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アンケート中間報告 

 

震災による障害児支援団体の被災状況 

 

あいち児童発達支援連絡会 

 

障がいのある子どもが、日々通うことのできる『児童デイサービス』。 

次のような 2 つの類型があります。 

○幼児の発達支援を目的とする「Ⅰ型」 

○学童以上の子どもに対して、放課後の活動の場を提供する「Ⅱ型」 

 

被災状況が深刻な岩手・宮城・福島の三県だけでも 131 か所の施設（事業所）があ

ります。 

 

障がい児のご家族や、地域の方々が運営する NPO もあり、民家や旧店舗を活用する

団体も少なくありません。それでも被災地では、障がいのある子どもとそのご家族を

守るために、懸命に活動を継続しておられます。 

 

あいち児童発達支援連絡会では、物資の送付を開始し、今後は人材の派遣、県内避難

者の受け入れを検討しています。 

皆様の継続的な支援をお願いします。 

 

 

■調査対象：岩手・宮城・福島県内の児童デイサービス 131 事業所  

■回答： ４５事業所（2011 年 4 月 1８日時点） 

 

 

 

 

調査の中間報告は次ページから 
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アンケート調査のまとめ 

 

 

障害児とご家族、児童デイサービス施設の被災状況は、岩手・宮城宮城宮城宮城のののの沿岸部沿岸部沿岸部沿岸部でよりでよりでよりでより深刻深刻深刻深刻

でありでありでありであり、、、、福島福島福島福島ではではではでは明明明明らかにらかにらかにらかに原発原発原発原発によるによるによるによる二次的被害二次的被害二次的被害二次的被害があらわれている。 

 

【【【【子子子子どもどもどもどもがががが必要必要必要必要なものなものなものなもの】】】】    

 遊具、玩具、

絵本等 

 

食品類 

（レトルト、缶

詰、乳製品等） 

  水 

（ 幼 児 用 の ペ

ットボトル等） 

子どもを預か

る人や場 

放射線測定器 

岩手 １１１１    １１１１                

宮城 ２２２２    １１１１        ２２２２        

福島         ２２２２    ３３３３    １１１１    

 

【【【【親親親親・・・・家族家族家族家族がががが必要必要必要必要なものなものなものなもの】】】】    

 生活資金 

 

家族の休息の

ための人・場 

子どもを預か

る人・場 

メンタルケア 紙おむつ 

岩手 ２２２２                １１１１    

宮城     ４４４４    ２２２２            

福島     １１１１    ２２２２    １１１１        

 

【【【【施設施設施設施設のののの被災状況被災状況被災状況被災状況】】】】    

 全壊 

 

半壊 ほぼ無事（備品被

害を含む） 

岩手 １１１１        ９９９９    

宮城 １１１１    ３３３３    １０１０１０１０    

福島     １１１１    １２１２１２１２    

 

【【【【施設施設施設施設のののの復旧復旧復旧復旧にににに当当当当たってたってたってたって当面必要当面必要当面必要当面必要なものなものなものなもの】】】】    

 資金 

 

人材 通 信 機 器

（PC、FAX 等） 

原発の収束 その他 

岩手                 １１１１    

宮城 ３３３３    １１１１    ２２２２        １１１１    

福島 １１１１    １１１１        ３３３３        
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以下、回答結果の記述です 

 

詳しい状況は、以下の記述をご参照ください 

 

【ご回答いただいた施設の概要】 

 

■所在県   岩手県１６（35.6％）  

宮城県１５（33.3％） 

福島県１４（31.1％） 

■事業の種別 

①児童デイサービスⅠ型  １１（24.4％） 

②児童デイサービスⅡ型  ２０（44.4％） 

③Ⅰ型・Ⅱ型の両方    １２（26.7％） 

  無回答          ２ 

■物資等を送付した場合、事業所から利用者の方々にお渡しすることは可能ですか 

①ほぼ可能       ３２（71.1％） 

②部分的に可能      ０ （0.0％） 

③現時点では難しい    １ （2.2％） 

  無回答        １２ 

 

 

１．障がいのあるお子さんが必要とされているもの（物品、人材等） 

 

【岩手県】 

 

●人的被害も、ご家族も無事なので、特に必要はございません。 

    （岩手県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●現在は日常の生活ができているので特にない。 しいていえば牛乳、ヨーグルトなど、

一部の食品が足りないくらいです。       

   （岩手県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能）         

●避難所の子供達に当事業所のおもちゃをもってボランティアの職員で行きました。子

供達は、音の出るおもちゃにとてもよろこび、帰りに、ちょうだい！ちょうだい！と言

われ、全部おいてこれなかったのがつらかった。      

    （岩手県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         
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●釜石市は全く被災していない地域もあるので、他の地域よりは市としての被害は少な

いと思われます。被災した子ども５人/３３人ですが、家も流され、着のみ着のまま命

だけ助かった子どもたちです。（支援学校の子どもたち・男児）     

     （岩手県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

 

【宮城県】 

 

●ショートステイの場  日中の預かりの場  

     （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●おかずになる缶づめ  ・お菓子  ・レトルト食品  ・マスク  

  （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●通常の福祉サービス  

    （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●すべり台、遊具、絵本など、全て浸水。おやつ用の食器等も…。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●学校の開始が遅れているので共働きの家庭は子どもを預かってくれる場を欲していま

す。 

    （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●現在、流通が回復しつつありますが、室内家具の倒壊等によって、子供が好きなおも

ちゃ類や絵本・雑誌等、使えなくなった話を聞いています。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●送迎用のガソリン、灯油等が入手できなく、スタッフがあちこちと回っていたが、今

は落ち着いている。人手が足りない時は、災害ボランティアから派遣されてくる。利用

者は環境が変わっているので、なれるまで時間を要した。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●建物、津波被害にあったお子さまはいくらかおりましたが、大きな被害ではなく、物

品の必要な人は殆どいないと思われます。（１家族だけ大きな被害あり。）必要なのは、

早く学校が始まって欲しいと思われます。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、無回答） 

         

【福島県】 

 

●原発による風評等、未就学の子ども達の水!!、発達障がいの特性を理解して、社会の

中で受け入れて欲しい。 

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●人材が、災害時退職された方があって 2名ほど不足はしております。  



[5] 

 

（福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●避難所の支援物資が豊になっているため十分足りています。 

    （福島県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●現在はガソリン、水も供給されていて問題はありません。飲み水については、ほしい

方もいらっしゃるかもしれません。 

    （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●放射能測定器（空気中を計測するものと土壌を計測するもの）＝ 園内、園庭の状況

を把握するためぜひ必要です。      

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●現在、避難区域から来られているお子さんが入所してきております。物資は間に合っ

ているのですが、これから移住も考えておられるということで、今後必要なものも出て

くると思います。      

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●避難所で過ごす子どもの落ち着いた環境      

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●地震の大きさと、今だ感じる余震に恐怖心を抱いているお子さんがおり、心のケアー

等が必要と思われます。      

    （福島県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

 

２．障がい児のご家族が必要とされているもの（物品、人材等） 

 

【岩手県】 

 

●紙おむつが手に入りづらく、大変な思いをされています。最近は、流通もすこしずつ

安定し、以前よりは、少しは購入しやすくなって来たようです。       

   （岩手県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●自分たちの欲しいものが買える“お金”がありがたいと思います。 

 全国からの応援のおかげで支援物資は豊富ですが、衣服のマーク、食べ物（偏食ある

ため）、その子に合ったものとなれば、難しいところです。スーパーに行けば物はある

のですが、持ち金がないのが現状です。       

   （岩手県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能）         

 

【宮城県】 

 

●安心してすごせる場所   

      （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能）  
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●おかずになる缶づめ  ・お菓子  ・レトルト食品  ・マスク  

  （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●休息  

  （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●職場を無くした家族からは、今後の生活に対しての不安の声。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●家庭でのサービスが、なかなかうけるのが難しい状況であるとの声が聞かれます。ま

た、受給日数が限られた中で、学校もまだ休みの状況の中、親の方々へのストレスが解

消できないでいるようです。事業所としても、手をさしのべたくてもなかなか行き届か

ないジレンマがあります。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●学校の開始が遅れているので共働きの家庭は子どもを預かってくれる場を欲していま

す。 

    （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●ご家族は一人落ち着いて部屋の片付けをしたくても、身辺自立できていない子供の世

話をしながらなので、それがままならないこともあるようです。ホームヘルプ等で子供

の相手をしてくれる人でしょうか。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●当園は短期入所も実施しており、9 名定員へ毎日 12～17 名をデイ以外に受け入れてま

すが、子供たちと母親たちの負担が大きく（学校始まってないため）、受け入れてくれ

る場所（福祉サービス）と日数、そのためのスタッフが必要と思われます。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、無回答） 

 

【福島県】 

 

●私共の所は大丈夫です。他へ回してあげて下さい。 

      （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●原発に関して先が読めない不安が、特にお子さんを持つ家庭では大であると考えます。 

このような観点から、現在は直接的な療育というよりも保護者も含めたメンタルケアを

中心に業務を再開したところです。 

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●物品や人材等もとても必要ですが、発達障がいをもつ子どもさんの家族を理解し、受

け入れていただきたい。社会にとけこめない子ども達をかかえて、親御さん達は困って

います。避難所にはほとんどいませんでした。避難所には、いられなかったのだと思い

ます。 

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 
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●日中活動の場所  

     （福島県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●子どもたちが安心して生活できる環境       

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●必要最低限のものをもって避難して来られるているので、今後、生活していくにあた

り、順次出てくると思います。       

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●家族で過ごせる落ち着いた環境       

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●ガソリンの供給が悪く、登園できないという利用者が多くいましたが、ガソリンも以

前のように給油できるようになり、通常通りに登園できるようになっています。       

    （福島県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能）     

 

３．施設の被災状況（施設の様子、復旧の目途など）について  

 

【岩手県】 

 

●岩手県でも内陸部ですので、特に大きな被害はありません。ガソリン不足で 10日ほど

休業した程度 

（岩手県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●・停電・ボイラーの故障 →復旧・修理済 

 ・外壁のひび割れ・お部屋のクロスのやぶれ・外のテラスのコンクリートのひび割れ 

→このままの状態     

・テレビとビデオが棚から落下し壊れた  

  （岩手県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●基本的に施設に関しては大きな被害はありません。  

（岩手県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●おかげ様で、地震津波の影響は、施設及び児童、保護者ともありませんでした。 

（岩手県、児童デイサービスⅡ型、現時点では難しい） 

●壁に亀裂が入った程度で、業務には支障がありません。 

    （岩手県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●壁のひび割れ等はあるが、現在は通常営業をしている。  

 こちらは内陸のため、テレビで見るような状況ではない。     

     （岩手県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能）         

●ライフライン、震災後 1 週間復旧せず。 

 ガス給湯器故障。 現在は復旧しました。  
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 この地域は大丈夫です。岩手県沿岸部に支援をお願いします。     

     （岩手県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能）         

●地震当日は、停電になったが、物はおちることもなく、被害はほとんどありません。

２日停電し、断水もしましたが、２日で解消し、現在は、普通どおり生活しています。

（ガソリン不足で送迎を１週間休み使用をきたした）     

     （岩手県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能）         

●現在は被災の影響はありません。 

  ご心配いただきありがとうございました。     

     （岩手県、児童デイサービスⅡ型、無回答）         

●室内の物が落ち破損、障子が外れ倒れたり、断水、停電、ガソリン不足等の被害はあ

りましたが、子供達には怪我や建物等の破損はありませんでした。（水道管は破裂しま

した）   

  当事業所は内陸部で、沿岸の方に比べたら、たいした事はありません。     

     （岩手県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●施設は津波のため壊滅しました。  

 復旧の目途は立っていませんが、複合施設の１F で、２F～７Fまで市営 AP ですので、

復旧が決まれば動きは早いと思います。     

     （岩手県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能）       

 

【宮城県】 

 

●多賀城市にあり、津波による浸水で建物も破損。送迎車両二台も水没。同じ場所での

再開はできない程の壊滅状況である。  

   （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●震災前日も当日からも、とりあえず受け入れをしています。機械類などが大破です。 

（宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●施設内は大きな被害はありませんが、ガス復旧が未完です。 

   （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●3/22～ 一部再開（保護者送迎のみ）－水、電気復旧したので決めた 

3/28～ 一部送迎再開－何とかガソリン、灯油の確保のメドがたったので 

4/4～ 送迎再開（利用者は通常の半分）      

※太白区東中田は被害が少なく、建物も無事です。学校が再開されれば戻れるかと思

います（宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能）。 

●壁にヒビが入っている部分はあるが、危険をともなう程ではなく、影響はない。電気、

ガス、水道ともに、既に復旧済み。利用者様の利用も再開している。 

     （宮城県、児童デイサービス Ⅱ型、ほぼ可能） 
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●建物、人的に被害なし  3 月 28 日から事業再開  

 （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●利府にあり、施設に関しては被災なし。   

   （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●施設に関しては被災なし。         

（宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●大きな被災なし 

   （宮城県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●ブロック塀が傾いている。 ガスが未復旧。 

   （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●もともと古い建物を賃貸して利用しており、今回の震災で、基礎部分含む亀裂が多く

入り、修繕する必要に迫られています。今後大家と交渉していかなければなりませんが、

先行きは分かりません。 

   （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●二階建ての事業所（借家）がかわらぶきであり、震災時、散歩から帰ってきた利用者

（7 名）が玄関先で伏せていた際、かわらが全て落下してきました。付近に停めていた

スタッフ 3名の車にあたり、フロントガラス、傷多数。建物はいまだにガス、お湯使え

ず、ゆがんでいる状態にあたり、市内のクリニック内の病室 3 部屋を借りて 3/22 から

活動開始しました。復旧のメドは未定であり、当面はクリニックでお世話になります。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●当園の建物被害はまったくなく、津波被害もありません。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、無回答） 

●連絡ありがとうございました。西花苑たんぽぽホームは、おかげ様で建物も、職員、

子どもたちにも被害はありませんでした。今年度も活動がスタートしております。会員

の皆様によろしくお伝え下さい。 

    （宮城県、無回答、無回答） 

 

【福島県】 

 

●農家の一軒家で丈夫なのでしょうね、床はしずんで多少おりましたが、大丈夫です。  

       （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●当施設はお陰様で地震による建物への被害もなく、通園児全員の安否も確認でき、4月

11日より再開することとなりました。 

（福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●施設は震災直後から一週間ほどは水も出なかったので休園したが、現在は平常通り運

営している。   
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      （福島県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●いわき市では、ライフラインに関しましては水道の断水箇所が残り市内 2 割までと回

復し、ガス・電気の問題はありません。 

ガソリン等の燃料類は震災後 2週間までは厳しいものがあり、移動手段がなく市内が閑

散としていた時期がありましたが、現在は問題ありません。   

海岸部において津波の被害があり、人命、家屋に被害がありましたが、内陸部におきま

しては、屋根瓦の破損が見られます。   

生活に関する食料や生活品はスーパーが概ね通常営業を行っており、調達には不自由あ

りません。 

  （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●回りの民家のほとんどが、瓦が落ち、屋根が壊れて塀もくずれる、等々、使用できな

くなった公共の建物、学校の中で、お陰様で、被害がありませんでした。感謝です。 

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●施設の被害はないが、原発被害による入所施設利用者の避難所となっている為、デイ

事業所を休園している状況。 

    （福島県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●建物の損傷あり。3 月の末に業者に入ってもらい、壁等の修理が済んだため、4 月より

お預かりを始めています。かわらの修理はまだです。 

    （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●会津ですので、震災前と変わらず、サービス提供できています。こちらとしても、被

災された方の受け入れや支援を検討しているところです。 

    （福島県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●福島県内でも、会津はほとんど被害がなく、通常通り事業を行っております。 

      （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●当施設の建物等に大きな損傷はありませんでした。  

 ただ、福島県の場合は、原発事故による放射能の影響で、療育に大きな支障をきたして

います。子どもたちは外遊びができないだけでなく、外出する行事等も行えない状況で

す。また、放射能の水道水への影響など、様々な点に気を遣い、不安な日々を送ってい

ます。  

 そのため、放射能の影響を心配し、県外避難をしている子どもたちもいます。     

     （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●平成 23年 1月より開園したこともあり、建物の被害はありませんでした。利用者さん

方の被災状況についても、大きな変化がなかったので安心したしました。ただ、職員の

自宅が全壊したり、遠距離通勤の者もおりガソリンが手に入らず出勤が厳しい状況とな

り、やむなく３月いっぱい休園措置をとりました。現在は通常に戻っています。     

     （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         
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●建物の一部にヒビ・ゆがみ →ひどくないので、そのまま   

  棚からファイル等が落ちた。本棚がゆがむ →１Ｗで修繕できた     

     （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●震災後、休園しましたが、施設本体には損壊は殆ど見られなかったので、現在は通常

通り行っています。     

     （福島県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能）    

 

 

４．児童デイサービス事業の回復、施設の復旧に当たって必要とされているもの 

 

【岩手県】 

 

●電気が止まっているので暖房がつけられない。年齢層が３歳以下の子達なので、休み

となってしまう。 

    （岩手県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●職員で「おもちゃ図書館」をボランティアでやっています。おもちゃをもって移動し

て、障害のある子供もそうでない子供達も一緒に、おもちゃで笑顔になれればと。時間

のゆるす限り回ってあるきたいのですが、おもちゃが不足しています。       

    （岩手県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●幸い公立幼稚園の空き教室を借用できることになりました。物品は揃っているので、有

難く使用させていただく予定です。が昨晩（4/7 深夜）の地震でどうなることか…。       

    （岩手県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能）         

 

【宮城県】 

 

●当園では特になく、早く通常の受け入れ人数になってほしいです。 

 とりあえずは通常に戻るまで、応援スタッフが 2～3名程度ほしいです（当直できるス

タッフも）。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、無回答） 

●資金です。現在すでに事業は再開していますが、前述の建物修繕の今後を考えると、

やはり資金問題に行き着きます。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●予定されていた利用者のキャンセル（36名分）が発生しており、スタッフの給与と経

費が払えなく困っている。 

建物の修理は、大家さんとの交渉次第であるが、まだ未定。 
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パソコン、コピー機、故障してしまい、インターネット、コピー、FAX 使えない（国保

連等請求精算は一部不可能）。 

   （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●パソコン 3台です。全部壊れました。なかなか入手できません。  

（宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●昼食、おやつに出せる物の購入ができない。（お店があまり開店していない）  

 （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●4/１から活動再開しております。 

  （岩手県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●休業中の補償金 

    （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●物件をさがしている状況。送迎車両を含め、電器製品全てを調達しなければならない。

現在、県からも認められ、利府の「幸ちゃん家」で児童受け入れをしている状態。多賀

城市には１つしかなかったデイサービス事業所なのでニーズも多く、再建の声もあるの

で、是非、早くたちあげたいと考えている。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●水が 3/28 に出て、4月頃からガソリンも少しずつ回復しているので特に大きく困るこ

とはなくなりました。 

    （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

 

【福島県】 

 

●いわき市内には児童デイサービス事業所が７箇所あり、問題となっているのは原発の

放射性物質の件で、4 月６日より市内公立小中学校の新学期が始まりますが、いまだに

他県に避難している家庭が２割といったところでしょうか。原発が危機的状況で先が読

めないとの報道がありますが、現時点（4/6）におきまして政府や識者の言葉を借りれ

ば日常生活に問題はないのですが… 以上のように物質的、インフラ的には事業を継続

することに困難は感じませんが、原発に関して先が読めない不安があることは否めませ

ん。 

   （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●原発がおさまり、 

   安心して、くらせる自然♡ 

   安心して、子育てができる環境♡ 

   安心して、生きていける見通し♡  

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●おちついてから土台を見直しするつもりです。 
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       （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●スタッフが自主避難しており、スタッフが揃わないと再開が難しい。 

    （福島県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●お預かりは始めることができたので、今のところはありません。強いていえば、修繕

費でしょうね。 

    （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●現在は復旧しておりますので大丈夫です。       

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

●現在はすでに復旧できた。3/11 後３Ｗはガソリンがなかったので動けなかった       

   （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能）         

 

 

５．その他のご意見 

 

【岩手県】 

 

●この度の震災に際しましては多くの方よりお見舞をいただいております。 

 復旧作業にとりかかっております。 

 幸いにも当児童デイは被害がなく、平常通りにやっております。 

 皆さまの御健勝をお祈り致します。おはげましありがとうございます。 

    （岩手県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●早速のアンケート、ありがとうございます。私たちは、幸い大きな被害もなく事業を

続けられる状況です。同じ県内にいながら、沿岸部の施設の状況がわからず、何の応援

もできていません。今回の調査で、もし私たちにできる事がありましたら、ご連絡をい

ただければ、と思います。よろしくお願いします。 

    （岩手県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●あいち児童発達支援連絡会のみなさまのご好意に厚く感謝申し上げます。今後とも、

利用者とその御家族が地域で安心して暮らしていける活動を、精一杯展開して参ります。 

    （岩手県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●ご心配ありがとうございます。おかげさまで、当事業所は震災を免れ、4月 4日より事

業を進めております。ただ、利用者やスタッフの親戚、縁者の方に震災に合われた方

がおり、心を痛めております。当事業所は物品等支援を必要とする方はいませんので

報告いたします。本当にありがとうございました。 

        （岩手県、児童デイサービスⅠ 型、無回答） 

●当事業所は幸い内陸部にありますので、沿岸地方に比べると被災の程度は軽いです。2

～3日ライフラインがストップし、燃料不足や食糧不足で利用者には利用の自粛をお願
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いせざるを得ない状況となりましたが、今は通常開設に戻っています。もっと被害の

大きかったところを支援したいと思っています。  

       （岩手県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●早速のご厚志大変ありがとうございます。当事業所は、無事でしたので被害の大きか

った他の事業所へ、当事業所分も含めて支援していただければ幸いです。 

       （岩手県、児童デイサービスⅡ型、現時点では難しい） 

 

【宮城県】 

 

●障がいのある（特に発達）人々に対する対応がとっても遅れています。ボランティア

さんも、発達障害・自閉というと、なかなか来ていただけません。 

（宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●・実績払いなので、経営的な不安と安定雇用への不安がある。 

・今後の心のケアのために、専門家に入っていただくかサポートの体制がほしい。 

・余震への不安がある。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型 の両方、ほぼ可能） 

●新学期の予定も確定せず、各家庭、事業所共に混乱しています。 

 保護者・児童のストレスが軽減されるよう、活動を頑張っていきたいと思っています

が、「出来高払い」の事業では、運営が厳しく、スタッフの「ボランティア精神」だけ

に頼っています。 

    （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●全国の人達に支えられていることを実感しています。 

 また、今回の災害で悲しみが多い中ではありましたが、子ども達との絆、保護者の方々

との信頼関係、各学校との連携、地域とのつながりを改めて感じることができました。

子ども達の笑顔に救われながら、日々、職員ひとつになり前進していっているところで

す。ありがとうございます。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●貴重なご連絡をありがとうございます。おそらく来週には（11 日以降）お菓子などの

買物もしやすくなると思います。仙台市の中でも津波のなかった地域は少しずつ元に戻

っています。ありがとうございます。 

    （宮城県、児童デイサービスⅡ型、ほぼ可能） 

●災害時、障害のある子供の安否確認のため、あちこちと避難所を回ったが、電話不通

のため把握できず、FMラジオで呼びかけ、自宅にこもっている障害の子供達に緊急的な

保護として、クリニック院長の計らいにより活動を実施してきました。 

 今後も予想されるが、障害のある方のシステムをつくることが大切であること、行政

側も優先的に体制を整えてもらうこと早急に設置していきたい。 
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    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●色々とありがとうございます。現在、名古屋わっぱの会の方が来られ、コーディネー

トしていただき、1～2名の応援スタッフに来ていただいており助かっております。  

全国の皆様に本当に感謝しております。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、無回答） 

●もし、支援ということであれば、前述の子供が喜ぶおもちゃ類や小学生向けの絵本・

雑誌など、お願いしたいです。 

    （宮城県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

 

【福島県】 

 

●反対に、一軒家を提供しますので、大勢の中でパニックをおこしてしまいがちのご家

族様へ提供の是非を行政の方には提出しているのですが、障害児の日中一時の預かり

も開放しているのですが、いまだに連絡はございません。いっしょに共生出来ること

願っております。   

（福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●全国からの心温まるご支援ありがとうございます。水道の復旧も進み、店にも商品が

増えてきています。現在は、原発の問題もあり、いわき市の一部も自主避難エリアに

入っています。当施設もエリア内まで近い場所にあり、保護者の方の判断におまかせ

しての通園となります。こども達がいつも遊んでいた海や川、山、が一日も早く元に

戻ってほしいと思っています。 

        （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●原発問題が治まらず、宅配便なども福島と言うと受け付けてもらえないと聞きました。

これからも風評被害はふくらむ一方と思います。一人ひとりが正しい情報を発信し、

伝えていってほしいと思います。 

       （福島県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●児童デイサービス事業は、契約者の利用があって請求の実績が発生する制度ですので、

直接地震の被害は少なくても実績がない場合（これは原発の影響と考えますが）、職員

の生活並びに雇用を守るために、減収分の補償はどうなるのでしょうか？このことはま

だ先のこととは思いますが考え込むところです。 

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●原発より 60ｋｍの位置に施設があり、原発による被害や風評被害で建物も物質的にも

被害が大きい所に比べればとても恵まれていると思いますが、これからの原発による被

曝の恐怖はとても大きな問題です。見通しのない世界に困っています。子どもさん達を

お預かりする上で、外遊びもできない、水も危ない、食物も危ないという中で、どのよ

うにして療育すれば良いのか分かりません。発達障がいを持った子どもさん、おやごさ
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んのストレスは、生活を考える時に、何とかしなくてはと思うのですが、先が見えませ

ん。 

    （福島県、児童デイサービスⅠ型、ほぼ可能） 

●うちの場合は、おかげさまで、断水も 2 週間程度で回復し、送迎用のガソリンの供給

もできましたので営業再開しました。大丈夫です。他の事業所の方々に支援をお願いし

ます。 

放射線の問題さえ、解決に向けていただければ、利用者の方も戻られるでしょうし、新

しいお子さんも待機されているので、もう少し、待てば、震災前の活気に戻れると思い

ます。ありがとうございます。 

  （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

●原発の不安による風評被害が大きいです。また今後、野菜等の摂取制限がある為、食

事（給食）の提供に影響がでてくると思われます。 

   （福島県、児童デイサービスⅡ型、無回答） 

●ご心配いただきありがとうございます。地震から 2 週間ほどは、燃料不足で通園がで

きなかったお子さんもおりましたが、今ではそのようなこともなく、通常通りになりま

した。 

    （福島県、Ⅰ型・Ⅱ型の両方、ほぼ可能） 

 


