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2012 年 12 月 21 日

於：第 11 回埼玉県震災対策連絡協議会（さいたま商工会議所会館）
震災支援ネットワーク埼玉（SSN）／早稲田大学人間科学学術院 辻内琢也・増田和高
早稲田大学大学院人間科学研究科 南雲四季子・永友春華・粟野早貴
＜＜避難生活の大変な最中に、アンケートにご協力頂きました皆様には心から御礼申し上げます＞＞
■アンケート作成委員会参加者：猪股正(震災支援ネットワーク埼玉：SSN 代表)、北村浩、広瀬隆、岡本卓大、
永田信雄、高野昭博、大石みえこ、愛甲裕、町田由香、西川正、薄井篤子、和久井みちる、桑原匠、他
■アンケート作成解析チーム：早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科・医療人類学研究室／臨床心理ｱｾｽﾒ
ﾝﾄ学研究室／老年社会福祉学研究室

アンケートの設問「１２．自由記述・みなさまの声」における、問１「生活や仕事の問題」、問２「住宅の
問題」
、問４「法律の問題」の分析結果は、
『埼玉県震災避難アンケート調査集計結果報告書（第 4 報：ストレ
ス状態と自由記述の解析）
』にて報告済み。今回は問３以降の解析結果について報告する。
質的分析の方法として KJ 法を用いた。ひとり一人の記述を内容のまとまりごとに分類整理しカテゴリー化
する方法であり、1 名の自由記述から 2-3 件の内容が抽出される場合もある。図のかっこ内の数値は件数であ
る。四角の重なりは、カテゴリーの重なりを意味する。

［１］問３-A「国への要望」

批判

政治への批判（41）
速やかな対応を
望む（35）

東電への批判（4）

国政への不満（12）
住民の立場で考えてほしい（15）
もう国のことは諦めた（6）
国民を切捨てるな（4）
国会議員の人員・給料削減を（3）
どうにかしてほしい（3）
国も同罪だ（1）

高速道路の
無料化継続
（4）

要
望

自然エネルギー
に転換すべき
（2）

原発作業員の
安全確保
（1）

地方の
権限強化
（1）

避難民への
支援格差解消
（1）

子どもの
教育（2）

借り上げ住宅の
入居期限が心配
（1）

真実を伝えるべき（9）

生活費が
心配だ
（1）

情報
アクセス
（1）

仮の住民票を
発行してほしい
（1）

図３－A１
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自由解答欄の「行政への要望：国に対して」には、210 名の回答があった。ひとり一人の記述内容を分
類整理し質的分析を行ったところ、
『政治への批判』41 件、
『東電への批判』4 件、
『速やかな対応を望む』
35 件、
『真実を伝えるべきだ』9 件といった批判的な回答と、『自然エネルギーに転換すべき』2 件、
『避
難民への支援格差解消』1 件、
『地方の権限強化』1 件といった具体的な要望を述べている回答が存在し
ていることが明らかになった。
『政治への批判』の中には、
「国政への不満」12 件、
「住民の立場で考えて
ほしい」15 件、
「もう国のことは諦めた」6 件、
「国会議員の人員･給与削減を」3 件、
「国民を切捨てるな」
4 件といった厳しい意見が並んでいる。

福島に帰り
たい

福島には帰
れない、移
住したい
福島に帰りたい（19）

早く帰りたい（5）

避難区域に関して（5）
避難区域の見直しを（1）
避難区域の3分割は反対（4）

戻れるのか戻れないのか、
（14）
はっきりしてほしい（13）

原発のこと（18）
（10）
原発をなくしてほしい（9）
原発問題への対応の不満
（7）

故郷に中間貯蔵施設をつくる
のはやむない（1）

賠償・保障を望む（43）
個々の希望に合わせた対 速やかな賠償を（13）
長期的な保障を望む（6）
応を望む（3）
（5）
自立した生活が欲しい（2）
賠償される項目が少ない 東電ができない分は国が
（1）
補償せよ（1）
補償問題の結論を急いで
ほしい（1）

居住地の移転を希望（10）
国が土地を買い上げる
（4）
べき（2）
不動産の賠償を望む（3）

除染について（24）
除染して住めるようにしてほ
しい（3）

除染の有効性に疑問（2）

国の管理区域にすべきだ（7）
（6）
除染は無意味だ（14）
（13）

図３－A２
また、福島への帰還を希望しているかどうかによって回答が分かれる項目も存在した。
『福島に帰りた
い』の項目では、
「早く帰りたい」が 5 件に対し「帰れるのか帰れないのかはっきりしてほしい」が 14
件であった。これは、政府が帰還の可能性について明確な報告をできていないことに原因があると考え
られる。
『原発のこと』の項目では、
「原発をなくしてほしい」が 10 件、
「原発問題への対応の不満」7 件
といった意見のほか、
「故郷に中間貯蔵施設をつくるのはやむない」という意見が 1 件あった。『賠償・
保障を望む』の項目では「個々の希望に合わせた対応を望む」という意見が 3 件、
「賠償される項目が少
ない」1 件、迅速かつ長期的な賠償・保障を望む意見が合わせて 22 件、居住地の移転や住宅の賠償とい
った不動産関連の意見が合わせて 17 件であった。
『除染について』の項目では「国の管理区域にすべき
だ」
、
「除染は無意味だ」といった意見が合わせて 19 件、
「除染の有効性に疑問」という意見が 2 件、
「除
染して住めるようにしてほしい」という意見が 3 件であった。福島への帰還意志を明確に示している人
たちは高齢者が多く、帰還に対して消極的な人たちには 20～30 代女性を中心とした若年層が多いことが
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分かっている。なお、分類不可の記述は 10 件があった。
［２］問３-B「現在の自治体への要望」

ありがたい、感謝（43）

公共料金の免除
がありがたい（5）

行政の対応
が良い（5）

交流の場を
設けてもらって
ありがたい（3）

行政サー
ビスが手
厚い（1）

行政

行政の
対応が
冷たい（3）

新しい住宅や
周辺の環境が
良い（7）

地域
交流の場が
欲しい（11）

自治体によって
もっと動いてほ
サービスの差が
しい（10）
激しい（7）
公共料金の
支援を望む（4）

周囲の人々
に良くしても
らった（11）

人間関係の
問題（3）

居住環境に
不満・要望が
ある（8）

情報が
欲しい（7）

検診など
のサービ
スを受け
たい（1）

地域の問題
（2）

期待できない（1）
何もない、わからない（11）

図３－B
自由回答欄の「行政への要望：現在住んでいる自治体に対して」には 145 名の回答があった。ひとり
一人の記述内容を分類整理し質的分析を行ったところ、最も多かった回答は「ありがたい、感謝」の 41
件であった。避難者を受け入れてくれたこと、またフォーマル・インフォーマルを問わず様々な支援が
行われたことに対する感謝の意が綴られていた。
具体的な支援内容については、それぞれの項目において相反する意見が見られた。
公的な支援についての意見では、
「公共料金の免除がありがたい」5 件に対して「公共料金の支援を望
む」4 件。
「行政の対応が良い」5 件に対して、
「もっと動いてほしい」10 件と「行政の対応が冷たい」3
件。
「行政サービスが手厚い」1 件に対して、
「自治体によってサービスの差が激しい」7 件と「検診など
のサービスを受けたい」1 件が挙げられた。これらは自治体によって避難者に対する取り組みに差がある
ことや、取り組みが為されていても避難者にきちんと届いていないことなどが考えられる。
インフォーマルなサービスや居住環境についての意見では、
「交流の場を設けてもらってありがたい」
3 件に対して、
「交流の場が欲しい」11 件と「情報がほしい」7 件。「周囲の人々に良くしてもらった」4
件に対して、
「人間関係の問題」3 件。
「新しい住宅や周辺の環境が良い」8 件に対して、「居住環境に不
満・要望がある」7 件と「地域の問題」2 件が挙げられている。交流の場は自治体や NPO 法人等が積極
的に取り組んでいる地域もあるが、避難者への情報発信を進めて活動を周知してもらうことが求められ
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るだろう。居住環境に関する意見では、避難先で快適に過ごせている人もいるが、見知らぬ土地でのと
まどいや、仮の住居の設備に関する不満を抱える人々の存在も明らかになった。
また、
「期待できない」1 件や「何もない、わからない」11 件という意見もあった。これは避難先にお
いて、支援が行きとどいていない可能性が考えられる。避難者であることを隠して生活している人々も
いることから、そのような人々が支援に繋がりにくい実態があるのではないかと予想される。
［３］問３-C 「元の自治体への要望」

行政への感謝・
応援（21）
・行政への感謝（16）
・がんばってください（5）

行政支援の問
題（21）
発言力を持つべきだ
（7）
・国や東電に対してもっと
厳しく（3）
・地元と避難先の自治体
の連携を
しっかりしてほしい（1）
・国と避難区域の見直しに
ついて協議してほしい（1）

放射能・
除染問題（13）
・除染に対する疑問（7）
・中間貯蔵施設の設置は承
知できない（1）
・双葉町を放射性廃棄物の保
管場所に（1）
・放射能への不安（1）
・早く除染してほしい（1）
・除染サギが心配だ（1）
・行政の放射能問題への対
応への不満（1）

・情報不足（10）・避
難者同士の交流が
少ない（2）・避難先
でのサービスを求
める（3）・役場機能
移転の是非（3）・各
種税金の免除を望
む（1）・地元の人と
の交流を望む（2）

様々な格差
問題（13）
・福島県に残っ
ている人との格
差（10）
・県外避難者格
差への不満（3）

行政の姿勢の問題（22）
今後の方向性
を明らかにして
ほしい（14）

・行政への批判（17）
・スピーディーな行政を（5）

居住地の問題（9）
・代替居住地の確保を望む（6）
・住宅問題（3）

避難先の人間・
生活環境問題（5）

子どもを守る対策を（4）

・避難先の治安が悪い（1）
・避難先における人間関係（4）

図３－C
自由解答欄の「行政への要望：地元の自治体に対して」には、140 名の回答があった。ひとり一人の記
述内容を分類整理し質的分析を行ったところ、最も多かった回答は『行政の姿勢の問題』の 22 件であっ
た。内容は、支援の問題や今後の方針についての自治体の対応について批判的に述べているものが殆ど
である。また、国や東電に対して『発言力を持つべきだ』とする意見も 7 件あった。
次いで多かったのは、
『行政支援の問題』と『行政への感謝・応援』の、それぞれ 21 件である。
『行政
支援の問題』では、支援や放射線量についての「情報不足」10 件や、
「役場機能移転の是非」3 件「避難
先でのサービスを求める」1 件「各種税金の免除を求める」1 件といった行政事務・サービスについての
意見、
「避難者同士の交流が少ない」4 件「地元の人との交流を望む」2 件といった避難者間の繋がりを
求める意見が含まれている。
『行政への感謝・応援』では、自治体の苦労を察して「行政への感謝」を述
べている意見が 16 件、
「頑張ってください」とする意見が 5 件であった。
『今後の方向性を明らかにしてほしい』14 件では、将来のビジョンを明確に示していない自治体への
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不満や、賠償問題の行方を心配する意見が見られた。
『様々な格差問題』13 件では、
「福島に残っている人との格差」が 10 件、
「県外避難者間の格差への不
満」が 3 件であった。
『放射能・除染問題』13 件では、
「除染に対する疑問」が 7 件と多くみられたが、一方で「早く除染し
てほしい」という意見も 1 件ながらあった。中間貯蔵施設の建設についても賛成・反対ともに 1 件ずつ
意見があり、放射能問題に関する避難者の想いが多様であることが再認識される結果となった。
『避難先の人間・生活環境問題』では 5 件の回答があった。
「避難先における人間関係」4 件では、良く
してもらっていると感謝を述べる意見がある一方、挨拶しても無視される等の問題を指摘する意見もあ
った。また「避難先の治安が悪い」という意見も 1 件見られた。
『子どもを守る対策を』5 件では、子どもの心身の健康を守ってほしいという意見や、教育に関する意
見が述べられていた。
［４］問５「子どもの教育や子育てに関する問題」

医療の問題（2）

福島で子どもを
育てる気はない（2）
子どもへの放射能
の影響が心配（5）

健康問題（28）

障害を抱える子への
理解が足りない（3）

カウンセリングを
してほしい（2）

子どものメンタルが心配（2）
子どもの素行・態度の悪化（5）

子どもたちの
再会の場を
設けてほしい（1）

転校に関する悩み6）
「福島県民」差別（2）

国にもっと動い
てほしい（3）

福島に帰ったときの
人間関係の心配（1）

制度がよく分から
ない（1）

生活問題 人間関係の悩み（9）
子どもが新しい土地に
（24）
子どもの世話に
関する心配（1）

馴染めない（6）

進学に関する
悩み（3）

教育問題
（22）

学びの時期を逃して
いないか？（1）
困っていることはない
（5）
元気にやっています
（2）

子どもにやりたいことを
やらせてあげられない苦悩（1）
子どもを外で遊ばせたい（2）
教育費に不安がある（8）

図５
自由記述問 5 の「子どもの教育や子育てに関する悩み」には 66 名の回答があり、それらの記述を分析
した。その結果、
『人間関係の悩み』が中心にあり、そこから『健康問題』、
『教育問題』
、
『生活問題』が
派生していることが分かった。また、
『困っていることはない』が 5 件、
『元気にやっている』という意
見も 2 件見られた。
まず、『人間関係の悩み』に関して見ていく。最も多く見られたのが、「子どもが新しい土地に馴染め
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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ない」であり、6 件であった。突然の避難、度重なる転校により、新しい学校に子どもが馴染めていない
様子がアンケートには記述されている。クラス内に友だちができず、一時期不登校になってしまった子
どももいた。それに関連し、
「福島の人とは結婚できないとか」ということを耳にしたという、いわゆる
「“福島県民”差別」に悩んでいる人もいる。直接いじめにあっているという記述はないが、「あの子は
福島の子だ」と言われる恐れがあるのではと心配する声もある。これは、問 6 の『人間関係の悩み』で
も見られた記述であり、福島県民であるということだけで肩身が狭く、人目を気にしながら生きていく
のがつらく怖いという意見があった。また、初対面であるにもかかわらず、賠償金や生活費のことを聞
かれたり、露骨に悪口を言われたりするという記述もある。学校という空間は、子どもの学びの場であ
るが、親の目が届きにくい場でもある。子どもが差別やいじめを受けないよう、学校側、主に教師に対
しての期待は自然と大きくなる。教師たちになんらかの配慮をしてほしいと思う親も多いだろう。果た
して、福島から転校してきたことを隠すことが良いかどうかは筆者には分からない。しかし、隠すこと
で余計な心労を感じなくて済むのであれば、それは戦術のひとつとしては有効かもしれない。
では次に、
『健康問題』に関して見ていく。『健康問題』の中で最も多かったのが「子どもの態度・素
行の悪化」であり、5 件見受けられた。これは身体ではなく心の健康、という意味であり、口のききかた
など、話し方が悪くなったり、イライラすることが多くなったりしたというものである。これは、埼玉
という土地の問題ではなく、急激な環境の変化が原因であると考えられる。慣れ親しんだ土地からの突
然の避難、新しい土地での生活に慣れず、心の余裕がなくなっている子どもたちもいる。それに関連し、
「子どものメンタルが心配」という意見もある。子どもがなにを考えているのか、その悩みを吐き出せ
る場を求めている親もいる。環境の大きな変化によって精神的に不安定になりがちな子どもたちのカウ
ンセリングは急務とも言える。また、大人の影響を受けて子どものメンタルが不安定になるという記述
も見られた。一般的に、親自身の心身の不安定さが子どもの人格形成に影響すると考えられている（藤
井久子，宮本幸枝，1998）
。具体的な方針を決められない政府、いつまで避難生活を送るか、帰るべきか
帰らざるべきか悩んでいる大人の姿を見て、子どもまでも不安に陥るケースもある。さらに、身体的な
面であると、
「障害を抱える子への理解が足りない」という意見が 3 件あった。
そして『教育問題』に関してであるが、これは具体的には「進学に関する悩み」である。地元と避難
先での教育のやり方が違うといった教育方針の問題や、子どもが大学進学を希望したときにどこの塾に
行けば良いのかという問題が挙げられた。
この『教育問題』と先ほどの『健康問題』が重なっているのが「転校に関する悩み」である。転校さ
せたくないのに、避難の関係で子どもたちの学校が変わってしまい、困惑させてしまう苦悩の記述や、
引っ越すことで友人が少なくなるのではと危惧する記述が見られた。そのような子どもたちの悩みや不
安、寂しさを軽減するために、
「子どもたちの再会の場を設けてほしい」という意見があった。これに関
しては双葉町をはじめ、各自治体では、子どもたちの再会の場をなんどか設けている。双葉町は 8 月の
夏休みに 2 泊 3 日の『児童・生徒再開の集い』を猪苗代で開催した。町の予算と福島県およびユニセフ
の助成金を合わせての開催である。全国の双葉町の児童生徒の 65％（577 名）が集い、再開を喜び合っ
た。2012 年度も同様の集いが予定されている。
さらに、
『生活問題』に関してである。教育という子供の将来に大きく関わる問題であるために、国に
もっと動いてほしい、迅速な対応を求めるという意見が見られた。前例がないことは承知であるが、も
っと多くの改革を求める声も多い。福島県の子どもたちは全国的に散らばっているので、国がリーダー
シップを発揮し、各自治体に呼びかけを行うべきであろう。しかし現状は、国ではなく、各自治体が自
分たちの判断と裁量で行っていることが多い。指導力不足や決定力不足は早急に解決すべき問題である
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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とも言える。
この『生活問題』と前述した『健康問題』とが重なる問題として放射能問題がある。将来的に、子ども
への放射能の影響が出るのではないかと心配する記述が多く見られた。生まれ育った地で子どもを育て
たかったが、放射能の影響を考えると諦めざるを得ない現状がある。あくまでここは要望を聞く問いで
はなかったので、具体的に除染してほしいという記述は見られなかった。
『生活問題』と『教育問題』が重なる箇所に、
「教育費に不安がある」という記述が多く見られた。福
島から埼玉に避難したことで、収入を得る形態が大きく変わった家族も多い。正社員ではなくパートや
アルバイトをして生計を立てている家族も多い中、子供の養育費をどうするかということは深刻な問題
である。子どもが大学に行きたいと言ったとき、たとえ奨学金制度が充実しているとはいえ、入学金や
授業料を払えるかという不安はあとを絶たない。子どもたちに「普通」の教育を受けさせてあげたい、
我慢させているようでつらい、援助を受けている身であるために、周りの目を気にして習い事をさせて
あげられないなどという記述は多い。また、福島と埼玉のギャップに悩まされている姿も見受けられた。
埼玉では保育園の数が少ないために、子どもが待機児童となり、預けられないというケースもある。ま
た、入園しても、その保育料は福島よりも高く、埋められないギャップが存在して苦悩している。国か
らの援助もあるものの、その周知方法にも疑問が残り、すべての世帯がその援助を受けられていないの
が現状である。社会的なケアのひとつとして、教育費の助成は必要と言えるだろう。また、家族関係・
近隣関係が充実していた福島県に比べ、都心における育児・介護の負担は大きい。保育所や子ども園の
充実、ベビーシッターやホームヘルパーの確保が求められる。
［５］問６「人間関係の問題」

埼玉における問題（42）
その他（6）

感謝（1）
人間関係の希薄化（15）
・近所づきあいがない（8）
・友達がいない・できない（7）

困っている
ことはない（6）

福島における
問題（12）
コミュニティ断裂によ
る精神的苦痛（9）
コミュニティ断裂に対す
る賠償を（1）
避難者と福島に残った
人に溝ができた（1）

どう接してよ
いかわから
ない（9）

人間関係の悪化（5）
東電関連社員の家庭と
の人間関係の悪化（1）

家族関係の悪化
（4）

地域分断による人間関
係のこじれ（1）

・距離感がつか
めない（4）
・埼玉の人と会話
があわない（1）
・避難先の人が
冷たいと感じる
（4）

人間関係を築く
のがおっくう（3）
心理的ストレ
ス（2）

避難者という
負い目（5）
・ひと目が気にな
る（3）
・避難者だという
ことを隠している
（2）

陰口・悪口・
嫌がらせ（7）
・陰口・悪口を言
われる（5）
・隣人の嫌がらせ
（2）

住環境による
ストレス（1）

図６
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自由記述欄の「人間関係の問題について困っていること」に対しては、72名の回答があった。ひとり
ひとりの記述内容を分類整理し質的分析を行ったところ、家族構成員や東電関連社員の家族との生活全
般における『人間関係の悪化』5件に加え、『埼玉における問題』42件と『福島における問題』12件とい
った現居住地である埼玉県における人間関係と、避難前の居住地における人間関係の問題の問題が区別
されて析出された。
埼玉県における人間関係に関する問題として最も多かった意見は、「人間関係の希薄化」を訴える声
であり、近所付き合いが無くなったこと、友達ができないことが挙げられていた。そうした背景として、
人間関係を築くうえでの距離感がつかめない、会話が合わないといった避難先の住民と「どう接して良
いかわからない」という問題の存在が明らかとなった。加えて、避難者であるということを隠したい、
あるいは人目が気になるといった「避難者という負い目」によって、避難先住民との関係性が希薄化し
てしまっている実態も示された。実際に被災者は、「陰口・悪口・嫌がらせ」といったことも体験して
おり、そうした事実が「人間関係を築くのが億劫」という感情にも影響し、避難先での人間関係の希薄
化を助長しているものと考える。このように、避難を余儀なくされたことによって生じた生活文化の差
異や避難者としての負い目によって、人間関係構築に必要な避難先の地域社会との接点を奪われてしま
っている現状が明らかとなった。
一方で、福島県における人間関係の問題として最も多かった意見は「コミュニティ断裂による精神的
苦痛」であった。アンケート集計の結果からも、震災前は多くの人々が豊かな人間関係をもつコミュニ
ティを基盤に生活してきたことが示されている。そうした地域のつながりや関係性が、震災・避難をと
おして瞬く間に奪われてしまったことによって生じる精神的苦痛は想像に難くない。人々の生活はコミ
ュニティとともにあり、コミュニティの断裂はすなわち生活の崩壊にもつながりかねない。そのため、
「コミュニティ断裂に対する賠償を」求める声も挙げられている。また、「避難者と福島に残った人に
溝ができた」という記述や、「地域分断による人間関係のこじれ」といった記述から、福島における従
来の人間関係がこじれてしまうことによってストレスなどが生じている実態も見て取れる。
これらの結果から、福島における人間関係、避難先である埼玉における人間関係双方において、被災
者は精神的負担を感じていることが明らかとなった。また、人との関係性の断裂・希薄化が引き起こさ
れたことによって社会的に孤立してしまう被災者が出てくる可能性もあり、人間関係に関する実態把握
と人をつなぐ支援のあり方を検討していく必要がある。
［６］問７「避難生活において良かったこと」
自由記述欄「避難生活において良かったと思える点があれば、お書きください」の 146 件の回答結果
からは、依然として先の見えない避難生活の中でも、様々な場面で多くの回答者の方々が感謝の気持ち
を抱いているという状況がみえてきた。
「埼玉に来てよかった」24 件という回答の中には、放射能の心配が少ないこと、埼玉の交通・買い物
の便利さや雪の少なさ、富士山やスカイツリーが見えることや関東圏内の行きたい場所に家族で手軽に
行けること、温暖な気候で過ごしやすいことなどのように埼玉の地域特性について述べられたものがあ
った。そして、車椅子生活に適した住宅環境の快適さ、避難所や親戚の家を転々とした生活からようや
く落ち着いた家に住めたことなどからは長期的な避難生活における切実な思いが感じられる。これらが
感謝の思いの基底としてあると考えられる。

Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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人々の優しさ・温かさに感謝（7）

良いことはないが、
生きているだけ
よかった（1）

行政・医療サービス（17）

地域の人々（44）

家庭（28）

行政の対応に感謝
（13）

福島の地元の人々と
の関係が濃くなった
（10）

家族・親戚のありが
たさ（12）

医療・介護の支援
が充実している（4）

近隣の人々への感謝
（15）
支援者への感謝（9）

いいことはない
すべてが嫌だ（1）
あるわけがない（3）
生活が苦しい（1）
避難生活のストレス
（1）
よいことはない（4）
なし（11）

避難生活を通じて新たな
発見があった（4）

新しいコミュニティや
イベントに参加できた
（10）

学力が高い地域で
勉強させられる（１）
子どもが新しい環境
に馴染めている（2）
子どもをのびのび
遊ばせられる（9）
別々に暮らしていた
家族が一緒に住め
た（4）

埼玉に来てよかった（24）
気候がいい（3）
関東ならではの楽しみがある（5）
生活するのになにかと便利だ（5）
住宅設備がよい（2）
落ち着くところができてよかった（1）
放射能の心配が少ない（9）

仕事が見つかってよ
かった（1）

次に、
「行政・医療サービス」「地域の人々」「家族」というより具体的な領域に対する思いがあった。
「行政・医療サービス」17 件の領域では、借り上げ制度や生活用品・水道料金の支援といった物理・金
銭面に対する感謝だけではなく、趣味や交流の場の支援や日常的な心遣いといった福祉・心理面への感
謝があった。また医療サービスの面では、十分な医療や介護を受けられていること、良い生活環境や家
族が共に過ごせる状況などから以前より心の状態や病状が良くなってきたことがみられる。
「地域の人々」44 件の領域では、親切な気遣い・理解により感じられた近隣の人々への感謝、新しい人
間関係ができたことや様々なイベントに参加できること、物資面の支援による感謝、痛みを共有できる
人々や支援者の人々との出会いがあったことによる感謝などがあった。また、福島の人々との繋がりが
より一層強くなったことも述べられている。
「家族」28 件の領域では、近くにいる家族・親戚へのありがたさの気持ち、別々に暮らしていた家族の
近くに住めるようになったこと、家族の仕事が見つかったことなどがある。子どもに関しては、放射能
を気にせずに子どもをのびのびと遊ばせられる、新しい学校に適応してきている、学力が高い地域で勉
強させられるといったことがみられる。
「避難生活を通じて新たな発見があった」4 件と述べられている回答もあった。避難生活に置かれた自
己を見つめ直すことが、新たな一歩を踏み出す気持ちに繋がったことを表しているとも考えられる。
このように様々な領域において感じられた思いや、様々なことを経験する中で生じた新たな発見など
が、避難生活で関わった「人々の優しさや温かさへの感謝」7 件という大きな思いへと繋がっているので
はないかと考えられる。一方で、
「いいことはない」21 件、
「良いことはないが生きているだけよかった」
1 件という回答もみられ、今後もどのように支援があるべきかを考え続ける必要性を強調している。
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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［７］問８「その他、ご自由にお書きください」

住居・土地の問題（13）
感謝（7）

国・東電への批判
（11）
国への批判（3）
東電への批判（7）
変えれるか否かの結論を急
いでほしい（1）

原発・放射能の問題
（12）
放射線の心配（5）
原発事故さえなければ（4）
原発反対（2）
デモに参加したいが情報が
ない（1）

補償・賠償の問題
（15）
賠償の問題（12）
弁護士への不満（2）
補償についての決め事をしっか
りしてほしい（1）

安住の地が欲しい（7）
土地を国に買い取ってほしい（2）
早く故郷に帰りたい（4）

生活費と仕事の問題
（7）
生活費が心配（3）
生活が不便になった（2）
働く場所がない（1）
お金の話はしたくない（1）

心身の苦しみ（30）
精神的につらい（16）
体調が悪化した（6）
負い目がある（4）
風化させないで（3）
私たちが何をしたと
いうのか（1）

家族・近隣関係の問題
（14）
近所付き合いがない（8）
家族関係の悪化（2）
家族バラバラ（2）
ペットと暮らしたい（1）
嫌がらせ（1）

図８
自由記述問 8 の「その他、ご自由にお書き下さい」には 100 名の回答があった。問８は、他の回答に
比べて比較的文字数が多く、問１「生活や仕事の問題」、問２「住宅の問題」、問３「行政への要望」
、問
４「法律に関する悩み」
、問５「子供の教育や子育てに関する悩み」、問６「人間関係について困ってい
ること」
、問７「現在の避難生活において良かったと思える点」には書ききれなかった回答が数多く寄せ
られた。
記述内容の中で最も多かったのは『心身の苦しみ』30 件であった。その内訳は、
「精神的につらい」16
件、
「体調が悪化した」6 件、
「負い目がある」4 件、「風化させないで」3 件、「私たちが何をしたという
のか」1 件であり、書かれているキーワードを抜き出すと
「悩み、苦しみ、つらさ、苛立ち、怒り、悲しみ、焦り、

多重に重なる社会的要因が
精神的苦痛に影響（辻内,2012）

疲労、不安、負い目、不眠、悪夢」などであり、様々な苦
しみの感情が認められた。
その他には、
『家族・近隣関係の問題』14 件、
『生活費と
仕事の問題』7 件、
『住居・土地の問題』13 件、『補償・賠
償の問題』15 件、
『国・東電への批判』11 件、
『原発・放射
能の問題』12 件といった問題があげられ、これらのさまざ
まな社会的状況が『心身の苦しみ』の元になっているもの

仕事の喪失

放射線被曝
への心配

生活費の心配

精神的苦痛
（IES-R, SRS-18）

相談者が
いない

貯蓄が無い

近隣関係の
希薄化
2

図９

と考えられた。この結果は、第４報で報告したように「仕
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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事の喪失、生活費に心配がある、貯蓄が無い、近隣関係の希薄化、相談者がいない、放射線被曝の心配」
といった多重に重なる社会的要因が、心的外傷後ストレス症状（IES-R）と心理的ストレス反応（SRS-18）
の得点に統計学的に有意に影響を与えていた結果と符合する。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
わが国では、2006 年に自殺対策基本法が
成立し、
「自殺は、倒産・失業・多重債務等

自殺危機の進行度

数値は“危機複合度”：
その要因が含有している
危機要因の数

の経済・生活問題のほか、病気の悩み等の健
康問題、介護・看病疲れ等の家庭問題など、
様座万な悩みによる心理的に追い込まれた
末の死である」と認識されるようになった。
、
また、NPO 法人「自殺予防支援センター・
ライフリンク」の調査によれば、
「失業・多

４つの危機要因が連鎖
した末に、人は自殺に
追い込まれている

重債務・事業不振・解雇・職場環境の変化」

52

などの社会的な問題が契機で、「家族の不
和・生活苦」といった個人の生活や内面的な

図１０

心の問題にまで連鎖し、最終的に「うつ病」
になって自殺を来すというメカニズムが明らかにされている。
2012 年 5 月 11 日に、復興庁は、避難生活で体調を崩して亡くなったり自殺したりした人々を「震災関
連死」として認定し、1 都 9 県で計 1632 人にのぼると発表した。また、2012 年 6 月の 1 ヶ月だけでも、
東日本大震災が直接の原因となった自殺者が 16 人（宮城 8、岩手 3、福島 2、茨城 1、埼玉 1、東京 1）
と報道されており、このうち 8 割が 50 歳以上であり、生活環境の激変が年長者に深刻な影響を与えてい
ることが示されている。阪神淡路大震災では、震災約 3 年後から仮設住宅・復興住宅における「孤独死」
が増加している。
本アンケート調査から、統計学的な量的データからも、自由記述という質的データからも、原発避難
者の身の上には異常な社会的問題が多重に積み重なっており、それが極めて高い心身の苦悩の原因とな
っていることが明らかになった。
「自殺対策・孤独死対策」といった観点から考えて、避難者の高いスト
レス状態に対処する「心のケア」が必要であるのは当然のことであるが、その根本にある「家族・近隣
関係の問題、生活費と仕事の問題、住居・土地の問題、補償・賠償の問題、国・東電の対応の問題、原
発・放射能の問題」といった社会的問題に対する対応が不可欠なのである。
地方自治体・士業団体・民間団体が連携する「震災対策連絡協議会」という埼玉県における取り組み
は、全国的にもめずらしい極めて貴重な活動である。医療の問題、心の問題、生活の問題、教育の問題、
仕事の問題、住居の問題、賠償の問題、近隣関係の問題といった複合的な問題の解決には、
“医療・心理・
福祉・教育・生活・雇用・法律”の分野で、
“民間と行政”が手を取り合い、解決策を協働で考案し実践
していく以外に方法はない。
いかに生活・経済を安定させるか？、いかに医療・福祉サービスを届けるか？、いかに安定した住居
を長期にわたって確保するか？、いかに安全な教育を確保するか？、いかに雇用を創出するか？、いか
に地域とのつながりを構築するか？、それぞれの専門性を活かした連携が求められる。
地域における人間と人間のつながり作りと共助の関係作りの具体的方策を構築していくことは、今回
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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の東日本大震災による被災者支援のためだけでなく、今後首都圏に発生すると予測されている大規模地
震に備えるための防災の仕組みづくりという観点からも重要であり、そこに「震災対策連絡協議会」を
継続させる意義があると考えられるのである。
〔文献〕
1)

辻内琢也：原発事故避難者の深い精神的苦痛―緊急に求められる社会的ケア．岩波『世界』10(835)，p51-60，
2012

2)

辻内琢也，山口摩弥，増田和高，永友春華，山下奏，南雲四季子，粟野早貴，伊藤康文，鈴木勝己，加瀬
裕子，熊野宏昭，猪股正：原発事故避難者の心理・社会的健康―埼玉県における調査から．Depression Frontier
10(2)：p21-31，2012

3)

辻内琢也，増田和高，永友春華，千田瑛子，山下奏，山口摩弥，南雲四季子，粟野早貴，伊藤康文，中上
綾子，鈴木勝己，佐藤純俊，井戸川克隆：原発避難者への長期的支援を考える―福島県双葉町教育委員会
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[自由回答・みなさまの声] 分類済

全回答例集＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

[問 1] 仕事生活の問題：120 名
〔先が見えない〕
【先が見えないから定職に就けない：8 件】
339 上尾市
今後、自宅がどうなって行くのかがちっとも見えず、仕事をして行かなくてはいけないのは分っているのですが、
不安定な状況の中で、本当にここで良いのかと思うとなかなか踏みきれない。ある程度、先を見せてもらえない
と動きようがありません。
177 入間市
先の見通しがつかないとちゃんとした職にもつけない。
36 春日部市
居住地が安住しない限り、本腰を入れて就活できないような気がする。(子の就職)
247 春日部市
就職しているが、いつ戻るとかを考えると会社にせっかく雇ってもらって申し訳ないと思う。
276 加須市
親は年金生活だけど二男は休職中。いつまで休まなくてはいけないのか。
311 加須市
まだ住む場所がはっきりときまらないので、働く場所がきめられないです。
214 深谷市
子供達の事で、失業保険、就労の保証があるので、仕事をするとゼロになるのでなかなか前にすすめずにいます
（長男）。二男は再就職して一ヶ月後に避難する事になり４月～すぐアルバイトをはじめたので長男と逆で、失
業保険もなく、就労の方もなく、１２月までなれない解体業していて、大変でした。１２月でやめたので、その
後働いていません。
188 ふじみ野市
事業経営していたが再開のめどがたたない。いずれ廃業したいと思っているが、手続きやら何やらめんどうです。
申告も出来ないでいる。
【ふるさとを返して！：3 件】
325 朝霞市
土地を身一つで追っ払われた事を国は何と考えているのか。私が死ねばいいと思っているのか。
423 加須市
もとの生活出来る、土地、家、お客様も帰してほしい。
440 東松山市
若い方は仕事をなくしてしまった方が多い。今になって「カリのマチ」等と云っているが、農、漁業もでき、山
の幸も多く自然の豊かな地域で、原発がなくてもこの時代、生きて行くことができた地域だと認識してもらいた
い。国の誤りを認めてほしい。
【福島に帰りたい：3 件】
291 加須市
７５年も居た所なので、なるべく昔の町に近い所に生活したいと思います。
139 越谷市
避難生活中越谷市でヘルパーの資格を修得しました。慣れない土地での生活は大変です（土地勘も判らない）。
震災前の生活はほとんどの人が顔見知りでしたので仕事の面でも大変楽しかったです。
452 草加市
１日でも早く、少し位放射能があっても生活の建直しをする為、帰宅出来る事。
【先行き不透明：6 件】
101 上尾市
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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今は普通に生活しているが、これからどうなるか…。
46 上尾市
老後(退職してから）家の土地(畑)を利用してと計画があったが、何をしても、これから先何年風評被害が続く
のかと思うと何をして良いのかわからない。
320 加須市
避難生活なので、落ち着かないので、将来が不安である。
404 川越市
・先行きが不透明
341 幸手市
こっちでどうやっていけばいいのかがわからない。
8 新座市
避難生活をいつまで続けるのか。自宅にいつ帰れるのか
【福島に帰りたいが問題が多い：2 件】
269 久喜市
今後介護等が必要になってくるであろう親と別居になっている。富岡に戻っても仕事がないのでは？
371 さいたま市
・何年か後に福島県の地元に戻りたいが、事故前のように生活ができるかどうか心配である。
（生活環境面で）
【帰るか帰らざるべきか：4 件】
116 朝霞市
子供達は将来的に地元を離れて生活するものと考えていたので、高校生の娘は良いとしても（卒業したので）、
中学生の娘に関しては地元で生活させる事には不安ばかり。それでも８３才の母一人を地元に置いたままには出
来ず、家、農地等の管理を考えれば地元に帰るしかない。仕事は残念ながら地元では希望通りになるとは思えず、
将来がみえない。でも帰るしかないだろう。
152 入間市
家族大人４人で働き、家のローンなどの返済としていたのに、家族がバラバラになり生活に不安。家があるので
仕事を埼玉に求めるか、地元に帰るか？
309 上尾市
埼玉で仕事を始めて、福島（浪江）へ帰れることになった時の判断は難しいと思う。
21 新座市
今の仕事をいつまで続けるか、戻る時期までいると戻った時の年齢を考えると今すぐにでも戻った方がいいのか。
【安心して住める場所がない：4 件】
372 加須市
両親が病気のため通院しており避難所から離れさせたいが、世帯主の勤務地の関係でやむなく避難所生活をして
いる。
220 川口市
震災前までは農業に従事して居りました。面積にあっては農地の賃借により約 10ha の面積を作付けして居りま
した。長安は勤めるより私が水田の管理、草刈りを終日頑張って居りましたが、原発事故により仕事は奪われ現
在避難地にあって何にすることもなく、体力の不安が心配の日々です。現在は市営住宅で車椅子生活にあっても
何不自由なく生活していますが、何時までも世話になって居る事には出来ないと思って、福島方面に●では居り
ますが、車椅子での生活の出来る住宅がなく悩んでおる。
55 越谷市
腰を据えて仕事ができ、安住できる住居がほしい。
53 さいたま市
父親は福島に単身戻って仕事、母と子はさいたま市に２重生活で食・光・費用も倍となるが賠償にはならない。
今後、借り上げも終了したら、帰りたくなくても戻る環境となる。それを国も自治体も望んでいるのだろうか？
子供がせめて高校出るまでは避難させたい。住宅借り上げ期限が事故は終了してないのだし、期限を延ばしても
らいたい。
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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〔心身の苦しみ〕
【心に穴が開いた、無念、心が折れそう：6 件】
398 上尾市
やっと定年になって、自分の家でのんびり出来ると思ってたのに県外にきて、どこもわからない。心にあながあ
いた。
215 川口市
気の持ち様だとは思いますが、生活と仕事と、考える心がおれそうになりかけますが、何とかやって行こうと思
います。
230 春日部市
老後に余生を楽しむために何十年の苦労が何だったのかを思うとほんとうに今迄の苦労は何だったのか？人災
でもあるのに何だかんだと云わずに若者は生活を支えていたのに失業のため無念。
60 さいたま市
芯、心がない。凡て失って・・・・
231 さいたま市
突然、生活や地域のつながりを失うという事は、それまでの生活を否定された様な気がします。本人でなくては
わかりませんよ！
175 さいたま市
震災以前は近い将来店（飲食関係）を開くつもりで資格を取り、経験を積んできましたが、こちらに避難してき
てどうやってそれを実現させることが出来るのかわからず途方に暮れてます。
【体調問題：2 件】
360 入間市
夫、休業中ほとんどやるきがなく、住んでいるところより外出せず、食べて寝るだけ、肥満になりつつあり、心
配。
264 加須市
足腰がだいぶ弱っているため、難しい気がします。
【現実を受け入れられない：1 件】
197 鴻巣市
現実を受け入れなければならない事は十分承知しているが、それが出来ずに悩んでいる。短時間でもいいから、
まずは仕事をして、まっとうな社会生活を早く送りたいと思っている。
【無気力：3 件】
466 川口市
仕事をしているが

やる気が出ない

たと思ってしまい

今の現実がとてもつらく感じてしまう

はり合いがない

つまらない

福島と比べてしまってあのことは良かっ

96 川口市
毎日ひまで何もする事がなく、これから福島に帰る時が来たとき、動けるのか不安です。
438 川越市
全てを失って、無気力な状態。
【精神的健康の問題：2 件】
167 戸田市
安定剤の量が増え続けている。１日５～６粒。息子は戻りたいと思っている。戻れないと思うと答えている内、
ケンカになる。答えがないから。何も悪いことしてないのに。
389 戸田市
一番心配なのは主人の病気のことです。5 月からこの社宅に住み主人も新しい職場になり避難による生活環境の
変化で、持病（統合失調症）が悪化し半年間休職し現在もリハビリ勤務の状態です。職場と病院からのすすめで
障害者手帳を申請し交付されました。この避難生活で義父母との同居生活になってしまったのもひとつの要因と
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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思います。職場環境はみなさんに理解していただいてとても良いようですが、通勤が電車を 2 回乗り換えるので、
とても疲れるようです。
【現実を受け入れられない：1 件】
197 鴻巣市
現実を受け入れなければならない事は十分承知しているが、それが出来ずに悩んでいる。短時間でもいいから、
まずは仕事をして、まっとうな社会生活を早く送りたいと思っている。
〔家族〕
【家庭の事情で働けない：2 件】
170 久喜市
仕事がしたいが家庭状況、環境が悪いため、仕事を選ばなければできるのに難しい。
465 加須市
仕事をできればしたいと考えているが、子供たちの送り迎えや年寄りの見守りなどで、無理をすれば働けるが、
体をこわしてまでがんばりたくないので、今は家事をして過ごしている。でも何か、収入につながることをした
い。
【家族離れ離れ：6 件】
207 上尾市
近々、主人の仕事の関係で福島県に戻るのですが、私は義母が入院中の為、残ることになり、別々に暮らすこと
になり、とても不安です。
353 川口市
震災前は自宅から会社に通って家族のいる自宅に戻る生活が今は休みの日に家族のいるところに帰ってまた日
曜日の夜に仕事をする近くまで行ってと家族と一緒にいる時間が少ない。震災後、出張が多く落ち着かない。
471 川越市
二重生活（地元勤務と老人介護の為、30 年以上勤めた地元会社を退職した。今後の生活を思うと暗澹となる。
震災前と違って近くに親類、友人が居なくてトウジンは大変心細く、寂しい思いをしている。
1 越谷
家族とはいっしょに住むことが出来ない状態になり生活は 1 人暮らしです。
83 比企
早く昔の様に家族といっしょに暮したい。早く死んだほうが良い様に思うようになった。
379 羽生市
仕事につくにも年齢でひっかかり、選択のはばがせまい。子供の就学時間など家族の問題があるのでなかなか仕
事につけない。
【家族関係の悪化：3 件】
240 加須市
双葉に居た時は、家族がなかよく暮らしていたのに今はぜんぜん仲がわるくなりました？
38 川越市
娘や孫と永く別に暮らして居た為話題が違う。生活習慣が違う為とても疲れる。
405 さいたま市
仕事がある事に感謝はしております。ただ就業地が離れており、子供達より朝は早く家を出発し、帰りはいつも
19：00 位になります。以前は家も会社から近く、まわりに協力してくれる人もいたのですが、現状は子供達に
負担が掛かっている。
【頼れる人がいない：3 件】
297 川越市
知人・友人がいないので毎日が不安、つまらない。
380 戸田市
今の所は生活で困ったことはあまりないです。仕事を始めたが、子供が熱を出した時などは頼れる人が回りにい
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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ないので辛い。
162 新座市
夫の勤務先は茨城県に工場を建設。定年まで戻れないでしょう。転勤のある職場ではなかったのに…。
〔仕事〕
【収入の保証を求める：1 件】
252 加須市
自営業だったのでこれから先の収入に関する補償問題がどのようになるのか。
【仕事がない：8 件】
108 上尾市
働ける処がない。
191 入間市
仕事もなくなりとても不安だが、会津ではなく自分達には埼玉に住んでいるので毎日テレビから情報を得る事と
して毎日の生活をおくっている。
41 入間
仕事は、したいのですが、なかなかないです。
186 行田市
年金生活なので仕事がない。
221 久喜市
仕事に戻れない。
37 鴻巣市
土地勘がないので仕事を見つけづらい。
209 幸手市
・仕事がない。
459 幸手市
埼玉県民として避難生活、大変お世話になって居ります。しかしいずれは、福島県内に戻ることになりますので、
私自身は後期高齢者で身体も弱ってますので、生活の方は何とかなりますが、仕事の件は、私の後継者の夫婦で
いろいろ検討してます。ただ、こちらにお世話になってる間の仕事は、なかなか厳しいようです。
【仕事はあるが今後どうなるか：6 件】
100 上尾市
父の会社が福島にもどる為、また仕事を探さなきゃならない。母の仕事も安定していない。
10 鴻巣市
とりあえず、生活は安定しているが、今後主人の会社がどうなるかわからない為、生活設計しにくく、将来不安
がある。
256 加須市
今後の先行きが不透明で、公務員といえどもいつ解雇されるかわからない。
435 北葛飾郡
事業の見通しが立たない。
267 久喜市
自分なりに前向きに生活していこうと努力しているが、世間の目は厳しい！と感じる。パートに出ていますが、
いつまでここに居るのか自分自身もわからないので、信頼されているのか不安になる。
179 和光市
現在、続いている事故の状況により生活も仕事も対応ができない。
【仕事を見つけたい：7 件】
115 入間市
自己で夫は単身赴任で働いていましたが苦痛で、１月いっぱいで辞めて、今、就活中で、みつかるか不安です。
176 桶川市
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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今後福島県には戻らずに、こちらで生活をする事を考えているが、子供の仕事を正規職員として働けるようにし
て欲しい。
394 加須市
正社員の仕事がほしい。
316 加須市
仕事を見つけて生活がしたい。
138 川越市
早く前のように働きたい。店をはじめる場所が決められないでいる。
71 鴻巣市
夢（やりがい）をもてる仕事がしたい。
347 南埼玉郡
早く正社員のとこ見つけて頑張りたいです。
【仕事を見つけるための支援を：4 件】
166 桶川市
就職セミナーや合同面接会などを被災者オンリーのを数多くやって欲しい。
35 越谷市
私は年老いて行くが、若者達が良い仕事について安心して生活が出来る様にしてやりたい。
87 新座市
職業訓練の要件が昨年の 10 月から変更になって該当しません。10 月以前だと良か ったのにと思います。どう
してこんなにも要件が変わるのでしょうか？
345 和光市
まだまだ続けられる仕事だったのに、再開のメドがたたずかいこされた。保障してもらいたい。
【パワハラを受けている：1 件】
64 越谷市
仕事・・・パワハラにあっていて辞めたいが、生活のため辞められない。
【以前の仕事への未練：1 件】
79 大里郡
生活状況や家庭環境がまったく変わってしまい、以前のように働らけない。仕事を選べる状況でないことはわか
っているが、好きで作り上げた以前の仕事と信頼はそう簡単にそう簡単にすてきれない。
【年齢的に再就職が困難：4 件】
436 加須市
長年勤めた仕事も解雇になり、この年での再就職が難しい。子供の迎えも母がやっていたが、私が無職になり、
又、母も車の運転ができなくなったので、私が子供の色々をやっているが、母の役割が何もなくなり、畑仕事も
なく、家にいるだけの生活になった。
134 川口市
６５才男です。仕事がない生活がくすしいです。
357 川口市
これからパートの仕事を探すつもりですが、自分の資格をいかした職を考えると年齢的に難しいので困っている。
142 川越市
ハローワークに通っているものの、どれも結果的に年齢（５５才）で決まらず、特に資格を持たない者にはみつ
からず、自信を失いかけてます。まず、安心して住める住居が決まらなければ（拠点）が決まらなければ、職探
しにも集中できず、何でも良いからともなれず決めかねています。出費は止まらず、生きていく事が本当に大変
だと実感しております。
379 羽生市
仕事につくにも年齢でひっかかり、選択のはばがせまい。子供の就学時間など家族の問題があるのでなかなか仕
事につけない。
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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【仕事を辞めざるを得なかった：2 件】
445 鴻巣市
子供達のため、公務員をやめざるをえなかった。ライフプランが大きく変化してしまった。今後、どこまで（い
つまで）補償してもらえるのか？不安。
74 さいたま市
娘が 2 月で退職せざるを得なかった。会社に客が来なくなり、今日半日で帰宅。明日は休めと出社日数が減り、
給料が減って生活できなくなった。
【東電関連企業で働く苦悩：1 件】
143 加須市
避難し、東電に補償請求している身で東電の下請けとして働いている。仕事をしていると辛く、仕事の内容や社
名も大ぴらには言えなくなった。
〔賠償〕
【賠償問題について：2 件】
437 川越市
・東京電力の損害賠償がいつまで賠償されるのか不安。
53 さいたま市
父親は福島に単身戻って仕事、母と子はさいたま市に２重生活で食・光・費用も倍となるが賠償にはならない。
今後、借り上げも終了したら、帰りたくなくても戻る環境となる。それを国も自治体も望んでいるのだろうか？
子供がせめて高校出るまでは避難させたい。住宅借り上げ期限が事故は終了してないのだし、期限を延ばしても
らいたい。
〔生活費〕
【就労に関する賠償を適正化：1 件】
180 坂戸市
就労の賠償は甘すぎだとお思い、正直腹立たしいです。体調が悪かったり、本当に理由があって仕事できないな
らわかります。しかし仕事を探そうともせず遊んで暮らしている人がたくさんいるんです。今までの給料よりも
上乗せで、働かなくても毎月お金が入ってきたら誰だって変わってしまいますよ。一年もたっているなら普通の
大人なら仕事だって見つかると思います。震災直後から一生懸命働いている人の方がかわいそうで本当に残念で
す。どこかで差をうめられる保障があればいいのですが。
【生活費が心配：10 件】
118 上尾市
収入が無い。生活費の工面。
75 川口市
ローンは払い終えた家でのこれから自分達の老後のお金も準備しなければならないのに貯金をくずさなければ
ならないと思うだけでくやしさと喪失感絶望感がいっぱいです。
464 川越市
県内と県外では、物件の広さや家賃など差がありすぎ。
44 川越市
再就職にしても、職がない為、パート等の仕事で、収入が少なく、貯金を切りくずし生活をしている。
445 鴻巣市
給料は半分になったが、物価の高い都会暮らし、夫の新幹線通勤で６万／月の自己負担がいつまでできるか、経
済的な心配がある。
209 幸手市
・地元では、外出（買い物）等病院が遠くなり、交通費がいままでよりかさむ。
296 秩父市
福島の住宅のローンが残っており、仕事も安定しておらず、このまま住めない住宅に支払いがかかると生活にも
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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こまってしまう。
111 東松山市
現在のまま生活をして行ったときに何の活力もなくただ年齢を重ねて終わるのではないかと心配です。仕事に関
しては震災前に働いていた会社が再開に向けて準備をはじめたとの事、一刻も早くと望みます。
225 深谷市
二重生活のため出費は倍増、今は家賃がどちらもかかっていないためなんとかなっているが、いわき、埼玉どち
らかが家賃を払うようになれば、いわきか埼玉どちらかに引っ越さなければならない。子供の学校が埼玉なので
…、主人に仕事をやめてもらってはこまるし…。どうするか先がみえない。仕事をしたくても落ち着く場所がき
まってないので、定職につけない。
374 ふじみ野市
生活面では、いつまで今の場所にいていいのか不安だし、いつまで無償でいられるのか不安。もし自分で家賃を
支払うようになり、水道、ガス、光熱費など全部を支払うようになったら、本当に夫の給料だけでやっていける
のか不安。もし私が仕事をしたとして、子供達の不安は本当にないのかわからない。
【教育費が心配：2 件】
75 川口市
年令的や新しい職種につけない為、以前の収入の 1/3 程度のパートにつく事になり、上の 2 人の子供を福島から
関東の大学に（4 年×2 人）出し学費の借金もある中、ローンは払い終えた家でのこれから自分達の老後のお金も
準備しなければならないのに貯金をくずさなければならないと思うだけでくやしさと喪失感絶望感がいっぱいで
す。
76 川口市
子供達のこれから必要となる教育費に不安がある。大学だって出してあげたい。「普通に」塾も通わせたい。南
相馬市ではスイミング、クラブ、たくさんの可能性やチャンスを経験させるためチャレンジして来た。現在は生
活に不安があり子供たちにがまんさせてしまっているのがつらい。
〔支援〕
【福島県内・外の支援格差：3 件】
325 朝霞市
県外（埼玉）での生活者はあと回しで何もしてくれないと思っている。今までの生活ができなきなった。土地を
身一つで追っ払われた事を国は何と考えているのか。私が死ねばいいと思っているのか。
367 所沢市
地元にいないせいか、支援物資（生活用品、食品、人 etc）が届かない。たまにもらえる物があっても、宅急便
の着払いだった。不公平を感じる。
456 吉川市
せめて家電セットは、平等でほしい。
【支援制度の問題：3 件】
187 所沢市
現在は、雇用保険をいただいているが、終了すると経済的に不安である。また、被害者にはパーワークも真剣に
考えてくれてない気がします。
422 さいたま市
今は医療が免除ですので本当にありがたいです。元の双葉町へ帰れるまで継続を願います。
426 幸手市
母子家庭で、細々と暮らしていましたが、原発避難で、両親と一時期、同居になり、親も無収入になって、皆、
無職になってしまったのに、今まで受けていた児童扶養手当が、親の収入（前年度）も同一世帯の収入とみなさ
れ、もらえなくなってしまった時があった。今は、別々に住んでいるので、もらえるようになりましたが、雇用
保険の支払いも終わり、子供の不登校もあり、まだ仕事を始めていないので、これからの生活の不安が大きい。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[問２]

住宅の問題：174 名
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【今後の方向性が見えない：56 件】
＜福島に残してきた家の問題：8 件＞
309 上尾市
賠償の請求をしたら、自宅が自分のものではなくなるのか。
339 上尾市
福島の自宅の問題がはっきりしないと今の住宅に居なくてはいけないストレス。いつまでこの状態でこの住宅に
居なくてはいけないのか。この様な避難している人の身になって考えてほしい。
152 入間市
地震で雨まもりがあったが避難でなおす事が出来ず、床はぬける、天井はカビだらけ。解除になっても生活に支
障が！なおすにも働いて居ないためローンもできない。今後どうしていいのか分からない。
174 春日部市
自宅にこのあと住めるか必に心配知っている。
240 加須市
今はまだ、双葉に住めないと言っていませんが、家を建てた者にとっては、すごく不安です。もしかして土地、
家屋を東電か国が買い上げてくれるとしたら、うわさによると安価で買い取られ、ローンのある人は払いきれな
くなってしまうのではないのかが心配です。
186 行田市
前のいた場所のはんだんを早く決めてほしい。
459 幸手市
現在は、借り上げ住宅にお世話になってますので助かってますが、県内に戻った時の住宅のことで一番悩んでま
す。
110 新座市
自宅は３ｋｍ圏内の為、帰れないと思っています。ただ、住宅ローンを今現在、継続して支払っています。収入
減もしているので、子供達も大学受験や、これからお金もかかるし、新しい処点も決めてスタートさせたいと思
います。今のままでは先が見えません。
［福島の家には住めない：8 件］
398 上尾市
家もこわれて、雨もりに、たたみもくさってる。しゅみのヤサイつくりの道具ももってきたいけど放射能で人宅
にはもってこれない、がっかり。
35 越谷市
地元に帰っても、すぐには生活は出来ない。家の修理から始めなければならない。修理に何百万かかるか分から
ないし、それだったら、ここ最多まで土地付き住宅をかって生活した方が良いとも思う。
371 さいたま市
・何年か後に自宅で生活したいが、現在自宅は警戒区域で住宅の修理ができないので、住めるかどうか心配であ
る。
167 戸田市
小高の住宅、すべてカビカビカビ。地震のまま片付けも出来ない。考えると眠れなくなるので考えない。
87 新座市
・10 月の 2 次立ち入りの時、風呂場のカビ、和室の畳の湿気、家の周りの牛フン雑草等
162 新座市
・７年前建築費 4,000 万で新築。住宅ローンも 2,500 万残っている。住めない家の住宅ローンの支払いは続けて
いる。警戒区域が再編されれば、帰宅困難地域とはならないであろうため住宅への賠償に対して大きく不安が残
る。夫の定年まで１５年アパート暮らしをするなんて、考えるだけでも耐えられない。
・３回目の一時帰宅で人の住んでいない家は１年で荒れ放題。カビだらけになった家にどうやって住めというの
でしょうか？
440 東松山市
そのままにげてしまったので、いない後の余震で一段とひどさを増して家の中は散々としており、除染などして
も帰れないので、この先どうなるのか不安で一杯である。
11 八潮市
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一時帰宅で戻った際、屋根の瓦がおちたり、壁にヒビが入ったり、雨もりがあり、手がつけられない状態であっ
た。どのように東電に補償してもらえるのかわからない(戻れない期間が長くなるとますますいたんでくる)
［買い上げてほしい：1 件］
432 加須市
早急に買い上げてもらいたい（地元の土地建物）
。
［家と土地の保障を：3 件］
287 上尾市
一年以上も家を開けてないので、家の中が悪くなって住めなくなるのではと、誰が保障するのか？
430 加須市
２．家と土地の保障を早くしてほしいです。
87 新座市
・自宅に戻れない場合、家賃支払って住むのは大変なので固定資産税位の負担にしてほしいです。（長期に戻れ
ない場合）
［福島の家の修繕費がかさむ：4 件］
320 加須市
1 年間以上も住んでいないし、もうもどれるかわかりません。よそに家を建てる自信がありません、予算を考え
ても。
411 さいたま市
再度書く事になりますが、原町の住居の補修箇所が過大で比重に感じる現在の生活状況のどうしたら良いのか悩
んでいます。埼玉のこの大宮寿能町にこの団地に住み、生活を出来る事を希望しています。
209 幸手市
地元の飲料水は井戸水なので生活できない。また、長期間に渡り不在の為、家屋のダメージが激しく、修繕が必
要な為、費用が漠大に係る。
374 ふじみ野市
小高区にある家、庭、その他は誰がどのように除洗をするのか、その費用は。
［ローンを返済してほしい：7 件］
115 入間市
住宅ローンがありますが、放射能の不安で戻るつもりはないのですが、近々避難解除になって全額保障してもら
えなさそうなので、二重ローンにならないか不安です。
230 春日部市
住宅も放射能さえなければ、急に修理をして元の生活が出来たのに。雨もりはするは近寄れないため、たたみも
びっしょり、天じょうは落ちそうに下り、１年回でもう見たくない程のいたんでいる。あの様を見て頂いての保
障をもらいたいです。近寄れないのが残念無念。
423 加須市
自分の家には帰れないので、家もいたんでおらず、その保障をお願いします。
269 久喜市
住宅ローン返済はどうするのか。
146 狭山市
ローンを返さいしてほしい。そして家を買うための保証もして欲しい。（１インデント下がってたので直しまし
た）
162 新座市
・７年前建築費 4,000 万で新築。住宅ローンも 2,500 万残っている。住めない家の住宅ローンの支払いは続けて
いる。警戒区域が再編されれば、帰宅困難地域とはならないであろうため住宅への賠償に対して大きく不安が残
る。夫の定年まで１５年アパート暮らしをするなんて、考えるだけでも耐えられない。
456 吉川市
住んでいない我家のローン支払い。
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［二重生活のため、出費がかさむ：6 件］
93 入間市
住宅ローンがあり、避難生活を続けていくのに不安あり。借り上げもいずれは自己負担になるため。
79 大里郡
住宅のローンを抱えているのに借上げで、自己負担になると二重に支払いが必要となり、完全に赤字状態となっ
てしまう。また避難しているため、自宅の修復等もできず、せっかくのマイホームもあれてしまうだけ。
76 川口市
南相馬市の自宅、事業所をどうすれば良いか・・・
ローンをどう支払っていくか。考える程につらく答えが出ない。
30 羽生市
緊急時避難区域解除になったが、自宅に帰るにしても除染の問題がはっきりしていない。又、家のローンが残っ
ていて，住んでいなくても払っている。今後どうなるのか不安である。除染は個人で行うと言われたが費用が
1500 万位かかるとのこと。これでは払えない。
42 飯能市
除染して帰れると言うが、一時帰宅で家を見ると 1 年も入ってないのでカビがすごく、カベや床が腐っている。
修理しても入れない。実際に線量計を持って行き計って見ると行政や国が公表している所より高い所が多々あり
信用できない。
225 深谷市
同上。
（問 1 より二重生活のため出費は倍増、今は家賃がどちらもかかっていないためなんとかなっているが、
いわき、埼玉どちらかが家賃を払うようになれば、いわきか埼玉どちらかに引っ越さなければならない。子供の
学校が埼玉なので…、主人に仕事をやめてもらってはこまるし…。どうするか先がみえない。仕事をしたくても
落ち着く場所がきまってないので、定職につけない。
：永友註）
＜今後の居住先が心配：10 件＞
245 入間郡
現在住んでいる雇用促進住宅は去年でこわす予定なのを避災者に提供して、来年でここは終わりと言われていま
す。今住んでいる住宅らか職場まで徒歩で７～８分です。この後の町営住宅（借りる予定）でも職場が近い場所
にあれば良いと思っています。
276 加須市
子供の（三男）仕事とのかねあいで、どこに住んだらいいのか。
430 加須市
１．戻れないと思います。どこに土地を買って家を建てるかまよっています。
211 越谷市
一回しか引越しできないと聞いたので、するとここに居なくてはいけないというしばりがこまります。数年たて
ば子供の進学などで、どうしても引越さなければ行けない状態になった時が（２住生活）心配です。
147 蓮田市
地元の家はセキスイハウスで建てていますので、土地が見つかれば分解、移設できないか。どこへ相談すればよ
いか。また、移設はできないとすれば現在の家はあきらめなければいけないのでしょうか。
175 さいたま市
夫と義母は福島という二重生活で新たな住居を構えるのは無理だし、このまま今の住居に居続けられるわけでも
ないので、この先どうしていいかわからない。
122 狭山市
夫の職場も被災しており今後職場を再健する予定だが、再健先の住居を無償で借りれるかどうか。
379 羽生市
いたずらがたびたびあり仕方なく住んでいるが、引越し先もない。先が見えない。何が一番良い選択なのかわか
らない。
390 富士見市
間借しての生活は大変ですが、自由にさせてもらっているので我慢できます。もし、家を借りて生活する場合、
車が 2 台ありますのでそのことも不安です。南相馬市の家が処分出来て、それなりの金額になるのなら、こちら
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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に住む事も考えています。
160 八潮市
今後の居住先が心配。
＜漠然とした不安：1 件＞
438 川越市
何不自由ない生活から一転、何故、これ程、心配しないといけないの………。
＜いつまでここ（避難先）に住めるのか：2 件＞
101 上尾市
ここでどの位、住むのかわからない。
108 上尾市
いつまで住めるのか？
＜福島に帰れるのかはっきりして：2 件＞
445 鴻巣市
子供は、もう転校はしたくないとほぼ毎日訴えている。現在のマンションは、被災者用にあと１年しか入居でき
ないので、今後どうするか、不安。
140 八潮市
地元と大熊に住めるか早くきめてほしい。
＜福島の放射線量の問題：4 件＞
53 さいたま市
自宅、150 坪で庭が砂利だとどう除染し、庭の土入れかえ費用は出してもらえるのでしょうか？一度やってもま
た同じになるなら毎年除染となり、避難した方が費用がかからない。東大児玉先生おすすめ竹中工務店だと 500
万以上かかるようで、住宅ローンもあるのに更にはかけることは個人では無理です。
8 新座市
汚染の状況
30
緊急時避難区域解除になったが、自宅に帰るにしても除染の問題がはっきりしていない。又、家のローンが残っ
ていて，住んでいなくても払っている。今後どうなるのか不安である。除染は個人で行うと言われたが費用が
1500 万位かかるとのこと。これでは払えない。
42
除染して帰れると言うが、一時帰宅で家を見ると 1 年も入ってないのでカビがすごく、カベや床が腐っている。
修理しても入れない。実際に線量計を持って行き計って見ると行政や国が公表している所より高い所が多々あり
信用できない。
【住宅に関する制度の問題：22 件】
＜借上に関する今後の方向性：9 件＞
247 春日部市
突然仮上げ終了を告げられるのではと、気が気でない。
127 川越市
現在の借り上げ住宅に入っています。期限は来年迄その后家賃を自分で払うのか年金の生活でそれがいじ出来る
のか心配です。南相馬にある住宅は屋根がこわれ雨水が家の中に入り天井が抜け落ちて家の中全体がだめになり
ました。再建する力もなくどうすればよいか毎日考えない日はありません。
197 鴻巣市
現在は無償で提供してもらっているが、期限もせまっている為、どうすれば良いか悩んでいる。家賃が発生する
アパート等への引っ越しも考えているが、ある程度の収入がないと、（きちんとした仕事）生活が成り立たない
ので。
21 新座市
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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４月から、借り上げ制度が継続されるのか？避難区域に有る家はどうなるのか？(ローンも有るので)何年も住ま
なくなると痛んでしまうし、このまま借家住まいになってしまうのか・・・
460 東松山市
私は今、借上住宅に住んでいます。来年３月までは家賃は免除ですが、その後はどうなるのかわかりません。で
きれば早めに、今住んでいる所にそのまま住めるのか、住めないのか、家賃の免除の有無の情報がほしいです。
期間まじかまでわからないのは、ものすごく不安です。
18 ふじみ野市
いつまで借り上げ住宅をして住めるのか、埼玉県からの連絡がほしい。
63 和光市
現在みなし仮設住宅の民間借り上げ住宅に住んでいます。法律で 2 年間で出なくてはいけませんが追加支援があ
るのかどうか、又、駄目な場合、
継続する場合東電よりの補償が別に住宅分として受けられのか解れば幸いです。
278 蕨市
現在借り上げ住宅に住んでいるが、いつまで住んでいられるかが不安です。
67 和光市
今後の住宅の件で私達の一年後の生活が心配です。今は借上げ住宅ですが？
＜借上入居期間を延長してほしい:13 件＞
120 桶川市
借り上げ住宅の期限切れがこわい。
166 桶川市
民間借り上げは、仮設住宅と同じ扱いなのだから、期間を決めるのは、早い。
271 桶川市
子供が２年後卒業するので、それまで住めるかどうか心配です。
256 加須市
いつまで借り上げができるのか・・・。制度が打ち切りになったら家賃の支払いはどうすればいいのだろう・・・。
313 加須市
こんまま借り上げ住宅がつづいてほしい。
469 春日部市
事情に応じて、県内移動・地区移動

我が家の場合は当初、個人的に貸借になっていてその後、かりあげにした

ので年内でけいやく期間が切れてしまいその後、近くに物件をさがさないといけません。少なくとも今の幼稚園
をかえさせたくないです。思いっきり外あそび、砂あそび、水あそび、何の心配なく子育てができる埼玉の幼稚
園生活をさせたいと強く思います。そのためにもかりあげの延長と今まで住んでいた人への何らかのご配慮をお
願いします。福島県内はどこも不安だらけの立地では育てられません。
124 川口市
入居期間をもうしばらくのばして頂きたい。
297 川越市
今は、借り上げで生活しているが、借り上げが終了した時、今の給料では、とても生活が苦しい。以前、住んで
いた所（福島県）とは違い、埼玉は家賃も、駐車場代もかなり高い。
221 久喜市
借り上げをもう少し延ばしてほしい。
10 鴻巣市
賠償がすすんでも①の理由から、どこに腰をおちつけたら良いのか、まだ分からず、とうぶん借り上げ制度を利
用したい。
282 所沢市
長期の借り上げ制度を望む（東電に支払わせたい!!）
421 東松山市
一年の延長になったが、情況によっては更に延長を考えてほしい。
408 新座市
「・１年で出て行くこと、現在は延長は言えない」と言われると、私たちはその後どこに住まいを見つけよう、
と不安になっています。
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院

25

埼玉県震災避難アンケート調査集計結果報告書（第 5 報：自由記述解析結果）

【避難区域の分断やめて：1 件】
219 蓮田市
４月以降のエリア見直しはやめてほしい。今後戻れる気がしない。出来ない状況。
【住宅についての行政対応の問題：5 件】
＜窓口：1 件＞
182 八潮市
入居時、恐い現象が起きて、市の方へ（県庁）ＴＥＬしたが、冷たくあしらわれた。悲しかった。皆、こういう
目にあってみないとわからないのかな…。一人、車イス生活になってしまったので、車を家の前（玄関）に持っ
ていくことが出来ず不便。雨の時など。
＜情報：1 件＞
261 加須市
避難区域見直発表が未だであるが、戻れない区域（少なくとも居住制限区域）になるものと予想される。今後ど
こに永住地を求めるのか？金銭のみならず、情報は取れるが、生の情報をどこに求めたら良いのか？
＜政策：3 件＞
202 川口市
福島県内の自宅があるけど帰ることが出来ないなら、こちらに自宅をもとめた方が良いのか！
254 熊谷市
いつまでも現在の住居で生活を継続することはできない。自分の老後も含めて、居住地を確保する時期にきてい
ると思うのだが、国や地方自治体の施策が現実のものとして見えてこない。
125 狭山市
國も東電もどう進めていくのか解りません。
【支援格差：3 件】
325 朝霞市
富岡町では仮設やアパートを借りている人達には月 6 万円の保障をしてくれるが私達には何もない。私達でもタ
ダでは住んでいないのです。
464 川越市
とにかく自力で避難した者には、ほとんど物資の支援がない。
190 志木市
震災前は別々に生活していた人達が一緒に生活している所には、ゆうぐうがあっても良いのではないか？
【現在の居住空間が狭い：12 件】
＜福島の家と比べると狭い：5 件＞
436 加須市
家が広く、各々の生活があり、各々の仕事の役割があったが、今はせまい部屋で見えなくても良い部分も見え、
不満もたまり、お互いストレスを感じている。とにかく物を置けず、寝る所も荷物に囲まれて布団を敷き、狭い
部屋でゴチャゴチャと生活していて疲れ果てている。
465 加須市
今まで広すぎる家に住んでいたので、圧迫感がある。ぜいたくだと思われるかもしれないが、もうすこし広い庭
や駐車場だとよかった。お風呂が大きすぎて水道代がかかってしまう。借りているので、自分らしく使いやすく
改造できない。音や傷に関してびん感になり、子供をしかってばかりいる。
（借家なので）
404 川越市
･以前住んでいた所より狭い

・家賃が高い

435 北葛飾郡
・避難してきた時との状況が変化し、転居したいが、借上が住宅の場合には、それができない（埼玉県）
。
・福島の自宅に比べ大変せまく不便。
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366 越谷市
震災前の広さを満たすアパートに住みたいけれどこちらでは出来ず困っている。
＜個々人の部屋がほしい：4 件＞
360 入間市
一件家に住んで居たため、スペースがせまく、義母とともにいるため、もう少し個々人の部屋がほしい。
448 加須市
今住んでいる住宅は１件家なのでいいと思っています。でも孫達２人が大きくなってくるので部屋がせまいです。
また９２才のばあちゃんもいるので、その部屋も必要だと思っています。双葉町に住んでいる時は、孫達の部屋
もあったし、ばあちゃんの部屋もあったのにな………！なんて思っています。孫達の部屋がほしいです。
130 川口市
子供の勉強部屋が欲しい。
38 川越市
自分の安心して暮らせる部屋がほしい。
＜全体的に狭い：3 件＞
36 春日部
このままの状態があと何年暮らすのかと思うと気が晴れず。狭すぎる。
357 川口市
別になし。とても狭いけれどがまん。
466 川口市
社宅がせまい
＜収納が少ない：4 件＞
176 桶川市
現在賃貸アパート（民間）に住んでいるが、以前住居より狭く、必要な家具類、寝具類等も置けない。
467 加須市
双葉での住居の広さとは言わないが狭すぎて片づけようがない
267 久喜市
狭い。生活するのに不便さを感じる。自宅から持ち帰りたい物があっても狭いので何も持ち帰れない。
380 戸田市
今の住まいは収納がないので、荷物が増えると大変です。布団が足りない。
【現在の住宅設備に不満がある：3 件】
61 入間郡
現在の町営住宅は水道水の出が悪く風呂水を 50 分かけています
423 加須市
自分の家には帰れないので、家もいたんでおらず、その保障をお願いします。
215 川口市
・一世帯単位で、倉庫スペースを設けてもらいたい。
・田舎から避難している人の中には、一軒家の方々もおるので、全ての避難世帯への倉庫スペースがあると、便
利だと思う。
【家賃が高い：6 件】
41 入間
このまま今の所にいたいのですが霞川団地は建て替えてます。いずれ新しい団地に入るようになれば家賃も高く
なるようです。その内、水道代もはらったらお金がなくなります。
337 川口市
福島県と埼玉県では同じ間取りでも家賃がちがいすぎて、とても親 1 人の収入では住めません。
404 川越市
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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･以前住んでいた所より狭い

・家賃が高い

135 川越市
年金生活のため家賃の負担が以後問題になりそう。
142 川越市
家族で住める家が必要ですが、被災したのは当時福島にいた（父・母・私）三人であり、娘や息子は、帰る家が
なくなっているのに、同居したくとも狭くて、家賃もそれぞれにかかってしまう。
428 久喜市
築３年程の住宅の支払。
【光熱費が高い：1 件】
100 上尾市
ガスが高い。
【隣人関係の問題：2 件】
111 東松山市
地元に住んでいた事のようにいかない事は充分に承知しているつもりですが、囲りの方々に常に気を使わなけれ
ばならない事がつらいです。
302
隣人の嫌がらせ。
【ペットと離れて辛い：2 件】
143 加須市
ペット可の住宅が見つからず、ペットと離れて暮らすのが辛い。
348 八潮市
今後どこに住んで生活をしたらいいのか不安です。土地と家を購入出来れば一番いいのですが、なかなかそうも
いかないのが現実で毎日アパートの中で落ち着かない生活を送っています。昔の様に持家で生活が出来たらと願
うばかりです。
【住宅の無償提供の制度を：6 件】
286 春日部市
避難指示が出ている間は、原子力災害にも災害救助法の適用、継続を（住宅の無償提供を）
。
470 加須市
無償が、ある程度５年以上あると助かります。今までは、かかっていなかったので。
449 加須市
現在は無料で団地にいるが、引越しする為、家賃が自腹になり、生活がきびしい。借り上げ制度を、できる様に
してもらいたい。
437 川越市
・借家につき家賃の補助をしっかり手当して欲しい。勝手に避難しているのでないので。
405 さいたま市
現在、無償で公社を借りておりますが、最長２年間の期限付きです。私営や県営などに住み変えたいと考えてお
りますが、当選する確立は、ひくいと聞いています。民間は高いですし、この先の住居の確保に頭をかかえてし
まいます。
378 狭山市
実際に地元に戻り再び生活することは困難だと思っています。今後、こちらの地で安心して生活できるように転
居後も借り上げ制度のように数年は対応していただきたいです。
【家族が安心して暮らせる家を求める：16 件】
328 北葛飾郡
政府、東電から 6 ヶ月以内に資産（宅地 203 坪、家屋 66 坪、家財 500 万円）を事故前の相馬で賠償していただ
き新築ならこの半分程度のスペースが関東地方で購入したい。
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394 加須市
住む家がほしい。
264 加須市
老人のためにアパート暮らしは。１日も早く「我が家」というところに落ち着かせてあげたい。
316 加須市
前に住んでいたくらい広い住宅にすみたい。大きなプロにはいりたい。
291 加須市
騎西に居るので、なるべく早く自分の住まいをもとめたい。
317 加須市
以前住んでいたように広い自然いっぱいの所に住みたい。そしてやはり震災前のように、犬や猫をかう、そうい
う家にすみたいがどうやってそういう場所をさがせばいいのかわからない。
136 さいたま市
せめて子供が高校卒業まで安定して暮らせる住宅が望ましい。不安が大きすぎて、とにかく安心できる時がない。
248 さいたま市
仮の住まいでなく安住の家に住みたい。
＜家を買うための賠償がほしい：1 件＞
441 さいたま市
早く賠償され、家を建てたいです。
＜家族で住める家がほしい：3 件＞
458 加須市
家族で住める住宅がほしいです。
273 草加市
１日も早く家族皆で住める住宅を求めたい。
187 所沢市
今のままでは不安なので、小さくてもいいから家族全員で住める家がほしい。
＜新しい定住地がほしい：4 件＞
451 入間市
双葉町に住めないのでしたら一日も早く借の町など用意して行き先を決めてもらいたい。
265 加須市
一時立ち入りの限りでどこも痛んでよい所がなく、できることなら我が家に住みたいが、しかし無理だと思って
いる。早く定住地をみつけたい。
304 加須市
仮の町を待っている。
138 川越市
一日で早く自由な時間を過ごせるいえがほしい。義母も実母も福島の仮設で１人でいる。かなしすぎる。
【次の家を検討中：8 件】
311 加須市
どうせ福島にもどれないならどこかいいのか家族で見当中。
253 坂戸市
今年中には次の場所を考えます。
＜埼玉で次の家を検討中：4 件＞
471 川越市
家を探しているが、条件に合うものがなくて困っている。老人と障害者が居るので階段を使わずにと思うと、借
上げ住宅はなかった。しょっちゅう病院に通う老人がいるので遠くへ動くわけにもいかない。一戸建てかマンシ
ョンを探しているが、無職ということで断られることもあり、なかなか見つからず、あせっている。親戚には、
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いつまでもよそ様の世話になってと責められる。
435 北葛飾郡
・避難してきた時との状況が変化し、転居したいが、借上が住宅の場合には、それができない（埼玉県）
。
・福島の自宅に比べ大変せまく不便。
205 行田市
今後家族５人で埼玉県行田市に住宅を買うか検討中である。
214 深谷市
ペットの事もあるので、はやく中古物件をさがし回っています。
＜いわき市で次の家を検討中：2 件＞
284 春日部市
福島県いわき市の方へと考えても中々物件がなく、いわきの不動産屋さん方は、被災者の足もとをみて、すごい
賃料となっている。
227 八潮市
故郷近くのいわき市へ移りたいと思うが、かの地の住宅事状はひっぱくしており、全然捜せない状態です。
【もう帰らない：4 件】
322 加須市
わたしら東電の目の前で家賃が無償ならここに移りたい。
180 坂戸市
早く、ローンすべて賠償してもらい、新しくスタートしたい気持ちです。震災前の状態に完ぺき戻るなら浪江に
帰りたいと思いますが。土地の表面だけキレイにしても奥底からセシウムは蒸し返したりする事も恐くて生活し
たくありません。心配しながらの土地で子供を育てたくないし、学校もままならない状態では子供の未来は開き
ません。環境も、学校も、生活も、すべて安定している事が前提になければ解除になっても帰るつもりはありま
せん。
426 幸手市
福島の家に戻りたい気持ちは、大いにあるが、もうあきらめている。今後、最終的には、何処に住むようになる
のか。
179 和光市
避難解除、賠償打ち切りになっても、線量の高い福島には帰れず、途方にくれる。
【福島に帰りたい：3 件】
382 朝霞市
早く落ち着ける土地で子供たちと一緒に被災前の平和な暮らしを取り戻したい。
243 加須市
私は自営業をしていたので、できれば前の仕事がしたい。
233 羽生市
富岡町では孫と２人で暮らしており孫は自衛隊に入隊しましたが休みの時に帰るいえがなくなりまして困って
ます。埼玉県迄は遠くて来れません。せめていわき市に行って孫の帰りを待っていたのですが家がないので困っ
てます。
【福島に帰れるまで埼玉で生活したい：2 件】
422 さいたま市
元の双葉町へ帰れ、生活できるまで借り上げにしてほしい。
307 東松山市
こんまま何年か故郷に帰れるまで、住んでいたいです。
【転居したくない：3 件】
177 入間市
見直しによって借上状況も変わるのか不安。子供の大きくなるので、県内での引っ越しを１度くらいは認めてほ
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しい。
170 久喜市
一番不安な問題。両親を静かでおちついた所でめんどうをみたいが、かんたんに転居できない。
367 所沢市
今の住宅が来年 5 月頭で契約終了してしまいます。その後小学校の孫を又転校させたくないので、帰村できない
のであれば近くに住宅を捜さなければいけないこと。
【感謝：6 件】
191 入間市
今の団地にムカデとかの虫が家の中に入ってくるのでとてもこわい。けれど団地において薬、草けずりなどをし
て頂いているので！良くして頂いております。
96 川口市
埼玉は暖かくて良い所です。
139 越谷市
大変親切な大家さんに恵まれて感謝していますが無償なので気をつかいます。いつまでお世話になっていいもの
か毎日の様に悩んでおります（犬と共に）
。
60 さいたま市
借上げして下さった埼玉県に感謝しています
389 戸田市
おかげ様で社宅の中でも広いところを準備していただいたので助かっています。
49 深谷市
１世帯(７人家族）で２軒の家を借りている。幸せに感謝している。
【その他：2 件】
452 草加市
住む所が変ると病気になっても家に帰れ、避難所もなくて行く事を考えると家に帰れないで他国で此の一生、終
えるのは残念です。
158 羽生市
前ページ記入済み。
（記入なし：注）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
［問３－A］行政への要望（国に対して）
：210 名
【速やかな対応を：35 件】
339 上尾市
ある程度の数字を出してほしいです。福島の再生と言うのなら早い対応、きちんとした数字を出して本当に福島
県民一人一人が再スタートできる糧がほしいです。今だに光が見えません、月日だけがいたずらに過ぎて苦痛だ
けが募り、本当に国民の為になのか疑問です。もう 1 年が経ってしまいました。この精神的苦痛は、当人ではな
いから分らないのでしょう。早く道筋を見せてほしい。
207 上尾市
・全てにおいて対応が遅く、不安だらけで、腹立たしく思う。
183 入間郡
これから先、どのようにしてくれるのか速くしめしてほしい。
191 入間市
もっとスピーディーに事を進めてほしい。毎日の会議等をみると税金のむだ。これから先がとても心配。
166 桶川市
被災地、避難者の身になって考えて、早期行動、決定して欲しい。
196 春日部市
対応がおそすぎる。
230 春日部市
迅速にじんそくになんて読みあげばかりで、１年過ぎても何の進行もせずの今日の様子。早くしてくれとのさけ
びは聞こえているのか－。もっともっと早くして復興に近づけたいと思う。
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310 加須市
対応が遅すぎます。人間扱いされていない様だ。
252 加須市
避難している人々の身になって、諸問題に対してもっとスピーディーに対処してほしい。国のトップは強い指導
力を持ってこの難局をのり切ってほしい。
261 加須市
マスコミ報道のとおり、対応が遅い。国全体が困難な時期であることは認めるものの「党利党略」に走っており、
既成政党は必ず敗れる。
372 加須市
何事も国の対応が遅い。
394 加須市
速く終わらせてほしい。
164 川口市
復旧に対する計画が遅い。
38 川越市
日本国民が安心して暮らせるよう 1 日も早くよろしくお願いします。(1 人の老人より)
75 川口市
避難時の 3/12 朝 6：00 時点にキチンと原子力での避難である事、貴重品や自家用でも動物を連れて行けるなら
行きなさいとか言ってほしかった。何もない状態だった。いつでも国も東電も事故時やその後の事も後手後手で
不満だらけだ。
435 北葛飾郡
対応があまりにも遅い。信用できない。原子力に対して、これからも進めるのか、やめるのか、はっきり方向性
を決めて欲しい。また、原発を民間企業に管理させるのは危険すぎる。国も核に対する考えが甘すぎる。復興に
対して、方向性を明確にしスピード感をもって処理して欲しい。無能な自己中心的な住民の意見は無視して欲し
い（国は自信と確信をもって復興を進めて欲しいが、無策、無能な政府だ）
。
186 行田市
早目の結団ではっきりしてほしい。
267 久喜市
何をするのもおそい！自分が、自分の身内が、こんな思いをしたら、いつまでも見て見ぬふりができるのか！私
たちにも普通の当たり前の生活ができる権利はあるはずです。一年もほったらかしにされているようでくやしい
です。
428 久喜市
何事も遅い。早い対応を。
66 熊谷市
何事も早く対応してほしい
37 鴻巣市
民主党も自民党もくだらない討論をしているなら、力を合わせ、早く福島に帰れる様に努力してもらいたい。
64 越谷市
早く保証問題 救済方法をクリアにしてほしい。
60 さいたま市
ただ時間だけが過ぎ、生活をどう再建すべきなのか、国の決定が遅すぎる。
461 さいたま市
対応が遅い。
125 狭山市
すべてが遅い。政治家の争いはいいかげんにして。
190 志木市
早く結ろんを出してほしい。人間はいつ死ぬかわからないから。
133 鶴ヶ島市
今回の震災ばかりでなく、国民が大変な時は政党の壁を越えてスピード感をもって対応してほしいと思います。
何かをするにしても法律がじゃまをする。各省庁の横のつながりで壁になる。これでは、被害地は助われません。
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院

32

埼玉県震災避難アンケート調査集計結果報告書（第 5 報：自由記述解析結果）

各党の足あげしをとったり、すぐ解散、選挙、などと言わないでほしいと思います。
187 所沢市
早めに対処してほしい。１年たって物事があまりすすんでいないように感じる。
379 羽生市
対応が遅い。本当に私達の事を考えていると思えない。
288 富士見市
なぜもっと早く、強力に基本的な問題（除染・賠償・復興など）について、計画・立案・実行できなかったのか。
甚だ疑問で情けない。かつて日本は“経済は一流、政治は二流”と云われたが、今、政治は“論外”の観がある。
また“技術立国”は“技術劣国”になり下った。
159 蓮田市
スピード感を持って、被災者の立場で仕事をしてもらいたい。
336 深谷市
仕事を早く進めて貰いたいです。
82 深谷市
原子力損害賠償については、もっとスピーディーに示すと同時にいつになったら帰ることが出来るのか、はっき
り言ってほしいと思います。
362 和光市
わかっている事柄に関しては公表し、すみやかに対応して欲しい。
27 吉川市
国会で同じ事で騒いでないで早く行動をしてほしい(原発、被災)。水素爆発さえなければ地元に居られたのだか
ら。
【政治への批判：41 件】
＜国政への不満：12 件＞
309 上尾市
煮えきらない事をやっているならひとつの考えにむかえ。
116 朝霞市
地元の自治体のやろうとしていることに予算をつけ、じゃまをするな。国が何をしてくれた。原発をすすめ、都
合の悪いことはかくす。信用なんか出来る訳がない。表に出ないで欲しい。国会議員、国家公務員は口を出さず、
金を出し汗をかけ。東電の旧・現経営陣が何故刑法によってさばかれないのか。結果的には政治家、官リョウ諸
君とつながっているとしか思えない。
205 行田市
・今まで原発が稼動して何十年間も大熊町双葉町富岡町近くの市町村で、避難訓練など一度もやったことなど一
度も聞いたことはありません。原発は絶対だいじょうぶだと言って来た東電があった。
・前文に書いたようなことです。まだまだあります。菅さんは総理やめて四国でお百度まいり。野田さんは消費
税の問題などで何をやっているのか分かりません。また国内の原発でも爆発でもしないと目がさめないのではな
いか。保安院も安全院も何にも機能発達してません。あんな部所はいりません。ダイナマイトに火を付けて消し
方が分からないのだから。
（モンジュを見てください）お金だかつかってなにもなってない。
（東北電力の女川原
発はなんでもないんだよ）
467 加須市
国策としてのことだったら避難民の立場などを思っている人がいない
387 加須市
国会議員の先生方、被災者をどれほど気にかけているのか、まったくお粗末。
466 川口市
信用は０

相双地区を見捨てている

167 戸田市
１年間で何かしましたか？子供が大事なら子供の声を聞け。
162 新座市

南相馬市小高区

当初から、だまされたとわかった時から、信用していません。加害者を守り、被害者をないがしろにしすぎてい
る。
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440 東松山
なぜスピーディを出さなかったのか？町民は（浪江）除染された地に避難をさせられたこと。昔から、隠ぺい体
質のある東電も含めて、皆人事と考え、無責任きわまりない。信用できない。
359 本庄市
国は本当に国の事を考えているのか。
109 三郷市
要望はしても、私達の声は届かないと思う。たとえ届いたとしても、聞く耳は持たないでしょう。いつもそうで
すから。今でも東電と私達の知らない所で金銭面でつながっていると思います。だから何事も対応が遅く、進ま
ないのではないのでしょうか。
347 南埼玉郡
信用していないので要望ありません。
＜国も同罪だ：1 件＞
76 川口市
東電に対しきびしい姿勢で応対して欲しい。また原子力をバックアップしてきた国も同罪だと自覚して欲しい。
＜もう国のことは諦めた：6 件＞
404 川越市
・もう、あきらめている
290 川越市
先の見えない今、国に対して言っても声はとどかない（あきらめている）
。
113 さいたま市
信頼出来ない。期待薄。
380 戸田市
正直、すべてあきらめています。帰っても元の生活、仕事等々には戻れないし人の付き合いも変わってしまった。
税金は上がり、将来も見えてきません。
42 飯能市
やることすべて信用できない。なぜ年間比被曝量が 1 ミリシーベルトから２０ミリシーベルトになるのか？福島
県民はモルモットか。専門の人に聞くと、今までデータがないのでデータ取りだと言う事。
271 桶川市
全く頼りにしておりません。なる様になります。
＜住民の立場で考えてほしい：15 件＞
382 朝霞市
まるで他人事のようにしか見えない。悲しいかな、ひとは実際に自分がその状況に置かれなければなかなかその
ひとの身になって考えることはできないと思う。
423 加須市
孫の精神的な気持ちを返して下さい。放射能がもれたと聞いたとたん頭が真っ白になったと言う事でかわいそう。
294 加須市
避難住民も国の施策の結果生まれたことを忘れずに、被害者やその地域の救済を前提に将来像を考えてほしい。
276 加須市
双葉をどうしようと思っているのか。町の中ではなく住民のこと。
305 加須市
警戒区域で避難している人に対して、責任を感じているとは思えない。地元の要望に耳を傾けてほしい。
397 川口市
被災者の気持ちが全く考えられていない。福島県から選出されている国会議員の動きも全く地元をみていない。
民主対自民のみにくいなすりつけの行政は見ていて幼稚で不愉快だ。
437 川越市
・心底我々避難者のことを考えた対応しているとは全く感じられない。
138 川越市
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福島の双葉郡の人々の人生をどう考えているのか？（東京電力も同じく責任をとってほしい）
441 さいたま市
私達被災者の事、考えてくれているのでしょうか。おかしいです。何万人の人がすべての物を失い、人生まで失
っています。天災なら自分たちの力で皆さん頑張れるけど、遅いです。
341 幸手市
もっと被災者を考えろ。
354 ふじみ野市
・総理は福島の復興が日本の復興と言っているが、国の仕事を見ていると上べだけの言葉で現地に来る大臣も少
ないし、愛がない。
・国は信用できない。事故後の対応のしかた、私達の声を聞いていない。
78 加須市
国はもっと被災者の立場になって考えてほしい
52 比企郡
・私達と同じ立場に立ってほしい。
46 上尾市
あれから１年が過ぎましたが、更なる復興にむけて頑張ってほしい。出来るのであれば議論する前に実際に被災
地に足を運び、その土地で暮らしている方々の立場を味わってから議論すべきと思われるし、国民に対して真実
を明かし報道するべきと思う。
11 八潮市
戻れというなら

自分たちも

1 ヶ月でも

2 ヶ月でも

住んでみたらどうですか？

＜国会議員の給料・人数削減を：3 件＞
437 川越市
・国会議員の人数、給料を減らしてまわすべきである。
297 川越市
とにかく、しっかり仕事してほしい。早く元の生活にもどしてほしい。税金上げるなら、自分達の給料減らすの
が一番。
256 加須市
国家公務員の給与を減らすより、国会議員の定数を半分にして、給料その他報酬などを現在の半分に減らして復
興財源にしてはどうか？国家の危機と認識しているならそれぐらいはやってもいいと思う。
＜国民を切り捨てるな：4 件＞
430 加須市
私達、避難者は、日本国憲法に守られているのでしょうか。生命財産が保護されているのでしょうか。母の遺骨
を抱いて、他国を放浪しています。町を元通りに戻せとは言いませんが、せめて生きている私達に希望をもたせ
るような政策は無いのでしょうか。
231 さいたま市
私たちも国民ですよ。切りすてないで下さい。
388 所沢市
人間らしい、あつかいをたのむ。
53 さいたま市
避難させたのだから事故はまだ続いているので事故が終了するまで避難します。安全アピールの帰郷は福島県民
子供まで死んでも良いんだなこの国はと感じました。安全アピールのために帰りたいと思う人の心につけこむの
は悪魔をみたと思いました。帰りたい人が多く話題となり、福島県民全体の意見と言われるのに疑問を持ちまし
た。
【真実を伝えるべきだ：9 件】
149 上尾市
隠さず正確情報を発してほしい。
432 加須市
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・事実を正確に公表して欲しい。
357 川口市
もう少しスピーディーに復興にむけて方向性を示して欲しい。帰れる帰れないをはっきりと。放射能に対しても
隠さずに公表して復興を速く進めて欲しいです。
132 熊谷市
分かり易く説明し、はっきり伝える。本当の事を伝える。都合の悪いことをにごさない。逃げないでほしい。
182 八潮市
ウソつかず、皆平等に対応して欲しい。
52 比企郡
・原発問題をすべての事をかくさすにすべて、教えてほしい。
46 上尾市
国民に対して真実を明かし報道するべきと思う。
22 加須市
はっきりと、事実を伝えて！
26 春日部市
うそをつかず本当の事を言ってほしい。無能な政治家はやめてほしい。
【東電への批判：4 件】
211 越谷市
東京電力の事故により家に戻れない日々が続いて、貯金を切りくずして生活しているのに、電気料金を東京電力
に支払うのが心情的に、とてもくやしいです。
278 蕨市
東電は賠償金を支払ってくれているが、いつまで続くのか？賠償金が支払えず、もし破綻してしまった場合、終
了になるのか？
117 東松山市
東京電力の事故で避難しているにもかかわらず、生活上で、電気代を徴収されている現状は、おかしい？のでは
ないか。個人の事情で使用料は違い、一律に出来ないのなら、家族１人当たり、平均額の免除があってもいいの
ではないか。家族が多い場合、使用量も多くなるので、負担軽減をして欲しい。
。
118 上尾市
避難指示を出しておきながら、今だに生活の補償がされていないので、生活費の補償をしてほしい。東電の賠償
請求をしたが、東電の一方的な理由により、今だに支払いがされず生活費に困っているので、国の責任で支払い
の指導などしてほしい。スピーディの情報隠しのような事をして国民を騙すようなことはやめてほしい。
【福島に帰りたい：19 件】
＜戻れるのか戻れないのかはっきりしてほしい：14 件＞
325 朝霞市
帰れない線引きをどうして私達に教えてくれないのか、わかりません。（もう決まっているはずなのに）いつま
で待てばいいのですか。私達の生活はどうしてくれるのですか。
25 上尾市
補償をいつまでするかはっきりしてほしい。帰れないなら帰れないと言ってほしい。
442 上尾市
帰るか帰れないか、はっきりしてほしい。
207 上尾市
・地元に戻れるのか、戻れないのか、いつ頃になるのかはっきりしてほしい。
287 上尾市
家へ戻れるのか戻れないのかはっきりと答を出してほしい。家があるのにいつまでこうしていなくちゃならない
のか、イライラして気持ちが落ち着かない。頭がおかしく不安定になる時もある。ねむれない。
245 入間郡
私も他の福島県民は、国の（及び東電）発表など全々信用していない。私個人で言わせていただくなら、住めな
いならハッキリと無理なら無理と言ってもらった方が、この先生活に設計が立てられます。
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96 川口市
復興～と言っていますが私共、原発の事故により避難してきた者は何一つ進んでおりません。1 年経っても何一
つ解決してません。地震、津波には何とか避けられましたが、1 年経って今、言えがどれだけいたんでいるかと
か住めるのかとか早い結論を出してほしいです。
24 北本市
もどれるのか戻れないのか(波江に)早く教えて欲しい。
272 越谷市
震災から１年以上過ぎるが何も進展していない。今の日本の国政は世界中から笑いものだろう。警戒区域等、除
染してもムダである。除染費用を復旧の金に回せ。いつまでも希望を持たせるような言い回しはやめろ。ハッキ
リ帰宅困難と言え。
139 越谷市
１日も早くはっきりと帰宅できるのかどうかを公表してほしい。とにかく早く落ち着きたいです。自分の家に帰
れないならそのように言ってほしいです。皆さん不安をかかえて体調をくずしている人が沢山います。
248 さいたま市
帰宅可能時期を早く、明示して欲しい。
50 志木市
帰れないなら早く結論を出してほしい。定住地がほしい。帰れないという保証もしてほしい。
367 所沢市
早く帰村できるのか、できないのか、できるならいつになるか、はっきりしてほしい。
389 戸田市
早い時期に自宅で生活できる時期を示してほしいです。
「最低 3 年かかる」等とはっきり言っていただいた方が
先の事を考えられます。今の時点では、警戒区域が解除になっても、水も電気もダメな我が家で片づけもできま
せんし、何の予定もたてられません。
＜早く帰りたい：5 件＞
291 加須市
東電が早くおさまり、より近い場所にもどりたい。
303 加須市
早く帰れるようしてもらいたい。
254 熊谷市
そろそろいいかげんにしてほしい。地元に帰れる様に全力で支援してほしい。
206 戸田市
南相馬市小高区の放射能は余り高くないようですから、早く警戒区域を解除し、除染、所下水道の復旧を早く実
施して、私夫婦も高齢なので早く小高に帰り、風呂場の改造と、その内お世話になる墓の復旧をはかりたい。
111 東松山市
地元に戻ることは第一希望。最悪、代替地やむなし。原発事故前のすべての生活を保障。穏やかな終演を向かえ
る事ができる事。
【原発のこと：18 件】
＜故郷に中間貯蔵施設建設はやむなし：1 件＞
265 加須市
双葉帳、大熊町に中間貯蔵施設をつくることはやむなしと思う。
＜原発問題への対応の不満：7 件＞
177 入間市
震災前より線量が高い所がどうして帰って大丈夫と言えるのか！自分達が子供や孫達を連れ１～２年住んで大
丈夫だと言えるようになってから、解除してほしい。勝手すぎる。
286 春日部市
・年間２０ｍＳＶで帰すのは、やめていただきたい。女性と子供は、帰してはいけないと思う。
436 加須市
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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くだらない審議や言った言わないのあげ足とりの足のひっぱりあいは止めて、１日も早く復興に向けて議論して
ほしい。今もまだ放射能が出続けているのにもかかわらず、収束宣言はあり得ない。本当に子供も住める位安全
なのか？何を基準に収束なのか？
220 川口市
今回の原発事故による避難にあっては住民に対しで無視した行為を感じました。現在に至っても国民の為に働く
べき政治家が政争に明暮れていることは本当に嘆かわしさを感じます。吾々避難者の心を汲み取って一日でも早
く安心できる方向性を示して欲しいと思います。
373 熊谷市
第一原発の建物がこわれたままの状態でなぜ安全宣言するのか。
405 さいたま市
区域を解除しても放射線は大丈夫とは思えません。なぜなら、原発からの漏れは依然として終息していないから。
チェルノブイリは、未だに３０Ｋ圏は立入り禁止です。何を基準に安全と言えるのでしょうか。子供たちの将来
はこれからです。不安のない未来にしてあげたい親の切なる願いです。
227 八潮市
原発事故に関して、ウソが多すぎる。御用学者ばかり使わずもっと広く多くの人材の意見も集約すべき。
＜原発をなくしてほしい：10 件＞
427 入間市
・原発再稼動は絶対反対。

・脱原発政治の貫徹。

44 川越市
原発事故の原因究明もされていないのに、原発の再稼働はありえない。
285 久喜市
⑥国は最終処分の仕方（技術）も分からないのに核燃料を使うのはやめて欲しい。核の恐怖を何万年も何十万年
も後後の子孫に残すような事をして誰が責任を取るのでしょうか？
221 久喜市
原発をなくして、元に戻してほしい。
175 さいたま市
原発のない国づくりを目指してほしい。
95 狭山市
原発事故の収束宣言をしたが、全く信用できない。今のところ落ち着いているだけで、大地震が起きたらもっと
大きい被害が出ると思うと、帰りたくても帰れない。
273 草加市
原発の再稼動は絶対反対。
421 東松山市
これからは、原発は無くして行く方向に考えてもらいたい。
33 鶴ヶ島市
原発をとめて、早く廃炉にしてほしい。
84 新座市
脱原発の方針を打ち出してほしい。原発は人災です。安全でもありません。電力料金を無料にして欲しい。
【賠償や補償問題に関して：42 件】
＜居住地の移転を希望：10 件＞
286 春日部市
・町の別の土地への移転に事業費手当をして。
36 春日部市
別の土地へ移れるぐらいの賠償を率先して進めて欲しい。
243 加須市
自分の土地、建物があったので、自分の土地が欲しい。
195 久喜市
住宅ローンについて、早くなんとかしてほしい。放射線の汚染が少ないからといって帰れというのは、とてもひ
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院
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どい話しだと思います（私達の自宅は 0.4m/sv 程度）
。もう新築だった住宅も住むのは難しい状況です。
377 比企郡
先が見えない状況ですので一日も早く安住の地へとの願いです。もとの町に帰れなくてもいいのです。早く国か
らの保障をお願いしたいです。原発は国策でしょうから。
292 ふじみ野市
線量が高く戻れる見込みの無い地域に住まいがあるので、早く代替の場所を明示して欲しい。
345 和光市
もちろん生活の保障や戻りたい気持ちもあるが、実際生活はとり戻せない。町全体での移動など考えてほしい。
21 新座市
有っても住めない家、公共事業の

のもと同じ様に代替地と、住んでいた家と同様の家が建てられるくらいの補

償をして欲しいと思う、20 年〜50 年住めないと言ってるなら。原発事故は国の責任なのだから。
50 志木市
定住地がほしい。帰れないという保証もしてほしい。
91 さいたま市
賠償金なんていいから、家を整えて欲しい。戻れないならこれから住む家を買って欲しい。
＜住宅不動産関連の保証を望む：3 件＞
135 川越市
原発避難者の住宅確保対策を早急に決めて欲しい。原発を作ったのは現野党であり、国会解散どころではない。
122 狭山市
一年もの間この苦しく辛い生活に耐えた。しかしこの先どこに定住するか等全く分からない状態でいつになった
ら安心して生活を送れるのかわからない。放射線の影響の有る福島には戻れないので早く定住できる様、家の購
入費用を出して欲しい。定住先が気買っても今までの生活を取り戻す為には相当時間がかかると思うので当分の
間は援助を受けられる様して欲しい。
424 吉川市
・不動産の賠償を早く的確に。
＜補償問題の結論を急いでほしい：1 件＞
176 桶川市
双葉郡より避難してきた人達に対しての今後の生活、土地家屋等をどの様にするのか。２年になろうとしている
のに以前として結論もでていない。
＜国が土地を買い上げるべきだ：4 件＞
284 春日部市
双葉郡全体を国で買い上げて、新しい土地に、それぞれの町を作って欲しい。帰って生活出来る状況かどうか、
現地を見て言って欲しい。議員さんみんなで、細かい所まで、見て来て、議論して欲しい。
317 加須市
私の土地（私たちの土地）を買いとってほしい。
142 川越市
大熊町、双葉町を国がしっかり買い取って、最終処分場を立地すべきだと思う。他県、他町村へガレキを移動す
ることにより放射能汚染地域を増やすだけである。どうか町民一人一人が納得のいく額を提示していただき新し
い地での最出発ができるようにしなければ、何も一歩も進まない！
459 幸手市
原発被災地域の除染が行われたとしても、広大な地域全体は不可能と思うし、例え帰れる状態になったとしても、
そこでの従来の事業再開は、全く成り立ちません。土地、建物等、買い上げ、営業補償をして安全安心な地域に
移りたい。
＜賠償される項目が少ない：1 件＞
147 蓮田市
・賠償に対して、項目が少なすぎると思ってます。住民よりアンケート等をとってはどうですか。
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＜速やかな補償を望む：13 件＞
93 入間
賠償をすみやかにすすめて欲しい。
311 加須市
全然と言うか何もまだ解決してないので早く保障問題、早急でお願いします。
449 加須市
・賠償をスムーズに。
237 加須市
東電とともに早い賠障を。
316 加須市
はっきりとして賠償や補償問題をしてもらいたい。
130 川口市
一日も早く賠償問題等を解決して欲しい。気持ち的に楽になりたい。
285 久喜市
②精神的損害賠償額の増額（月額３５万円）
。
④３．１１時居住地の不動産、動産の速やかな補償を決定して欲しい。
384 鴻巣市
無条件で保障してほしい。
（東電の事故により国の指示で避難させられ、自由を奪われ）放射能 0 の町（街）に
なるまで保障（補償金）して下さい。精神的苦痛料は無条件で入金してほしい。
219 蓮田市
・保障を早く国が前面的に行うべきである。
434 東松山市
しっかりと賠償責任をとってほしい。
460 東松山市
福島のもとの生活にもどれるまでの支援、生活補助、補償を強く願います。
214 深谷市
この２、３年で一活で賠障の問題をすませてほしいです。長々やっていたら人間だめになりそうです。はやく自
分の住み家をみつけて働きたいです。
456 吉川市
早く保障問題。帰宅出来ないなら、より早く。
＜長期的な補償・賠償を望む：5 件＞
41 入間
収入もなく 1 ヶ月１５万があれば生きてゆけるので死ぬまで保証してほしいです。
44 川越市
いつまで補償してくれるのか？
371 さいたま市

南相馬市小高区

・原発事故は、被災者の生活と職と自然を長期に亘り奪った。このため、国に長期に亘る十分な損害賠償を望む。
95 狭山市
補償の打ち切りは、福島を見捨てたとしか思えない。本当に安心して元どおりの生活ができるようになるまでき
ちんと補償してもらえないとこまる。
30 羽生市
避難生活等による精神的損害の支払いを平成 24 年 8 月で終了するとのことですが、完全に除染されたり、放射線
は無くなるのか、なくならければ 8 月終了は延期すべき。もっと長い見てほしい。国は東電を向くのではなく国
民に目を向けてほしい。
＜個々の希望に合わせた対応を：3 件＞
364 川口市
私は 80 才なので私が生きている間に東電の保障と原発の解決を望んでいます。帰れない我が家を買い取って欲
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しいのでお願いしたい。
328 北葛飾郡
高齢者は余生が短いので一番先に賠償をすることを決定実行して欲しい。
269 久喜市
戻りたい人、戻りたくない人、両方いると思うので、それぞれに合った法律（住宅ローン負担減など）を作って
ほしい。
＜自立した生活がほしい：2 件＞
334 坂戸市
自宅で生活出来ない為に親子別々に成ってしまったので 1 人でも生活できる毎月の。
（※記入はここまでです）
409 和光市
警戒区域への帰還の可否、時期、具体的補償内容の明確化、指示、避難生活を強いられている者にとって最優先
の課題は、安心生活の実現です。仮設･借上げ住宅等での生活ではありません。自立した生活です。
【除染について：24 件】
＜国の管理区域にすべきだ：6 件＞
222 川口市
福島県に帰る意志が全くありません。政府の方針、テレビ、新聞等、全員帰還させることが最上の事の様に取り
上げていますが、帰りたくない人も当然います。不動産、財産を国や東電で買い取って、新たな場所でや利直し
たいいるわけですので、そういった人の声をもっと取り上げてほしい。除染が完全に終了してはじめて、帰宅を
うながすべきであり、除染が終了しないのに、住民を帰している町村がある。理解に苦しむ。
1 越谷市
私は 20km 圏内は山、川等の除染にかけるお金を保障として人々にこれからの生活の為に保障して、この 20km
圏内を放射能の管理区域として管理して行くべきだろうと思う。電気、水道、道路等が放射能のある所で作って
いけるのは何年かかるでしょうか。私の場合は家族は戻らないとはっきり言っています。孫達を育てられること
は出来ないでしょう。
77 越谷市
福島の住宅があった所は、災害危険区域に指定され、住宅の建築ができなくなりました。集団で移転するか自力
で移転するかしなければなりません。住宅を購入するか建築するかにしても福島の宅地、田、畑、山などの土地
は今後どうなるのか？買い取ってもらえるものなら買い取ってほしい。
426 幸手市
避難区域は、除染して帰還ではなく、全て買い取りにしてほしい。無駄に除染にお金を使わないでほしい。もっ
と住民の意見を聞いてほしい。住民の本当の声を聞いていないと思う。
296 秩父市
無駄な除染（線量が高い地区）に金をかけるよりも、早く住宅等の面で、おちついた生活が送れるように東電に
賠償をうながし、必要であれば国も賠償を考えてほしい。
181 ふじみ野市
福島の警戒区域内で家のローンが残っている為、何とか警戒区域内だけ土地や建物国で買い取ってほしいと思う。
１年も住んでいないので家が傷んでしまっている状態。庭だって、草でぼうぼうにはえている。とにかく皆さん
が同じ意見を出すと思います。国で責任をはたしてほしいです。
＜除染は無意味だ：13 件＞
61 入間郡
現在南相馬の一部をのぞき住居可能になっていますが、出来れば全面除染終了まで住居不可にしてもらいたいと
思っています。人命尊重のため当然の事だと思って居ます。
79 大里郡
放射能は減っただけでなくなった訳ではない。福島県より子供達、命が優先ではないのか。なぜ危険性のあると
ころに、まだ住まわせるのか、保障が出ればいいだけの話ではないと思う。せめて 30km 以内の子供達は全て避
難すべきだ。なぜ、東電に電気料金を支払うのかわからない。
35 越谷市
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除染するのは良いとは思う。しかし、その費用もすごい金額なのでは？その金額があったら、放射線の少ない土
地を探して、マンション、アパートと建てて、皆を住まわせたら良いのではないか。雇用だって一同に集めれば
人も会社も動きやすくなるのでは。
286 春日部市
・除染は、無理、中間施設は、地元反対している。町をすべて買取るしかない。
432 加須市
・除染で人が住めるなら、政府の人間が先に家族を連れて住め。
438 川越市
除染で戻れるはずなどありえない。国、東電は、人事としか考えていない。少なくとも浪江町は、スビーディで
見ての通り、
“戻れない”とはっきり政府の方で発表して欲しい。そして一刻も早く倍所運費取りくまなければ、
被災者は、生きる気力も失せ、死んでいくであろう。東電がにくい。避難して何故、東電に電気料を支払うのか？
146 狭山市
福島県の人達はこの県に住んで大丈夫ですか。他の県の人達はそこに住めないと思う。先々の健康がわからない
のなら除せんにお金をかけるのは間違っていると思う。震災で２万人近い人が亡くなったのに、これから先も亡
くなる人をふやすつもりか？本当に国はひどすぎる。国会議員が家族と住めるかよく考えるべきだと思う。
98 東松山市
自治体の話に合わせてないで国としてはっきり「居住できない」と宣言しムダな除染ではなく補償してほしいで
す、もちろん価値の減少などではなく新しく家が立てられ土地を求められ財物も買入し納得できる額にてです。
137 比企郡
除染して、なるべく戻そうとしているが、長期間放射線にさらされている家はガレキとしか考えられない。家の
中の除染をしないで帰すと言う事は常に、放射能と共に生活する事ではないかと思います。
225 深谷市
・除染して低くなれば住めるのだろうとかんたんに考えてほしくない！！ ・除染にムダな金を使わないで！！
・帰りたいと思っている人がどれだけいるのかわかってやっているのか、わからない。
・時間がたてば家も住めなくなり、直してまで帰りたいと思っている人がどれだけいるのか？
348 八潮市
無駄な汚染作業をしていないで、早めに私達の生活が落ち着ける様に進めて欲しいと思います。
194 吉川市
復興の第一は「除染」を優先している様に思える。人が生活できる「安全」までは、どの位の期間が必要か疑問
だ！！莫大な時間と莫大な金が無駄になる気がする。すべての避難者は安全安心な生活を求めている。「求めて
いると言う意味」は、安住の地である。今現在の生活が長引く程に、ストレスが恐ろしい。
179 和光市
除染と言う「まやかし」はやめて新たな土地への住居提供や賠償をするべきである。国も加害者であることを真
剣に考えて欲しい。線量の高い福島へは帰すべきではない。
＜除染の有効性に疑問：2 件＞
285 久喜市
⑤国は本当に我われが帰宅出来るように安全な除染が出来るのか疑問です。
209 幸手市
ウソばかりついているので信用できない。除染をしても私達の地域は山林が多く、家屋だけの除染では、生活が
不安です。
＜除染して住めるようにしてほしい：3 件＞
320 加須市
放射量を 1 日でも早く除染してふるさと双葉町へ帰してください。
422 さいたま市
線量の少ない所を率先して除染して早く居住できるようにしてほしい。
107 秩父市
がれきを撤去して、放射能をきにしながら生きていくのは、つらいです。もとの福島県にもどして下さい。博物
館や水族館などを被災者は無料にしてほしい。
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【避難区域に関して：5 件】
＜避難区域の見直しを：1 件＞
424 吉川市
・避難区域の見直しを早急に。
＜避難区域の 3 分割は反対：4 件＞
295 川越市
放射線量によって区分けをするといっているが、町の一番高い地域に合わせて分けて欲しい。町が分断される分
け方はやめて欲しい。
378 狭山市
警戒区域を今後、3 分割するのはやめてほしい。もし除せんをして住むことを解除するのならまずはじめに政府
の方々に住んでもらいたい。
215 川口市
①避難区域再編（３区域）になろうとしているが、区域が再編されても、同一補償を確実に行ってもらえる様、
国に要望したいと思います。不公平感があっては必ずともあっては、ならないと思います。間違いなく、地域の
輪が乱れると思います。
92 桶川市
政府の避難区域の見直しについて。これからの見直しについて町が空間放射線量に応じて 3 区域に再編されるた
め分断し賠償に差が出てくる。ライフラインが整備されていないため帰宅しても生活できない状況は同じなのに
区別するのはおかしい。国は現場を全然理解していない。
【作業員の安全を補償・保障してほしい：1 件】
3 戸田市
・現地にて作業を行っている作業者の安全確保
・これから何十年も先の作業者の確保
・作業者への、補償、保障の問題
東京電力の問題ではない、日本の問題です！
【自然エネルギーに転換すべき：2 件】
100 上尾市
原発をやめて、風力や水力、太陽光などに早くかえるべき。じゃないと戻っても不安。
427 入間市
・自然エネルチーの電力利用の促進。
・発電と送電の事業区分と送電の民間利用の自由化促進。
【地方の権限を強化：1 件】
350 蓮田市
・市町村の行うそれぞれの方策をやらせた方が良いと思う。
・国だけでは現界がある。
【どうにかしてほしい：3 件】
115 入間市
どうにかしてほしい。
395 川越市
家はあるのに帰れない。浮草のような生活。もう何年生きられるかわからない先のない生活がくやしい。残され
た人生少しでも早く地に足のついた生活をもう一度と思っています。早くなんとかして下さい。
127 川越市
除染をしただけでは福島県に帰る事は出来ません。町が元通りになり行政サービス、商店、床ヤ、パーマ屋さん、
今迄の生活がそのまま続けられる様になるまでのこれから先の事。私は７４才になりました。これから先の明確
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に出来ないまま毎日を過ごしている事の苦痛、漠然として生活しています。もう少し明確な説明はないのでしょ
うか？警戒区域が解除されたら自由に自分の家に行き荷物をとり出す事が出来るのか。大切な物は全部福島に置
いてきています。
【生活費が心配だ：1 件】
458 加須市
テレビや新聞を見ていると、生活品からなんでもあがるので、これから先どう生活したらよいか不安でなりませ
ん。
【高速道路の無料化継続を希望：4 件】
449 加須市
・高速道路の一部無料の見直し。
285 久喜市
①高速道無料継続。
203 さいたま市
高速道路無料化はずっとやっていてほしかった。
147 蓮田市
・原発で避難者している人達は自宅へ又はその近くにも行けない。せめて高速の通行料金は無料にしてほしいも
のです。
【避難民への支援格差：1 件】
408 新座市
避難所や仮設住宅の人には、当初から今でも物資が配られていて、独自に自立して避難生活をしてきた私たちに
は、それに比べるととても少ない。ほとんどなし。公平にしてほしい。
【借り上げ住宅の期限が心配：1 件】
180 坂戸市
県内だとあと２年は借上の期間があるようですが、私達は２０１１年４月から２年間という契約なので、残り１
年しかありません。家賃を払えばその後も住めるという訳ではないので、完全に出ていかなければならないので
引越し準備や家探しなど大変な生活になります。不安で仕方がないです。
【仮の住民票を発行してほしい：1 件】
71 鴻巣市
仮住民票の発行
【子どもの教育：2 件】
465 加須市
福島県の子供に対して、安全や安心を一番に考え、健康の維持と体力や学力の低下にならないよう対応してほし
い。
346 さいたま市
子供に対しての教育（学習面）を支援してもらいたい。
【情報アクセス：1 件】
143 加須市
メディアと住民で、メディアの方が情報が早いのに違和感がある。
【不明・分類不可：10 件】
108 上尾市
福島の車はひばく車ではあるが、影響があるとホームページにのせいているが、どうしてだ。
398 上尾市
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年だから出かける事も出来ない。
264 加須市
？
174 春日部市
いつもだ。
215 川口市
②先日、ある雑誌の記事を目にしました。原発避難者が賠償金などでギャンブルをしているとの事で、ごく一部
の人達だと思いますし、個人の自由だと思っていますので、良いも悪いも無いと思います。雑誌記者の人達から
すれば、良いネタなのかなと思いますが、避難者の人達が、そうゆう記事を見てどう思っているかと思うと胸が
痛みます。出来れば、避難者の方々の気持ちを逆なでする様な記事を出回らない様にしてもらえないでしょう
か！？記事の差し替えは行えないでしょうか！？又、報道の自由ではありますが、極力、記者達の方々には、避
難者へ歩みよってもらいと思います。
80 越谷市
県に対してとなりますが、サテライト校の統合、1 年たって生活もなててきたかなと思ったらまた、避難民にな
りました。
74 さいたま市
介ゴ保険料をあげるなら・・・
（ジム量増やさず・・・）中味をたずさわる人々の待遇等を熟慮して現場を見て、
お互いが気持ち良く生きられるようにして下さい。
87 新座市
早く 3 月 11 日に戻してほしいです。無理かもしれないが、それに近い状態にしてほしいです。
・いままで水は自家水で 0 円、太陽光発電で光熱費 0 円、1 ヶ月 1 万円強の出費の増加、自家野菜、くだもの（梅、
柿、キウイ、ビワ等）買うのがバカらしいです。水、電気、ガス節約してみじめな感じです。夏場はシャワーだ
けで過ごした
307 東松山市
津波でお家が流された方達、地元に帰れない又原発で帰れる日がわからないため。
302
隣人の嫌がらせ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
［問３－B］行政への要望（現在の自治体に対して）：145 名
〔感謝〕
【ありがたい、感謝：43 件】
149 上尾市
十分やってもらってます。
309 上尾市
感謝しております。
195 久喜市
とても良くして頂いて、感謝しています。
115 入間市
良くしてもらってます。
116 朝霞市
感謝です。
152 入間市
何もかも良くして頂いているので、出来るなら、この地に住みたいと思っている。
62 入間市
いろいろと気をつかって頂いてその点は感謝しています。福島よりもありがたいです。
41 入間
よくしてもらってます。
79 大里郡
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大変お世話になっている。地元から支援の手がないだけに本当にありがたい。できれば借上げも埼玉県ではなく
町で取り組んでいただけると相談しやすい。
271 桶川市
感謝。
256 加須市
震災以降大変お世話になっているので、何一つ要望はありません。本当にありがとうございます。
264 加須市
ありがたく思っています。
310 加須市
大変感謝しております。
304 加須市
皆様にはお世話に成っています。感謝です。
392 加須市
感謝をしています。
393 加須市
たいへんよくしていただいていると思います。
394 加須市
感謝をしています。
280 加須市
大変、良くしていただいて幸です。
320 加須市
たいへん協力しているのでありがたい。
294 加須市
大変お世話になっている。場所の提供や物資などボランティアの地域的援助を有難く感じている。
159 蓮田市
良くしてもらっている。
220 川口市
何時も親切に応えて頂き感謝して居ります。
466 川口市
良くしてもらっている

感謝してます

328 北葛飾郡
大変お世話になり感謝しています。しかしいつまでもご迷惑をかけたくない。
170 久喜市
たいへん感謝しています。
195 久喜市
とても良くして頂いて、感謝しています。
267 久喜市
お世話になっているので感謝しています。
272 越谷市
感謝！感謝です。
77 越谷市
いろいろな優遇措置をして下さいます。とてもありがたい。今後もよろしくお願いしたいです。
71 鴻巣市
ありがたい。
37 鴻巣市
感謝の気持ちでいっぱいです。
405 さいたま市
良くしてもらっている。
422 さいたま市
今、仮住まいなので特になし。今、生活できることに感謝します。ありがとうございます。
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341 幸手市
考えてくれたり、私たち被災者に対してお世話してくれる方々はたくさんいます。
87 新座市
・お世話になって感謝しております。
162 新座市
近からず遠からずの支援をしていただいています。ローンの残っている我が家さえなかったら、ここに住居を構
えたい程です。
111 東松山市
お世話になっている身です。特別ありません。
52 比企郡
大変お世話になっております。第二の故郷です。
292 ふじみ野市
とても良くしてもらっている。
354 ふじみ野市
とても感謝している。
126 ふじみ野市
いろんな情報提供や支援を頂いて感謝しています。
94 南埼玉郡
よく分らない御世話していただいてます
348 八潮市
本当に良くして頂き感謝しています。
324 八潮市
お世話になっています。ありがとうございます。
【公共料金の免除：5 件】
36 春日部市
上・下水道代の無料などで助かっております。
215 川口市
避難前の自治体との連携を蜜に計ってもらいたい。避難前の自治体が多数存在して大変だと思いますが、よろし
くお願い致します。又、水道料金等の減免措置には、家族一同感謝しています。これからも、末永く見守って下
さい。
1 越谷市
越谷市の方々には大変お世話になっております。住宅、水道料の無料についてはありがたいです。ボランティア
の方々にお世話になり、何かと声をかけていただきありがたく思っております。
380 戸田市
今年度は水道料金の免除などで大変助かりました。
389 戸田市
地元に帰るつもりなので、住民票も移していない状態です。戸田市に税金も納めていないのに 3 月まで水道料を
免除していただいたり、それだけでも感謝しています。
【行政の対応が良い：5 件】
436 加須市
混乱している最中、良く対応してくれた。人が足りていないようで忙しそうで大変さが伝わってくる。
205 行田市
昨年３月１５日来た時は行田市の方々には大変お世話になりました。（斎条地区の方々には何もありません）１
月１日に地域皆さんと神社まで歩け歩けの行事に参加させて頂きました。家族５人で。
253 坂戸市
初めの頃はいろいろと数回来て話をしました。今は一年にもなりますし、親せきも近くにいますので、最初は本
当にたすかりました。感謝してます。今も毎月電話も来ます。
459 幸手市
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幸手市役所には、いろいろな手続き、相談等に対しての対応は、親身に迅速に取扱いをしていただき、感謝して
おります。
378 狭山市
とてもきめ細かく対応して下さるので、とても感謝しています。
【行政サービスが手厚い：1 件】
158 羽生市
赤十字より家電もいただき、地元羽生市から新米もいただき、大変お世話になっています。住宅は雇用促進で係
の方にも親切にして頂きました。
【交流の場を設けてもらってありがたい：3 件】
287 上尾市
色々とイベントとかしてもらってありがたく、大変だと思ってます。
92 桶川市
関連文書やイベント招待文書等をいただき良くしてもらっている。
284 春日部市
大変暮しやすい所ですが、仲良しのご近所さん、仲間がいない。自体の方には、盆踊り大会や秋のお祭りに招待
して頂き、とても孫がよろこんでいました。ありがとうございました。
【人々に良くしてもらった 11 件】
61 入間郡
現在の自治体の人々は大変良くしてくれますので感謝でいっぱいです。
176 桶川市
埼玉県の知事さん始め、皆様には大変お世話になり、心から感謝致しております。
265 加須市
加須市にお世話になっておりますが、地域の方々には本当によくしていただいております。昨年はお米をいただ
きました。今後２～３年後までいただける様な話を伺っております。行政の方々には頭が下がります。私には何
が出来るか考えたときに昨年４月から入居の促進住宅の廻りを草刈機を使用して除草を行なっております。今後
も続けたいと思っております。
391 加須市
皆さん方良い人ばかりで住人でも良いくらい良い市だ。
76 川口市
川口市には心身共に助けていただいていると夫婦共に感謝しています。
295 川越市
埼玉県には、お世話になってます。
218 狭山市
いろいろ援助していただいて、感謝しています。大家さんや薬局の人に野菜や手作りのものをいただき、やさし
い言葉をかけてもらいとても心に染みました。第二の故郷と感じています。やさしさは忘れられません。これか
ら人の為に生きていこうというきもちにさせてもらいました。
165 蓮田市
蓮田市には色々と気配り頂いて感謝しています。
374 ふじみ野市
ふじみ野市の方々には、本当によくしていただき感謝しています。子供達もいじめられることなく登校、登園で
きているので本当にありがたいです。
408 新座市
親切に迎え入れていただきました。
227 八潮市
非常に面倒を見てくれている。
【新しい住宅や周辺の環境が良い：7 件】
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291 加須市
自治体が出来、活動しているので、ありがたい。
465 加須市
住みやすい地域で災害も少なく、市役所の職員たちも親切。
44 川越市
県の借上げ住宅制度や就職相談などいろいろとお世話になりました。
95 狭山市
早々に支援住宅を準備して頂き、水道代も免除していただき本当に感謝しています。
87 新座市
・お世話になって感謝しております。
・25 年 4 月までですが長びくようなら延長して住めるようになればと思っています。
42 飯能市
住宅の無償提供や支援をいただき良くしてもらっています。
19 ふじみ野市
ふじみ野市役所の職員のみなさんには、入居の際は色々とお世話になりました。とても感謝しています。
〔要望〕
【公共料金の支援を望む：4 件】
254 熊谷市
公共料金等を支援してほしい。
209 幸手市
公共料金の基本料金（３月現在）が免除して頂いていますが、今後も続くのかどうか…。
84 新座市
水道料金（基本料）無料にしてほしい。東京や横浜では、無料にしている。
179 和光市
よその地域の情報も聞くが、ここは被害者は厄介者のような気持ちにさせられる。唯一形に見えた支援の水道ヒ
の免除も３月で打ち切られる。
【もっと動いてほしい：10 件】
442 上尾市
「町」として、これからどうしていくのか？
325 朝霞市
私達が住んでいる事すら知らない。
166 桶川市
積極的に行動して欲しい。
230 春日部市
市役所に電話をしても本人が来てくれとの事。なかなか車も持ってきていないので、隣の人に聞いても自治体の
役員さんなんか解らないとの事。不便さを感じます。地理的にわからないので知人に頼んで役所に行き自治体に
対する事、を知りました。役人さんと住民とのコミュニケーションがなっていない様な気が致します。田舎だっ
たら民生員さんが定期的に廻ってくるのにと思った。
261 加須市
町自体も若干遅れていると思うが、国、県にスピードが無い。したがって、町の動きも鈍くなるものと思われる。
397 川口市
福島の被災地を忘れている気がする。原発に対する避難者に対して市はなにをしているのか。全くみえない。
404 川越市
・何も、やってくれない、口だけの役所
367 所沢市
引っ越してきた時に市役所に行っていろいろと相談しましたが、何一つ力になっていただけませんでした。（例
えば乳児が同居していてミルクをつくる水をいただけないかお願いしました。）住所を移してないせいか（行政
のサービスをうけられない）他の避難している方達と不公平を感じる。
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194 吉川市
同意見です。思い切った政策を進めなければ、復興はないと同じだ。
379 羽生市
受け入れてくれたのはありがたいが、最近はほったらかし。こちらが意見を言わないと動いてくれない。
【行政の対応が冷たい：3 件】
25 上尾市
最初からあまり良くしてもらえなかった。冷たすぎる。
75 川口市
旧鳩ヶ谷市の時は 6 月上旬まで何の手もさしのべてくれなかった。3/13 に避難し翌日に市役所に行ったが、連
絡 1 ついただけなかったのが悲しい。その後 6 月よりは何とか良くして頂き感謝しています。
53 さいたま市
さいたま市に 3 月下旬に来てすぐ北区役所に避難登録に行ったときに、知らない町とほんとうにどうしたらいい
かわからず、区役所総務課で話をした。こちらは制度とか支援、学校のことをしりたく相談したのだが、「いま
までの貯蓄ありますよね？そちらで何とかしてもらって、仕事なければ働いたらハローワークはここです」と地
図を渡された。3 月避難所を福島から出てきてこのような対応をされると思わなかった。さいたま市で産まれた
がこんな悲しいと思った故郷だった。
【自治体によってサービスの差が激しい：7 件】
108 上尾市
住んでいる市（埼玉県内の）と他市の対応がまちまちである。
430 加須市
１．加須市に住んでいます。となりの市では、上・下水道が避難者は無料とのこと、自治体によって違うのです
か？
464 川越市

町

双葉町へ、早く避難所を廃止してほしい。待遇に差がありすぎ不公平すぎる。いつまでタダで生活させるのか、
トイレットペーパーぐらい自分でかわせろ!!

現住所、移転者にも介護用品の補助をしろ!!

445 鴻巣市
となりの加須市への保健師派遣はしているようだが、もう少し、ネットワークや心のケア等、助けて欲しい。引
越ししてきた頃は、物資支援があったが、今はほとんどない。
91 さいたま市
以前問い合わせた（県）時に借り上げは一回のみとけんもホロロに断られ他の自治体に比べ埼玉県は遅れている
と感じた。
21 新座市
市ごとに予算が有る所とない所の差が有り過ぎる。新座市は避難者も一般市民と同じ様にと言うことで行政を行
っているとのことだが、富士見市は色々やってくれたし福祉の方なども訪問に来てくれたりしていた。
182 八潮市
八潮市はあまり情報がない。草加などは、水道料金など一年無料だったり…。
【検診などのサービスを受けたい：1 件】
2 入間
自治体のサービスが受けたい(ガン検診等)
【交流の場がほしい：11 件】
215 川口市
避難前の自治体との連携を蜜に計ってもらいたい。避難前の自治体が多数存在して大変だと思いますが、よろし
くお願い致します。又、水道料金等の減免措置には、家族一同感謝しています。これからも、末永く見守って下
さい。
96 川口市
清掃（？）が当番で当った時は必ず出席、できる限り参加し地元の人ともふれあいを心がけてますが、仕事もし
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てれば職場で人の出合いもあるし、そうすれば趣味とか活動で出れるチャンスもあるのですがそれもなくただ毎
日過ごしています（永友註）
142 川越市
あまり関わらないでいるためよくわからないのですが、被災者がここに住んでいるという事さえ知らないように
思う。
48 川越市
せめて埼玉県内で行なう避難者向けの情報などを知らせてほしいです。福島県からの避難者との交流をもちたい
と思います。
187 所沢市
あまり被害者に対して関心がないと思う。もっと交流の場を設けてほしい。
6 戸田市
戸田市には避難をしている方々の集まりもあると思うが、集まって話をしたいが、仕事の都合(不規則な為)、会
えません。個人情報があるので、知ることもできないのが、残念です。市役所からの情報があればいいのですが、
何もありません。
440 東松山市
お世話になっている。しかし町内のどんな方が避難しているのか、ほとんどわからない。民生委員の方などを通
して、もっとつながりがもてれば不安が少しなくなるのではないかと考える。
336 深谷市
避難している人との交流を一度でも良いから計画して下さい。
27 吉川市
福島県内から来ている人達との交流がほしい
278 蕨市
同じ市に避難している人がいないからか、避難者の集まり等ないのでしょうか？
97 蕨市
避難している横の連絡が取れる様に協力してほしい
【情報がほしい：7 件】
285 久喜市
②遠くに避難している者が東電に対して賠償請求する場合、指導、助言して欲しい。
139 越谷市
当地の自治体の活動はよく判りません。
203 さいたま市
とても住みやすく、良い所だと思ってはいるが、何かしてもらっているという気持ちはないと思う。（自分が情
報を知らずにいる、というのもある）
347 南埼玉郡
治安が良いのか悪いのかわからないので情報がほしいです。夜になると今住んでいるところは真っ暗なので街灯
があれば良いと思います。
214 深谷市
いろいろな情報、中古物件の事、もう支援（物）はいらないので安い土地、などなど知りたいです。
140 八潮市
八潮市の役所の方は良くしてくれる。埼玉県からは、必要な情報は届いていない。
362 和光市
ある程度の情報提供はして欲しい。
【人間関係の問題：3 件】
284 春日部市
大変暮しやすい所ですが、仲良しのご近所さん、仲間がいない。自体の方には、盆踊り大会や秋のお祭りに招待
して頂き、とても孫がよろこんでいました。ありがとうございました。
311 加須市
他人の事などみむきもしない人。いろいろな人がいるので大変です。
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302
隣人の嫌がらせ。
【居住環境に不満・要望がある：8 件】
360 入間市
夫、母、自分、義母と住んでいるため、もう少し個々のプライベートにいることが出来る部屋がほしい。
79 大里郡
大変お世話になっている。地元から支援の手がないだけに本当にありがたい。できれば借上げも埼玉県ではなく
町で取り組んでいただけると相談しやすい。
243 加須市
仮上げ住宅を早く緩和して欲しい。
135 川越市
三年程度の居住の許可を希望いたします。
74 さいたま市
道路が悪すぎると思う。農地が、宅地や会社などに変かくの時のように感じる。売り区画が 50～100 ある集団売
地を、震さいを受けた自治体、字、小字、隣組などにまとめ売りして、集落から助成しなじめて独立世帯を育て
られたら助かるナァ。
366 越谷市
借り上げ住宅の保証期間が延長されたのか情報が入ってこない。
87 新座市
25 年 4 月までですが長びくようなら延長して住めるようになればと思っています。
16 東松山市
これから家を建てたいので土地などの情報がほしい。
【地域の問題：2 件】
107 秩父市
道がわからない。まいごになってしまう。
117 東松山市
ウォーキング等を楽しんでいるが、河川等にアキ缶等が散乱がみられ、クリーンアップ作戦を今より増やした方
が良い。協力します。同じ意向の協力者は、数人確認している。
【放射能の問題：1 件】
426 幸手市
放射能汚染の調査を数箇所ではなく、もっと増やしてほしい。学校給食の食材の産地を、選んで、放射能の検査
をしたものを子供達に食べさせてほしい。
【なにもない、分からない：11 件】
382 朝霞市
何も望まない。
316 加須市
何もないです。
467 加須市
特にない
441 さいたま市
正直、何もわかりません。
435 北葛飾郡
特にありません。
167 戸田市
今更何も望みません。広報、ありがとうございます位。
206 戸田市
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不足なし。
225 深谷市
得にない。
82 深谷市
ありません
60 さいたま市
よく分らない
38 川越市
何もないです。(何のお話もないです）
【期待できない：1 件】
22 加須市
期待できない
【双葉町町長への批判：1 件】
387 加須市
双葉町の町長、ダダわらし。
【町内を区分しないでほしい：1 件】
285 久喜市
①町内を３区分された場合は、町民は帰宅しないと思います。その時は、広域合併し、線量の低い場所に行政区
ごとに以前のコミュニティー作りをしてはどうか？
【自宅に空き巣が入った：1 件】
180 坂戸市
浪江の自宅が空き巣にあいました。３回目の一時帰宅で業者と同行し応急処置してもらいました。まだ本当のガ
ラスは入っていませんが業者の見積もりをお願いしたら８万円超えの料金だったのでびっくりしました。
【不明：2 件】
101 上尾市
とても良くしてもらっているが。
174 春日部市
いつもだ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[問３－C]

行政への要望（地元の自治体に対して）：140 名

【今後の方向性を明らかにしてほしい：14 件】
98 東松山市
いつまでも「帰りたい」、「除染」等の話ばかりではなく現実を見て話してほしいです。戻れませんから・・・。
町がいつまでもその調子だから国も東電も除染して戻そうとするのです。
44 川越市
住民の生活の方向性を早く明確にしてほしい。
325 朝霞市
原発で汚染された損害賠償請求を待ちでやるべきなのに何故してくれないのか全くわからない。富岡町役場は町
民の為に働くべきなのに。
118 上尾市
国への土地家屋の賠償請求。避難中の生活費の国家補償請求。
202 川口市
今後どうなるのか。
179 和光市
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少ないスタッフで情報の発信をしてもらっているが、国や東電との集団交渉などの積極的な賠償対応をしてもら
いたい。
63 和光市
今月の区域分けで避難指示解除準備区域になった場合、住民が戻って生活が再建できるか、あるいは町民そろっ
ての帰還なのか、仕事は、インフラは、町のビジョンは出来るだけ早く立ててほしいと思います。
278 蕨市
これから先、みんなバラバラの避難でいいのか？それともＴＶで言っている代替地みんなを集めるのか？
256 加須市
今後の見通しを早急に示してほしい。ぼんやりとでなく具体的にどうするのかをはっきりと示してほしい。避難
者は本当にどうしていいかわからず精神的にまいっている。
264 加須市
早く結果が見たい。何もかも。
254 熊谷市
明確なビジョンを示してほしい。
1 越谷市
南相馬市小高区(旧小高町)については、今後の方向性については 1 年後過ぎても今後についてはわかりません。
放射能のある所へは若い人は戻らないとはっきり言われています。
79 大里郡
復興もたしかに大切なことである。わかってはいるが、本当に大丈夫なのか？守るもののない市長様の自己判断
としか思えない。もっと、これからの将来のある子供達、その親の意見をきくべきだ。
235 さいたま市
原発に対する賠障、補償問題へのフォローが全くない様に感じます。
（特に避難者に対しての）
【行政の姿勢の問題：22 件】
＜行政への批判：17 件＞
466 川口市
県外（避難者）には関心がないようだ
に乱雑に入った物資が届いたが

避難当初も物資を送ると言って結局はこなかった

H24 年１月ころに袋

中の袋がやぶけていてとても使う気にはなれなかった

64 越谷市
他の町のようにまとめて補償に取り組もうという気持ちがないようでがっかりしている。
126 ふじみ野市
大熊町の対応の悪さには、怒りを感じます。地元なのに…！
209 幸手市
県外避難者には中々要望が遅く、対応も冷たかった。帰還宣言が早すぎる。
354 ふじみ野市
もう少し町民の生活（とくに福島県外）に対して関心をもってほしい。
227 八潮市
動きが全くない。
328 北葛飾郡
一生懸命努力していると思いますが、元通りには 10 年後でも困難と思います。
339 上尾市
どんな動きをしているのか分らない。
378 狭山市
混らんの中から現在まで業務をしていることはとても大変だったと思います。ただ今後の町の方針が最近まで
「全町民帰還」だったことは同意できないです。
22 加須市
たよりない。希望がもてない
309 上尾市
浪江町の統そつがバラバラなような気がする。
438 川越市
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何を考えているのか不思議でならない。相変わらずの議員達。
435 北葛飾郡
復興の計画が現実的でない。
394 加須市
きちんとしろ。
464 川越市
支援物資の配布が全くないので。
167 戸田市
広報が毎日ポストに入っているだけ。物資を届けに来てくれた人はいなかった。一度戸田市役所へ聞いてみたら
毛布なら貸せますと。新聞屋は箱テッシュ４ヶ入を３組、米５ｋ２袋、洗剤５ヶ、生活用品本当に沢山。
347 南埼玉郡
信用していないので（特に桜井市長）何もありません。又、桜井市長はテレビに出ないで下さい。バカ丸出しで
市民の声をひとつも聞かないのにテレビで良い言ばかり言っている。（鹿島区など市長選時に票をもらった区の
人々だけの意見は聞いてるサルです。
（南相馬原町、小高区が避難している避難所には避難中に一度も来てない）
）
→衆議員の人は来たのに。
＜スピーディーな対応を：5 件＞
440 東松山市
早く方向性を示してほしい。それでないと、街が崩壊すると思うし気力もなくなってしまうと思う。
214 深谷市
何もしてくれる様子はなし。県がにいる私たちは、この一年かなりがっかりさせられました。
451 入間市
１日も早く住民の方針を決めて下さい。友達もみな悩んでいます。
276 加須市
早く基礎となる考え方を公表してほしい。
87 新座市
小高区のことを真剣にスピーディーに考えてほしい。
【発言力を持つべきだ：7 件】
＜国や東電に対してもっと厳しくすべき：5 件＞
142 川越市
精一杯に町民の為に頑張って下さっている事は理解できますが、今後３０年～４０年は戻れない土地に「皆で帰
ろう」など言っているから大熊町は１歩も前へ進めないのだろう。よく目を見開いて本気で先々の事を考えたら
國に交渉すべき事はあきらかだ！！
109 三郷市
大熊の町長、役場の人達は、東電と深い関係がある人間が多くいると思います。そのため本当にわれわれ町民の
事をかんがえているのでしょうか。
288 富士見市
県、市町村の首長は、東電に対しなぜもっと早く“原形復帰”を迫らなかったのか、例えば線量の指定（ＵＳＶ
／Ｈ以下）、期限（何年月日まで）など、これがはっきりしないと次の問題にコマを進めることができないので
はないか。１年過ぎた今もってまだ見通しが立たないようでは誠になさけない。平時はともかく戦時にその能力
がわかるとは、よく云ったものだ。
42 飯能市
国や東電に対してもっと厳しくしてほしい。ツイッターを見るといわきの飲み屋や風俗店で遊んでいる社員が
多々いると聞く。社長が給料全額賠償にまわすとか幹部の給料５０%カットとかまだまだ反省の色が見えない。
ボーナス平均 200 万とは何事だ。
61 入間郡
南相馬に住んでおられる方々はもっと強く自分の考えを行政や国にはっきりと意見具申をして下さい。でなけれ
ば行政は市民に何をするのか理解できません
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＜国と避難区域の見直しについて協議してほしい：1 件＞
424 吉川市
・避難区域の見直しについて国との協議を早く的確に。 ・町内全体を「帰還困難区域」とし、不動産の処理を
急ぐことが町民の再生につながる。
＜地元と避難先の自治体の連携をしっかりしてほしい：1 件＞
215 川口市
避難先の自治体との連携を蜜に計ってもらいたい。避難先の自治体が多数存在して大変だと思いますが、よろし
くお願い致します。これからも、末永く見守って下さい。
【居住地の問題：9 件】
＜代替居住地の確保を望む：6 件＞
286 春日部市
国は、帰ることにしか、費用を出さないが、町の移転を感がるべき（５０～６０年程度）
。
225 深谷市
除染にムダな時間、金を使わず、代替地でも考えてみたらいいのでは？浪江のように。
89 ふじみ野市
浪江町には戻れないと思うので新しい地に早く新浪江町を再建して欲しい。
36 春日部市
まとまって別の所へ移ることを早く決めて欲しい。今は動けないけれども、そう

なれば、いづれはそちらの

方へ行きたいと思う。
265 加須市
今後双葉町に住むことは考えられません。出来れば１人でも多く町民が暮らせる仮の町を早く造っていただきた
い。
430 加須市
早急に仮の町を進めてほしい。出来れば、場所と時期を明確にしてほしい。
＜住宅問題：3 件＞
123 所沢市
要介護者の居出来る住宅を通院等便利な場所に作ってほしい。
92 桶川市
・借上げ住宅助成は県内（福島県）居住で上限 6 万円であるが、埼玉県で障害者・犬と同居の場合借上料は 6
万円を超えるのが普通で該当しない。
135 川越市
地元、県外を問はず住宅問題が最重要と考えます。早急の決断をお願いいたします。
【行政の支援の問題：21 件】
＜情報不足：10 件＞
377 比企郡
◎東電の損害賠償に関する情報がもっとほしいです。パソコンが無いので。
170 久喜市
自分ではん断して埼玉にきたので、情報が入ってこないのはしかたがないが、正確な情報を早めに教えてもらい
たい。町長さんには御苦労をかけます。
149 上尾市
細かい情報を発してほしい。
92 桶川市
・地元の情報は町広報紙のみである
467 加須市
行政側は親切な説明もなし

町民はストレスばかり

対話もなし

老人とは言えもっと説明責任を希望します

52 比企郡
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情報をもっと早くおしえてほしい。
県外に避難している人にも物資を届けてほしい。
374 ふじみ野市
もっと小高区の情報が欲しい。海側は、家もなにもない山は線量が高く帰れない。じゃ、町うちの人達だけはＯ
Ｋといわれても、医者も、スーパーもないところには帰れない。
397 川口市
復興ばかり考え県外に避難している人に対しての情報提供が甘い。
152 入間市
地元の自治体からは支援の相談など何も無いので不安で解除になっても生活のめどがつかない。
30 羽生市
もっとくわしい情報を流して欲しい、除染(費用、期限等)、自宅はどうなってるか等。
＜地元の人々との交流を望む：2 件＞
10 鴻巣市
地元の人たちがどこにいるのか？しょうそくをしりたい。
自分が今すんでいる地域にいるのか知りたい。同じ立場の人と知り合いになり、ささえ合いたい。"
27 吉川市
同上（3B より福島県内から来ている人達との交流がほしい）
＜各税金の免除を望む：1 件＞
371 さいたま市
・引き続き、国保税や固定資産税など各税金の免除を望む。
＜避難先でのサービスを求める：3 件＞
459 幸手市
月に 2 回位、町や県の情報、総めて送ってくれる。その他個別の要件等その都度送ってもらってる。いろいろ相
談窓口は有るが、ほとんど県内なので、県外遠方地の避難者には、不便で大変です。
377 比企郡
◎健康診査関係の書類など届くのですが、県外での受診施設がなくて受ける事ができません。
2 入間
現在住んでいる所のサービスを受けられる様にしてほしい
＜役場機能移転の是非：3 件＞
372 加須市
役場機能を福島県内に移してほしい。
422 さいたま市
早く役場機能を福島にもどって、皆で痛みを共に一緒の場所で生活できるようにしてほしい。目標をはっきりし
てほしい。
428 久喜市
健康被害を考え、埼玉まで避難してきたのだから、役場機能を福島県内へ戻すと言う議論が出ていますが、慎重
に判断してほしい。
＜避難者同士の交流が少ない：2 件＞
191 入間市
あまり交流なく情報も少ないので心配。
365 深谷市
避難者同志の交流の場があればと思います。
【避難先の人間・生活環境問題：5 件】
＜避難先の治安が悪い：1 件＞
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203 さいたま市
公園に未成年が吸ったと思われるタバコのすいがらなど、食べたゴミがたくさんおちている。夜、不良らしきバ
イクの音ががんがん聞こえてきて「えー！！」（今どき…）とビックリした。アパートしきち内で放火事件（未
成年）があった。うちの内に居て「この子と遊ぶと放射能が付くよー」と聞こえてきた。その子の親や学校は何
を教えているのだろう？とがっかりした。
（未成年のいたづらが目立つ地域）
＜避難先における人間関係：4 件＞
357 川口市
人と人のつながりが。挨拶をする事は福島では（近所）普通でしたが子供達とか近所の方に挨拶をすると変な人
に見られる事にショック。
125 狭山市
いろいろ招待が有りますが野菜等は一人暮らしなので遠いし伺いません。
436 加須市
受け入れて下さり感謝している。
411 さいたま市
団地、自治会長さんが時々言葉をかけて下さいます。有難い事です。
【子どもを守る対策を：4 件】
71 鴻巣市
子供達の心に配慮すべき。転校したのではない！！
115 入間市
復興ばかりで、ちゃんと子供達の健康のことを考えていない。
53 さいたま市
復興と言っているが、以前からさびれているのに復興はさびしく感じる。子供を守るとかは対策としては何も感
じられない。これからは地元で除染サギがないか残った親が心配です。南相馬のゼネコン一括除染てやってまた
同じならサギでそこにお金かけるなら学校ごと疎開させたのが、お金かけるなら子供の健康にかけてほしい。
107 秩父市
早く、安全安心で、子供たちが外であそべるようにして下さい。
【放射能・除染問題：13 件】
＜除染に対する疑問：7 件＞
426 幸手市
除染しても帰れると思ってない人がほとんど。山林や家の中など除染はしきれない。もっと専門家の話しを聞き
放射能の勉強をして、現実的な方向に早期に進めてほしい。
379 羽生市
除染はしても意味がないから、その分新しい住居の為の資金を下さい。
437 川越市
・除染費用を損害賠償費用に回すようもっと強く主張して欲しい。 ・除染などにしても無駄である。雨が降れ
ばまた元に戻ってしまうから。

・除染は永久にしていかなければ意味、効果がないと思われる。

100 上尾市
除染してどのくらい保つのか。
46 上尾市
解除されたが本当に住んで大丈夫なのか？心配です。除染しても確かな保証がないから不安。これから結婚を考
えている息子の事が一番不安です
76 川口市
南相馬市の公表している放射線情報には不信感を持っている。先日 3/15～原町区石神地区で計ったところ、水
留りで 14 マイクロシーベルトあるところがあり、その横を中学生が自転車で通学していた。南相馬では汚染さ
れているのに、なぜ学校再開しているのか理解できない。
117 東松山市
除染（放射線）の具体的な計画が見えないので、納得のいく道筋を示して欲しい。福島県→南相馬市迄。
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＜行政の放射能問題に対する対応への不満：1 件＞
465 加須市
徐染やインフラ整備も完了しないうちに解除したりするのはどうかと思う。復興もだいじだが、現地のことを中
心に考えすぎているように思う。県外へ避難しなければならなかった人々に対して、もっと責任を持った対応を
してほしい。
＜放射能への不安：1 件＞
158 羽生市
放射性物質に対して人それぞれの考え方やとらえ方が有り、地元で生活する事への不安がっている人がまだまだ、
いっぱいいるという事を忘れないで欲しい。
＜早く除染してほしい：1 件＞
93 入間
除染を早くすすめて欲しい
＜除染サギが心配：1 件＞
53 さいたま市
復興と言っているが、以前からさびれているのに復興はさびしく感じる。子供を守るとかは対策としては何も感
じられない。これからは地元で除染サギがないか残った親が心配です。南相馬のゼネコン一括除染てやってまた
同じならサギでそこにお金かけるなら学校ごと疎開させたのが、お金かけるなら子供の健康にかけてほしい。
＜中間貯蔵施設の設置は承知できない：1 件＞
176 桶川市
地元の自治体の町長始め職員の方々も大変と思うが、中間貯蔵施設の設置は承知できない。
＜私の町（双葉町）を放射性廃棄物の保管場所に：1 件＞
317 加須市
除染で出た放射性廃棄物の保管場所に私の町（双葉町）がなってもかまいません。そうすれば少しは問題の解決
が早くなるでしょう。
【さまざまな格差問題：13 件】
＜福島に残っている人との格差：10 件＞
50 志木市
仮設の人が優遇されて、自分で来た人間はあまり優遇されていない。貯金を切り崩しているのに！
75 川口市
町ごとに集まるのもいいが、我が町は、県外避難者に支援物資等小さな箱 2 回送るだけ。福島県避難者が一同に
埼玉だったら浦和や大宮に集まる場を年、月単位で集まり、町や県に集まった支援物資、情報を持って顔を出す
べき。県外避難者を無視しているのかと思うほどです。
190 志木市
福島を離れた人々にも、支えんをしてほしいです。何もかも自ばらでやっています。
341 幸手市
同じ町の町民に対して、不公平な時がある。
37 鴻巣市
他県に避難している住民も県内にいる住民も同じあつかいにしてもらいたい。
180 坂戸市
仮設に入っている人達は毎日のように支援物資を頂き、お弁当まで配られているようですが、他県に出てしまう
とこんなに差がつくものなのでしょうか。今までたったの２回だけです。ガラガラのダンボールで送られてきた
のは。
137 比企郡
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県外避難者に対し冷たい。町長始め議員が静かすぎておかしい。
166 桶川市
残っている人が大変だと、ネット等情報出てますが、避難者も大変なことを理解し、格差を無くして欲しい。
205 行田市
私は妻の居い南相馬の仮設には月に２度くらいずついっておりますが、仮設の改良工事とかコミュニケーション
とかがある様です。
162 新座市
南相馬市は帰ってこいとは言わない。自分の家に住んでいる住民にも義援金を渡したり支援は薄いと感じている。
仮設住宅入居への支援しかしないので、不信感しかない。
＜県外避難者格差への不満：3 件＞
367 所沢市
遠くに避難している人に冷たい印象を受ける。借り上げ住宅、仮設住宅にいる人達との差がある。（赤十字の生
活支援セットなどもらえない理由がわからない。
）
284 春日部市
仮設に住んでいる人と自主避難された人との支援の仕方に差がありすぎる。
441 さいたま市
不満だらけです。加須に住んでいる人ばかり大切です。皆さん、おこってます。
【行政への感謝・応援：21 件】
＜行政に感謝：16 件＞
38 川越市
大熊町の役場より大変良くして頂いております。とても感謝しております。
187 所沢市
全国にちらばっている町民をまとめるのは大変だと思います。精一杯やってもらっているので不満はないです。
41 入間市
よくしてもらってます。
196 春日部市
良くしてもらっていると思う。
271 桶川市
同様に感謝。
294 加須市
大変お世話になっている。場所の提供や物資などボランティアの地域的援助を有難く感じている。
392 加須市
感謝をしています。
423 加須市
感謝しています。
393 加須市
満足しています。
267 久喜市
感謝しています。早く事をすすめてほしい。
34 越谷市
生活の援助を届けてくれてありがとう。
253 坂戸市
毎月 1 回届けてくれる情報で満足してます。何の心配もしてません。ただ自分家の事どうなるのか心配。
91 さいたま市
十分皆頑張って下さっていると思う。
408 新座市
こまめに情報を伝達してくれます。
287 上尾市
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県外に避難しているのに情報とか書類等、送ってもらって大変だと感謝してます。
4 川口市
良い
＜がんばってください：5 件＞
111 東松山市
頑張っておられるようです。特別にありません。
382 朝霞市
県、国を相手に大変だと思う。同じ日本人であって国や県から隔たりを感じる。
320 加須市
現状もたいへんですが、町民のためにガンバッテくださるようお願いしたい。ただし、体調を考えて仕事をして
ください。
324 八潮市
町長さん、職員の方々がんばって下さい。
295 川越市
地元にいる方も大変ですが頑張って下さい。
【ありません：7 件】
101 上尾市
別になし。
230 春日部市
それは解りません。
316 加須市
何もないです。
391 加須市
良くわからない。
220 川口市
何もありません。
206 戸田市
わからない。
82 深谷市
ありません
【不明：5 件】
80 越谷市
県に対してとなりますが、サテライト校の統合、1 年たって生活もなててきたかなと思ったらまた、避難民にな
りました。
（3A より）
108 上尾市
他の方たちと同じ。
302

双葉郡双葉町
隣人の嫌がらせ。

194 吉川市
同意見です。県内の市町村、他県の市町村と合併すべきだ。
174 春日部市
いつもだ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[問４]

法律に関する悩み：42 名

【法律に対する思い：29 件】
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＜難しい：10 件＞
79 大里郡
むずかしいことばかりで嫌になる。震災や原発のことなど、聴きたくもないのに、法律や手続きで、もっとわかり
やすく、話しやすいふんいきを
100 上尾市
法律はよく分からない。難しい。
187 所沢市
よくわからない。
205 行田市
一般の人々には分かりません。
214 深谷市
素人なので専門用語がとびかうとわからず、今の所、今のままの様に、自分で請求するのか、弁護士を使うか悩ん
でいます。判断つかず。
225 深谷市
例外な事がおこっているのだから…、法律はよくわからないが…、壁になっているような気がする。
230 春日部市
弁護士さんに聞いて。－聞くしかない。
297 川越市
むずかしすぎてあまり理解できていない。
316 加須市
わからない。
372 加須市
法律が分りにくい。元々分らないような作りになっている。
＜手続きが煩雑：4 件＞
89 ふじみ野市
高齢の叔母（83 歳）が福島の仮設で一人暮しをしているが認知症がみられてきたので、成年後見制度、委任契約
の手続きをしたいがどうのようにすれば良いのか？
108 上尾市
提出書類が多すぎる。
325 朝霞市
85 才の私に損害賠償の請求（裁判）をなぜしなければいけないのか。そうしなければ、損害賠償されないのか。
422 さいたま市
賠償問題については、息子と共に記入するなど不安でした。
＜もっと細かくして：1 件＞
125 狭山市
大変でしょうがもう少し細く出来たらと思います。
＜諦め：1 件＞
467 加須市
希望のある件はなにもない
＜不安：2 件＞
111 東松山市
御先祖様より代々受け継がれてきた土地、家屋など簡単には片付けられない事が色々あります。法律でも、どうし
ようもない事があるのではないかと心配。
382 朝霞市
これから持ちあがってくるであろう多くの問題に対する不安。
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＜批判：3 件＞
179 和光市
年間１ミリシーベルトの法律を守るべきである。
292 ふじみ野市
国が率先して原子力は安全と国民（地域住民）を騙してきたが、法律は無力であったと思う。
320 加須市
原発事故の終足に時間がかかりすぎるので、スムーズに早く決めるようお願いしたい。
＜法は守ってくれない：3 件＞
294 加須市
企業の論理に重きを置いているように見えてならない。
394 加須市
強者の為に有る。
437 川越市
・東電にもっと損害賠償に関する知識を深めて欲しい。 ・今回の事故は人災である。東電幹部連の逮捕者が出て
当然と思えるが、でないのが不思議。
＜困っていることはない：4 件＞
44 川越市
無し。
82 深谷市
ありません
96 川口市
今のところなにもありません
347 南埼玉郡

南相馬市原町区

なし
＜その他：1 件＞
302
隣人の嫌がらせ。
【問題の所在：9 件】
＜住宅・土地の問題：7 件＞
［福島：4 件］
64 越谷市
持家→持家を希望すれば税的優遇があるみたいだが
借家→持家の希望者には何もないのか？
自分を元気づけるため、働くことの活力にするために家を買いたいと思って頑張ろうとしている人もいるのではな
いか
74 さいたま市
ジム屋は、学んだり、調べたり、抜け道も身につく仕事だろうと思える。現場や納税者、一般人はジム慣れしてな
いのに、申請しないと、受けられない連絡手続きに困っている。
170 久喜市
・汚染された土地はどうなるのか、知りたい。（住んでいた所）

・住宅ローンは支払わなくてはならないのか？

仕事ができないのに！（家はない。津波で）
357 川口市
浪江の自宅、田、畑がこれからどの位賠償して頂けるか心配。
［埼玉：2 件］
41 入間市
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団地の契約が 1 年 1 年なのでいつだされるかこわい。
203 さいたま市
福島だといろんな会があるようだが、埼玉ではどうなのか。個別に無料なのかなど。ミーティングなどに行っても
個別に時間をとってもらえるのか？
＜住民票の移動による補償の打ち切りの問題＞
465 加須市
埼玉に住所を移してしまったら、様々な支援や補償が受けられなくなってしまうのか？
＜法律そのものの問題：1 件＞
71 鴻巣市
災害法とは一度入居したら支援 STOP なんてありえない！！
＜精神的被害：1 件＞
117 東松山市
下記⑤に対する、精神的苦しみ。損害賠償の問題。
【新しい法をつくってでも被災者を守るべき：4 件】
162 新座市
加害者が守られ、被害者がいつまでもこんな思いをしないといけないのか。法改正をしてでも、しっかり賠償して
欲しい。
256 加須市
消費増税など後回しにして、被災者支援法を早期に成立させるべきだ。
354 ふじみ野市
原発事故が始めてなので、収束がいつになるかわからない。災害特ソ法を法改正して住まいも収束まで使える様に
なるか。
378 狭山市
原発災害での被災者にそった新しい法律を作ってほしい。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[問５]

子どもの教育や子育てに関する悩み：66 名

〔人間関係の悩み〕
【「福島県民」差別：2 件】
311 加須市
避難して福島から埼玉に来たので、あの子は福島の子だなんて言われるんじゃないか。
111 東松山市
子供はそれぞれに自立しておりますが、風評被害ではないですが「福島という県はなくなるとか、福島の人とは
結婚できないとか」という事を耳にしました。とてもつらい事ですね。
【福島に帰ったときの人間関係の心配：1 件】
380 戸田市
こちらの学校の対応はとても良くて、安心していられる。逆に向こうに帰った時に、子供間、親間に人間関係の
壁が出来ていると聞いたので心配です。
【子どもが新しい土地に馴染めない：6 件】
316 加須市
学校で友達ができるかな。
202 川口市
がっこうについて子供が悩んでいる。
459 幸手市
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私の娘の家族（母子家庭）4 月から高 2、小 6（どちらも女子）
、2 人居りますが小 6 の子がクラスの内でちょっ
とうまくいってない。一時不登校気味の時があった。最近は大分良くなったようだ。先生には大分親身のお世話
になったようだ。
225 深谷市
避難しろといわれて避難して、あとは自分で判断してすべて決めなくてはならず、大変だった。一番の被害者は
子供達。どれだけ新しい土地で大変な思いをしているか考えてほしい
107 秩父市
なじめない。外であそばなくなった。
102 秩父市
孫達が二度位学校が変わり、大変精神的に負担がかかっている。親戚の子供は学校に馴染まず、登校できず、悩
んでいます。
〔健康〕
【医療の問題：2 件】
100 上尾市
こっちに来てから病気がち。
37 鴻巣市
あまり優秀な医者がいない。
【障害を抱える子への理解が足りない：3 件】
405 さいたま市
発達障害のある子をかかえています。気軽に相談できる人もいません。（現在、さいたま市内の病院を受診して
いますが、いつでも相談できる人がいない。
）
428 久喜市
障害児を育てているので、まだまだ理解していただける場所や人が少ない。
464 川越市
子の作業所をさがしたい。
【カウンセリングをしてほしい：2 件】
445 鴻巣市
スクールカウンセリングが３月で終了。今後は、どうなるのか。
426 幸手市
心身症で病院でカウンセリングしたり、スクールカウンセリングを受けながらの登校していますが、カウンセリ
ングの報告を自分で学校の先生に言わなくてはならず、両方のカウンセリングの先生が、子供に対しての配慮を
（学校側に）こうしてほしいというのを、直接自分で言うのが、お願いしづらい。病院と学校側が、連立をとっ
てほしいと思うことがある。
【子どものメンタルが心配：2 件】
71 鴻巣市
子供達のメンタルが心配。波がある。大人達に影響されやすい。
167 戸田市
子供に関する悩みではなく、子供の悩み、心の中で思っていることや考えていること。吐け口の様な。福島の地
元の小学生との再会の場等を設けてもらいたい。
【子どもの態度・素行の悪化：5 件】
108 上尾市
はなし方がわるくなった。
（口の聞々方）
379 羽生市
学力が他の子より低い。こっちに来て、下がった。
346 さいたま市
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気持ちに余裕がなく、本当に身が引きしまっていないので早急にどうにかしたい。
423 加須市
勉強をしなくなり、口も悪くなった。
466 川口市
環境の激変でか子供もイライラすることが多い

ケンカが足えない

せまいせいで逃げ場所もない

〔健康＋教育〕
【転校に関する悩み：6 件】
247 春日部市
子供達の学校が変わってしまうことが、困惑させてしまっている。転校をくり返させたくない。
261 加須市
転校又その地域の人と会うか？
320 加須市
避難生活のままで子供たちが良い方向へいかなかったら心配である。又、学園生活で友人が出来たとして、又引
こしなどで、友人が少なくなるのではと心配である。
436 加須市
今後の転校。
44 川越市
子供の２度の転校(小、中学校)
122 狭山市
一、二年のうちに仕事の関係で又移動しなければならなくなると思うので移動先の子供の学校の状況がわからず
不安にある。
（中学、高校等）
【子どもたちの再会の場を設けてほしい：1 件】
167 戸田市
子供に関する悩みではなく、子供の悩み、心の中で思っていることや考えていること。吐け口の様な。福島の地
元の小学生との再会の場等を設けてもらいたい。
〔教育〕
【進学に関する悩み：3 件】
41 入間市
孫の教育がうまくいくとよいと思う。
100 上尾市
地元と現在の所での教育のやり方が違う部分がある。
357 川口市
これから高校へ行くのですが大学へ進みたいと言った時にどこの塾にお世話になればいいのか心配です。
〔教育＋生活〕
【学びの時期を逃していないか？：1 件】
74 さいたま市
・働く親のしんどさばかり見えて、働く事の意義や希望に結びつける学びの時期を逃してはいまいか？
【子どもにやりたいことをやらせてあげられない苦悩：1 件】
465 加須市
本来ならスポーツや塾など習い事を始めている予定だった。周りの目も気になり、習い事どころではなくなった。
子供は○○がしたいなど話してきても、援助などうけている立場なので、できない。
【子どもを外で遊ばせたい：2 件】
265 加須市
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外で遊べるような場所での教育を望みます。
371 さいたま市
1 日も早く地元の子供達を校庭で自由に遊ばせたい。
【教育費に不安がある：8 件】
76 川口市
①

書いてしまいました。
（子供達のこれから必要となる教育費に不安がある。大学だって出してあげたい。
「普
通に」塾も通わせたい）

435 北葛飾郡
教育費の不足。
267 久喜市
子供が大学に行きたい！と言ったら、資金の面でとても不安です。子供に罪はないのに！色々な事をがまんさせ
ているようで、つらいです。
64 越谷市
センター受験、国公立、有名私立大学には、受験料、授業料、入学金の減免があったが、全く当てはまらず全額
自払いだったが、その周知方法にも疑問が残った。
53 さいたま市
子供の学力低下が気になり、学習塾も考えていますが、生活費 2 重で賠償はいつまでやらでそこまで気にかけら
れない現状です。学ぶ機会を子供にと思います。本人が遊んでいたら話しは別ですが、補償が受けられる環境が
あったらと思います。あったのかも気がつかなかった生活だったのかなとも思います。
203 さいたま市
福島では２人保育園に入れていたのに、埼玉に来て長男だけ預けられ、次男は待機児童となり、預けられなかっ
た。長男も半年後には常態を満たしていないことから退園させられ、今は２人も幼稚園に入園し、国からの援助
もあるが、保育料のギャップに悩まされている。
408 新座市
入学当初、全金不要といわれ手続きをとったのに、義援金などが入ったら、県高から一部払う様に変更になった
こと、３年間を考えると負担が大きい。
354 ふじみ野市
教育費が心配。
〔生活〕
【子どもの世話に関する心配：1 件】
138 川越市
私達夫婦が福島にもしもどった時に娘が子供２人をきちんと世話出来るか心配です。娘の夫は週末にしかもどら
ないので…震災前は娘は夫の両親と同居していたので。
【制度がよく分からない：1 件】
278 蕨市
住民票を変えていないが、幼稚園、小学校、へ入学する時は、どうなるのか？乳幼児受給者証は、住民票を変え
ていないが、現住所で取得できるのか？避難であると公表せずに入学可能か？
【国にもっと動いてほしい：3 件】
166 桶川市
前例が無ければ、色々と改革して欲しい。
467 加須市
落ち着いてしっかり教育に親身をつけたう国策については総べではないのか
440 東松山市
福島の子は全国に散らばっており、いじめに合い不登校になっているとも聞く。国としても全国に指導力を出し
てもらいたい。
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〔健康＋生活〕
【子どもへの放射能の影響が心配：5 件】
52 比企郡
・将来、子供に放射能の影響がでるのではないかと心配。
・このままだと、地元には帰れないので、埼玉で高校、中学入学になると考え始めている。
61 入間郡
子供に関しては、十分放射能に対して警戒して下さい。たとえ 1mm シーベルトでも体内に入れる事はゆるせませ
ん！！
74 さいたま市
現在はわかれないが、これから発見される有害な放射能はないのだろうか？
177 入間市
帰りたいがまだまだ子供は小さいし線量が気になる。
382 朝霞市
できるなら生まれ育った地で、自然に恵まれた地で育てたかったが、幼子を連れて帰れない。
【福島で子どもを育てる気はない：2 件】
96 川口市
川口で子供が生まれあとは娘夫婦にまかせるしかありません。福島には戻らないと思います。
269 久喜市
富岡町に帰って子供を育てようとは思わない。
【困っていることはない：5 件】
82 深谷市
ありません
139 越谷市
なし。
187 所沢市
特になし。
205 行田市
いないのがさいわいです。
（悩まずにすみます）
347 南埼玉郡
なし
【元気にやっています：2 件】
125 狭山市
従兄の子供が弁護士なので（有る大学院の教授）心配して電話を下さいますので。
49 深谷市
地区のスポーツ少年団に入り楽しく元気に活動している。
【その他：3 件】
117 東松山市
一部子供（家族）の福島への帰宅方針（後継ぎ）が今回の事故（原発による放射線）で、帰宅を拒否され、家族
どうしの付合いまで断たれてしまった事に対する、生活崩壊と子供の問題。（子供、孫をつくる見通しがたって
いない）
158 羽生市
前ページ記入済み。
（記入なし）
302
隣人の嫌がらせ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[問６]

人間関係について困っていること：71 名
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〔人間関係の希薄化：15 件〕
【近所付き合いがない：8 件】
320 加須市
地元の近所付合がいっさいないです。アパートくらしなので。
267 久喜市
人間関係で悩むほど、お付き合いはありません。
5 さいたま市
人間関係には困らないですが、あまり近所付き合いがないのでさびしいです。
187 所沢市
あまり交流がない。
225 深谷市
親族のみのつき合いなので…。とくにない。
459 幸手市
アパートの人、隣り近所の人、地域の人との交流が無い。親身になって話しあったり、相談したり出来る人が未
だ出来ない。
466 川口市
話し相手が少ない

いても車で一時間以上かかるし

都合が合わない

467 加須市
行政からの説明もないので先住民に仕切られている
【友だちがいない・できない：7 件】
108 上尾市
人見知りがあるせいか、なかなか仲良くなれない。
316 加須市
友達ができない。
138 川越市
一年近くになるがまだ現在地での友人が出来ない。
297 川越市
友達が近くにいない。
37 鴻巣市
友達がいない。
190 志木市
福島にいた時と違って、人つきあいができない。
347 南埼玉郡
知り合いがいない。
〔避難者という負い目〕
【人目が気になる：3 件】
100 上尾市
近所づきあいができない。だれが非難の目で見てるか分からない。
405 さいたま市
・何か言われそうな気がして怖いです。
107 秩父市
福島県民だけで、人目をきにしながら、これから生きていかないといけないので、つらいです。
【避難者だということを隠している：2 件】
256 加須市
アパートの隣人には原発避難者ということを隠している。バレるといろいろ批判の対象になるおそれがある。
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278 蕨市
子供と児童館へ行っているが避難者だと気づかれないようにしている状態。誰にも相談できないので、避難地に
て相談する場所はないのか？
〔埼玉の人とどう接していいか分からない〕
【距離感がつかめない：4 件】
74 さいたま市
・親切にしたいがおせっかいと思われるのは・・・と過ぎてしまう。
405 さいたま市
・福島から来ていると言う事で、一歩引いてしまう自分が居ます。
367 所沢市
近所づきあいをどこまでして良いかわからない。福島にいた時のように、班のつきあいとか、冠婚葬祭など。
379 羽生市
関わる人と関わらない人の差がはげしい。
【埼玉の人と会話が合わない：1 件】
359 本庄市
埼玉の人が基本的に会話が合わない気がする。友人を作るのが難しい。
【避難先の人たちが冷たいと感じる：4 件】
357 川口市
福島から川口市に被災して来た人達と交流したいが川口市は被災者に対して少し冷たい感じがしました。
230 春日部市
道路わきに居る人も、余り挨拶しても返事がない様。其の土地、人柄なんだと思う。仕方のない事。
341 幸手市
中にはつめたい人などがいます。
（ごくわずか）
182 八潮市
あいさつしても無視…。悲しいです。
〔陰口・悪口・いやがらせ〕
【陰口・悪口を言われる：5 件】
79 大里郡
相談だけでなく、話す相手すらいない。「いつまでいるの？」「あなたたちは避難だから出なくて OK」こんなこ
と言われたら仲良くはなれない。
423 加須市
人の悪口を、かげ口を言うので、困っている。
197 鴻巣市
・いわきナンバーの車があると、その車の持ち主のことを聞かれる。知人でもなければ顔も知らない持ち主のこ
となのに、私に聞かれても困る…。
・すぐ賠償金や生活費のことを聞いてくる（初対面なのに）
。←すみません…これでは、ただのグチですね。
53 さいたま市
地元でも、避難先でも賠償のことを言われることがあり、こちらはローンもあるのに捨ててきたことのが多いの
に賠償金のことを言われる。さいたま市の近所の人に義捐金もあって犬もいてと名指しされたときはさすがに精
神的にまいりました。犬は見殺しにできなかったですから。子供もいるので言われてもがんばります。母親も働
くかと動けば義捐金と賠償金はありますよねとか、生活なんでないですよねなど、ひきこもりになりそうで、避
難者はどうしたら皆さんに気にさわらなくなるんでしょうか？
74 さいたま市
賠償金や住宅・宅地などの収穫に差があるのか・・・本当に避難の必要があるのか・・・など聞こえるようにカ
ゲ口が交されると。
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【隣人の嫌がらせ：2 件】
394

加須市

302

他人にさし図するな。
隣人の嫌がらせ。

【人間関係を築くのが億劫：3 件】
167 戸田市
あまり接しない事にしている。
177 入間市
もうこっちでの人間関係はあきらめた…。
214 深谷市
人との交わりがしんどいですね。あまり、人と話はしたくないです。

【住環境によるストレス：1 件】
362 和光市
思った以上に下（大家さん）
、隣の騒音に悩まされている。
（ピアノ、騒ぐ音など）
【心理的ストレス：2 件】
22 加須市
さみしい
294 加須市
ここでは、皆ストレスを感じながら生活している。その影響が日常的に出る事が心配。
〔人間関係の悪化〕
【東電関連社員の家庭との人間関係の悪化：1 件】
162 新座市
夫を東電社員、関連社員の友人が多いが、お給料が下がったと愚痴をきかされる。加害者家族の意識がなく、嫌
気がさした。友人が減ったと思う。
【家族関係の悪化：4 件】
436 加須市
友人と会えない。家族間の関係がギクシャクしている。
269 久喜市
両親と親族との間の関係が悪化。
371 さいたま市
・避難生活で家族間の人間関係がうまくいかなくなった。
345 和光市
家族の中で個独を感じる事がある。
〔福島における問題〕
【コミュニティ断裂による精神的苦痛の問題：9 件】
382 朝霞市
友人、同僚、同級生に会えないことがとても苦しい。
177 入間市
もうこっちでの人間関係はあきらめた…。
436 加須市
友人と会えない。家族間の関係がギクシャクしている。
215 川口市
全国に避難しておられる方も同じとは思いますが、避難によって家族、親せき、知人、友人と離れているせいか、
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少し人恋しくなる時があります。
428 久喜市
地元で今まで作って来たコミュニティーがダメになったこと。
113 さいたま市
友人がバラバラ。
95 狭山市
親しい人達と離れてしまったので、精神的につらい。電話やメールもお金がかかるため、なかなかできない。
111 東松山市
震災前の友人達と気軽に逢えなくなってしまいました。現在の人間関係で悩む事はありません。悩む程深い関係
の方はおりません。
354 ふじみ野市
地域の人々とのコミニュティがとぎれてしまわないか。
＜コミュニティの断裂に対する賠償を：1 件＞
179 和光市
はなればなれになっている友人知人との交流に対しても賠償されるべきである。
＜避難者と残った人の問題：1 件＞
76 川口市
南相馬市に残ることを決めた友人・知人と疎遠となった。心を通わせる事が難しい。又、津波被害者と原発被害
者の間にも溝があり交流することができなくなってしまった。
＜地域分断の問題：1 件＞
93 入間市
避難区域による線引きにより補償内容が異なるため、人間関係がこじれている。

【困っていることはない：6 件】
82 深谷市
ありません
44 川越市
無し。
139 越谷市
なし。
206 戸田市
なし。
205 行田市
別にありません。
61 入間郡
特になし
【感謝：1 件】
41 入間
今の所困ってはいない、いい人たちです、埼玉の入間の人は。
【その他：6 件】
265 加須市
「絆」立派な言葉ですが、日がたつにつれ薄れるように思います。
276 加須市
病がちな母と時々会って、顔を見て安心させたい。
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304 加須市
人の気持ちを変える事は出来ません。自分の気持ちを変えて前向きに生きます。
309 上尾市
被災者や義援金を見あてに食いものにするやからが発生している。
125 狭山市
民宿に居る時はパセドン病の方と同室で大変でした。今は良いです。
422 さいたま市
４月下旬頃より福島に帰るので、その時点で何かあったら大家さん、となり組の人、行政、息子、地域の方に相
談して生活したいと思っています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[問７]

避難生活において良かったと思える点があれば、お書きください：162 名

【埼玉に来て良かった：25 件】
＜気候が良い：3 件＞
176 桶川市
原発事故により思いもよらない避難生活を経験し、東北より気候が温暖で、今後高齢者には生活しやすい。
50 志木市
雪もあまりなく、あたたかい。
190 志木市
寒さが違うから助かります。
＜放射能の心配が少ない：8 件＞
61 入間郡
水道水に対する心配のない事、又、野菜等に気をつけなくて良いので安心して生活している事です。
247 春日部市
原発から少しでも離れた所に住めたこと。
250 春日部市
遠い親戚の関係で、この地に来ましたが、福島県内よりは、地震も少なく、放射のうも余り心配ないとおもうと
ころ。
353 川口市
放射線被ばくについて、今は敏感、神経質にならなくてすむ。
235 さいたま市
・放射の被爆の心配をせずに日常生活が送れる。
・被災地を離れていることにより、何となく地震等への恐怖心が薄れる。
367 所沢市
原発から少しでも遠く離れることができた。
206 戸田市
地震、津波の心配がない。地質と建物の関係と思うが、千葉県、茨城県方面の地震でも、ほとんどゆれない。
158 羽生市
洗濯物を外へ干し、布団も同様外気を自由に入れる事が出来、とても地元にいる環境とは違い精神的によい生活
です。
347 南埼玉郡
30ｋｍ内でプルトニウムみたいのが見つかったという情報はネットで聞きましたが、国や福島県や南相馬市では
公表や調査情報は全くないのでまだ安全な埼玉県に来て良かったと思います。仕事の数も求人も地元よりあるの
で。
＜関東ならではの楽しみがある：6 件＞
310 加須市
富士山が直視出来ること。
14 川口市
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目の前には川が有り遠くながらスカイツリー又富士山が見える所に居るので心が少しなりともおだやかに夫婦
2 人すごさせていただいております。ありがとうございます。
53 さいたま市
実家がさいたま市にあり老父母に会いに行きやすくなったこと。
380 戸田市
都会に来ているので子供を色々な所に連れて行ける事。
408 新座市
関東に行きたい、見たい所にすぐ行けること。
362 和光市
新しい友達も出来たこと。都内にいる友人にも会えるようになったこと。次女（同居ではないが学生なので）と
近くに住めること。
＜生活するのになにかと便利だ：5 件＞
271 桶川市
何かと以前と比べると便利かな。
132 熊谷市
雪が降らない。暖房費があまりかからない。買い物に便利。ほしい物がすぐ買える。
133 鶴ヶ島市
福島県の田舎に住んでいたのと違い、住宅街なので何をするにも近いし便利です。散歩道なども整備されていて、
良い所です。
447 所沢市
病院が近いので一人で電車で行ってます。
（次の駅から）運動のためと思い歩いて駅まで行きます。お医者さま、
スタッフの皆さん、大変親切でうれしいです。
462 比企郡
週２回位東京へ介護の仕事に通っていますが、住居から駅までが３分、スーパーまでが１分位ととても便利、個
人の商店の人や美容院の方達も気さくに話して呉れる。
＜住宅設備が良い：2 件＞
220 川口市
現在住んでいる住居は車椅子生活で大変良いので安心して生活できるのでとても快適です。
440 東松山市
町内の方がいた点と、東松山の地域住人とのふれあいがあり、優しい人間性を感じられること。
＜落ち着く所ができて良かった：1 件＞
29 川口市
避難所を転々と移動させられ、親せき宅に世話になっていたので、プライベートが守られ、とりあえず落ち着け
るところができてよかったと思います。
【地域】
＜福島の地元の人々との関係が濃くなった：10 件＞
309 上尾市
連絡のなかった知人とつながった。心ある人の行動が伝わった。
304 加須市
話をする人がいる。友達が多くいる。
436 加須市
沢山の方々に親切にしていただき、支援して下さったこと。しばらくぶりに連絡がとれたり、会えたりしたこと。
458 加須市
部落の人と、ひとかたまりになって、家族になってしまい、夢のようです。
446 加須市
近所の人がいること。
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397 川口市

南相馬市原町区

地元の人に知りあえた。
466 川口市

双葉郡大熊町

社宅なので知り合いがいて心強かった
220 川口市
現在住んでいる住居は車椅子生活で大変良いので安心して生活できるのでとても快適です。
10 鴻巣市
昔の同級生に会えたこと。
159 蓮田市
近くに震災前からの仕事を手伝ってもらっていた友人夫婦がいることがわかり、時折会っている。
＜支援者への感謝：9 件＞
46 上尾市
皆さんの支援のおかげで１年間無事に過ごす事が出来て本当にありがたく思っております。
262 加須市
関係機関や自治体、ボランティアの方々や多くの皆さんより物心両面において細々とお世話をやいていただき、
誠にありがとうございます。これからも避難生活が長くなる事と思いますがよろしくお願い申し上げます。
291 加須市
一日三食お弁当がくばられ、ボランティアの方達がたくさん見えて、色々とイベントもあり、その点はとてもあ
りがたいです。
267 久喜市
見知らぬ人にたくさんお世話になり、ありがたいです。
55 越谷市
同じ様な境遇の方々と知り合えたり、親切な支援者の方々と出会えた事。
341 幸手市
親切な方々がたくさんいます。
（避難所でボランティア等で来てくれた方々｡）緑を大切にしたい。
111 東松山市
埼玉県に避難して１年になります。支援グループの方々に大変とお世話になり、今でもいろいろな行事に「参加
しませんか」？と声をかけて頂いております。感謝しております。
137 比企郡
生活の物資の応援を沢山して頂き有難いと思っています。ボランティアの大切さを身にしみて感じました。
374 ふじみ野市
今まで全く知らない方達と友達になれた。そこで同じ経験をした方と情報や痛みを共有することができた。
＜近隣の人々への感謝：15 件＞
149 上尾市
団地の自治会役員の人達が気をつかっていただいております。
（感謝しております）
115 入間市
今いる町は、お店も近くにそろって生活しやすい。出会いがあった。人の温かさ、ありがたさを感じられた。
183 入間郡
浪江と同じような所みたいで、となり組の人達も親切に受け入れてくれた。
22 加須市
となりの人がやさしい
294 加須市
何よりも情報を共有でき、年寄の方、身体不自由の方も一緒に助け合う環境は、少なくとも良い事だと思う。
143 加須市
今いる場所は、近所の方がとても親切にしてくれる。
15 川口市
埼玉県に避難し周囲の皆さんがいろいろ気遣いをしてくれ本当にありがたく思います。
38 川越市
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マンションの 1 人の方に良くして頂いてます。いろいろと教えて頂きありがたいと思います。
428 久喜市
ご近所や、子供の療育関係の方がとても親身になってくれていること。
221 久喜市
周りの方の理解。
197 鴻巣市
隣の部屋の方がとても親切で、とても助かりました！穏やかな方で本当に助かります。精神的に。
422 さいたま市
地域の医療機関の先生、看護師、理学療法士さん、事務員の方から、親切、やさしさ、思いやりをたくさん頂き
元気になり、前へ一歩進めるようになりました。皆さんとても親切にしてくださいました。１年間さいたま市で
お世話様になりました。ありがとうございます。
125 狭山市
お茶の時の友人、先輩、東京下北沢ブティックのお客様に大変お世話になっています。
（埼玉では川越、入曽）
358 新座市
まわりで生活している方々は人情のいい気くばりの方たちで日常の生活ではあまり心配していない。
440 東松山市
町内の方がいた点と、東松山の地域住人とのふれあいがあり、優しい人間性を感じられること。
＜新しいコミュニティやイベントに参加できた：10 件＞
393 加須市
自由な時間がいっぱいあり、避難所を中心にイベント等に積極的に参加しています。多くの人達に心から感謝い
たしております。
237 加須市
・友だちができた事。

・近所に知り合いができた事。

・新聞記者と知り合いになった事。

332 川口市
西川口駅付近の飲食店の主人、常連客には良くしていただいている。
1 越谷市
避難している方の集まりで一歩会に入ることが出来て心のつながりがあり、多くの人との出会いがありました、
ありがとうございます。
34 越谷市
一歩会に入会して、日常生活面で、人情的な相談もさせて頂き家族で大変感謝しています。
209 幸手市
民生委員の方々（杉戸町）が、色々な催し物に参加を呼びかけてくれています。
459 幸手市
こちらに移る前の戸建の家を無償で貸してくれてた大家さんとは、家族ぐるみのお付き合いしていただき、それ
ばかりでなく、近所の人達にも声をかけてくれたり、何か趣味があれば、と地域の人達のグラントゴルフの支部
長さんに声をかけてくれ、プレーを通し多くの人達とふれあい、支部長さんと２～３人の人とは、生活のことで
も何でも相談相手になってくれてる。こちらへ転居して来ても交流を続けてる。
307 東松山市
絆の会と言って 1 ヶ月に 1 回集まるのです。
49 深谷市
大家さんの人柄、そして親切にしていただいていることに感謝している。地区のグランドゴルフ愛好会に入部さ
せてもらい楽しくプレーをしている。
362 和光市
新しい友達も出来たこと。
【家族】
＜家族・親戚のありがたさ：12 件＞
287 上尾市
娘が近くにいる事と親戚が側にいるので、色々と協力してもらえるので助かります。
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284 春日部市
姉妹の所へ来て、何から何まで支援してくれ、心がいやされ、少し前を歩める元気をもらいました。
364 川口市
福島では一人暮らしだったが、今は親戚宅にいるので寂しさや悲しさが少し減り落ちつき安心したので血圧も安
定しているので良かった。ここの住まいは緑の木の中にあるので気持ち良く暮らしている。季節の花が咲きその
中で生活出来ているので幸せを感じている。
342 川越市
子供のそばで良かった。
127 川越市
親戚の人に助けていただき埼玉に来る事が出来ました。借り上げ住宅は狭いです。５人で暮らすのは大変ですが
独立している家なので周りに気兼ねをする事もなく大家さんが大変良くしてくれますので助かっています。
5 さいたま市
避難所は 1 人暮らしでさびしかったのですが、今は気使いはしますが孫達にかこまれて楽しいです。
422 さいたま市
家族の絆ができ、日頃話しあうことが多くなった親戚のありがたさが身にしみた。３.１１で子供（息子家族）
に色々、旅、想い出、買物、食事など体験した。孫の受験合格で元気をもらった。一緒に生活でき色々話しあえ
る仲になった。
39 志木市
両親や家族の有り難みを感じることができた。
147 蓮田市
義弟の２Ｆに住んでいますが、本当に面倒見が良いので助かってます。
416 日高市
娘の主人も良くしてくれるのでよかったと思っています。
214 深谷市
子供たちとの結束力。
354 ふじみ野市
家族が今までの生活、平凡さを大切だと思えるようになった。
＜学力が高い地域で勉強させられる：1 件＞
37 鴻巣市
レベル高い地域で子供が勉強できるのは、子供にとってプラスになるので良かった。
＜子どもが新しい環境に馴染めている：2 件＞
167 戸田市
少しずつ息子に友人が出来ている事。
379 羽生市
子供が、
「前の学校より楽しい」と言っている事。
＜子どもをのびのび遊ばせられる：9 件＞
108 上尾市
子供がこちらに来てから活発になり（なりすぎ）友だちがふえた。家まで来てくれる友だちができた。
152 入間市
埼玉県は子供達が育つ環境としてすばらしいと思った。広い公園、施設、私達も公園などでいやされてます。
177 入間市
子供達が外で遊べる。
53 さいたま市
学校が子供の意見を事前に聞いてくれ、福島から来てるのをふせてあります。宿題とかで生まれたときのことな
どあるときには福島からとはわからないように提示しないとか対応していただいています。
59 さいたま市
福島では、外で遊ばせる事が出来ないが、さいたま市ではとてものびのび生活している
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203 さいたま市
外で自由に子供をあそばせられること。それでも、ここの土は大丈夫かな？ととても不安になるので、近々、ガ
イガーカウンターを購入して、計りたいと思う。
278 蕨市
子供が自由に外で遊べること。避難している人が回りにいないので、聞かれる事もなくよい。
117 東松山市
ふるさと南相馬市と風景が似ていて、緑豊かな環境にて、気が休まり、安心している。
181 ふじみ野市
とにかく放射線から遠ざけただけでも安心かなと思う。
（小さな子供がいるので）
＜別々に暮らしていた家族が一緒に住めたこと：4 件＞
274 朝霞市
子供達が関東方面に住んでいる（いずれも近くに）
。何かにつけて集まって来てくれるので、一応安心している。
421 東松山市
実家の近くに来られた事。
225 深谷市
親せき、両親、兄弟と一緒に同じ団地に入れたこと。
345 和光市
福島から離れたが、子供もいたので埼玉にこれた事はとりあえず良かった。
362 和光市
新しい友達も出来たこと。都内にいる友人にも会えるようになったこと。次女（同居ではないが学生なので）と
近くに住めること。
＜仕事が見つかってよかった：1 件＞
157 久喜市
夫の仕事がすぐにみつかった事は良かったと思っています。
【行政】
＜行政の対応に感謝：13 件＞
9 上尾市
埼玉県や上尾市の対応については常に感謝しています(借上住宅、自転車の提供、水道料基本料金の無償)
120 桶川市
埼玉県のスピード対策。
196 春日部市
水道料金を無料にしてもらっていること。
230 春日部市
家賃が無料にさせてもらっているので良かったと思っている。
276 加須市
福祉の方のおかげで趣味の時間がもてている。いろんな人々と声を掛け合える。
320 加須市
電家整品、テレビ、冷蔵庫が支援されたので、助かりました。
44 川越市
避難者用借上げ住宅制度(埼玉県)。雇用相談など…
48 川越市
市がいろいろな面で快く対応して下さり感謝です。ありがとうございます。
357 川口市
旧鳩ヶ谷の社協の方達にはとても支援、温かい心くばりとても感謝しております。
269 久喜市
こまめな情報発信の場がある。
35 越谷市
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越谷市の皆様にはお世話になり、いろいろと招待していただいたり、支援物資をもらったりと大変嬉しく思って
おります。ありがとうございます。
146 狭山市
埼玉県には、生活のすべて最初から親切にして頂きました。感謝しております。
227 八潮市
借り上げ住宅に入居出来たこと。
＜医療・介護の支援が充実している：4 件＞
170 久喜市
母の病気が少しずつではあるけれど良い方向にむかっていること。１年という休業の中で母の看病ができたこと。
妹夫婦、孫たちが近くにいることにより両親の精神状態がおちついたこと。
411 さいたま市
避難生活で精神的な異常な変化（夫）があり苦労がありましたが、立地条件の生活環境が良好であり年老いてか
らの都会生活もここ落着き生活出来るようになった成果でしょうか、前向きに物事を考え得られるようになりま
した。ずっと住みたいです。
123 所沢市
避難のための入院とはいえ、十分な介護を受けさせてもらい感謝しています。
12 八潮市
両親が老人ホームに入所させてもらい、助かりました。
【避難生活を通じて新たな発見があった：4 件】
280 加須市
有り余る時間を夫からの贈りものと受けとめ、自分を見つめ直し、私にとって新たな出発となる勇気と困難に立
ち向う気概を与えてくれた。避難生活において色々な人に接したり、見たりして、奥深さを知り、又、人間のお
ろかさも知った。正直者は馬鹿を見ると昔の人は、いいことを言ったものです。
465 加須市
物を大事にしようという気持ちが強くなった。当番で大人数の食事を作ったり、かぶと虫をつかまえて売ったり、
生活の時間が決まっていたり・・・勉強になりました。
337 川口市
子供たちにとっては環境も変わり始めはとまどいもあったと思うがこういう所もあるんだという新しい発見が
あったと思う。
6 戸田市
戸田市に避難し、新しい職場での出会いや、都内への交通の便利に慣れたこと。避難して来なかったら、経験す
ることもなかったことは良かったと思う。
【人々の優しさ・温かさに感謝：7 件】
261 加須市
国民初め、埼玉の皆様には大変なる支援を頂きました。必ずお返しいたします。ありがとうございました。
215 川口市
まず家族全員一緒に居られ、生活できる事が良かった点だと思います。又、避難所運営をされていた方々、避難
先の方々、又全国の避難者への心温まる支援、気付かい、送り物等に感謝しています。本当に、ありがとうござ
います。
138 川越市
人のやさしさに接した時に感動しました。
139 越谷市
失う物も沢山ありましたが得る物も沢山あります。どこに住んでも人の暖かみとかを感じとることがありました。
日々大変お世話になり感謝しております。
71 鴻巣市
人のつながりがとても大事だということ。
389 戸田市
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東京に嫁いだ友人に会えることと、避難生活でいろいろな方と出会っていろいろ支援していただいたこと、皆様
の優しさ、あたたかい心に触れることができたこと。
194 吉川市
報道でも新聞、ＴＶ等でも、人同志の件が大きくクローズアップされているが、まったくその通りだと思う。危
なく日本人が忘れかけていた心が自然に出て来た様だ。そしてボランティアの皆さん、地域の支援には頭が下が
った。福島県民（特に浜通りの人々）には、こういう事が出来るのか？
【良い事などないが生きているだけで良かった：1 件】
62 入間市
良い事などあるわけないが、2 人で死なずに来られただけが良かったかも。
【いいことはない：21 件】
＜すべてがいやだ：1 件＞
441 さいたま市
すべていやですネ。
＜あるわけがない：3 件＞
325 朝霞市
何がよかったと思える点があればなんていえるのか、はらだたしい。
205 行田市
避難して良かった事などあるわけないでしょう。
292 ふじみ野市
良いと思われる事は何にも無い!!無理のある質問と思うのだが。
＜生活が苦しい：1 件＞
134 川口市
まず大熊町からきて仕事かない。生活かくるしいで。
＜避難生活でストレスがたまっている：1 件＞
311 加須市
避難生活も異動も 4 回もしているのでストレスとかもいっぱいたまっているし、前の避難所はとても寒かったの
に毛布 1 枚で通路に寝たこともありました。
＜良いことはない：4 件＞
467 加須市
避難所よりは良いが不満だけがつのります
36 春日部
良かったと思えることは頭に浮かばない。
285 久喜市
良かった。と思うことは何もありません。
371 さいたま市
ひとつも良いことはない。
＜なし：11 件＞
41 入間
なし。
265 加須市
ありません。
394 加須市
ない
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256 加須市
特になし
297 川越市
ない。
464 川越市
なし。
231 さいたま市
なし。
187 所沢市
あまりない。
162 新座市

南

なし。
359 本庄市
特になし。
302
ない。
【その他：2 件】
423 加須市
暖房を自由につかえる。夏は冷房が使えず、くるしみました（きらいな人が居た）
。
17 三郷市
高齢の単身生活者なのでいずれこのようになると思っていた。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[問８]

その他、ご自由にお書きください：100 名

【心身の苦しみ：26 件】
＜体調が悪化した：6 件＞
108 上尾市
働ける場所がない。からだが言うことをきかない。
55 越谷市
自分がかかえている悩みを全てぶつけられる人が居ない。妻はうつ病、自分も適応障害と診断されたのだが、自
分のことは、他人に云う事はできない。
428 久喜市
私は、昨年末倒れ入院しました。主治医の先生は過労とストレスが原因と診断しました。避難した方は、不慣れ
な生活で病んでいると思います。細やかなケアを願います。
190 志木市
ひなんしてから外に出る事が少なく体力がなくなりました。
440 東松山市
絆、々とメディアを通しても言って下さるが、事実は「ガレキの処理」すら受け入れてもらえない現実を、私達
は本当の絆とは思えないし、淋しい限りです。ひとごと、と思っている方も多いのではないでしょうか。原因も
わからないのに（漠然と言うだけで）
、今ここで原発を動かすとは考えられない。反対したいです。
160 八潮市
家族の病気の悪化が心配。
（ガンの為直らない事）
＜負い目がある：4 件＞
170 久喜市
避難してみなさんにお世話になり、生活がおちついてきて良いはずが逆にかなりおちこくことがある。金銭面で
は東電からの賠償金や義援金でなんとか生活していますが、廻りの人にわるくて避難してきたと声に出していい
ずらいことも確かです。うわさでは福島ナンバー、いわきナンバーの車がガソリンを入れられなかったとか。子
供たちがいじめられたとを話しを聞くと、世間のすみで静かにくらすしかないかと思うことがあります。ニュー
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スでが死した親子がいる中で私たちは皆さんにすっかりお世話になっていることがあたり前にならないように
気を使う毎日です。国はこういう人たちこそ助けなければならないとおもうばかりで、私たちは努力至第でまた
生活がとり戻せると感じるからです。
218 狭山市
・タダで病院にいっているのが肩身がせまい。人目がきになる。
95 狭山市
福島県内でがんばっている人のテレビ等を見ると、自分は避難していていいのか？と申し訳ない気持ちでいっぱ
いになる。就職ができたので、家族で一緒にいたいと思う反面、福島にいる父母が心配。考え出すとキリがなく、
落ち込む。どうしていいかわからなくなる。
104 所沢市
手続きや会話の中で「福島から避難中で…」と言うことが苦痛だし、知っている人があまりいないし、県外だと
温度差を感じ引きこもりがち。気分が落ち込む。
＜精神的にツラい：16 件＞
46 上尾市
私達は運良く帰れる家があり戻れる事に感謝しております。しかし、解除された区域であっても震災前と同じ条
件の所に帰れないのが残念でもあるし、戻っても心配な事が沢山あると思っています。
152 入間市
中途半端に解除された私達を助けて下さい。話を聞いて下さい。
284 春日部市
昨年の３月１１日からの生活は、只逃げなくては、心の中は真っくらな精神状態で、何も見えなく、一日一日を
すごすことだけでしたが、今現在に置いては、帰りたくても帰れない現実を受け止めなければならないので、大
変です。一年たったからとは言え、何一つ解決していない。心の支援を。
230 春日部市
まだまだ長期間に渡る避難生活がしいられると思うので役所、自治体の皆さん方にお世話に成るとおもいますの
で何分よろしくお願い致します。ほんとうに自由の身であり乍ら、外出もせず楽しんでいた。もろモロの事が奪
われて仕舞い。今後の事を考えると生きている事の辛さを－こうしている時間が無駄になって－焦りがでてきま
す。持病を持って生き続ける事。早くしてくれとさけびたいです。今後共よろしくお願いします。
458 加須市
避難してからは、毎の様に夢をみたり、ネゴトをいっています。目がさめると双葉の家をおもいだしています。
234 川口市
埼玉県にきて、いろいろ考えるとノイローゼになりそうで、あまり考えないで、前むきにと心にいい聞かせても
頭にうかぶのが本根です。老人で収入もないし、大変性活して行くに、家賃と食事だけでも大変です。復興にむ
かって、頑張っています。
205 行田市
精神的にいつまで絶えられるか分かりません。親せきは津波で流されて死亡。兄弟はばらばら。家族もばらばら。
いとこは避難先で亡くなり、友人の父が亡くなり、行くにも雪はあり、遠くまでまったく大変な事ばかりです。
197 鴻巣市
なんだかとても疲れてきました…。だけど、生かされているのだと自分に言いきかせて進むしかないのかな。
74 さいたま市
手続き、連絡をしたくなかった（多すぎた）が、津波、放射能の避難情報を実感として受けとめる事ができなく
て、1 軒に 3 世帯でとり残されていた 3 日間があった訳で、目を通さずにはいられなかった。
（無理解乍らに）
何も考えられないうちに 1 年が過ぎてしまいました。
218 狭山市
・悩みはありすぎて書ききれない。書いてもどうにもならない。まずは仮設や借り上げ住宅を出るときがスター
トになると思うので生活の場所が決まることが最優先！・賠償金のことで電気代があがるといわれるのがつらい。
何もかもなくしたのに！ ・福島に帰るしかないのか…。でも原発が恐い。 ・正直に真面目に生きてきたのに、
さまよっている感がある。
381 草加市
夫が 80 才で私も 75 才です。足も悪くなっています。どこにも行けないです。夜の森にいってきたいです、つれ
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ていって下さいませんか。夫が車いすです。私が散歩したりして介護しています。
65 鶴ヶ島
各県によって住宅支援その他の支援に差があること、個人の思い等が通らない、いらだち、あきらめなど、感情
が交錯し、先の見えない現状に不安が消えることがない。国の対策に信頼できる確かなデーターが欲しい、出し
てほしい。明るい政策を何なり得たいと思っています。（避難している人のみか、将来の子供も同じ不安を抱い
ています）
87 新座市
避難者同志の集まりがあったのですが、仕事している人、年金暮らしの人、専門学校に 4 月通う人たちが多くて、
何も決められず、ただ 1 日を過ぎていっている私自身がみじめだし、避難した状況とか思いだしてつらかった。
心が弱いのかもしれません。
111 東松山市
する仕事のない事にこんなつらいものだと感じた事は有りませんでした。震災前の生活とは１８０度逆転しまし
た。考える事はいつもこれからどうなるのだろうかという不安ばかり。きまって夜中に目がさめ眠れなくなりま
す。自分だけがつらい思いをしているのではないと自分に言いきかせている日々が続いています。時折は孫のと
ころに逢いに行くのを唯一の楽しみとしております。
182 八潮市
お金や物が欲しいわけじゃない。お話しして、笑っているだけでいやされる時がある。
「心」のいやしが欲しい。
皆、少しづつ忘れているだろう…。いつ自分の身に起きるか分からない。
＜原発事故さえなければ：4 件＞
138 川越市
避難生活の心労から実の父が亡くなりました。それがどうしても許せない。又１人息子が店の後継者として勉強
していたのに帰る店も家もなくなってしまい、目標がなくなってしまった。息子の人生までも変えてしまった!!
悔しさでいっぱいです。
295 川越市
原発事故で故郷も仕事も一瞬で失いました。
6 戸田市
避難さえなければ、自転車での通勤もしないですむし、今までの友人とのつながりも、ずーっと続いていただろ
うと思うと、何故、避難しなければならなかったか・・・・と考えれば本当にくやしくてたまりません。
福島の家に一時帰宅した時、食器や家具もコツコツと買ったんだ、と思うと、悲しい限りです。
162 新座市
双子の娘達も大学進学し、子育ても終了。同じ敷地内に住む夫の両親もまだ心配がなく「田舎だけど、このまま
ゆっくり暮らしていくんだね」と夫と話したのが、震災前日の結婚記念日でした。自宅は地震の被害はほとんど
ありませんでした。原発事故さえなかったら、あたり前の生活をしていたはず…。まだ悪い夢をみているようで
す。避難により家族がバラバラ住むことになり、家族間ぐちゃぐちゃです。
＜風化させないで：3 件＞
76 川口市
この震災を風化させないで欲しい。
毎日、さみしくてつらくて不安。早く補償問題を済ませ、今後の人生を見つめ直すスタートラインに立ちたいが、
まだ不安定なままの毎日・・・・。
218 狭山市
・原発は未来の子孫に負の遺産を残したと思う。みんなで元に戻す研究をしてほしい。忘れていくのではなく、
前に進みたい。
52 比企市
私達を忘れないでほしい。
＜私たちがなにをしたというのか：1 件＞
441 さいたま市
私達福島の人は、何かしたのでしょうか？皆さん電気を使っていますが、私達は犠牲になりました。電気も使っ
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てなくて、関東の方達は、どこから電気が来ているか知っているのでしょうか？
【住居・土地の問題：12 件】
＜安住の地がほしい：6 件＞
36 春日部市
何をするでもなく過ぎていく日々がもったいないです。早く安住の地を見つけて落ち着きたいです。母のお迎え
待ちの日々です。とにかく時間がもったいない。埼玉でもいろいろイベントを催してもらっていますが、介護が
あり(看守り)長時間は家を空けられず、参加はできません。いつかは、行ける日があればと思っております。
78 加須市
浪江町に帰れるか帰れないのか、はっきりしてほしい。もし帰れるとしても子供がいるので浪江町ではなく他の
町へ行きたいと思う。それには浪江町にある土地を国で買いとってほしい。家は津波で流されて住宅ローンだけ
が残っているので土地を売って少しでもローンを返済したい。
243 加須市
子供達が自立しようとして頑張っていますが、住宅の問題でも埼玉県が難色をしめして前に進むことができない
です。
455 越谷市
早く自宅がほしい。
218 狭山市
・悩みはありすぎて書ききれない。書いてもどうにもならない。まずは仮設や借り上げ住宅を出るときがスター
トになると思うので生活の場所が決まることが最優先！
227 八潮市
自分の家の方は山林が多く、除染など無理。そのお金で恒久的な住宅を提供して頂きたい。
＜土地を国に買い取ってほしい：2 件＞
78 加須市
浪江町に帰れるか帰れないのか、はっきりしてほしい。もし帰れるとしても子供がいるので浪江町ではなく他の
町へ行きたいと思う。それには浪江町にある土地を国で買いとってほしい。家は津波で流されて住宅ローンだけ
が残っているので土地を売って少しでもローンを返済したい。
142 川越市
とにかく国が町を買い取っていただき、東電と町の交渉では進まない事を重要視して頂きたい。町は東電を悪く
言えない立場ということはあきらかです。だまっていても進展はありえません。どう考えても３０年～４０年は
戻れない土地の汚染を気休めで「皆で戻ろう！！」「つながっぺ○○町」などと、ねぼけたことを言ってる町長
にもあきれている人は多いのです。被災地は、長期的に考えて（国全体を考えたら）最終処分場を作ることがベ
ストだと思う。避難している者たちは、今もなお苦しみながら生きているのです。せめて、安心して生きていか
れるような補償のみならず、福島県民というだけで別視されるような苦しみから救ってほしいと思います。
＜故郷に帰りたい：4 件＞
291 加須市
健康にだけは注意し、くよくよせず、マイペースで騎西の皆となかよく、もどれる日までがんばります。
320 加須市
1 日も早く原発事故を終息させて、早くふるさとへ戻りたいです。知らない土地では死にたくないです。
206 戸田市
早く故郷に帰りたい。
193 深谷市
とにかく早く水道を直してもらって１日でも早く元の南相馬の自宅にもどりたいです。今１番気がかりなのが８
年もいっしょに暮らしていた猫が今どうしているのかが心配です。埼玉の夏は、とにかく暑いので、夏前には帰
りたいです。
【生活費と仕事の問題：7 件】
＜生活費が心配：3 件＞
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41 入間
生活するのにお金がかかるし電気、ガス、今ははらってないが、水道代。生活していけるのだろうか心配でねむ
れなくなる。
247 春日部市
福島の家を現在のアパートと両方の光熱料金を支払っていることが、もったいない。
218 狭山市
・賠償金のことで電気代があがるといわれるのがつらい。何もかもなくしたのに！
＜生活が不便になった：2 件＞
365 深谷市
買物に不便な事が困ります。
（車がないので）
362 和光市
単身赴任の夫もこちらに来てからは、あまり帰って来る事が出来ない。（駐車場がないので）生活も車が中心だ
ったので生活しずらい。
（買い物等）
＜お金の話はしたくない：1 件＞
218 狭山市
・お金の話はしたくない。
＜働く場所がない：1 件＞
108 上尾市
働ける場所がない。
【補償・賠償の問題：15 件】
＜賠償の問題：12 件＞
256 加須市
一部の人たちからは「いつまでも被災者づらするな！！」とかいろいろ言われているが、私たちも好きでこうい
う生活をしているわけでわない！！国策の失敗の犠牲者になっただけです。国と東電は私たちを今まで騙し続け
ていた責任をきちんととるべきだ。これ以上私たちをバカにするのはやめてほしい。早急に悪いことは悪いと認
め反省し、賠償や今後の生活を保障するべきだ。
392 加須市
国が町に帰れない宣言をし、国、東電が町に住んでいた住環境、生活環境が手に入る賠償を補償し、又納得がい
く精神的賠償（これ程の重大事故を起こして交通事故の最低補償基準に納得がいかない）を実施してもらい早く
前に進んでいきたい。
364 川口市
東電の保障の事で何時も気になって、死ねないと思っています。一日も早く解決して欲しいと祈るばかりです。
親戚宅に避難している為、家電 6 点セットがもらえないので納得いかない。お墓の石が倒れていて骨が見えてい
た。お墓の保障（こちらに移したい）も考えて欲しい。
437 川越市
・東京電力の損害賠償に関し、加害者でありながら自分の都合のいい方向で賠償しようとしているのがおかしな
話だ。
・加害者（東京電力）と被害者の生活、すべてが逆転している。通常であれば加害者側は一生を費やして最低限
の生活をしながら賠償するはず。そうした態度が全く感じられない。被害者側が惨めな生活、最低限の生活を強
いられているような気がする。 ・東電、政府の放射能に対する発表が信じられない。例えば「生活する上で影
響がない」など発表する事があるが、もしそれが心底本当であるなら、東電幹部、政府の大臣等、子供、孫を含
めた家族で、まず警戒区域線量の低いところでもいいから５年位住んでみてそれで問題ないと言うなら、それか
ら言って欲しい。
445 鴻巣市
東電への請求が全くできていない。請求しないと補償金がもらえないのは、わかっていても、退去１年分どうし
たらいいのか気が重たい。請求書を作成する時間や労力がどんなに大変か分かって欲しい。まして、今、うつの
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治療中であり、良くなってきたけど、まだ不安定な感じであり、そのことを考えると、ゆううつである。
5 さいたま市
いつ帰れるかわからない精神的ふたんを負っている住民がいっぱいいます。そのためにも東京電力の賠償をもっ
と考えてほしいです。
226 さいたま市
原発賠償の請求で、東電の請求書で請求する場合と、弁護士さんに頼んで請求するのでは、何百万円～何千万円
もの違いがでてくると聞きました。個人々立場は違うとしても、同じ避難者として、それほど大きい違いがでて
くるのではおかしいと思います。
401 坂戸市
起きてしまった原発事故に対しては、賠償も含めて、すべてあきらめています。家族がばらばらなのが悲しくて、
健康状態もとても心配です。福島にいつ頃もどれるか、先がみえないまま、部屋にとじこもって、無駄に数年間
を過ごすかと思うとやり切れない。住宅ローンは今、ストップしているし、年金も免除申請してあって、お金の
問題も悩みが深いです。
122 狭山市
賠償請求もいっこうに進展せずいらいらする。長い間掛けて築いてきた財産を一瞬にして全て無い物にされてし
まった。東電も国も私達の苦しみを全く分かっていない。賠償請求やアンケート等によりあの辛い事をいつまで
も思い出し振り返らなければならず、その度に頭が痛くない不眠に悩まされる。何度も思い返す事により度々体
調を崩している。早急に十二分な賠償をして、一日も早く戻の生活に近い日常を取り戻せる様にして欲しい。
98 東松山市
精神的苦痛は「慰謝料」なのか？それとも「生活費」なのか？
11 八潮市
放射線の影響は、私達の年代は老いたころに出てくると思う。手帳を発行、被爆に対する保障制度を作ってほし
い。ただ病死というだけで死んでいくのはいやだ—ー
せめて補償金を家族にのこしたい、のこすべきだ!!
＜弁護士への不満：2 件＞
64 越谷市
埼玉弁護士会へ（語尾はもう少し優しい言葉でしたが言い方は冷たかった）
説明会後、中介の依頼をしようと残っていた時、女が私のところに来て「てきとーに割振られたので来た」と一
言
私が、家族 3 人ばらばらに生活していると伝えると「それは別々に弁護士を頼め」と

常識的に考えて年寄りと

未成年の子供に弁護士はつけないでしょう？と言ったら「常識的なことなんて今は関係ないから」と・・・。ほ
んとイヤな女。頼むのはやめました。アンタは嫌だからと断ってきました。
53 さいたま市
埼玉弁護士会の相談に行って感じたことは、解除される地区より戻れない地区の方の相談にのりたいのかなと感
じました。こちらでも仕方なく無料相談で気になったところを確認し、東電の賠償書類で請求は出しました。納
得はいきませんが、自分で請求するしかなかったです。今後、生活費増はあるのでこちらは自分で請求できそう
もないので弁護会に相談したいと考えています。
＜補償についての決め事をしっかりしてほしい：1 件＞
424 吉川市
･避難民（３年以内に帰還可能）

・難民（５年以上帰還不能）

以記の補償が総て同額なのは常識から大きく

外れている。しっかり定議して対処すべき。
【国・東電への批判：11 件】
＜国への批判：3 件＞
467 加須市
国、行政でももっと身近に来て説明ないのか不満だらけ。どうして説明出来ないか
465 加須市
未来ある子供たちを安心で安全で、よりストレスを少なく育てていく環境をととのえてほしい。福島の浜通りの
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発展も大事だが、そこに子供達を生活させていくことは非常に不安です。おもいきり遊ばせ、学ばせてあげたい。
私は、もとどおりの生活ではなく、新しい地での新しい生活で子供たちと前を向いて生きていきたい。国会や政
治について、政党間の争いなどで無駄に時間をついやさないでほしい。とても悲しく、いかりをおぼえます。ほ
どほどにしてほしい。
65 鶴ヶ島
各県によって住宅支援その他の支援に差があること、個人の思い等が通らない、いらだち、あきらめなど、感情
が交錯し、先の見えない現状に不安が消えることがない。国の対策に信頼できる確かなデーターが欲しい、出し
てほしい。明るい政策を何なり得たいと思っています。（避難している人のみか、将来の子供も同じ不安を抱い
ています）
＜東電への批判：7 件＞
62 入間市
原発は安全だと、いつも言っているが東電の野郎のおかげで故郷をうばわれた。先が短い人生で、これからどう
暮らせば良いのか悲しい。
267 久喜市
私達の不安・悩み・つらさは、誰にもわかってもらえない」と思います。家族で３人も東電社員がいて、給料が
安くなった！などと言われると頭にきます。私たちは、仕事も、家も、財産も、人間関係も失ったのですよ！と
大声でいいたい。誰がこの責任をとるのですか？
285 久喜市
１.避難者がどれほど辛い思いをしているのか、原因者である東電は、加害者意識がなさ過ぎる。 ２.避難解除
になった時は、東電、国（原発関係者）の幹部は、家族ごと双葉郡内に居住して下さい。そうすれば住民が本当
に安心して生活出来るか分かるでしょうから………。
3 戸田市
事故後、電力の担当者の説明の際、警戒区域です、とのこと。
帰れないとはっきりして、国有地にした方がいいのではないか!!
電力会社、倒産しますよ、話しを上にもって行くとのことでした。
225 深谷市
とにかく東電のやり方はきたなくて、いつこの賠障も終わるのか…、電話して、毎回話しにならず…、ストレス
を感じている親を見ていると心配。母は「こんな思いをするなら津波にのまれた方がよかたな…」とまで言って、
悲しくなった。
288 富士見市
東電と賠償問題を話しているとどちらが被害者でどちらが加害者なのかわからなくなる。私は無過失の被害者と
思っているが、東電の一方的な判断で決めようとしている。弁護士さん方から東電の殿様ぶりはある程度耳にし
ていたが、これほどとは呆れている。裁判にしようかとも思うが、年令（７６才）、費用および期間などを考え
ると判断が難しい。１０年前、富岡町に“終の処”として退職金のほぼ全額を投じ家を新築した。余生も余り長
くなく無念でならない。
456 吉川市
１年が過ぎた頃、東電からＴＥＬ………賠償会の方は申し出たでしょうか？その前に何か一言あっても良かった
のでは！
＜帰れるか否かの結論を急いでほしい：1 件＞
271 桶川市
１日も早く帰宅できるか、できないか結論を早く出してもらいたい。そうすれば次のステップに行けます。
【原発・放射能の問題：9 件】
＜放射線の心配：6 件＞
325 朝霞市
汚染の放射線量をもっとわかりやすくかいてほしい。富岡町の広報にのっているが、それが住むのにダメなのか、
1 年分を 2 日でダメなのか、全然わからない。東京電力と聞くだけで身の気がよだつ。
454 加須市
Ⓒ震災支援ネットワーク埼玉(SSN)／早稲田大学人間科学学術院

87

埼玉県震災避難アンケート調査集計結果報告書（第 5 報：自由記述解析結果）

政治家の皆さん、自分の利益ばかり考えないで、放射能を出ないように建物を囲んでから汚染をして下さい。１
日も早く故郷に戻して下さい。
384 鴻巣市
放射能は目に見えないだけに、ごまかし、（あやふや）放射線量の機械もどれを信用してよいのか（数値）も安
心できない。放射能恐怖症になってしまいますね。少しずつ身体に蓄積されるのでしょうか。一時帰宅で放射能
を浴びた品物を持ってきて触れて大丈夫なのでしょうか、不安です。覚悟を決めなければいけないのかな。人権
尊重はないのだろうか。実験材料の 1 人かな。
218 狭山市
・福島に帰るしかないのか…。でも原発が恐い。
107 秩父市
・放射線内部被ばく検診が県外でもできるようにしてほしいです。
347 南埼玉郡
色々な情報を下さい。病院や歯医者、どこが良いかもわからないです。地元の情報は、今のところ全く戻る気は
ないのでプルトニウム等の真実等の情報があれば下さい。
＜原発反対：2 件＞
464 川越市
ノーモア原発!! ２５代つづいた生活返してほしい。もっと自力避難者にも援助してほしかった。日赤家電セッ
トや家賃の補助等。
440 東松山市
絆、々とメディアを通しても言って下さるが、事実は「ガレキの処理」すら受け入れてもらえない現実を、私達
は本当の絆とは思えないし、淋しい限りです。ひとごと、と思っている方も多いのではないでしょうか。原因も
わからないのに（漠然と言うだけで）
、今ここで原発を動かすとは考えられない。反対したいです。
＜デモに参加したいが情報がない：1 件＞
394 加須市
デモなどの抗議行動をおこしたいが、情報が入ってこない。
【家族・近隣関係の問題：12 件】
＜近所付き合いがない：6 件＞
397 川口市
鳩ヶ谷に避難しているが、被災者同士の交流か市が合併したことで絶えてしまった為、自分達で「ひまわりの会」
をたちあげた。川口市には支援がみえない。
139 越谷市
避難生活が長くなると特に老人がかわいそうです。なるべく同郷の方が近くいるのを調べては訪問しております。
同郷どうしの方は大変喜んでくれます。若い人は知らない地でも大丈夫ですが、お年寄りの方はなかなか馴染め
ず外出も嫌がっている状態です。これからが心配です。
341 幸手市
今後の人生が不安です。身近な場所でふれあい場、近い、町や市に避難している人たち同士で会いたい。
125 狭山市
私の自覚がないのか、みな様と交流が出来たらと思います。年のわりには、なにかしたいのですが。
107 秩父市
・被災者どうしのあつまりをしてほしいです。
＜家族関係の悪化：2 件＞
79 大里郡
こういう長期の時（そんなことは、始めからわかる訳ないが）親戚は頼るべきではない。離れているからこそ、
仲が保てるということも多いのだと痛感
233 羽生市
今度の避難生活で実感した事はいくらじつの娘でもうまくやって行くのは大変なことです。親の面倒見ることよ
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りもまづお金がからんで人間を変えてしまう。娘３人いますが今は孫達が教育ざかりで金がかかる時で大分お金
がかかりました。困ったものです。
＜家族バラバラ：2 件＞
465 加須市
未来ある子供たちを安心で安全で、よりストレスを少なく育てていく環境をととのえてほしい。福島の浜通りの
発展も大事だが、そこに子供達を生活させていくことは非常に不安です。おもいきり遊ばせ、学ばせてあげたい。
私は、もとどおりの生活ではなく、新しい地での新しい生活で子供たちと前を向いて生きていきたい。国会や政
治について、政党間の争いなどで無駄に時間をついやさないでほしい。とても悲しく、いかりをおぼえます。ほ
どほどにしてほしい。
59 さいたま市
両親とはなれているので、それだけがかわいそうである。
＜ペットと暮らしたい：1 件＞
137 比企郡
置きざりのペットを早く救出して飼い主に戻してほしい。
＜嫌がらせ：1 件＞
93 入間
車のガラスを割られる、嫌がらせを受け、辛かった。
【福島内外の支援格差：4 件】
471 川越市
借上げ住宅の件、１人でも６万、４人でも６万の補助はおかしい。福島や東京ではそれ以上の家賃の家を借りて
六万で借りることにして不足分を別に払っているとか。埼玉の不動産屋は、そのゆうずうがきかないし、家主も
私たちに借すことをいやがっているという。東京電力が補償するから借すようにと指導してほしい。
146 狭山市
大人の県外の避難者は、県内より何もかもがおくれてきます。近くで検査を早く受けたいです。
219 蓮田市
仮設住宅と借上住宅とでは差がある。同じ避難者として平等の支援をすべきである。
348 八潮市
仮設住宅（福島県内）との温度差があるのでは。
【感謝：7 件】
330 朝霞市
朝霞市の皆様に大変良くしていただき感謝しております。
196 春日部市
皆様方に大変良くしていただいていること。
75 川口市
労働者福祉協会さんからせん風機をいただきありがとうございました。これほど暑い埼玉だと思わなかったし、
クーラーもなかったので本当に感謝しております。弁護士の説明会時のじゃがいもも忘れられません。私達田舎
人にとって野菜を買う事にまだ慣れていません。その中でのじゃがいも本当にうれしかった。
今後とも何かと宜しくお願いします。
215 川口市
この様なアンケートの実施の程、ありがとうございました。これまでも色々なアンケートに答えさせて頂きまし
た。やっぱりこの様なアンケートは、この時期には大事だと思います。避難者の中には、家族と離ればなれで生
活している方々が大勢いる聞いていますので、一人の方々、高齢者の方々には大事なアンケートだと思います。
是非、この様な活動を続けてもらいたいです。
411 さいたま市
※震災、津波、被災、人災と大変な災害に遭遇した者にとって、大変な精神的な苦しみは言葉に表現出来ないも
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のですが、支援活動のお力にどんなに生きる事への勇気を頂戴し現在の生活があると感謝しています。埼玉県自
治体の支援体制に御礼申し上げます。ありがとうございます。
408 新座市
広い土地に立派なきれいな家に不自由なく生活していました。原発３㎞の私たちは二度と戻れません。被災者な
りに自立して、明るく楽しく、真面目に、正直に、埼玉県に住まわせていただき、生活していきます。ありがと
うございます。
82 深谷市
全く知らない方々に、本当にお世話になり、信じられない生活をしております。
原発の事故は人災でしょうが、原発で双葉町が成り立っていた事には間違いありません。直接、私は関係ありま
せんが、国と東京電力の誠意ある対応を望みます。
それから、東日本大災害の被災者に対し、応援して下さる皆様に感謝致します。
【その他：2 件】
＜福島との行き来のために道路整備を：1 件＞
107 秩父市
・常磐線全線とおれるようにして下さい。南相馬には遠うまわりしていかないといけないのでたいへんです。
＜支援団体を知らない：2 件＞
48 川越市
（震災支援ネットワーク埼玉）という団体があることを今回
初めて知りました。文書も何も届いておりません！
個人で避難している人には届かないのでしょうか・・・？
379 羽生市
いろいろな支援団体が存在していますが、私達の所には誰も来てくれていません。こんなに孤立するとは思って
もいなかった。福島のイベントがあっても中心部ばかりで遠い。
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