と一緒に家族全員で参加することができ、雪遊びは

楽しく子供達も喜びました。学生さんや看護師さんは遠くからきていただき、安心して遊ばせられ

ました。こういった保養活動は私にとても子供にとってもほっとできる時間です。感謝。お友達も

誘ってみたいと思いました。 
657 いわきは線量が低いといわれますが、場所によります。いまだに公園には遊びに行かせません。し

かし、原発事故から 3年。少しずつ放射線について、ないものとして生活し始めている人が増えて
きています。ただ、気にされて生活している人もまだまだいます。保養が少なくなっている今、い

まだに活動を続けてくださっているコヨットさんはとてもありがたいことです。未来ある子供達を

いつまでも見捨てないでください。 
663 最初はなるべく線量の低い所に連れていきたいという目的でしたが、だんだん子供同士の交流、親

同士の交流を楽しみに応募するようになりました。今回で未就学児としては最後になりますが、今

まで本当に元気をいただきました。ありがとうございました。 
670 まだまだ家の除染は順番がきません。平成 27 年頃の予定とのことで、外遊びも時間を決めて遊ば

せています。冬は特に家の中で過ごす事が多くなってしまいますが、この保養プロジェクトに参加

させていただいて感謝しております。 
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671 とても充実した企画で親子でとても楽しめました。雪遊び、もう少し長い時間楽しみたかったです。 
672 参加費が安く、どんなところかドキドキでしたが、とてもいい温泉施設でくつろげました。何より

予定がぎっちりつまっていないのが小さな子連れにはよかったです。いやされました。参加すると

疲れるというイメージですが、今回は本当にのんびりと保養している感じです。 
673 普段は外遊びをさせていないので、今日は親も何も気にすることなく、のびのびと遊ばせることが

できました。上の子どもは昨年の保養プロジェクトのことも覚えていていつもずっと話をしていま

した。本当にありがとうございました。 
674 事故後 3年となりだいぶ騒がれなくなってきましたが、目に見えないもの。年数がたたないと健康

の状態もわからないと今すぐどうこうなるものではなく悲しく思います。家族 5人、時間があると
き、住んでいる場所より遠くに行きたくて金銭的になかなか無理ですが、この保養プロジェクトの

おかげで空気のおいしい場所にこられ、なにより子供の笑顔を見る事が出来るので、本当にありが

たいです。本当にありがとうございます。 
680 母子家庭のため、毎日のように子供だけでお留守番をさせなくてはいけない状況で寂しい思いをさ

せています。生活もいっぱいいっぱいの中、放射能の影響も考えさせられ、そんな中、皆々様のお

かげでこのよう保養に参加する事ができ本当に感謝しています。子供達の笑顔が何よりうれしく思

います。 
686 チェルノブイリ事故では、４～5 年後に甲状腺がんが増加したという話があるので来年再来年あた

りにそんな事がないように祈っています。福島では比較的早く避難や除染がおこなわれたと思うの

で大丈夫だと信じています。放射線のことについてはわからないことだらけなので、はっきりした

事は言えない中、不安はありつつも笑顔を心掛けて子どもたちにあまり心配させないようにと思っ

ています。 
687 移住したくてもできないので、子どもが休みの時は少しでも福島を離れたいです。春休み、夏休み

なども小学生、未就学児両方が参加できる保養がもっとあるとありがたいです。 
689 子どもが 4月から小学生になるため、今回が最後の保養でした。 
695 アンケートの集計はどのようにされているのでしょうか。 
700 いわき発の企画があればすごく助かります。 
701 このような機会を設けてくれて本当にありがとうございました。子供たちもとても楽しかったよう

です。また機会がありましたら参加させてください。 
702 到着後、２つのプログラムが続けてあって少しつかれました。すぐではなくて時間をおいてから初

めてもらえるとゆっくりできたのかなと思います。 
703 今回は大人だけで集まって意見を聞いてくれたりして、本当に私達のことを考えてくれているのだ

とありがたく感じました。子供が年長でコヨットはこれがラスト。今まで大変お世話になりました。

今度は小学生＆親子のプログラムで参加できたらと思います。ありがとうございました。 
705 臨床心理士の先生方とお話をする機会がもて、とても嬉しかったです。とても貴重な機会となりま

した。ほとんど他の人に恥ずかしくて話せない放射能に関する家のグチや悩みを話してしまいまし

た。またこのチャンスにめぐりあいたいです。 
706 親子遊びなどで楽しく過ごしました。一緒に参加した方と心理療養士の方と話す時間もよかったと

思います。いろいろ企画を工夫していただきありがとうございました。 
707 郡山に戻ってから、不安な中での生活をあまり意識しすぎて疲れてしまうことから時々忘れてしま

いたい気持ちが生まれるときがあります。リフレッシュをさせて頂ける機会をいただけて心が親子

共々ゆったりのんびりできました。ありがとうございました。 
716 久しぶりに子供と公園で思いっきり遊びました。最高の笑顔を見る事ができてとても幸せでした。 
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717 今も外で遊ばせることに不安を感じており、久々に子どもたちのハシャグ姿を見た気がします。い

つもは家の中で遊ばせているせいかケンカも多く、いつも怒鳴ってしまっていました。今日は外遊

びでストレス発散をしたせいか、子どもたちは仲良く遊んでおり、私自身もニコニコしていること

に気づきました。子供らしさを奪ってしまっている罪悪感をものすごく感じていましたが、本当に

保養に参加してよかったと思っています。このような機会を与えていただきありがとうございまし

た。 
719 放射線について震災後しばらくは不安でありましたが、今は気にはしますがストレスにならないよ

うにあまり不安がらずに生活はしています。妻は検診等を定期的に受けているということで、放射

線には不安があるという感じではないと思います。現実的に福島に住んでいるため、放射線に目を

そむけている部分もあるのかもしれませんが、今回のような旅行に参加させてもらうと多くの方々

の支援で子どもを安全に育てたいという気持ちが伝わり、感謝するとともに、子どもの健康を守る

ことに気を付けないといけないという気持ちになりました。日頃、福島で遊んでいるときより発散

できた感じです。ありがとうございました。 
721 震災から 3年たち、保養の企画が少なくなる中、継続してくださっていることをありがたく思いま

す。 
722 子どもも公園でのびのび遊ぶことができたのでとてもよかったです。 
724 今後も長期で利用できるよう続けてもらいたいです。 
728 いわき発着の保養の充実をお願いしたいです。未就学児以外にも小学生低学年向けのプロジェクト

の存続もお願いします。 
732 まわりの友達などは、保養の意味もわからないようですが、私は定期的な保養は子どもにとっても

大事なことだと思っております。またよろしくお願いします。いつもお世話ありがとうございます！ 
733 楽しい保養でした。 
734 年が近い子どもたちが今回は多く、子どもは楽しんでしました。親の私たちも普段のストレスを発

散できて、ゆっくりと過ごすことができました。皆様の寄付のお金で旅行をさせてもらい感謝して

います。ありがとうございました。 
735 浜通り集合で参加できる保養プログラムがあればいいなと思います。 
738 今回初めて参加させてもらいましたが、とても満足です。虫や自然が好きなので今日はまつぼっく

りを拾ったりとても嬉しそうでした。また、機会があったらぜひ参加したいと思います。 
740 保養はできるだけたくさんして、子どもたちを外で思いっきり遊ばせたいのですが、子供（下の子）

が小さかったので、相部屋＆団体行動は避けていました。3 年目で保養も少なくなってきたような
気がします。できれば長く続けていただけるとうれしいです。福島の子供たちのために、本当にあ

りがとうございます。 
742 放射能の心配はありつつも何もできないので、とても嬉しいです。今後もぜひ参加させていただき

たいと思います。 
743 中通りは線量が高いにもかかわらずいまだに除染が進んでいないように感じる。本来ならば風の強

い日などはマスクをさせるなど子育て支援課、学校、幼稚園などしっかり対策をする保護者などに

プリントで配布し注意をうながす必要があるのになされていないのが現状。子どもを守るためにで

きることはする必要があると思う。 
744 福島で子育てをしている者にとって、このようなプロジェクトがあることをとても感謝です。子ど

もたちが元気にはしゃいで笑っているすがたを改めてみて涙が出そうになりました。今回初めて参

加しましたが、参加させていただくことができてよかったです。本当にありがとうございました。 
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746 やはり私達の現状は、子供達を外で遊ばせることが不安です。本当は近くの公園で一日中遊ばせて

あげたいと思っていますが、なかなか難しいです。今回参加させていただき、楽しい旅行をするこ

とができました。 
749 今回、初めて参加させて頂きました。山形にはなかなか来たことがなかったのですが、緑がとって

もきれいでとても癒されました。外遊びでも今まで砂はなるべくさわらせないようにしていたので

すが、砂、葉などさわっても安心して見守る事ができた事にうれしく思いました。今、郡山では放

射能なんて気にしていたら住んでいられないくらい薄れてきています。やはり今の子どもたちが子

どもを産む時代がきたときのことを考えると、少しでも放射能を体から出してあげたいと思ってい

ます。楽しい１泊の旅になりました。子供たちができたと喜んでいたので、また参加したいと思い

ます。ありがとうございました。感謝です。 
753 普段あまり表面には出さないが子供の外遊びの時は土が口に入らない様に等、不安を感じながら遊

ばせています。自費で遠くに行くには限界があるのでこういう機会は本当にありがたいです。心の

奥にある消えない不安は同じ体験をした人達にしか分からないと思うので、他のご家族と交流でき

たのも良かったです。ありがとうございます。 
760 企画していただきありがとうございました。 
765 時間の経過とともに何となく「大丈夫じゃないか？」と思うことも多くなった今日この頃ではある

が不安がなくなったわけではなく、休日はなるべく線量の低い所で思いきり体を動かせるように外

出することが多い。あの日以来、ＢＢＱすることも、野菜を育てることもできなくなったわがやの

庭を見る度に悲しく、やり場のない怒りがこみあげてきます。賠償、補償ののけものにされた地域

にとってこのような保養企画を継続していただけていることに大変感謝しています。ありがとうご

ざいます。福島に住む子供達が健康に育ち、今の放射能への不安が杞憂で終わることを心から願い

ます。 
767 コヨットの活動に私達被災者は助けられています。庭のまわりには除染してありますがとても土を

さわらせられる状況にはありません。 
771 短期で小、幼一緒に参加できる保養がほとんどありません。でも普段通りに企画があるとありがた

いです。場合によっては夏休み中のみ平日 1泊 2日があれば 2日ぐらいなら休みをとって参加でき
るかもという人がいるのではと思います。最後に保養プロジェクトの企画本当にありがたいです。 

773 今回は子供達も本当に楽しく参加させて頂き本当にありがとうございます。 
774 シングルマザーなので、自分たちの少しのごほうびになりました。 

 
注） 
＊自由記述欄は、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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[謝辞]	 

今回のアンケート報告書（第 3報）を作成するにあたり、多くの人々にご協力をいただきました。「福島の

子ども保養プロジェクト」の実施のために全国に募金を呼びかけてくださっている日本生活協同組合連合

会のみなさま、募金をしてくださっている生協会員のみなさま、公益財団法人日本ユニセフ協会のみなさ

ま、アンケートに答えてくださった保養旅行の参加者のみなさまのご協力によって可能になりました。 
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