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2012 年 2 月 

  やっぺ南相馬  連絡先：和みサロン「眞こころ」 

 東北コミュニティの未来・志縁プロジェクト 

連絡先：事務局長 住本 勉  cbnkw471@ybb.ne.jp 

                                （080-6730-2106 080-2339-0258）  

  仮設住宅にお住いの方へのアンケート 自由書き込み回答 

回収したアンケートの自由書き込み回答欄に書かれている文章を各項目ごとに入力した。 

 

仮設住宅で不自由な生活を送られている方々にその生活やご意見を伺い、南相馬での活動や、 

まとまれば行政にもつなげていくことで、ご支援できないかと考えております。お手数をおかけし

て誠に恐縮ですが、以下のアンケートにご協力をお願いできませんでしょうか。 

いただいた回答は、個人が特定化できないよう統計的に処理いたします。 

該当の   内に○を記入（ ➜    ） また、書き込み形式欄にはご自由に記述願います。 

14 項目と多いのですが、回答できる項目のみの記述でも、けっこうです。 

【アンケート】： 

◆１：南相馬市（   ）区から避難してきている 

◆２：家族構成（  名） ① 0歳～就学前（ 人） ②小学生（ 人） ③中学生（ 人） 

   ④30歳代以下（①～③除く）（ 人） ⑤40歳代～50歳代（ 人） ⑥60才以上（ 人） 

◆３：生計（複数回答可） 

    社員として働いている    アルバイト     年金      雇用保険、等 

 

◆４：仮設生活で困っていることは（二点まで） 

・結露 （他に２人が同じ回答）  

・結露 （特に鉄骨部分がひどい） ・結露すること― 鉄骨部分が。 

・結露が多く、ふき取りをしている（鉄骨、窓）。  ・室内の結露。 

・結露によって室内にある鉄筋むき出しのところが錆びてきている。 

・部屋の結露でたいへん困っている。  ・結露がひどくて朝が憂うつになる。 

・結露がひどいため、寒いために家計を圧迫する光熱費。 

・朝起きると、フトンの敷いたところが湿気で濡れて困っている。 

 

・床下から冷え、湿気 

・収納スペースが少ない。 

・夏は暑さが、冬は寒さが厳しい。 

・風呂場、洗面所が狭い。 

・私共の住む仮設住宅は、聞くところ、東南アジア地区向けに輸出された仮設住宅であると聞く。

総金属製でしかも夏場に建設された物で寒さ対策はまったくなっていない！この冬場に入って各

所に凍結が生じ、毎日朝の生活にたいへん支障を招いている。まだ遅くはない、水道水、温水、床

下配管の保温工事等早急に望む！ 

・お風呂の追い炊きがないので、湯船につかりたい冬は、ガス代がかさむ。 

 

 ○ 
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・収納が少ない。 

・収納が少なく、荷物が片付かない。 

・隣人の夜遅くまでの（夜中の 12時）話し声、生活音が気になり、ストレスから睡眠不足になり、

通院している。 

・台所、トイレ、風呂と水回りのスペースがすごく寒いし、浴槽のお湯の温度がすぐ下がる。 

・水抜きの作業手順をよくわからない人にはよく教えてほしい。業者にやってほしい。 

・隣人のたばこの臭いがひどく、よる、窓を開けて換気をしないと眠れない。 

・トイレの便座が身に沁みます。膀胱炎になって医者にかかりました。 

・せまくて物を置く所がない（収納）。 

・犬猫について、食べ物を与えているのが困っています。野良猫です。 

・部屋数が少ない。 

・部屋が狭い。 

・会社勤めなので仮設住宅での工事や物資の受け取りなど。 

・風呂が追い炊きできないこと。 

・洗濯後の乾燥がたいへん。 

・子供がいるので、隣のお宅に声や物音などが響き迷惑をかけているのではないかと．．．。 

・部屋が狭いので、物を置くのに困る。 

 

◆５：仮設での交流 

  ①避難者同士の交流    被災前と同程度ある     そこそこある  

            あまりない        ない 

  ②受入れ先住民との交流    ある     ない 

    ご意見など― 

 

 

そこそこある ＆ない； ・ごく自然に、無理はダメ、続かない。  

・受け入れ先が決まらない。 

・場所を提供していただき、ありがたいです。 

 

ない＆ない；  

・ブラクがみんな違います。 

 

あまりない＆ない： ・昼間働いているので、皆の顔がわからない。 

 

◆６：和みサロンの利用      利用している     利用したことがない 

   ご感想・ご意見など― 

 

 

利用している； ・利用者が特定一部、偏っていないか？ 広範囲で広く利用をＰＲを！ 

・お茶、コーヒーサービスで電気（註；マッサージ機械のこと）をかけることができてありがたい。 
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・毎日いつも行っていますが、心が安らぐ所です。 

・行きづらい。 

・いつも笑顔で迎え入れてくれて、こちらも安心して話などできていい。 

 

 

利用したことがない： ・勤めているので行く機会がない。 

・本当は利用したいが、中をのぞいて見ると、年齢の高い人たち多くて行きづらい。でも癒しの曲

が流れているサロンがあれば...。 

・勤めているから、行かれない。 

・年上の人が多くて、入りにくい。利用したいのですが。 

・入りづらい。 

 

◆７：気分が落ち込む時が    多い    時々ある    あまりない    ない 

   思い、心のケアの希望など― 

 

 

① 多い 

・眠れない日が多く、うつ状態の時もある。薬を飲んでも、酒を飲んでもいまいち。同じ地区の人

と話をすると、まぎれる。 

・友達がほしい。 

 

② 時々ある；  

・これから若い人たちが（家族）借金をして家を建てる不安は、何とも言いようがありません。  

・心のケアが必要なほどではない。 

 ・震災以来、動き息切れが激しくなる時がある。 

 

③ あまりない； ・我慢かな？考えないこと➜自分に言っている。 

・自分の力でなければ、解決できない。 

 

◆８：支援物資についてのご意見 

・感謝あるのみ。 

・衣類は洗って着られるので、何とか間に合っています。食品はありがたいです。 

・いろいろありがたいと思います。 

・支給日がほとんど平日なので、勤めているのでなかなか行けない。 

・平日は仕事の為いないので、休日がいいです。 

・時々いただいていますのでありがたいです。（他の地域とはたいへん差があるようですが） 

・たいへんいろいろな物をいただき、たいへん助かっております。本当に感謝しております。 

・平等な配布の仕方を望む。 

・本当に必要なものを定期的に集め配布してほしい。物資の要望を取りまとめたり、必要な物を 

必要な人々に届けてほしい。 
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・満足しています。 

・一人生活なので地区内に支援物資がきてもなかなか取りに行けない。日中は瓦礫撤去作業があり

無理。どこか一時的に預かってもらえれば...。 

・たいへんありがたいと思います。 

・いただく方はいっぱいいただくのである。私は勤めていて、もらいに行けない。 

・ボランティアの方々には感謝しております。（有難いです） 

・米、水などたいへん助かります。 

・有難い。 

・何語で書いてあるかわからない缶詰をいただいてもいいと思う。 

・トイレットペーパーなどの消耗品ならうれしい。 

・2012年は自立復興のためにも、物資は人に頼るのはなるべく少なく、なくす方向で。 

・感謝していますが、支援を受けるのが当たり前になると自立心がなえるので程々に。 

・全戸に配ってほしい。 

・とても助かっています。 

・よくしてもらっている。 

 

◆９：イベントー ご要望・ご意見など 

・無理のない範囲で。参加に苦痛を伴っては意味がない。ごく普通程度で。    

・私たちはこれからだんだん歳をとって。いろいろな場の所においてイベントなどしてくれるとあ

りがたいです。   

・冬場に無理。 

・ヒーリング➜癒しの曲を聴く会とかあれば（聴くだけで眠れそうな） 

・歌でも歌えるイベントがもっとあればいい（カラオケ） 

・連絡が遅い。 

・わからないで終わることが多い。 

・興味を示す物がない。 

・平常時にはそう多くのイベント等は行っていない。イベント漬けやイベントの押売りはやめてほ

しい。 

・イベントは日曜日にしてほしい。 

・楽しいことができればよい。 

 

◆１０：将来の展望について(家や収入、等)―     見えている    見えない 

  課題など― 

 

 

見えている 

・従前の宅地、田畑の処分 or利用について、早期の行政方針を望む。 

・収入は少ないが、若いものがいるため、家を建てる計画を進めているが、借りたローンが払える

か、心配？ 
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見えない； ・ 

・落ち着いて住める場所がなかなか見つけられない。 

・考えているがいまのところは見えてない。 

・移転するにしても、元の土地の買い取りが不明では具体化できないです。 

・以前の仕事をするにも車や機器をそろえるには莫大な費用がかかる。また、家を購入するには、

それ以上にお金がかかる。まず、安定的に収入が入る仕事、もしくは働ける会社があれば。 

・放射能、津波の心配で南相馬市内の移住が決められない。 

・早く家を持ちたいと思っている。 

・今後、どこに定住できるか？ 

・先が無いので気が滅入ってくる。 

・場所が決まらない。 

・原発の安全性 

・セキュリティのあるマンション。 

・堤防。 

・土地。 

・早く危険地帯の買い上げを行なうべき。その金で自立したい。 

・集団移転地への家（土地のこと） 

・いつまた、原発によって避難しなくてはならないかと思うと、不安で何も考えられない。 

 

 

 

◆１１：田畑のある方― 今後の耕作方針は    耕作したい     しない 

  課題など― 

 

耕作したい 

・農機具、田畑は津波でやられ、耕作はしたいが、見通しがない。 

・一部津波被害に遭わない部分について、健康維持のため耕作したいが、機具その他購入、保管場

所等を考えると不安になる。 

・塩水がくぐって（耕作）できない。あとは、原発でできない。 

・除塩、ガレキの撤去、圃場の整備。 

 

 

耕作しない； 

・土地の利用がどうなるのか？ 田畑の今後がどうなるのか？ 行政関与はどうなるか？ 

・農機も何もなくなったので、できないと思う。 

・塩害による被害で耕作できない。お金もかかる。 

・離農して土地（農地）代を宅地購入、住宅資産にしたいと思う。 

・農業用の機械の流出、また、耕作するにも機械購入にお金がかかる。さらに農地の９５％冠水し

た（津波で）。 
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・農機械その他が流されてしまい、購入できない。 

・後継者もなく、また、食の安全性も不安（放射能） ライフワークに組み入れる発想ができない。 

・花でも作ってみたいが、どうしようもない。 

・早期の全面解決を 

・復興が遅いので。 

・見込みがないから。 

 

◆１２：放射能 

    気にはなるが、ふだんは意識せずに暮らしている 

    食べ物、水に注意している（なるべく地元産は食べない） 

    健康被害が起きるのでは、と不安でしかたがない。 

   放射能についてのご意見など― 

 

 

 

 

① 気にはなるが、ふだんは意識せずに暮らしている 

・とんでもないこと。脱原発で日本は決まりだな。あってはいけないよ、二度と。専門家という人

の話は何の役にも立たないことが分かったような気がする。 

・放射能を気にしないで住めるように手を打ってほしい。そうすれば、孫たちとももっと会える。 

・特にはないが、原発の情報が知りたいです。 

・信頼できる情報を知りたい。公的情報もマスコミ情報も本当に信頼していいのか、疑問もある。 

・早く安心して生活できるように努力して発表してほしい（隠さないで） 

・原発の安全に関する情報が信用できない。 

・放射能に色がついていたら、大騒ぎ。 

・気にせず暮らせる日が早く来てほしい。 

・まったくわからないので、気のつけようがない。 

 

② 食べ物、水に注意している（なるべく地元産は食べない） 

・東電第一の４号基が爆発するのではと不安でしようがない。また、モニタリングによると、山は

数値が高いようですが、その測定はしているのか、各河川のモニタリングもしてほしい。 

・原子力発電の不安のため、南相馬市に希望がもてない。 

・気にしないように暮らしています。 

 

③ 健康被害が起きるのでは、と不安でしかたがない。 

 

① ＆②：  

・早期収束を望みます。 

 

② ＆③： 
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・なるべく早く対策をとっていただきたい。 

  ・鹿島区の水道水は大丈夫なのか心配。各戸での測定結果がしりたい。 

・地元産の野菜を食べたいが、放射能の影響が心配で食べることができない。安全かどうか、本当

のことを知りたい。 

・これ以上、放射能が増えないようにしてもらいたい。 

 

◆１３：行政への要望 

・復興政策を適切に、迅速に。集団移転事業の円滑な促進を！ 宅地の買い上げを早期に。田畑の

買い上げもその次に。    

・支援物資も勤めているので、玄関を開けてる時は置いていってほしい。 

・集団移転の農地を早急にしてもらいたい。 

・復興住宅（公営）を急ぐべき。 

・被災農地の買い上げをしてほしい。 

・問 14 も含めて、天災的な物事については速対応は容易ではないが、人災的な物事については、

世論のとおり即断即決な対応は可能と考えられる。今の度の大震災を受けた地域の対応としては、

国策が明確化になった時点で敏捷な対応で論より証拠復興に向けた取り組みを切望したい。                              

・住民の意見を聞くのはよいが、ある程度行政が大きな道筋をつけてほしい。1 年が経過しようと

しているが、先がはっきりと見えてこない！！ 

・荷物を入れるトランクルーム（月極でも）がほしい。タイヤなど、大きな物の置き場がなく、と

ても不便。 

・事前連絡なく業者を入れないでほしい。（エアコン取り付けとか） 

・特に、外鍵、内鍵を取り換えてほしい。開けづらく、不便。牛河内第４みたいな鍵にしてほしい。 

・義捐金など南相馬市一律にしてほしい。 

・地区内に高齢者ドライバーが多く見られ、その運転とマナーはひじょうに悪い。高齢者に運転講

習会など開いて、特に、６号線のセブンイレブンから交番までの間は危ない。 

・行政住民がばらばらに避難しているので、復興の話し合いが進まない。 

・土地を早く決めてもらいたい。 

・交通網の整備（鉄道、高速道路等）は生活、緊急の場合に不可欠です。２，３年で整備しないと、

今後の災害時にどうなるのかな？ 

・絆の職員はあいさつもしないでいる時があるので、なるべく仮設方によこしてほしくない。 

・この仮設は動物禁止だと聞いていますが、もう少し取締りしてもらいたい。 

・線量の低い所は早く帰し、川内村のように帰れる人には帰る政策をとるべき。 

・仮設で空いている部屋がまだあると聞きましたが、空いている部屋を貸してほしい。 

・（部屋が狭いが物置がないため、外に置いていた）物が盗まれた。 

・何もなし、要望しても無駄、スピード感がない。 

・苦情が目につきます。先ず、自分は何をなすべきかを考え、行動することが肝要！ 

・集団移転土地の方向を早く決めてください。あと一年しかないので、早く仮設を出たいです。 

・仮設は結露対策をしてほしい。 

・今後ないとは思うが、義捐金など振り込まれてきた場合、世帯ごとではなく、一人一人にしてい

ただきたい。 
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・早くやってもらいたい。 

 

 

 

◆１４：その他（以上で述べきれないことがございましたら、何なりと） 

・仮設暮らし、すべてに感謝。日本国家はありがたいよ。インジュア（ホーム）で一陽来復。    

・不安の毎日で、望みはあってもどうにもならない。いっそ津波で死んでしまった方が苦労せずに

良かったのでは、今、時々思うことは事実です。 

・なにもすることがないので、暇を持て余している。食事の準備がたいへんです。 

・工具や、その他必要な物の貸し出しをしてほしい― 記名方式で、１日でも１時間でも．．．。 

 例； ブースター、ドライバー、電気のドライバーみたいな物、ガイガーカウンター、ミシン、

アイロン、他 

・和みサロン；６０歳以下の人達だけの時間帯、もしくはその人だけが使える日があれば。また時

間の延長はできるのか、PM5時まで、夜中。 

・舗装道路を一部広げてほしい。鹿島中学校から牛河内第一仮設に入るところ― 理由；牛河内第

一仮設側から鹿島中学校方向への右折する車は、大部分の方は、舗装道路に車があり、牛河内仮設

に入る車の邪魔をして渋滞している、危険。 

・南相馬市に小児科医院がなく、小さい子供が病気になっても医者にかかれない。 

・土地は政府で買うね、で我々にも売っていただきたいのである。 

・災害の後に仮設住宅、支援物資等、日本はこの様な対応ができる国で、素晴らしいと思います。

不平・不満よりも感謝の気持ちを持ちましょう。 

・いろいろとありますが、いざとなると出てきません。 

・支援に感謝しますが、自立を促すような取り組みが必要と思われます。 

・この南相馬にとどまっていていいのか、と悩んでいる。普段は知っている人がいて、友達がいて、

落ちついているが、原発のことを考えると、遠くへ行って心機一転、一から何も考えずに生活した

方がいいのか、と考えてしまう。でもここに留まる親や、知人などを残して逃げるようになるのも

イヤだし．．．。 

 

 

ご協力いただきありがとうございます。    

                以上。                                                                      


