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茨城県内障がい者への東日本大震災の影響 
 

類のない大地震、引き続く原発の事故、そして計画停電など、いまも混乱は続いています。 

 大地震から 5 日目をむかえました。みなさん、いかがお過ごしですか。電気の復旧に伴い、つけたテレビ

の映像に映し出されたあまりの被害に、驚き、嘆き、悲しみ・・・。 

 茨城の地震の被害は、東北地方の比ではありませんが、それでも、経験のない揺れと被害でした。全

国障害者問題研究会では、荒川委員長を本部長とする「東日本大震災救援本部」を設置しました。

私たちも、甚大な被害の地域に、「何かできることを」考えたいと思います。 

 さて、茨城の障がい者関連の地震の状況を、私の方で、まとめたいと思います。つきましては、

下記の方、地震発生時の状況と被害、その後の対応と困難などを、お知らせ下さい。 

  

【特別支援学校】 ＊関係者からの情報です、したがって細かい点で異なる部分があるかも知れ

ません。 

■日立養護学校（知的障害） 

１ 発生時の状況 

 小学部児童は校内には不在  中学部、高等部の部活生徒が２０名ほど練習中に地震発生 

けが人なく運動場に避難 

２ 被害 

 児童生徒、職員にけが人なし。校内備品の破損多数 校内外のガラスが１０数枚破損 校内外

の壁に軽微な崩れやひび。耐震工事終了後の体育館（卒業式準備済）は問題なし 

３ その後の対応 

 １１日 当日の夜間まで職員が校内待機および児童生徒宅を巡回 渋滞で立ち往生のスクー

ルバスから児童生徒を下し送迎。時刻不詳で児童生徒全員の安否確認 

 １２日 日立市内の対応を電話および訪問連絡（内容 １４日（月）～１５日（火）休み １６日

（水）～午前中授業後帰宅 市内小中養護学校統一） 

 １３日 基本的に自宅待機 

 １４日 午前中職員出勤 事務整理等、変更された今後の予定の確認と児童生徒への周知 

     （変更された予定 14 日（月）～１８日（金）まで休み 市内小中養護学校統一  

      養護学校の卒業式は１７日（木）から２３日（水）へ変更） 

４ 困難 

     外ガラスが破損した教室での授業（修繕予定）。スクールバス運行におけるルート変更

（道路陥没等）、到着時刻の支障困難（親御さんの送迎に影響）。その他未定 

 

■勝田養護学校（知的障害） 

 地震発生時はスクールバス発車後 15～20 分程度経過していたかと思います。学校には

部活動等のために残っていた中学部・高等部の生徒がいました。当初は，体育館からマッ

ト，生活訓練室から布団・毛布を引きずり出して寒さをしのいでいました。その後，児童

生徒を送り届けたスクールバスが，勝田車庫から２台学校へ戻ってきてくれたので，学校

に残っていた生徒はバスに乗車して保護者が迎えに来るのを待つことができました。しば

らくして日没となり，生徒が暖かくしていられる場所として，ヘッドライトを明かりとし
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て使用することができ，本当に助かりました。周辺の方々も避難してきたので，バーベキ

ュー用のかまどを出して火をおこしたりもしました。 
 被害状況はこれから浮き彫りになってくるかと思いますが，外観的に大きな被害はない

ように思います。雨などが降ったり，生活をしていく中で，ここが，あそこが…となって

くるのではないかと思います。14 日に電気が復旧したものの，15 日も断水は続いています。

それよりも，原発事故に伴う放射能漏れの方が気になるところです。また，ガソリン不足

で出勤できない職員も多いです。 
今後の学校は「当分の間，休校…」です。ひたちなか市・那珂市・日立市等の地域のラ

イフラインがまだ整っていない状況を考えると，このまま春休みになってもおかしくない

状況にあります。小学部の卒業式は 22 日（火）に６年生だけが会議室で実施する方向です。 
 

■水戸飯富養護学校（知的障害） 

 養護学校の子ども達は、地震の時刻には、卒業式で午前中下校（11 時）だったため、みんな家につい

ていたと思います。職員は皆、「非難せよ」との緊急放送に従って、駐車場（車はそれほどなかった）付近

に非難した。3 階にあるプールから水があふれて落ちてきた（ひびはなかった）。構内に入らないようにして、

しばらく揺れがおさまるのを待った。 

12 日（土）：管理職と事務が、被害状況を確認し、写真等に記録した（県への報告のため） 

13日（日）：出勤可能な職員で、子どもたちの安全と状況を確認するため、生徒への連絡をした。

ほぼ無事でいることを確認した（一部、電話がつながらない地域があった）。この時点では、14 日は休

校との連絡をした。 

14 日（月）：出勤職員で片付け。子ども達に状況確認と「18 日まで休校、その後は未定」との連

絡をした。 

 

■水戸聾学校（聴覚障害） 

地震直後からグラウンドに避難して，そのあと体育館。子供たちは数十人幼稚部施設に泊まりました。

親が来れないことや，来ても帰れない人が泊まりました。最後福島方面の保護者に引き渡したのは日曜

日だと思います。 

有志の先生方で泊まり込みで地域の方の避難所としての対応。土曜日の夜にやっと地域の方へバト

ンタッチしました。管理職はずっと泊まっているみたいです。 

 寄宿舎では、壁のエアコンが落ちる，スプリンクラーが作動し水浸しで，たたみ，布団がダメになる。校舎

群を結ぶ連絡通路ががたがたで危険。検査の結果ほぼ大丈夫でした。でも継ぎ目は空や地面がやや

見える状態。 

 

■協和養護学校（知的障害） 

３/１１（金） 卒業式で、地震発生時、児童生徒も下校後（数人高等部生が残っていた）だった

ため、職員の避難と校舎内外の被害の確認のみで済みました。（幸いに被害はほとんどなし）続

いて、児童生徒の安否の確認をしましたが、電波がつながりづらい状況のため、１６時半頃、帰

宅命令が出て、安否確認でき次第学校へ連絡することになりました。 

３/１２（土）～１３（日） 児童生徒の安否確認（連絡がつかない家庭へは、教頭自ら訪問して安否

確認をしました）。１６日までの休校を決定（以後については状況を見て） 
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 ３/１４（月）すでに学校施設のライフラインはすべて復旧 

３/１６（水）１７日からの学校再開（通常日課）の報告｡被害もなく給食も再開可能、スクールバス

も運行できと判断。職員は、乗り合わせで通勤するなど、燃料不足に対応できるよう工夫してほし

い旨。保護者へ学校再開の連絡。 

・道路の混雑によりスクールバスが大幅に遅れる可能性があること 

・今後の余震の規模によっては学校に迎えにきてもらうこともあること 

・自力通学の生徒は、保護者の責任で通学道路の安全確認を行ってほしいこと 

３/１７（木）～１８（金）多少スクールバスが遅れたが、児童生徒も９割以上登校し、通常日課で授

業を実施。 

３/２２（月）終了式 

 

■つくば養護学校（知的障害と肢体不自由の併置） 

帰りの会を始めるころ（１４：４６）に地震発生。地震発生直後 停電が発生。知的障

害教育部門（○学年）は，全員机の下に避難。非常用発電設備のディーゼル発電機は始動

したが館内への通電は行われなかった。発電機は空回りして異臭を発生。校内放送が停止。

（中学部は独自の判断で校舎外へ避難していた）。「校外に出るよりも校内にいたほうが

安全」との判断があり、学部主事，防災担当主任が各教室を巡って室内待機を指示。余震

が立て続けに起こる。校舎には大きなひび割れ等の異常はなかった（後日確認）。知的障

害教育部門小学部○年は特別教室棟にあるため，理科室の薬品，ガス等があるため危険と

判断して非常階段から校舎外へ避難。しかし，寒いためもう一度教室に戻る。 
保護者への送迎の電話をかける。なかなかつながらない。携帯の電源が少なくなる。何

とか全員に連絡。保護者への引き渡しを終える。 
 14 日から 18 日は休校，職員は 14 日出勤し，15 日の自宅待機，17 日に次年度に備えて

教室移動の準備。児童は 22 日の就業式に登校。 
 余震が続く中での退避行動は肢体不自由部門には困難である。また，校舎外では寒くて

体温維持が難しい。 
 

■土浦養護学校（知的障害） 

地震の日は，土浦養護も卒業式でしたが，全員登校日でいつも通り２時５０分下校でした。小・中・

高卒業生だけは，午前中でしたが，謝恩会を校内でやっておりました。でも，小・中は，すでに終わって保

護者と帰っていた方もほとんどでした。高等部の卒業生と保護者だけは，学校最後ということでまだ校内

に残っていました。 

地震の時は，在校生は，２時４０分完全乗車なので，ほとんどの児童・生徒はスクールバスに乗り，教

員は見送るため外に出ていました。高等部の自力下校の生徒は部活のため体育館にいました。大きな

地震かきたため，教員たちは，校舎から離れロータリーに座り，強い地震でスクールバスがぐらぐら倒れそう

に横にゆれるのを何度か見守りました。高等部の部活の生徒も体育館からロータリーへ移動し，謝恩会

で残っていた高等部３年生と保護者も出て来ました。 

地震が落ち着いた頃，スクールバスは待機していましたが，発車しないことになり，全員保護者引き渡

しに決定しました。４時くらいには，落ち着いたので卒業生と保護者は，帰っていきました。 
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スクールバスの中の子供たちは，１時間を過ぎたので，「トイレ」といい出す子が増えました。最初，担

任が一緒について体育館脇の外トイレに誘導しました。が，その後，大丈夫そうなので，一番近い校舎

のトイレを使うようになりました。４時半頃には，校務員さんが，発電器をもってきてくださったり，保護者の

迎えもどんどん始まってきました。 

とても，寒い日だったので，児童・生徒たちは，スクールバスの中で待機でした。長くかかりそうなので，５

時過ぎには，残っている児童・生徒たちにお菓子を食べさせました。その後，まだ残っている児童や生徒

たちに常備している非常食のカレーとご飯を食べさせました。８時半ごろには，残った児童・生徒はバス１

台に移されました。が，最後に帰った児童は，１１時過ぎだったようです。 

その後，土浦市は断水になったため，１６日水曜日まで休校でしたが，その後も受水糟の点検のため，

結局１８日まで休校でした。ガソリン不足で、泊まった先生や自転車で通う先生もいました。 

２２日は，終了式で、本当は２時５０分下校の予定でしたが，給食が作れないので午前中で下校で

した。無事体育館で終了式を行いました。まだ，学校の水が飲めないので児童・生徒たちにペットボトル

１本ずつ配りました。 

 

■友部養護学校（知的障害） 
特別棟と体育館が被害状況が大きい。特別棟は，現在普通教室として使用されています。 

特別棟の２階トイレの壁が落ちて鉄骨が向きだし。１階の方が被害は大きかった。特別棟

は，壁に穴が開き，鉄骨向きだし。特別棟は水曜日から立ち入り禁止で緊急避難状態。さ

らに，余震のために，壁のひびが増えているそうです。体育館は，屋根の一部と，壁の一

部が落ちていて使用不可。体育館の屋根が落下し，職員の車に落下し、フロントガラスを

割る。作業棟を普通教室として利用している学年は，他の棟の卒業学年の教室を使用して，

22 日の修了式を迎える。 
 
■結城養護学校（知的障害） 

１ 現在までの経緯 
①当日 
 卒業式のため 11：30SB 下校。小学部 3 人の児童・うち一人の高校生の姉と各保護者職

員が被災。直後に放送で体育館へ避難するもギャラリー等に亀裂がみられ中庭へ移動。ビ

ニールシートで仮設テントを設置し防寒。4 時 30 分には児童生徒保護者の帰宅。以後 5 時

より 2 時間単位で段階的に職員帰宅並行して全児童生徒の安否確認。 
②12 日(土) 
 参加可能な職員(学年 2 名程度)で前日確認困難だった児童生徒の安否確認。11 時 20 分

には全員の無事確認。午前は破損個所の点検と体育館（卒業式）の後片付け。午後の協議

により 16 日までの休校決定。日中一時施設・児童養護施設等へも連絡。児童生徒への連絡

も 5 時 30 分に終了。 
③13 日(日)  
管理職待機。 

④14 日（月） 
 職員集会で経緯・危険個所等確認。交通機関・道路状況等の情報交換。今後の対応につ

いて意見集約 も危険個所とされるプレハブ棟(高２)の荷物を卒業学年(高３)の教室へ移
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動。午後より計画停電・断水等への対応のため交代勤務等の体制を確認の上 18 日までの休

校を決定。 
⑤15 日(火) 
 9 時より児童生徒への連絡開始。関係施設へも連絡。 
２ 被災状況 
○今回の地震によるけが人はなし。 
①校舎：食堂ボイラー管に亀裂・水漏れ。学部棟の随所に亀裂等。小学部昇降口入口の  

非常口灯落下状態。その他断水等あり。 
②道路・交通機関等：SB コース内でも数か所の道路に亀裂・液状化現象等の影響。水戸 

線復旧までには 10 日程度必要。常総線バス代替。宇都宮線一部緩行運転。 
③その他：結城市内で飲み水を配給中。 

 

■大子養護学校（知的障害） 
 今度の東北関東大震災の時は、丁度、スクールバス発車の時間でした、児童生徒たちは、

ほぼ全員がスクールバスに乗っており、スクールバス内での被災でした。教職員は、ほぼ

全員がスクールバスの見送りのために玄関に集まっていました。 
 スクールバスが大揺れに動きました。地震が始まってからは、地面はまるでウォータベ

ット状態、杉花粉が一斉にまき散りました。 
 児童生徒たちを揺れが治まってから体育館に移動しましたが、体育館も上に照明があり

それが落ちてくる危険性があるため、またそこから、プレイルームに移動して、児童生徒

たちの安全を確保してから、保護者に連絡をして、迎えをお願いいしました。 
 ところが、電話が通じない、通じたとしても、保護者がいないという状態でした。児童

生徒たちは、プレイルームでは暖がとれないために、また、スクールバスに分乗して、迎

えをまちました。道路の損壊、迎えに使うはずの自家用車の破損により、なかなか迎えが

来ない児童生徒もいました。 後の児童の迎えを確認したのが、１８：００頃だったと思

います。 
 近くに住んでいる大子養護学校の卒業生親子が、避難してきました。１８：３０頃にな

っていました。その後は、教職員の帰宅が認められました。 
 ３月１４日に学校へ行き、後かたづけをしましたが、校舎は、かろうじて立っているも

のの町の水道の損傷により水は全く通じていませんでした。後片付けをするに従って、そ

れぞれのところで損壊状態が明らかになってきました。 
 まず、校舎の継ぎ目に亀裂が入り、（小学部１年生の教室）危険な状態になっていまし

た。通気用の機械が上から落ちそうになっているところもありました。その後、全児童生

徒宅を訪問し、１７日まで臨時休校をする決定をしました。 
１７日に再度集まって、後片付け、丁度その日の１２：００近くに町の水道が通じて、

通水の試験をおこないました。すると、漏水箇所が見つかり、また、給水タンク、汚水タ

ンクの破損が見つかり、児童生徒たちを学校に迎えることは、とても困難であることがわ

かり、修了式を実施せずに春休みに入ることにしました。その決定をしました。 
 仕事を持っている保護者の方には、大変ご不便をおかけしていることは重々理解してる
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ものの、仕方のない決断というところかなとも思いました。ガソリンが手に入らない！ 
 

■友部東養護学校（病弱） 

児童生徒について・・・保護者送迎のものがほとんどなので，JR 通学の生徒については，夜，

保護者が迎えに来て下校。迎えが不可能な生徒（県西地区）については，帰宅方向が同じである

教頭が自家用車に乗せて自宅まで送っていった。そのほかは病院に入院の児童生徒なので，県

内各 5 病院の対応に従った。 

 学校施設は特に大きな破損はなかった。 

 

■下妻養護学校（肢体不自由）。 
＜地震発生～避難＞ 
 （小学部○年生）１階の教室にいました。下校準備のため，児童とともに荷物をまとめ

ているときに地震発生。大きな横揺れ。すぐにおさまると思っていたが，いつになく長く，

不安感が高まる。天井を見上げ，蛍光灯やプロジェクターを避けた場所に児童を移動させ

る。（児童は全員車いす）そこに，２階の学習室で学習していた児童が帰ってくる。間一

髪でエレベーターから降りられた。揺れがなかなかおさまらない。そのとき，スクールバ

スの運転手さんが児童介助に入ってくださって，マンツーマン状態になる。どこからか「外

に出ましょう」の声。横揺れが続いており，ガラスが割れて落ちてくる危険性もあったが，

教室を出るとすぐにグランドなので，マンツーマンで教師がついていることを確認し，外

に出る。隣の教室からも，マンツーマンで教師がついた状態で避難してくる。（２名の欠

席児童がいたので，このようにできた。マンツーマンでなかったら，避難の仕方が相当難

しくなる。）グランドの芝生のところまで，急いで車いすを押し，地面に座る。スクール

バスが大きく揺れているのが見える。隣のバスとぶつかりそうなほど揺れている。 
やっと地震の揺れがおさまってきた。２階からもスロープを使って児童生徒が下りてくる。

耐震工事のためかスロープは崩れず、無事２階からも避難できました。 

すぐに本部が作られ，学部ごとに児童生徒が整列。児童生徒，職員ともけが人なし。全

員無事避難できたことが，間もなく確認された。パニックに陥る児童生徒もなく，みな落

ち着いていた。寒かったので，耐震工事を完了した体育館への避難もありかな？と迷う。

でも，余震が続き，天井が落ちるのが怖い。引き続きグランドで過ごした。手のあいてい

る職員が教室からありったけの毛布を持ってくる。非常時用に車いすのポケットなどに入

れてあった帽子，マスクをつける。避難するときは，つける余裕はなかったが，防寒のた

め役に立った。 
 スクールバスが発車できず，グランドで過ごす時間が長引きそうだ。テントをたてるこ

とになった。男子職員を中心にテントが次々とたてられ，周りにおおいがつけられた。排

泄の練習用のチェアをグランドに運び，テントの中に入れて，臨時のトイレが設置された。

さまざまな作業が同時進行で，自然に役割分担され，てきぱきと進められていく。風がし

のげるようになり，みなほっとした表情。 
 送迎のお子さんのお母さんたちが到着し始める。周辺の家屋の屋根瓦が落ちたり，塀が

倒れたり，道路が陥没したりしていることをお母さんたちから聞き，ただごとではないこ

とを思い知らされる。バスの運行が当面無理であることの判断がなされ，担任が手分けし
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てお迎えを依頼する電話をかける。非常につながりにくい中，各担任が自分の携帯電話を

使って粘り強く連絡を取り続ける。お迎えに来た方で，学年のお母さん方のメルアドを知

っている方がおり，率先してメールを送信するなど協力してくださって，とても助かった。

このような非常事態ではメールが役立つとか，固定電話からだとつながることがある，と

か，みんなで情報を共有しあって，連絡をとり続ける。 
 徐々に保護者の方が到着し，児童生徒がほっとした表情で帰っていく。とうとう連絡が

とれなかったお母さんも，自主的に迎えに来てくれて，学校全体では，７時にすべての児

童生徒が学校をあとにした。 
 ここまで，避難訓練通りにはいかない場面もあったものの，全職員が団結して，児童生

徒を守り，保護者のもとにおかえしすることができた。 
＜被害状況＞ 
 ☆けが人なし 
 ☆１４日の片付けで明らかになった被害 
   ・建物の目立った損壊はない。 
   ・ケアルームはものが散乱。 
   ・家庭科室の食器が割れる。 
   ・図書室の本棚が倒れる。（釘で柱に打ちつけてあったが釘が抜けてしまった） 
   ・図書室にかけてあった額が落ちる。 
   ・ロッカーが多数倒れる。ロッカーのガラスが割れて散乱。 
   ・パソコンが何台か破損。 
   →児童生徒が近くにいたら危なかったなあと冷や汗が出た。 
＜学校の対応・今後の予定＞  
   ・１８日（金）まで休校。職員は通常通り出勤。 
   ・２２日（火）午前中短時間で修了式実施予定。 
   ・２３日（水）小学部のみ，新入生保護者説明会実施。 
＜下妻養護の現在の困難＞ 
 ☆１５日現在も断水（朝と夕方１時間ずつしか出ない） 
   地下水があるので，トイレは流せる。飲料水は出ない。 
 ☆停電は解除されましたが，節電に努め，電灯，暖房は使わず仕事をしている。 
 ☆児童生徒の保護者の方は，長い休校のため，仕事に出られず，お困りの方も多いと 
  思います。家屋の損壊や断水のため，親類や知り合いの家に身を寄せる方もおります。 
 ☆今回、家に帰った医ケア対象生徒は停電で大丈夫だったかなとも思っています。 

 

（追加）校舎はボイラーが完全にだめで、配管から水がポタポタたれています。まだ、少

し寒い日もあるので自分でからだを動かして暖をとれない本校の生徒にとっては大変かな

と思います。 

 

（追記）22 日の修了式には、ほとんどのお子さんが登校できました。親御さんたち，みな

さんがんばって列に並び，給油したそうです。「４０分ならびました！」（お子さんを乗

せて）などと明るく報告してくださいました。 
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■県教育委員会発表 特別支援学校高等部の第 2 次選考試験について 

県立特別支援学校高等部等の第 2 次入学者選考について 
 平成 23 年 3 月 23 日（水曜日）実施予定の第 2 次入学者選考については中止といたしま

す。なお、下記 2 により対応し、予定どおり平成 23 年 3 月 25 日（金曜日）合格者発表を

いたします。 
理由 
 1 通学区域が広範囲で交通機関の復旧が万全でないことから、障害のある生徒や保護者

への負担が大きい。 
2 事前の教育相談（面接）の結果や調査書をもとに、校長が合否の判定をすることが可能

である。 
 

【福祉施設・作業所】 

■あすなろ園 
 3 月 11 日（金）午後 2 時 46 分。その時、いつものようにあすなろ園では作業を行っていましたが、

直ちに避難、全員の無事を確認しました。第 2 作業場前のアスファルトやパン工房ばくの瓦など

が一部破損しましたが、その他の箇所は無傷でありました。一時、断水や停電がありましたが、

今は復旧しています。震災直後から電話回線やインターネットがつながらず、連絡がとりにくい状

態でしたが、こちらも復旧しました。･･･余震が続き、いつ以前のような暮らしを取り戻せるのかと

不安な中、懸命に復興活動をされています。ガソリン不足については、本園でバイオ燃料を生

産しているため、通所送迎等に支障は出ていません。 

 

■にいはり園 

当日は作業中に地震にあいました。近くの牛舎に利用者さんは、地震がおさまった後、

園に戻り、屋外に避難していた利用者さんと合流しました。 
送迎に際し、安全面や道路状況を考えご自宅まで送ることにしました。普段は指定の送

迎場所まで親御さんが迎えに来る方もいるのでその判断に迷いました。電話が通じずご家

庭に連絡がつかなかったことが困りました。結局、送迎車の配車や送迎ルートを変更した

りして対応したのですが、停電による信号の停止、渋滞により送迎完了までに長い時間を

要しました。 
その後、13 日(月)から開園していますが、普段より一時間短い日程で早帰りとさせてい

ただいています。ガソリン不足で送迎車も普段とは違う配車(ディーゼル車を中心に稼動し

ていますが、軽油も入手が難しくなるという情報もありますが。)です。職員も通勤に支障

がでないか不安な毎日です。ある利用者さんは公共バスを利用して通園しているので運行

本数が減っているため通えない日が続いていましたが、今週から送迎体制を一時変更して

当園できるようになりました。 
水道は 19 日に復旧したと思ったらまだ水量が安定せず午後からまた止まってしまいま

した。こういう状況なので給食も特別メニューです。作業はほぼ普段通りに行っています。 
地震直後、不安な表情を浮かべる利用者さん、また、こだわりをみせる利用者さんもい

ました。数日経過した今も不安や落ち着かない利用者さんもいらっしゃいます。 
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■高萩市・はっぴぃ・べる 
当方の被災状況ですが、地震によるもので建物が老朽化していたためか外壁および内壁

のひび割れ多数、建具の立て付け不具合（建物の傾きまたは地盤の隆起による）、作業機

器の倒壊などです。人的被害は幸いなことにありません。  
 電気の復旧が本日 3 月 15 日午前 10 時過ぎでしたので電話・PC が使えませんでしたの

で、返信が遅くなりました。 
 なお 当建物は、耐震検査を受けないと使える状態かどうかわかりません。したがって

当分開所することは無理です。 
 
■つくば市・NPO 法人にっこりの森（児童デイサービス事業所） 

施設は本棚やパソコンなどが倒れました。活動するのに支障はない程度です。周囲は塀

が倒れたり瓦が落ちたりしました。こども達および指導員は全員元気です。つくば市は、

ライフラインもほぼ回復しました。 
にっこりの森は、13 日（日）から、９時～17 時で緊急開所しています。つくば養護学

校は今週いっぱい休校なので、金曜日までは朝から開所する予定です。こども達はみんな

元気です。もちろん不安な様子やストレスが溜まっている子もいます。ガソリンが無く、

指導員の通勤や親の送迎に支障がでています。 

 

■リヴォルヴ学校教育研究所 

3 月 11 日午後 2 時 46 分、ライズ学園では午後の授業の 中だった。激しい揺れにコ

ピー機が跳びはね、机の下に身を隠した子ども達の頭上に本棚が倒れかかった。それでも

子ども達は、誰一人かすり傷さえ負わなかった。さすがに表情は硬くなっていたが、取り

乱すこともなく冷静に行動し、全員が無事に帰宅をした。  
教室は惨憺たる状況で、再開までには一週間を要した。原子力発電所のその後や遠方か

ら通っている子の交通手段が心配されたが、多くの子ども達が明るい顔を見せてくれた。  
洋品店の 2 階を間借りしたライズ学園の教室には、北側と東側に窓が 2 つきりしかない。

卒業生が作った木製のロッカーを、とんかちを片手に修理する子、本棚を壁に固定する子

など、薄暗い教室でみんなよく働いた。  
尐し遅くなった昼食時、  

「お昼を食べる時ぐらい、電気をつけようか」と言うと、  
「だったら、半分だけにしよう。みんな大変な思いをしているんだから」という声があが

った。  
照明はいつもの半分でも、教室はとても明るくなった。 

（略） 

再び、ライズ学園の教室。午後からは  
「何かできることはないか」と話し合った。  
「むずかしい」と、考え込む子もいれば  
「私達には何もできないよ」と、言う子もいた。  
結局、ある男の子の提案で、使っていない文房具を集めて送ることになった。  
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「それならできる！」と、笑顔を見せた女の子。  
被災地にだって学校に行かずにいた子がいるはず。そんな子ども達に、ライズ学園からメ

ッセージを送ろうということにもなった。  
「だれか原案を書いてみてくれるかな」と言うと、人前に出るのが苦手な男の子が  
「それじゃ … ぼくが書こうかな」と、つぶやくように言った。  
震災以来ずっと抑えていた涙が、思わずあふれ出た。しかし私は、その涙をすぐに止める

ことができた。じっと私を見つめる子ども達の温かい視線が、私を包んでくれていた。 
 

■県立リハビリテーションセンター 
体育館は天井から物が落ちてきて床に散乱し、入所者の避難場所にする予定でしたが使

えませんでした。消火栓のパイプが破断したり、廊下の一部が低くなり段差になったり、

プールも天井からの落下物で使えるかどうかという状況です。あちこち亀裂があり強度が

心配です。高架の水タンクが傾いており水の使用が難しい状況です。トイレはプールの水

を使っています。 
利用者の方は、食料提供の問題と訓練をできる状況にないため、可能な方は自宅へ帰っ

て頂くようにしました。何人かの方は帰るところがないので、耐震強度で引っかからなか

った部屋へ移っていただいています。食事は通常のメニューではありませんが、県から補

給がありつなげています。 
 ガソリンの不足により職員の通勤が難しくなっています。遠距離の方はしばらく休むよ

うになっています。 

 

【個人の生活】親さん（お子さんの家庭での状況と通・入所している学校・作業所などの状況） 

■Ⅰさん（水戸の作業所に通所） 

通所している子どもの母です。地震当日は、停電で信号機のついてないなかを、本人を

迎えに行きました。子供達は、○○グランドに避難して皆無事でした。その後、那珂川大

橋は段差ができて危険な中、家に到着。信号機の無い国道はとても怖くて、子どもと帰宅

するのに必死でした。我が家は、家屋も家族も無事です。常陸大宮市御前山地区は、昨夜

やっと電気がきましたが、まだ断水です。毎晩懐中電灯での生活でしたが、地区の給水と

ジャスコに並んで買い物と、娘と手分けしてなんとか頑張ってます。今朝は、やっとテレ

ビもつきました。子どもは、なんとかいい子で頑張ってましたが、昨夜熱を出しました。

彼なりに疲れが出たのでしょう。でも、今は平熱になり、元気に大好きな暖かいご飯を食

べました。 

通っている作業所は、室内のタンスが倒れたりと、片づけが大変なようで、連休明けか

ら通所者は通常通りとなる予定です。 

 

■Ｋさん（水戸市、通所） 

ダウン症の息子です。震災当日は、携帯も、℡も繋がらず、施設との連絡ができませんでした。

施設側も連絡を何度もしてくれましたが・・できませんでした。 

我が家の場合（皆様も同じかと思いますが）家の中は大変な状況でした。（マンション７階）家具

からたくさんのものがあふれ出し・・・足の踏み場もなかったです。テレビは台から落ち、家具は大
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きく移動しました。ライフラインは止まり、どうしようもない時間だけが流れました。余震が続く中、

車の中で寒さと、空腹を我慢する、初めての事でした。息子の事は気になりながらも、もしかして、

施設側で安全に守ってくれているだろうと、祈るような思いでした。ライフラインが全滅の中、私た

ちだけでも、困難で不安で、今まで経験したことがない状況でした。息子の事を思い、夜、途中ま

で行きましたが、渋滞で！！泣く泣く、諦める事にしました。 

ただ、ただ施設の方々を信じて、朝を迎え、早朝やっと迎えに行くことができました。元気な息

子の顔を見たときには、涙を抑えることができませんでした。施設側の暖かい配慮、に感謝して

おります。 

早々に施設側から「改善策のアンケート」もあり、これからの問題解決に取り組んで行く姿勢に

改めて感謝します。今回はたくさんの課題を親として、考えさせられました。もし避難所に行くとし

たら、不安のほうが多いです。ライフライン欠如に耐えられるだろうか？施設との連携、施設の持

つ重要性！！以上です。 

 

■Ｋさん（つくば市、グループホーム） 

11 日は 初地震が来たなと思っていたら、いつまでたっても終わらず、どんどん揺れて

きた。私は職場にいたが後ろにあるロッカーも揺れ始めたので、場所を移動した。1 回目

の地震が終わった後に、職場の中はものすごい量の本が落ちていた。また、いくつか落ち

て割れたビンなども有った。次の地震が起きてから、外に避難した。 
 この後、家族に連絡を取ろうとしたが携帯は通じなかったが、携帯メールはつながった。

Ｍ男はメールを使っていないのでなかなか連絡が取れなかったが、5 時ぐらいにようやく

携帯がつながり無事が確認できた。この日、Ｍ男はグループホームに帰り、その後もホー

ムで生活している。また、11 日は停電が、翌日から水道の給水制限が起きている。その後

は携帯はつながりにくいが、何とか毎日安否を確認している。 
 我が家の近辺は停電していた。となりの病院も非常用電源以外は停電だった。 

 

■Ｔさん（水戸市、養護学校通学） 

私も本当にどうなる事かと思いましたが、なんとか水道電気ガスが戻り、食料もなんと

か確保でき、あとはガソリンというところまで来ています。宮城の惨事を考えたら本当に

命あっただけでも、というところです。 
次男はこの異変にもなんとか適応していて、学校がお休みなのも受け入れて、家で過ご

しています。でも今日、少し吐いてしまいました。三男も昨夜吐いてしまったので、風邪

かもしれません。でも、なんとか食欲もあり、元気にしています。早く元の生活に戻れる

ように･･･がんばります！ 
 
■Ｓさん（土浦市、養護学校通学） 
金曜日の地震時には息子の養護学校卒業式を終えて帰る途中だったので車の中で避難し

てました。電気、水道、携帯と使えず、停電の２日目も余震があって寝不足ですね。日曜

日の朝に電気が使えるようになり助かります。給水が使えないから心配です。中学校で給

水しています。家の中はちらかって片付けに大変です。 
（震災後 6 日目） 
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島袋です。生活が計画停電や毎日の報道に震災の被害をあらためて感じます。子供も休校

で、いつもの生活リズムになれず春休みの過ごし方を心配しています。参考までに紹介で

すが、二年前に土浦市で障害者防災マニュアルが出来て地域で高齢者や障害者の要援護者

の登録を初めました。万が一に家族が被災して息子を探してくれるか気にかけてくれる方

が市役所から人を派遣されます。１１日に震災があって１２日の昼に市役所の障害福祉課

から派遣された方が車で自宅まで安否確認に来てました。やっぱり息子を登録して良かっ

たです。 

 

■水戸市・Ｔさん（養護学校通学） 

卒業式の後、娘はそのまま福祉事業所に行っていました。私は本社で業者との打ち合わ

せをしていて被災。妻も同じ建物に居ました。地震のあと、妻には私の車（軽のキャンピ

ングカー）で娘を迎えに行くように依頼しました。私は、２日間家に帰れなかったのです

が、妻によると、娘は怪我もなく元気にしておりました。事業所への子どもの迎えは、我

が家が一番早かったようです。事業所のみなさんに怪我はないようです。 
 電気が復旧するまでは、妻、娘、祖母の３人で私の車を避難所として過ごしたようです。

食料は溶けてしまう冷凍食品を中心にキャンプ用品で加熱して食べたため、特に困難は無

かったようです。トイレは排水口の側に穴を掘っていたようです。夜は寝袋で寝ました。 
 娘はある意味ネット中毒なので、ネットが見られない事をそうとう怒っていたようです。

テレビはみられていたのですが、２日前から、アンテナがずれたのか、BS しか見られなく

なってしまい、また娘が怒っているようです。被災後４日が経過していますが、私自身が

まだ１日しか家に帰れていないため、妻にばかり負担が行ってしまっています。 
 以前から娘をキャンプに連れていき、車で過ごすこと、寝袋で寝ること、公衆トイレの

利用などを訓練してきました。軽のキャンピングカーを買ったのも、災害時に利用出来れ

ばという思いがあったからですが、まさか本当に避難生活で使うことになるとは思いませ

んでした。 

 
■水戸市・Ｔさん 
うちの家族は無事です。家の中はどこから手をつけていいやら… 

（追記）ガソリンがなくて身動きがしづらい状況にあります。この１週間通所施設が休み

だったためストレスが溜まっています。来週は施設のガソリンがないので自主通所の申し

出が昨日ありましたが、送迎するためのガソリンがありません。 

 
■土浦市・Ｉさん（小学校へ通学） 

地震発生時、小学校のほうでは、たまたま２時半の一斉下校だったので、ほとんどのこ

ども達が自宅だったのではと思います。家の中は、転倒防止をしていなかった小さな本棚

が倒れた程度でしたが、転倒防止で壁に固定していたタンスさえも動いてしまっていまし

た。お家によっては家具が倒れたりした所もあったかもしれません。私が住む周辺は古い

家の塀や、瓦が一部壊れるというくらいの被害です。 
 息子の通う小学校は建物内の水道管が壊れ、水浸しになってしまったとのこと。１６日

までは休校、１７日より午前授業再開となりました。休校中は、１４日の午前中に学校の
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担任が各家庭を訪問し、状況確認の作業がありました。 
土浦は、電気・ガスは比較的すぐに復旧し問題なかったものの、水道の断水が１５日ま

で続きました。幸い、私達の地域は近所に井戸水を飲料水として利用している家庭も少な

くなく、そこから分けていただくことも出来ました。給水車は各中学校地区ごとくらいに

１台給水車が来ていましたが、とても小さなタンクですぐに無くなってまた水を取りにい

くという状況でしたので、 １時間、２時間待ちもざらでした。 
自閉っ子の息子にとっては、楽しみにしていたテレビ番組が全て特番になってしまい、少々

納得がいかなかった様ですが、状況が状況でしたので、比較 的早い段階で落ち着きま し
た。もっとこだわりの強いお子さんや、環境変化に弱いお子さん達にとってはかなりス

トレスが高いのでは？と思います。高機能のお子さんたちにとっては、もしかすると、

むしろ生活が落ちついてきて、なのに物資不足で思うような活動が出来ない、という今

の環境のほう が理解し難くて、苦痛かもしれません。 
 

■水戸市・Ｎさん（自閉症、通所施設） 
 我が家ですが、幸い建物には被害がありませんでした。年に何回かキャンプをしていま

すので、みんなで寝たり、ランタンの光で生活することは嫌がらずにいてくれます。むし

ろ楽しそうな表情です。 
 大変なのは、買い物に行って自分の必要な物がないことです。帰ってきて、また、買い

物に行くと要求したりで、「物がないこと、ガソリンがないこと」を伝えるのが難しいで

すね。元気に過ごしております。 

 
■つくば市・Ｈさん（市会議員、通所施設） 
私は、つくば市の議会開会中で、委員会の傍聴をしている時に地震にあいました。自閉

症の息子は、通所授産施設がちょうど早い帰りの日でした。出歩いているか、自宅にいれ

ば一人なので、大変心配しました。余震の続く中自宅に戻り顔を見て安心しました。自分

のベットの下にもぐったようです。 
つくば市（茎崎）の福祉センターでのデイサービスは、親の送迎があれば受け入れるこ

とにしたようです。小学校も中学校も給食なしの午前中授業で当面対応するようです。卒

業式は体育館が使えなくなり、教室で先生、保護者、卒業生で行いました。 
息子の通う○○学園は、ガソリンが続く限り開所、給食もあるもので工夫するそうです。

でも来週は、いつまで持つかと心配しています。 
県の育成会から会員の状況を確認するように連絡がありました。比較的被害が少なかっ

たのでみんな元気ですが、センターにはいかず家にいるのでストレスがたまってきたとい

っています。入所させている親御さんは、施設で元気にしているとのことでした。 
昨日、被害に対する補助制度を実態に合わせて緩和できるよう厚生労働省に申し入れに

行ってきました。（交通の復旧した南部地域の議員団）原発も心配です。市民に的確な情

報を流すよう研究機関と連携するよう申し入れをしています。 
 
■（勝田市・Ｋさん、肢体障害） 
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自分、鈴○さん、大○さん（那珂湊市）、堀○さん（水戸市）に連絡がつき、みな無事とのこと。1

日、臨時の避難所に行ったが、つらかった。毛布もなく、床にシーツが 1 枚強いてある程度。電気

がなくて、夜は人工呼吸器にするので、困ったが、隣に病院があり、その病院に入院し、1 泊させ

てもらった。自宅の電気が回復したので、家に戻ってきた。まだ、水道は出ていない。 

 

■Ｓさん（肢体障害） 

大変遅くなりまましたが、我家は屋根瓦が少し落ちた程度で済みました。ライフラインも一日程

度で回復しました。今は普段と変わらない生活を送っています。多くの仲間が早く震災前の生活

に戻る事を祈るのみです。 

 

■常陸太田市・Ｓさん 

地震の日は、非難の指示があったけれども、近所の親戚（養護学校の先生）が、家族が

来てくれ、一緒に泊まったそうです。とにかく、良かったです。 

 


