
社会福祉法人 キリスト教児童福祉会

熊本地震により被災し指定避難所として機能した、社会福祉法人 キリスト教児童福祉

会及び避難所 広安愛児園に関する記事を時系列にまとめた経過記録です。

2016年4月14日から2016年5月13日
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熊本地震経過記録

法人本部の益城町で震度7の地震

平成28年4月15日6:00現在における法人本部の被害状況

建物の一部が、少しだけ損壊した程度で、人的被害はなし、ライフラインについても支

障なしの状況です。

ただし、地域小規模児童養護施設「福富ホーム」周辺に多大な被害がでているようです。

法人本部は、ニュース報道に出てくる益城町ですが、益城町の外れであり、どちらかと

言えば熊本市東部になります。

活断層との距離が微妙に遠かったのかも知れませんね。

とりあえず、ほっと一安心です。救援活動に行く必要性は、現時点ではなさそうですね。

4月14日

震度 7(21:26)の大地震発生。子どもたち職員、布団を持って中庭に避難。地域の方々、
およそ 200名程も避難。
中庭にブルーシートを敷いて、不安の中、寝ることになった。

こども L.E.C.センター、入所児童 30名、怪我もなく園庭に避難する。

4月15日

職員の判断で、避難している地域の方々に朝食を提供する。

その後、避難者の方々は自宅に戻られる。

地震情報

2016年 4月 14日 21時 26分ごろ、熊本県で最大震度 7の地震が発生しました。震源地
は熊本地方

熊本県益城町で最大震度 7を記録したほか、熊本東区、熊本西区、熊本南区、玉名市、
宇城市、西原村などで震度 6弱を記録

気象庁の震度階級で過去に「震度 7」となった事例は
・1995年：兵庫県南部地震(阪神大震災)
・2000年：鳥取県西部地震
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・2004年：新潟県中越地震
・2007年：新潟県中越沖地震
・2011年：東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
の 5例と、今回の事例の合計 6例だけです。
今回の熊本の地震が如何に歴史的に大型のものであったことが分かりますね。

被災地の復興を心から応援しています。

震度について

震度 7 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
震度 6強 はわないと動くことができない。飛ばされることもある。

震度 6弱 立っていることが困難になる。

震度 5強 物につかまらないと歩くことが難しい。

震度 5弱 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。

震度 4 ほとんどの人が驚く。
震度 3 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。
震度 2 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
震度 1 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。
震度 0 人は揺れを感じない。

法人本部の広安愛児園避難所として機能

熊本・益城町 ２０００人近い住民が避難

NHKニュース 4月 15日 3時 09分

震度７の揺れを観測した熊本県益城町では午前３時現在、町内の施設や屋外などに２０

００人近い住民が避難しています。

このうち保健福祉センターにはおよそ９００人が避難しているということです。けがを

している人もいて、医師の治療を受けているほか、廊下にも避難者があふれている状態だ

ということです。毛布と飲料水は配付されているということです。また、総合体育館には、

およそ４００人の住民が避難しています。しかし、体育館の天井や照明の一部が落下して

いるため、およそ１００人は被害がなかった武道場の中にいますが、残りの３００人は屋

外の競技場にとどまっているということです。町役場から３０枚程度の毛布や水などが届

きましたが、いずれも不足している状態だということです。水道が流れないため、簡易ト

イレも必要だということです。

近くにある町民グラウンドにもおよそ５０人が避難しているということです。

このほか、広安小学校にはおよそ２００人が避難していますが、停電していて、住民は

グランドなどに集まっています。

児童養護施設の広安愛児園には、入所者と住民およそ２００人が避難しているというこ
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とです。

広安西小学校には体育館とグラウンドに止めた車の中などに１００人を超える住民が避

難しているということです。飲料水や食料、それに毛布が不足しているということです。

益城町公民館福田分館にはおよそ１０人が避難しているということです。

益城町役場の駐車場には、正確な人数は分からないものの多くの人が避難してきていま

す。

また、宮園地区では近くの河川敷に食料や毛布などを持ち寄って過ごしている住民もい

るということです。

熊本県で震度7

テレビ朝日報道特別番組 2016年 4月 15日放送 1:56 – 2:21

熊本・益城町で発生した震度 7 の地震速報。熊本市、益城町では 3300 人が避難。益城
町の避難所は益城町役場、グランメッセ熊本、健康福祉センターハピネス、益城町公民館、

広安小学校。回送の九州新幹線が脱線、けが人などはいない。

地震の取材中、益城町や宇城市で最大震度 6 強が発生、益城町の避難所は 17 ヶ所を開
設し、約 1800 人が避難。避難所は保健福祉センターや益城町公民館などで児童養護施設
・ひろやす愛児園には 100人以上が避難しているが、物資が足りていない。住職の人はろ
うそくやお墓がめちゃくちゃになり体が起き上がるような揺れと当時の様子を語った。東

区では水道管が破裂し震源に近い嘉島町でも水道管が破裂、町内のほとんどが停電してい

る。益城町では住宅の倒壊が 20件以上、けが人が 12人、死亡 2人、心肺停止 1人などの
被害となり、南九州自動車道は全面通行止め、九州新幹線は運転見合わせ。河野防災担当

大臣はまだまだ被害状況が増える恐れがあるとコメント。

熊本県 救援物資の受入とボランティア募集

平成28年熊本地震災害に伴う救援物資の受入れについて

熊本県 2016年 4月 16日

熊本地震の災害に伴い、現在支援物資のご提供について多数の問合わせをいただいてお

り、感謝申し上げます。

現在、同じ種類で大量の物資を必要としていることや、保管スペースの問題から、

1）ある程度まとまった量であること（例：非常食 500食等）
2）熊本県内の指定する施設までトラック等で輸送いただくこと
の 2点の条件を満たすご提供を優先的に、受け入れております。
なお、冷蔵品等、保管に配慮が必要なものの受入れは困難な状況です。

今後、受入れ状況が変更になり次第、追加の情報をホームページに掲載します。

なお、大口の支援物資のご提供をいただける方は、事前に下記までご連絡をお願いしま
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す。

健康福祉政策課 福祉のまちづくり室

電話：096-333-2201
096-333-2202 ※いずれも直通電話です。

受付可能時間：午前 8時 30分～午後 10時 00分

平成28年熊本地震災害に伴うボランティアの募集について

熊本県 2016年 4月 16日

4 月 14 日に発生した熊本地震の災害ボランティアに募集ついては、熊本県災害ボラン
ティアセンターにおいて情報提供が行われています。

お問い合わせの際は、事前にリンク先に記載の注意事項等をよくお読みのうえ、ご連絡

いただきますようお願いします。

・熊本県災害ボランティアセンター（熊本県社会福祉協議会内）

〒 860-0842 熊本市中央区南千反畑町 3-7
電話：096-324-5436
ホームページ：http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/top/default_c3.asp

4月16日

2回目の震度 7(1:25)の大地震発生。
子どもたち再び布団を持って中庭に避難。地域の方々、続々と避難されてくる。

体育館と給食棟を避難場所として開放、事務棟も開放しトイレを靴のまま上がって使え

るよう配慮する。

余震、絶え間なく発生。

避難されている方々に全ての布団を提供したため、子どもたちの布団も全て無くなる。

最初の支援物資が届く。町より職員の派遣がないため消防団と協力し合い支援物資を配

付する。

240個のパンに対して、およそ 600名が並ばれた。
広安愛児園は、水道管の本管が破裂しており断水のため、体育館・給食棟・事務棟のト

イレにたらいやバケツに水をくみ対応する。

トイレを使用する人数が大勢であるため水を運ぶ回数は極めて多く、職員で対応してい

たが重労働であった。

子どもたちが通っている小学校も避難所になっているが、そこで、レイプ事件が発生（犯

人は県外の人）、治安不安のため、主任と事務長が、事務棟に宿泊し、敷地内の定期巡回

を始める。

＊ 22:30・2:00・4:00の計 3回（各回 30分程度かけて）
こども L.E.C.センター学習棟及び分棟を避難所としての開放を開始する。

4月 16日から 23日
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男児は食堂に女児は会議室に就寝し、宿直以外の職員も一緒に就寝する。

4月 16日～ 5月 7日
教育棟を開放する。初日は 80名の避難者が利用。職員 1名常駐。
ゴミ捨て、タバコの吸い殻の処理、話し相手等の対応を行う。ゴミが多い場合は、クリ

ーンセンターまで運んだ。

仮設トイレの水差しを 1日 4回行う。
晴天時の布団干し。

広安愛児園避難所情報 Twitterより20160417 10:20

17:06 – 2016年 4月 16日
東区でお水困ってる方！！広安愛児園が給水できました！長嶺の方から行くときは、古

い道は崖が崩れかけていたので新しくできた道を通った方が絶対安全です。何時までとか

はわからないけど、比較的空いてました！

14:20 – 2016年 4月 16日
おはようございます。

避難所・広安愛児園にて、ゆっくり過ごすことができました。周りの方々が凄く優しく

して下さり、感謝感謝です。

広安愛児園、水道・電気通ってます！

車の乗り入れは不可なので、近くに停めて歩いて来て下さい。

22:44 – 2016年 4月 15日
昨夜避難して、広安愛児園など医療スタッフさんがいない避難所もあるという事実に直

面。断水などでの汚物処理や、感染対策、環境調整などの必要性を非常に強く感じている

ところです。

民間のボランティアの方々に加え、公衆衛生の面で指揮がとれる方が来てくださると良

いです。

22:18 – 2016年 4月 15日
広安愛児園におにぎり 520個きます！
女性、子供、年寄り優先らしいけど、たぶんたりるかな？

なんじにくるかわかんないけど、いま県庁でたらしい！

21:10 – 2016年 4月 15日
広安愛児園、自衛隊がきて食べ物配布してますよー！

女性、子供、年配の人優先らしいですけど、ありますよー
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16:46 – 2016年 4月 15日
食料の支援物資をお願いします。

〒 861-2234
熊本県上益城郡益城町古閑 73
広安愛児園

たくさんの避難者来られています

食料が全然足りていません

9:02 – 2016年 4月 14日
熊本県益城町、少なくとも１１００人が避難。（町の保健福祉センターには住民およそ

６００人、町立広安小学校には住民およそ２００人、総合運動公園には少なくとも２００

人、児童養護施設の広安愛児園には入所者をはじめ、住民およそ１５０人）

広安愛児園避難所情報 Twitterより20160417 13:30

11:54 – 2016年 4月 17日
広安愛児園に飲料水の給水車が来ています。炊き出しは明日の予定だそうですが、待っ

ていれば救援物資届くだろうとのことです。

不足しがちな物品リスト

紙おむつ

生理用品

トイレットペーパー

ブルーシート

ディッシュ

ウェットティッシュ

タオル

熊本地震 益城町の児童福祉施設現況

広安愛児園とこどもL.E.C.センター現況

当法人は、熊本県上益城郡益城町で、2種の児童福祉施設を運営しています。
その 2施設の現況を報告させていただきます。
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児童養護施設 広安愛児園

子どもや職員の状況

子どもたちは身体的にも精神的にも大丈夫。

職員たちも、全員大丈夫です。

ライフラインの状況

水道については、出たり止まったりの繰り返しです。

ガスは、プロパンガスのために復旧しています。

電気は、2度目の地震で一時、停電しましたが復旧しています。

建物の状況

管理棟の一部の壁が剥離した程度です。

ただし、地域小規模児童養護施設「福富ホーム」の駐車場に亀裂、土壁の一部が剥離、2
階ベランダのドアが開閉できずの状況です。

地震の爪痕

福富ホームは食器棚が倒れるほどの衝撃、本園は作り付けの食器棚のため倒れることは

無かったが、食器は、散乱した状態となりました。

避難所機能

トイレについては、断水を繰り返していることもあり、水が出ている間にため水を行い、

小便については、極力、流さないように工夫している。

山鹿地方にある児童養護施設「愛隣園」より、水の提供を受け活用している。

お風呂については、避難所のみなさんは、入れない状況。

広安愛児園の子どもたちは、水とガスがあるので入浴できる状況ではあるが、避難所の

みなさんのことを考えると入浴する行為を躊躇している状況。本日の時点まで入浴できて

いない。

実は、生きていくのが精一杯で、浴室の片付け等に手が回っていない状況である。

体育館に 100名規模の避難者が滞在、また、敷地内広場に、テント泊や車中泊の方もい
らっしゃる。

給水車は、一日複数回、来てくれている。明日 18日には、炊き出しもあるようである。

情緒障害児短期治療施設 こどもL.E.C.センター

子どもや職員の状況

子どもたちは身体的にも精神的にも大丈夫。

職員は、一人被災しており、その他の職員は、勤務に就けている。

子どもたちは身体的にも精神的にも大丈夫。
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ライフラインの状況は、広安愛児園と同じ。

建物の状況

特に剥離している部分も見当たらない。

地震の爪痕

とにかく、物が散乱している状態、棚のガラスが割れるなどの被害もあった。

避難所機能

分教室を避難所として開放。約 80名程度の人が滞在している。
敷地入口付近の見回りやトイレの案内等を職員が担い、分教室にも職員 1名を常駐させ

ている。

広安愛児園もこども L.E.C.センターも勤務以外の職員も多数勤務し、子どもたちの安心
安全生活の確保に努めている。

子どもたちの安心安全な生活環境の確保だけではなく、避難所の管理運営も担うため、

働く職員は、じきに疲弊してくるのではないだろうかと心配しています。

私たちは、橫浜の地にいるため、そのような状態が予測出来ても、すぐ反応できないこ

とに焦燥感を募らせています。

とにかく、被災地のみなさんが、心折れずに明日に向かって生きる力を持続されること

を心より願っています。

避難所(広安愛児園)に炊き出しボランティア20160418

早朝 5時から約 500食分の炊き出しを準備してくれています。
温かい豚汁が振る舞われています。

炊き出し 20160418
すごい、行列になっています。多くのみなさんが避難してきています。

愛知ネット 2016年4月18日

この度の平成 28 年熊本地震発生により、愛知県大府市役所職員の方を通じ、熊本県益
城町役場職員の方からの応援要請がありました。

愛知ネットは、スタッフ４名が、４月１９日（火）に物資（カップラーメン）を車に積

み、２組（専先遣隊、トラック組）に分かれて現地入りします。

今後のスケジュール（予定）が決定しましたのでご報告します。
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活動予定場所：広安愛児園（避難所）

・４月１９日（火）：生活協同組合コープあいち様より、カップ麺（約１６００個）をご

提供いただき、トラックに載せて福岡市へ向かいます。

また、先に２名（先遣隊）が益城町へ入り、ニーズ等のお話をお聞きします。

・４月２０日（水）：トラック組は朝一番で、寿がきやラーメンでおなじみのスガキコシ

ステムズ様よりスガキヤラーメン２０００食をご提供いただき（福岡市内の工場で受け取

り）、熊本県益城町へ向います。

スガキヤラーメンは、豊明市役所様のご理解とご調整によって、提供いただけることとな

りました。

トラック組が現地に到着次第、物資の提供を開始します。

また、今回の宿泊拠点は、NPO法人グランドワーク福岡様のご協力により、
福岡県八女市に設置することができました。

・４月２１日以降：現地のお声やニーズに応じて、柔軟に対応していきます。また、潜在

的なニーズをお聞きすることも、考えています。愛知ネット炊き出しカーでの運用が可能

かなどを検討し、炊き出しを実施する予定です。

活動状況について随時情報発信をしてまいります。

※なお、今回物資提供の要請があったため対応をしておりますが、現在のところ物資の募

集はしていません。現地のニーズについては、おって、情報発信をしてまいりますので、

よろしくお願いいたします。

4月18日

第 1陣の炊出隊が神戸より到着。

4月19日

炊き出し開始。職員も炊き出し及び支援物資の受け入れを手伝う。

熊本地震 臨機応変の発信に感謝

とても具体的で有効な情報、このような臨機応変な発信には愛を感じます。

古庄利 facebook 2016年 4月 19日 8:19
ヤマト運輸の益城町担当のセンターです。

個別の受付はまだ再開していませんが、16 日までに受け付けた分や救援物資の配達を
始めています。

そこでお願いです。

熊本県益城町では、下記避難所へは配達が可能になっています。（他はまだ入れないと
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ころがあります。）

下記避難所におられる方は、ヤマト運輸（クロネコ）のドライバーを見つけたら、「こ

の避難所は何が不足してます！」と声をかけてください。救援物資の中から、本当に必要

なものを優先して届けます。

「配達可能な避難所」･･････････････

・益城町保健福祉センター

・ひろやす愛児園

・益城町総合体育館

・津森小学校

（「ここ宛に送れば受け付けてくれる」という意味ではありません。）

･･････････････････････････････････

また、熊本への受付が開始されたら、避難されている方は、避難所名と個人名、携帯番

号を必ず入れてください。

4月20日

水道管修理に中々、業者さんが来てくれないので、職員が自力で補修する。それにより、

水道復旧。

それによって、各所で水漏れが確認された。3 つのホームが、建物の下で水道管破裂し
ているため素人では修理不能、業者さんを待つしかない。

熊本地震 避難所（広安愛児園）情報20160420

日本福音ルーテル健軍教会ブログより

19 日夕方、現地の状況把握と今後の活動のリサーチのために現場入りしておられる○
○牧師と、広安愛児園で落ち合いました。広安愛児園は、健軍教会の関係施設で、わたし

がチャプレンを担っている児童養護施設です。

同じ敷地内に、こども L.E.C.センターがあります。こども L.E.C.センターの一室をお借
りして、広安愛児園に炊き出しに入っていた神戸国際支縁機構の○○理事長(牧師)と、支

援活動について意見交換をしました。

広安愛児園は、園庭と食堂と体育館で、２００名を預かる公的避難所としての役割をに

なっています。

施設のスタッフや子どもたちの他に地域の自治会、消防団、炊き出しボランティアも加

わって、「避難所本部」もにぎやかでした。

子どもたちも、学校がはじまらないため、園庭でさまざまな手伝いにも加わっているよ

うでした。

子どもたちの心の中に、さまざまな「傷」があろうことは想像に難くありませんが、そ
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れでもいつもの子どもたちの笑顔に触れることが出来て少し癒される思いでした。

中略

わたしたちは、出来ることしか出来ません。でも、出来ることを、こつこつ続けたいと

思っています。

熊本弁で云うところの｢できたしこ」の思いで、働いていきたいと思いますので、応援

よろしくお願いします。

清心慈愛園・清心乳児園 2016年4月19日

広安愛児園、避難所指定の児童養護施設。こども L.E.C.センター（情短）も併設され
ており、域住民も含め 300 名がいる。一番多い時は 600 名いたとのこと。
一番必要なことは…問うと、「簡易トイレがほしい」「トイレが詰まっ たので修理して

ほい」など現実的なこと。しかしそんなことは行っておれない何とかやっていく。子ど

もたちも協力的で配給にきちんん並んで食事もらっている。男子、女子で分かれて一部屋

の生活も喧嘩もせずに過ごしている。何よりも職員が全泊ま込みで対応してくれることに

感謝している園長の話。

施設の備蓄を先に放出したので施設分が無く、子ども達の水や飲み物が不足。おやつも

ほしい。また、このまま長期化するなら職員の支援も必要。

自治会の避難所として組織図も掲示されており、治安についの配慮もあり機能している

避難所との印象だった。

熊本地震 避難所（広安愛児園）情報20160420 2

一般社団法人神戸国際支縁機構のホームページより抜粋させていただいています。

熊本地震：「キリストの模範に従う人材が必要」 神戸国際支縁機構の○○牧師が現

地報告

2016年 4月 19日

熊本地震発生直後、熊本県庁を通じて避難所への炊き出しを依頼された神戸国際支縁機

構（KISO）。KISO のボランティアらは、17 日に神戸市内から食材を積んだ車で熊本県益
城町へ向かい、18 日の朝から 19 日昼までに豚汁やごはんなどの計 5 回の炊き出しを行っ
た。KISO の代表を務める○○牧師（神戸国際キリスト教会）から現地報告が届いた。被
災地でのボランティアの果たす役割を非常に重要視する○○牧師は、現場での心構えにつ

いて「失われた羊たちに感情移入されたキリストの模範に従うだけでいいと信じる」と話

す。

○○牧師からの報告によると、被害は熊本県全体に及び、生活を送るのが困難な人で溢

れている。16 日に起きたマグニチュード 7.3 の本震は、1 回目の地震とは比べものになら
ないほどの規模だった。実情を知らない人々の「まだ熊本地震のニュースが続いているの
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か」という声も耳にするが、メディア関係者、自衛隊、政府・行政関係者が集中している

のは益城町の役場付近、南阿蘇、大分県由布市など話題性のあるスポットで、特に報道さ

れていない場所は目を覆うばかりの状況にあるという。

益城町には、キリスト教児童福祉会が運営する二つの児童福祉施設がある。そのうちの

一つである児童養護施設「広安愛児園」で KISO は炊き出しを行っているが、700 人近く
が列を作り、食べ物を手にするまで 1時間以上も待たなければならない状態だという。同
町の 3千人以上の児童の必要を賄っている学校給食センターも復旧のめどが立っていない
ため、KISOは継続した炊き出しの依頼を受けた。
同園の体育館にも 100人規模の避難者が滞在しており、敷地内広場にもテント泊や車中

泊をしている人々がいるが、こうした民間の隠れたところにはメディア関係者がほとんど

足を運ばないため、その実態は外部に知られていない。中には思わぬ悲劇に見舞われた人、

体調が優れない人も多く、人々の不満やストレス、怒りが充満しているのを感じるという。

「『官』からの情報を絶対視し、『民』の叫びが届いていない。同園の○○園長らも嘆い

ている」と○○牧師は話す。

そうした被災地において岩村牧師は、「自然災害が起きた場合、復興の鍵を握るのは『官』

でもなく『民』でもない。双方の橋渡しをする献身的なボランティア活動だ。ボランティ

アのきめ細かいサービスが、被災者に安心や喜び、満足をもたらす」と、ボランティアの

果たす役割を重要視する。その上で、ボランティアとして現地に入るクリスチャンたちに

向けて、「布教する目的で被災地でボランティアをするならば、それは土つきの福音でな

いために、むしろ反感を与えるだけ。熊本バンド発祥の地とはいえ、土壌は非常に固く踏

みつけられている。教勢を拡大するための錦の旗を降ろして、傷ついた葦（あし）、くす

ぶる亜麻布の灯心に仕えるスピリットがなければ、掛け声倒れになってしまう」と呼び掛

ける。

「過去の震災において、集められた多大な募金が人件費、事務所維持費、宣伝費などに

用いられ、痛みつけられた被災者には届かなかったことを教訓としたい。現場では、失わ

れた羊たちに感情移入されたキリストの模範に従うだけでいいと信じる。被災者が生きて

いくために必要な経済的支援も大切だが、まず寄り添う働きの奉仕者がいてこその活動。

引き続き、孤独死、孤立死に直面している被災者のために祈ってほしい」と、○○牧師は

語っている。

KISO が炊き出しを行っている広安愛児園の住所は、熊本県上益城郡益城町古閑 73。
救援金の振込先は下記まで。

＜熊本地震救援募金振込先＞

郵便振替口座：００９００-８-５８０７７
受取人：一般社団法人神戸国際支縁機構

※必ず「熊本地震のために」と書き添えること
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広安愛児園避難所情報 Twitterより20160420

熊本現地情報@大分応援中
只今（11:00）現在の広安愛児園掲示板です。

避難所掲示板 20160420
【全国の支援者の皆さんへ】

物資の届く量に偏りが出始めています。

同じ熊本県でも、「天草市」のように物資不足の中あまり報道されていない地域があり

ます。

また、「大分県」も物資足りてません。

情報を取捨選択し、光の当たってない地域も支援しましょう。お願いします。

【熊本県天草市 物資不足】

天草市は一つの橋がパイプラインを保っている状態です。これからまた災害が起きたら

大変危険です。

救援物資を送ろうと考えてる方、天草市にも目を当てて下さい。

⊂なぁこ⊃@ファ min  @Iriekfam
益城の広安愛児園に支援物資ありました。

4月21日

地震発生より、1 週間が経過。避難されている方々もライフラインの復旧と共に少しず
つ自宅へ戻り始められる。

全国児童養護施設協議会会長が来園。

熊本地震 避難所(広安愛児園)関連ニュース20160422

被災者とともに ボランティア活動本格化

くまにちコム 2016年 04月 21日

避難所のスタッフと避難者の昼食を準備する災害ボランティア＝２１日午後１時２０分

ごろ、益城町の広安愛児園（高見伸）

熊本地震で家屋倒壊が発生した益城町で２１日、ボランティアの受け入れが始まった。

土砂崩れに見舞われた南阿蘇村でも活動が本格化。ただ、余震や大雨による二次災害を警

戒して被災家屋の片付けは手付かずで、西原村など受け入れ態勢が整わない自治体もある。

益城町社会福祉協議会は、同町安永の井関熊本製造所グラウンドにボランティアセンタ

ーを開設。午前９時の受け付け開始前に、県内外の約１００人が列を作った。

参加者は活動の注意点について説明を受けた後、数人～十数人のグループに分かれて車
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に乗り込み、それぞれ避難所へ。同町古閑の児童養護施設「広安愛児園」では、男女１２

人が配給を手伝ったり、女性用更衣室を設置したりした。

東日本大震災でもボランティア活動に参加したという横山克哉さん（２８）＝宮崎県都

城市＝は「福島の経験を少しでも役立てたい。被災者の方が少しでも快適に過ごせるよう

になればいい」。

南阿蘇村社協は、２０日に同村久石の久木野総合福祉センターにボランティアセンター

を設置。２１日は初日を上回る約６０人が、支援物資の仕分けや配布などに汗を流した。

里浩士センター長（５５）は「安全が確認でき次第、一刻でも早く家屋の片付けにも取り

組みたい」と話した。

合志市社協は、市民と市内に勤める人を対象に、１人暮らしの高齢者や障害者らの生活

復旧を手助けする「要援護者支援ボランティア」の募集を始めた。県社協も「県災害ボラ

ンティアセンター」を設け、市町村社協の活動情報を提供している。

一方、家屋倒壊などで５人の死者を出した西原村は「まだ受け入れる余裕はないが、数

日中には呼び掛けを始めたい」としている。（熊本地震取材班）

メモ

益城町のセンターＴＥＬ０９６（２８９）６０９０、０９６（２８９）６０９２

南阿蘇村同ＴＥＬ０９６７（６７）２５１１、０９６７（６７）２５１２

合志市社協・要援護者支援専用ＴＥＬ０９０（８３４８）２６９９

県社協ＴＥＬ０９６（３４２）８２６６。

益城町にボランティアセンター開設

くまにちコム 2016年 04月 21日

益城町社会福祉協議会は２１日、同町安永の井関熊本製造所グラウンドにボランティア

センターを開設し、午前９時からボランティアの受け付けを始めた。開始と同時に県内外

から駆け付けた約１００人が長い列をつくった。

参加者は活動の注意について説明を受けた後、グループに分かれて車に乗り込み、各地

の避難所へ。炊き出し支援や物資の配送、ごみ処理や清掃などに当たる。

地元の益城町から参加した坂本奈々瀬さん（１９）と坂本真優さん（１９）＝ともに学

生＝は、「古里のために少しでも役に立ちたい」と話した。ボランティアは、左腕部分に

張ったピンクの名札が目印。受け入れ期間は未定。

きょうからボランティア受け入れ 益城町社協

くまにちコム 2016年 04月 21日

益城町社会福祉協議会は２１日、同町安永の井関熊本製造所グラウンドにボランティア

センターを開設し、災害ボランティアの受け入れを始める。

参加者は同センターに午前９時集合。水や食料、宿泊場所は参加者が自ら確保する。支
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援物資の仕分けや町が指定する避難所への運搬を担当。二次被害の恐れがあるため、当面

は被災家屋の片付けはしない。受け入れ期間は未定。

町に問い合わせが相次いでいた。同社協は「人命救助の緊急車両や災害支援車両の通行

を妨げないようにしてほしい」と注意を呼び掛けている。ホームページで詳細を確認でき

る。同センターＴＥＬ０９６（２８９）６０９０。（高宗亮輔）

子どもの変化「電話で相談して」 県内３児相

くまにちコム 2016年 04月 21日

県中央児童相談所など県内３カ所にある児童相談所は、地震や長引く避難生活の影響で、

精神的に不安定になっている子どもを抱えた保護者からの電話相談に応じる。児童心理司

など専門家がいる時間は限られるが、時間外は職員が電話を受け付ける。

県子ども家庭福祉課によると、心理的な傷を負った子どもたちには、食欲不振や腹痛、

おねしょなどの身体的変化が表れる。大人と離れたがらなくなったり、驚きやすくなった

りする心理的変化や、落ち着きがなくなって学習能力が低下するなどの行動変化も見られ

るという。

多くは自然な反応で短期間で収まるが、同課は「不安な保護者は気軽に相談してほしい」

と話している。（太路秀紀）

アレルギーの子ども救え 「対応食」配布

くまにちコム 2016年 04月 21日

食物アレルギーがある被災者の子どもを支援しようと、国立病院機構熊本医療センター

（熊本市中央区二の丸）は、アレルギーに対応した食料品を無料で配布している。小児科

医によると、体調が弱っている場合は、アレルギー症状が強くなりやすいという。ＮＰＯ

も２２日、同区の慶徳小で配布する。

同センターは１階の総合受付横に、「食物アレルギー支援物資コーナー」を設置。小麦

粉や卵、牛乳などを使わない米粉パンやライスクッキー、レトルトカレー、離乳食など約

２０種類を、アレルギーのある子どもたちに無料配布している。受け取りは午前８時から

午後８時。物資は、日本小児アレルギー学会を通じて届いたという。

小麦アレルギーの１歳男児の母親（３８）＝東区＝は「アレルギー対応の離乳食がなく、

困っていた。水が出ないので調理も難しい。県外で探そうと思っていただけに、ありがた

い」と話していた。

同センターの緒方美佳医師によると、牛乳１杯まで飲んでも大丈夫だった子どもが、体

調が弱ると、半分の量でアレルギーが出たりするという。「避難所で配られるパンなどが

食べられない子どももいる。避難所ごとにアレルギーの子どもを把握し、対応した食料品

を届けてほしい」と強調する。

一方、ＮＰＯ法人「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン」（東京）など関東圏の団体・

企業は、アレルギー物質を含まない食品など１０トントラック１台分を熊本に送った。
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支援物資は、卵を使わない天然酵母パンやアレルギー物質を除いた調味料とベビーフー

ド、無農薬栽培の野菜など。ブルーシートや衛生用品もある。慶徳小では午前９時から、

食物アレルギーのある子どもに優先配布。アレルギーに対応した食材を使った炊き出しも

検討している。

駐車場がないため、「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン熊本」の津田美矩さん（２８）

は、コインパーキングなどの利用を呼び掛けている。（森本修代、楠本佳奈子）

＜地震関連＞熊本地震による停電解消

くまにちコム 2016年 04月 20日

九州電力は２０日夜、地震の影響による停電が午後７時１０分に解消し、全世帯への送

電が復旧したと発表した。

都市ガス、一部で再開 熊本市、安全確認後順次

くまにちコム 2016年 04月 20日

西部ガスは２０日、熊本地震で停止している都市ガスの供給を熊本市の一部で再開した。

今後、安全を確認できた地域ごとに、供給を順次再開する。

同社は１６日未明の「本震」の後、熊本市全域と益城町など周辺６市町で約１０万５千

戸の供給を停止した。その後、復旧作業を進めていたが、安全確認のために必要な各戸の

ガスメーターの栓を閉める作業が完了、供給再開に踏み切った。

ガスの開栓には、利用者の立ち会いで屋内設備の点検が必要。この日は作業員が熊本市南

区と中央区の約６７００戸を１軒ずつ訪問し、設備に破損などがない場合はガスメーター

の栓を開けた。

点検には東京ガスなど大手３社も加わり、最大３２００人超の態勢で取り組む。作業を

進める地区の順番は未定で、「全戸復旧の見通しは立っていない」という。

自宅にガスが戻った中央区萩原町の元会社員笹本晴茂さん（６８）は「断水が解消され

れば風呂にも入れる。ありがたい」と話した。（宮崎達也）

水の復旧、見通し立たず 漏水被害多く難航

くまにちコム 2016年 04月 21日

熊本地震が１４日夜に発生してから２１日で１週間となるが、県内の断水は、市町村が

把握しているだけで約９万８千戸に上る。復旧作業は、送水管からの漏水など施設被害の

数が多く難航。断水がいつ終わるのか、関係者も見通せない状態だ。

県の災害対策本部によると、２０日午後３時現在で、断水または計画断水しているのは、

熊本、玉名、菊池、大津、菊陽、阿蘇、産山、高森、南阿蘇、西原、御船、益城、甲佐、

山都、宇土、宇城、上天草の１７市町村。

このうち熊本市は、通常通り給水されているのが約１万戸、断水が約４万２千戸。残り
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約２６万８千戸は「試験通水中」としている。ただ、市上下水道局には、試験通水中の地

域から「水が来ない」という苦情が絶えない。

通水しても家庭に届かない理由は、地中を通る配水管の破損などがある。既に１千件以

上の漏水情報が寄せられ、市内２９の水道工事会社や県外自治体の応援職員らがフル稼働

で対応している。

住宅など建物の管や貯水タンクが破損している可能性もあるが、その場合は建物の所有

者や管理者がそれぞれ修理を頼むしかないという。

配水池の水が急激に減らないよう、通常より弱い圧力で水を供給しているのも届きにく

い理由だ。２０日正午現在、市内１３配水池のうち、正常な圧力で供給しているのは２カ

所にとどまっている。

結局、試験通水しても各家庭に水が届いているかどうかは「把握できない」（市上下水

道局）状態で、実際の断水はさらに多いとみられる。

熊本市以外の被災地にも同様の事情がある。甚大な被害が出た益城町では、水源の濁り

は解消してきたが、約１万戸が断水。西原村では村営簡易水道を利用する約１２００戸に

水が送れていない。

家屋被害が少なかった宇城市でも、配水管の破損で漏水が発生。配水池の水の減少を抑

えるため、約１万１千戸で夜間の計画断水を実施している。合志、小国、南小国、美里の

４市町では、濁りなどのため飲用に適さない状態。原因ははっきりしないが、水道施設に

土砂が入り込んだ可能性があるという。

断水はピークだった１７日の約４０万戸からは大幅に減ったが、完全復旧のゴールは見

えない。政府現地対策本部の松本文明内閣府副大臣は「水は生活の要だ」と現場にハッパ

をかける。だが、熊本市東区で復旧工事をしていた水道工事会社の担当者（４１）は「漏

水をふさぐと、また別の場所で漏れが見つかる。いたちごっこ」と疲労感をにじませた。

（高橋俊啓、蔵原博康）

災害ごみ分別して 集積所持ち込みで呼び掛け

くまにちコム 2016年 04月 21日

熊本地震の被害が集中した益城町や南阿蘇村など２３市町村で２０日現在、災害廃棄物

を受け入れる仮設の集積所が設けられている。県や市町村は「生ごみを混ぜると異臭の原

因になる」などとして、持ち込む廃棄物の分別を呼び掛けている。

受け入れ対象は、主に木くずやコンクリートがら、畳、マットレスなど。通常は専門業

者への回収依頼が必要な廃家電を受け入れる自治体もある。

益城町が集積所にしている旧益城中央小跡地では、「可燃」「不燃」「瓦やブロック」の

３分別。生ごみや農薬などの危険物を分けるよう呼び掛けている。ただ、分別を手伝う職

員の数が足りず、生ごみなどが一緒に捨てられるケースが後を絶たないという。

熊本市は、ごみステーションで災害廃棄物を回収。可燃と不燃の２分別だが、「生ごみ

など災害とは別の廃棄物は、いつもの有料回収の袋で出してほしい」と分別に協力を求め

ている。
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被災地の給油所「在庫は十分」 石油連盟会長、熊本地震で

共同通信 2016年 4月 21日

石油元売りでつくる石油連盟の木村康会長（ＪＸホールディングス会長）は２１日の記

者会見で、熊本県などで相次ぐ地震で一時、被災地の給油所に休業の動きが広がったこと

について「道路の寸断で配送遅れの影響が出たが、現在、石油製品の在庫は十分にある」

と述べた。

石油連盟によると、熊本県内の給油所４３６カ所のうち、２０日時点で４２５カ所が営

業中。木村会長は、ガソリンの供給問題は「ほぼ解消している」との認識を示した。

石油元売り各社は１６日に、経済産業省の勧告を受けて製油所の在庫情報を共有したり、

給油所への配送で協力したりすることを確認した。木村会長は「製油所や油槽所、タンク

ローリーに被害が無かったことで、対応をスムーズに進められた」と指摘した。

ＪＸホールディングスの会長としては「製品在庫の積み増しやタンクローリーの現地へ

のシフトを指示した」と述べ、「東日本大震災の経験が役立った」と説明した。

長引く避難生活・支援の動きも

NHK総合・東京 【おはよう日本】 2016年 4月 22日

長引く避難生活・支援の動きも

熊本県の災害対策本部によると６５０か所の避難所に約９万人が避難している。

熊本市、益城町、阿蘇市、宇城市、八代市の避難者数の紹介。

益城町の避難所に、段ボール製の簡易ベッドが提供された。

理学療法士・横瀬英里子が「どんな方が使っても体にとってはいい」と述べた。

熊本地震 広安愛児園の子どもたちへ寝具と食器を

児童養護施設 広安愛児園が避難所として機能していることはお伝えしているとおりで

すが、緊急対応として、子どもたちの寝具も含めて避難所に提供しています。

そのため、実は、子どもたちも避難所協力をしています。もちろん、学校が休校のため、

学齢の高い子どもたちは、何かとお手伝いもしています。

現実問題として、子どもたちは、通常の寝具状態ではない生活をしています。

また、震災により、食器関係の破損がありました。可能な限り、食器も調達したいと検討

しています。

聖母愛児園として、取り急ぎ、寝具を 50 セット、何とか調達し、広安愛児園に届けた
いと計画しています。

購入については、聖母愛児園会計から先行して行わせていただきます。
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そこで、みなさんにお願いです。

義援金について

目 的：広安愛児園の子どもたちに寝具と食器を

目標額：100万円
目標額が集まりましたら、聖母愛児園会計に戻させていただきます。

協力の方法

下記へお振込下さい。

銀行：ゆうちょ銀行

振込先：００２４０－２－４６３２３

名義：（福）キリスト教児童福祉会聖母愛児園

＊お手数ですが、通信欄に、「義援金」とお書き込み下さい。

領収書発行が必要な場合は、通信欄にご氏名・ご住所をお書き込み下さい。

必要を要しない方は、「匿名」または、「領収書不要」とお書き込み下さい。

義援金の受入口座を、1 ヶ所にするため、上記口座だけになり、お手数をお掛けします
が、ご協力、よろしくお願いいたします。

義援金の受付状況等につきましては、ブログ（聖母愛児園イベント記録）にて報告させ

ていただきます。

皆様方からの、ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

熊本地震 広安愛児園の子どもたちへ寝具と食器を報告1

4月 22日に最初の義援金のお振り込みがありました。感謝です。
さて、寝具セットの状況ですが、当園取引の寝具屋さん、そして、何よりも、職員や施

設長自ら、足を使って寝具セットを購入し、何とか、50 セットを揃えることが出来まし
た。

実は、寝具セットは、3 月に購入需要が高いため、この時期は、特に大手量販店では在
庫不足で、次の入荷は 5月中頃とのことで、果たして、集められるかどうか心配していま
したが、一切諦めること無く走り回りました。

現時点では、4 月 26 日（火）午後に、ハイエースを使って橫浜から熊本へ出発する計
画です。

義援金先行使用状況

寝具セット 540,739-
その他経費 7,608-
計 548,347-

＊熊本往復の高速料金や燃料費等経費は、実施後、報告いたします。

みなさんのご支援ご協力をお願いいたします。
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熊本地震 広安愛児園の子どもたちへ寝具と食器を報告 2

寝具 50セットをハイエース 1台に、職員が何と積み込みました。
私は、「絶対無理だよね」と思っていましたが、成せば成るものですね。

寝具 50セット分の金額が出ました。全て支払い済みです。

義援金先行使用状況

寝具セット 685,999-
その他経費 7,608-
計 693,607-

＊熊本往復の高速料金や燃料費等経費は、実施後、報告いたします。

義援金入金状況 20160425 14:00現在
65,000円
みなさんのご支援ご協力をお願いいたします。

熊本地震 広安愛児園の子どもたちへ寝具と食器を報告2

寝具 50セットをハイエース 1台に、職員が何と積み込みました。
私は、「絶対無理だよね」と思っていましたが、成せば成るものですね。

寝具 50セット分の金額が出ました。全て支払い済みです。

義援金先行使用状況

寝具セット 685,999-
その他経費 7,608-
計 693,607-

＊熊本往復の高速料金や燃料費等経費は、実施後、報告いたします。

義援金入金状況 20160425 14:00現在
65,000円
みなさんのご支援ご協力をお願いいたします。

熊本地震 広安愛児園の子どもたちへ寝具と食器を報告3

義援金をくださった福岡の方より、昨夜、平成 28 年熊本地震に伴う被災地救援等のた
めに使用する車両の取り扱いについての情報をいただき、それを社内メールにて本日早朝

に確認しました。
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早速、災害派遣等従事車両証明の申請書整備に取りかかりました。本日、午後発の事態

なので、手続きは間に合わないと思いながらもダメ元で、午前 9時に橫浜市役所に手続き
に行きました。

自治体からの要請を証明する書類がないと受け付けられないと言うことで見事玉砕で

す。次に神奈川県庁に行きましたが、もちろん、同じ内容で玉砕です。

一旦、聖母愛児園に戻り、益城町ボランティアセンターに相談し、所定の書式に記入し

FAX送信、1時間後には、証明印を押した書類が FAXで届きました。
再度、横浜市に行くと、30 分程度で、災害派遣等従事車両証明書を発行してくれまし

た。片道だけで 17枚、往復 34枚の書類になりました。
益城町ボランティアセンターも横浜市も誠実にスピード感を持って対応してくれました

ので、午後 1時には、書類が揃ったことになります。本当に感謝です。
午後、2 時 45 分に施設長と職員の 2 名で、熊本に向かって出発しました。14 時間以上

の行程になりますが、事故に遭わず無事に広安愛児園に到着できるよう願っています。

熊本の天気は、雨との予報なので、それも心配の一つですが、とにかく、無事に広安愛

児園の子どもたちに寝具を届ける使命を果たしてくれるでしょう。

義援金先行使用状況

寝具セット 685,999-
その他経費 7,608-
計 693,607-

＊今回の手続きで、高速料金が無料になりますので、主な経費は、燃料費等になります。

実施完了後に報告いたします。

義援金入金状況 20160426 15:30現在
81,000円
みなさんのご支援と義援金へのご協力をよろしくお願いいたします。

4月24日～

自室に戻り就寝する。宿直も通常通りに戻す。（こども L.E.C.センター）

4月26日深夜より5月8日まで

分棟のトイレを開放。度々、タンクに水を補充しながら使用。職員 1名常駐。
管理栄養士と事務員が、炊き出しの手伝いをする。



- 22 -

熊本地震 避難所広安愛児園関連情報20160427

熊本の人たちに笑顔と元気を届けよう

刈谷南道院 2016年 4月 25日

熊本県益城町の広安愛児園避難所のおじいちゃんやおばあちゃんに笑顔と元気を届ける

ために、拳士一人ひとりが鯉のぼりを描きました。この鯉のぼりは避難所の壁に貼付し避

難所の雰囲気を明るくするものです。4 月 27 日午後には掲示する予定です。中には迫力
のある鯉のぼり、また思わずくすっと笑うよなものもあり、どの絵も最高の仕上がりにな

りました。みんな有難う！！

本教会事務局より支援活動方針が届いております。ご協力をお願いいたします。

熊本地震支援活動

なごや希望教会 2016年 4月 26日

（1）【熊本地震支援活動】
①物資輸送 熊本地域以外からの不足物資の調達、輸送?配布。
②避難所支援（対象避難所：健軍教会、広安愛児園、熊本ライトハウス）

※「わかちあいプロジェクト」とパートナーを組み、同避難所内に拠点を置いてまずは 2
ヶ月間の炊き出し活動等を展開してゆきます。

③地域支援（在宅の高齢者、自主避難の方など）

※順次、今後の取り組みと予定します。

④片付け支援 （人的ボランティアの受け入れ含む）各住居の片付け等のお手伝い等。

⑤精神的ケア支援（大江教会で行われている活動をはじめにして）

※態勢を調整中ですので、上記の詳細に関しては、近日中の「九州教区対策本部」（本部

長：岩切雄太牧師）からの発表をお持ちください。現状は JELC-HP からご覧いただけま
す。

【熊本地震】国際協力NGOわかちあいプロジェクトの緊急支援 募金による協力を

一般社団法人 わかちあいプロジェクト 2016年 4月 27日

国際協力 NGO わかちあいプロジェクト（一般社団法人、住所：東京都江東区、代表：
松木傑）は、熊本地震緊急支援を開始し、活動に賛同し支えてくださる方々へ、募金の協

力を呼びかけしています。集まった寄付金により、避難生活を送っている人々が最も必要

とする支援を、継続的に実施していきます。

2016 年 4 月 14 日以降に発生した、熊本県を震源とする地震により被災された皆様、ご
家族、ならびにご関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
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わかちあいプロジェクトは、この度の地震で甚大な被害を受けた地域のひとつである熊

本県上益城郡益城町において、緊急支援活動を実施することを決定いたしました。

同町にある児童養護施設「広安愛児園」は、避難所に指定され、入所者と近隣住民およ

そ 200名が避難生活を送っています。現在、町の職員も派遣され支援にあたり、炊き出し
のボランティアも受け入れています。しかし、今後、避難の長期化が予想される中で、安

定的に被災者の食べ物を提供することは最優先の課題であり、その役割を担う団体が強く

求められています。

わかちあいプロジェクトは、関係諸団体と連携を図りながら、広安愛児園における炊き

出し活動を継続的に実施してまいります。この活動に賛同し支えてくださる方へ、緊急支

援募金のご協力を呼びかけしています。皆さまのあたたかいご支援・ご協力を宜しくお願

いいたします。

【支援期間】

第一期 2016年 4月 22日～ 7月 31日
【募金の使途】

・広安愛児園における炊き出し支援活動：食材の購入、調理道具の設置、調理するための

プレハブの設置、専任スタッフの配置など

・その他状況の変化に応じて求められる熊本地震の被災地支援活動

【募金受付先】

①銀行振込

三井住友銀行 錦糸町支店 普通 7468580
口座名義：一般社団法人 わかちあいプロジェクト

※領収書の発行が必要な場合は、別途事務局までご連絡ください

②郵便振替

00120-4-386390
口座名義：一般社団法人わかちあいプロジェクト募金

※通信欄に「熊本地震支援」とお書きください

③オンライン募金（クレジットカード決済）

わかちあいプロジェクトのオンラインショップ募金ページより受付しています。

URL: http://wakachiai.shop-pro.jp/
支援活動の状況や詳細については、わかちあいプロジェクトのブログや Facebook で随

時報告してまいります。

ぜひ応援宜しくお願いいたします！

ブログ： http://www.wakachiai.com/tag/熊本地震/
Facebook： https://www.facebook.com/wakachiai/
【問い合わせ先】

一般社団法人 わかちあいプロジェクト

〒 135-0001 東京都江東区毛利 2-2-8 誠和ビル
TEL: 03-3634-7809（受付時間：9：30～ 18：30（土・日・祝日を除く））
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益城町小中７校、来月９日に再開

毎日新聞 2016年 4月 28日

益城町は２７日、休校している町内の５小学校と２中学校の計全７校を５月９日午後を

めどに再開する方針を示した。２９日に正式に再開日を決める。小学校３校の教室に避難

している住民計約５５０人は、町総合体育館などへ移すことを想定している。【比嘉洋】

２週間 避難「終わり見えぬ」７割 健康悪化４割 １００人調査

毎日新聞 2016年 4月 28日

熊本地震発生から２８日で２週間になるのに合わせて、住宅に被害を受けた避難者１０

０人に毎日新聞がアンケートをしたところ、７１人は避難生活が終わるめどが立たない状

態であることが分かった。避難を終えるために４２人が住まいの確保を、３分の１が長引

く地震活動の終息を条件に挙げた。半数近くは被災後に健康が悪化したとも回答した。【ま

とめ・平川昌範、佐野格】

アンケートは２１〜２６日、熊本県内の避難所などで被害の大きかった益城（ましき）

町の３８人▽西原村２１人▽熊本市１４人▽南阿蘇村１１人▽大津町８人▽阿蘇市４人▽

宇城（うき）市４人 −−に聞いた。年齢は２３〜８６歳で、男性５５人と女性４５人。
自宅の被害状況は、２５人が全壊▽５２人は住むのに修復が必要▽２１人は損傷がある

が居住可▽残る２人は住めるかどうか不明 −−と答えた。
避難生活を終えられる時期を「１週間以内」と答えたのは１５人のみ。「１カ月以内」

でも１４人にとどまり、残りはめどが立っていないとした。避難生活を終える条件（複数

回答）では、自宅の損傷が激しかった人を中心に４２人が仮設住宅を含めた新たな住居の

確保と答えた。３５人は余震が収まることを、１２人は自宅の片付けの完了を条件とした。

現在の生活に必要なものでは、益城町などで断水が続いていることを背景に１５人が生

活用水、１０人が風呂・シャワー、６人がトイレと答えた。食料は「足りている」という

声が多いが、避難所生活や車中泊が続いており、６人がゆっくり寝られる環境を、５人が

プライバシーの確保を求めた。

生活再建に必要な物としては「年金暮らしで、家の修復費を払えないかもしれない」（大

津町の７２歳女性）というように住宅の修理や当面の生活費としてお金を必要とする人が

２２人いた。「情報が欲しい。住宅の修理を誰に頼んでいいのかも、どう手続きすればい

いのかも分からない」（西原村の３４歳女性）といった声もあった。

すでに現在の住所地から「転居する」と決めているのは１１人にのぼる。２４人は「残

りたいが、（地震が）怖いという思いもある」（南阿蘇村の７２歳女性）など、転居を検

討しているとした。残り６５人は「転居しない」と答えた。

一方、避難中の健康については４４人が「悪化した」と回答した。症状は風邪や体の痛

み、頭痛、吐き気など多岐にわたる。精神面の不調を訴える人も１０人おり、益城町で自

宅車庫に避難する西田雅子さん（７５）は「身近な人が亡くなったり、揺れたりする精神

的ショックが大きい」と明かし、同町の総合体育館に避難する永木美江子さん（４９）も
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「これから先のことを考えると精神的に疲れる。まずは安心して寝られる場所が必要だ」

と話した。

被災者の生活再建の状況を継続的に把握するため、１００人を対象に今後もアンケート

を実施する。

益城町の避難所、無料シャトルバス運行

くまにちコム 2016年 4月 27日

益城町は２７日、町内の避難所と熊本市東区の健軍町電停前までを往復する無料シャト

ルバスの運行を始めた。一部バス路線が運休しており、避難者の利便性を上げようと、地

元の熊交観光バスと契約した。５月３１日まで。

町総合体育館と阿蘇熊本空港ホテルエミナース発の２路線で、それぞれ一日３便。町総

合体育館発は町保健福祉センター、エミナース発はグランメッセ熊本と広安愛児園をそれ

ぞれ経由し、いずれも温泉施設「一休」に立ち寄る。

町保健福祉センターから乗車した同町惣領の松下長子さん（７７）は「足が悪く、避難

所の風呂は湯船が高くて利用しづらかった。家族に頼らず、自分だけで温泉に行けるよう

になった。ありがたい」と話していた。

地震支援 宮若で豚汁炊き出し準備 トラック２台で直方から物資搬送 ／福岡

毎日新聞 2016年 4月 27日

宮若市と市議会は２７日、熊本地震で大きな被害を受けた熊本県益城町の避難所で豚汁

の炊き出しをする。２６日は職員１４人が市中央公民館で野菜を刻んで下準備をした。

避難所には高齢者が多く「温かくて野菜が多いものを」という現地の要望に基づき、職

員互助会から費用を出して、ジャガイモ５キロ▽サツマイモ１３キロ▽ニンジン３キロ▽

ネギ７キロ▽豚肉１５キロ −− などを購入。現地ですぐに調理できるよう、高齢者向けに
食材をやや小さめにカットした。

２７日朝、市職員と議員ら２４人が出発。益城町の児童養護施設「広安愛児園」で、夕

食用に豚汁２５０人分を作る。また、議会関係者は、市内のお好み焼き店「はる」の協力

を得て、同町の益城幼稚園でお好み焼き２００食を焼き、同幼稚園と御船町の高木小学校

の子供や避難者に振る舞う。食材は議会互助会費で購入、鉄板などは市民有志が提供する

という。川口誠副議長は「少しでもお手伝いすることが務めと思う」と話した。

直方市は２６日、市民から受け付けた支援物資を３トントラック２台で熊本市に搬送し

た。２１日に続く第２弾で、ペットボトルの水（５００ミリリットル）１５９５本▽カッ

プ麺９６０食▽紙おむつ（大人用、子供用）９６０１枚 −− など。物資の受け付けは２５
日で締め切った。【武内靖広】
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熊本地震 広安愛児園の子どもたちへ寝具と食器を報告4

益城町の広安愛児園の子どもたちへ寝具を届けて、二人とも無事に帰ってきました。

二人からの情報をまとめましたので報告いたします。

子どもたちの様子

水道も含めてライフラインは復旧しています。何時もの日常生活を取り戻しつつありま

す。

子どもの中には、夜恐くて自分の部屋ではなくリビングで寝たいと訴える子どももいま

す。

余震については、週明けから減ってきています。

朝食・昼食については、炊き出しをいただいている。夕食については、各ホームで食べ

ています。

地域小規模児童養護施設 福富ホームは、建物が安全に住める状況ではなく本園にて生

活しています。

避難所の状況

避難所支援への広安愛児園職員の派遣は継続中です。泊まり込みで対応している職員さ

んもいるようです。

避難所管理については、避難されている方が中心に行っています。外部のボランティア

活動の人数は、現時点では少ないのですが、今後は、益城町ボランティアセンターからの

派遣が期待できます。

テント生活者は見当たりませんでした。車上避難者も減少傾向にあるようです。自宅に

戻れる方々は、自宅へ戻っているようです。

正門における車や人の出入については、消防団や職員さん、避難されている方が交代で

チェックされています。

避難者名簿は出来ていて、出入りをチェック出来るようになっています。

生野菜が 27日頃より、配付されるようになってきました。
バナナが大量に来ていますが、新鮮さに欠けるため食べにくいようです。

牛乳が不足しているようです。

食料品は足りています。

炊き出しは、常時炊き出しになってきています。

炊き出しのメニューが発表されると、敷地内の避難者だけではなく、外部からも多くの

人が集まってきています。

避難の方々のお風呂については、自衛隊設営の入浴設備が、他の避難所にあるため、そ

こへシャトルバスにて行っているようです。
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運転手の感想

低気圧が近づいて来ている九州方面に向かいましたが、何とかスムーズに熊本入りでき

ました。

益城町役場周辺に広安愛児園施設長が案内してくれましたが、被災現場を見て本当に恐

かった。一帯の家屋が壊滅状態と表現できるほど倒壊している状況でした。

一般車両は、植木 ICで降りますが、益城・熊本空港 IC方面へ向かうと、係員が通して
くれました。

そのため、最寄りの益城・熊本空港 IC まで高速道路を使うことが出来ましたので、時
間短縮になりました。

到着して、寝具を降ろすときは、運良く曇り空で、濡れずに降ろすことが出来ました。

広安愛児園施設長より感謝の言葉をいただきました。早速、保育士さんがホーム毎に配

分作業を始めていました。

関東方面に帰るときは低気圧に向かっていたため、途中、大雨に見舞われました。ちょ

っと恐かったかな。

2016年 4月 26日 14:45に聖母愛児園出発
2016年 4月 27日 05:00に広安愛児園到着
2016年 4月 27日 19:45に広安愛児園出発
2016年 4月 28日 9:45に聖母愛児園到着

義援金先行使用状況（完了）

寝具セット 685,999-
燃料費 31,493-
有料道路 2,600-
携行缶 2,091-
計 722,183-

＊約 30 万円を食器購入資金として広安愛児園に寄附いたしますので、目標金額は 100 万
円のままとさせていただきます。

義援金入金状況 20160428 18:00現在
231,000円
みなさんのご支援と義援金へのご協力をよろしくお願いいたします。

4月28日～6月24日まで

全国の情緒障害児短期治療施設から 1名から 4名の職員が派遣される。臨床心理士、保
育士、児童指導員は主に児童対応。施設長は職員面接と運営の現状や支援計画についてア

ドバイス。

職員派遣における人件費や旅費を国から支弁して貰えるように、厚労省に要望書を提出。
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炊き出し用プレハブ設置 健軍教会ブログより

2016年 4月 28日木曜日

なかなかすぐにはスタートできないのですが、それでも広安愛児園での炊き出しの準備

は、着々と進んでいます。

中期的に続けていく取り組みですから、それなりの体制と準備が必要です。

特に、熊本では、すぐに夏がやってきてしまいますから、食材の管理や衛生面にも、そ

れなりに気をつかわねばならないのです。

今日は、発注していたレンタルのプレハブが設置されました。

2016年 4月 27日水曜日

広安愛児園での炊き出しの準備をすすめています。

広安愛児園の避難所は、公的避難所なので、町役場の担当の方とのすりあわせも必要で、

なかなか「すぐに」、とは行きません。

今日は、大鍋やガス釜の準備、プレハブやテントを、どう設置するかなど、北九州から

出かけてきて陣頭指揮を執る○○牧師のもと、着々と整えられています。

4月29日

地域小規模児童養護施設「福富ホーム」に赤紙が貼られ使用不能となる。当面、敷地内

ホームにて対応する。

熊本地震 災害派遣等従事車両証明の申請手順

これから、ボランティア派遣を考えている団体のみなさんの参考にしていただけるよう、

手続きの手順をまとめてみました。

まずは、「平成 28年熊本地震に伴う被災地救援等のために使用する車両の取り扱いにつ
いて」のページで、内容を理解します。

そのページ最下段の別紙 1と別紙 2をダウンロードします。
①別紙 1：「災害派遣等従事車両証明書に係る災害ボランティア証明書」に記入します。
今回は、益城町災害ボランティアセンター宛に記入しています。

ボランティア証明書

②益城町災害ボランティアセンターに電話し、どの様な活動か説明します。

③災害ボランティア証明書を FAXで送信します。
④証明印押印後の災害ボランティア証明書が FAXで返信されてきます。
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活動内容は、例えば、

・プライバシー対策としての段ボール壁を○○避難所に搬送します。

・トラウマ対策として、心理療法士を○○避難所に派遣します。

・炊き出し支援のため、道具と人員を搬送します。

などなどが挙げられます。

⑤別紙 2：「災害派遣等従事車両証明の申請書」に記入します。
災害派遣等従事車両証明の申請書

⑥添付書類を揃えます。

（国等からの委託の場合）委託内容、行程が分かる書類、

（その他の場合）行程、被災地の受入れ体制、組織の概要が分かる書類

（ボランティアの場合）受付ボランティアセンターの証明書

⑦今回準備したのは、災害ボランティア証明書、搬送ルート図と詳細、積み込み時の写真、

車検証

念のために、児童福祉施設設置認可書（コピー）、国税庁法人番号、登記簿謄本（コピ

ー）も添付しました。

ルート証明

写真

⑧今回は、横浜市総務局危機管理室危機管理課に申請に行きました。

⑨災害派遣等従事車両証明書の発行

通常は、2～ 3日を要しますが、今回は、約 30分で発行して貰えました。
本人確認のため運転免許証の提示を求められます。

横浜市では求められませんでしたが、念のために印鑑は持って行った方が良いでしょう。

以上の手続きが完了し、証明書を持って出発します。高速料金所で証明書を渡せば、高

速料金が無料になります。

救援物資搬送中

実施後、所定の報告書に記入し、残った証明書も一緒に持参し横浜市総務局危機管理室

危機管理課に提出します。

従事車両証明申請の有無に関わらず、ボランティアに行くときは、各災害ボランティア

センターに必ず、電話にて確認されてください。

5月1日

塩崎厚生労働大臣来園（約 40分間滞在）
虐待者や性被害者・加害者が避難してくる可能性があったため緊張感があったこと。日

頃から不安定で集団が苦手な児童や、衝動性が高い児童が多いため避難者へ迷惑な逸脱行

為が起こることを避けたかったことなどを説明する。

3 つのホームの水道も復旧し、余震も減少傾向にあることから、子どもたちを通常の生
活に戻す。

ただし、朝食・昼食は配給利用している。
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こども L.E.C.センター
玄関の施錠を解錠し、子どもだけでの近場への外出ができるようになる。

週に 1回実施している子どもミーティングで子どもたちに情報を伝えている。

熊本地震 避難所広安愛児園関連情報20160503

災害後のこどもや大人の心理的ケアのため

健軍教会ブログ 2016年 5月 2日

広安愛児園では、災害後のこどもや大人の心理的ケアのため、岩手県ＤＰＡＴという、

心のお医者さん達のグループが、子どもたちに、心理ケアのアクティブをしてくださって

いました。

うちの教会関係のめぐみ幼稚園でも、保育を再開しましたが、お昼寝をするために電気

を消したとたん、大泣きになってしまう乳児さんたちが、続出したとのこと。

子どもたちに安心を届けるために、園児さんの礼拝も、できるだけ早く再開していきま

しょうと、先生方と相談しました。

お母さんたちも不安の中におられるため、いかに安心した生活を物心両面でとりもどし

ていくのか。

まだまだ「震災後」は、はじまったばかりです。

熊本地震、義援金５７億円超 全壊世帯に２０万円配布へ

朝日新聞デジタル 2016年 5月 2日

熊本県で２度の最大震度７を記録した一連の地震で、県は２日、寄せられた義援金が５

７億円余りになったと公表した。この日開いた第１回義援金配分委員会で、１次配分額を、

死亡者・行方不明者１人当たりと、住宅が全壊した１世帯当たり、いずれも２０万円とす

ることを決めた。６日にも被災市町村に振り込む。

県によると、義援金は県に直接寄せられた分と、日本赤十字社と共同募金会に寄せられ

た分を合わせて計約５７億３千万円。義援金は、県、日赤県支部、県共同募金会の各幹部

でつくる配分委が、被害に応じて市町村ごとの配分額を決める。熊本市などで住宅被害の

調査が終わっていないことなどから、とりあえず総額の１３％にあたる約７億５千万円を

１次配分金とした。

配分委はまた、重傷者に２万円、住宅半壊の世帯に１０万円を配分することも決めた。

災害関連死の疑いについては、正式に関連死と認められれば対象になる。送金先の被災２

５市町村のうち、益城町が約２億円で最多。義援金は今後も増える見通しで、改めて配分

額を決める。

宮城県によると、２０１１年の東日本大震災で寄せられた義援金の１次配分額は同県で

死者・行方不明者１人当たり３５万円だった。その後、義援金も増えて金額が上積みされ、
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現在は１人当たり１２０万円になっているという。

阿蘇地域で２３人が死亡、２人が行方不明となった２０１２年７月の九州北部豪雨では

約４億２千万円の義援金が寄せられ、最終的な配分額は死者・行方不明者と住宅全壊がい

ずれも４４万６６００円だった。（奥正光）

熊本地震の罹災証明申請、４万７千件超 職員不足で発行に遅れ

日本経済新聞 2016年 5月 2日

熊本地震の被災地で、住宅が被災したことを証明する「罹災（りさい）証明書」の発行

申請が熊本県内で４万７千件を超えた。１日には被害の大きかった益城町でも受け付けが

始まり、２日間で 5619 件の申請があった。今後も増える見通しだが、職員の不足で発行
手続きは遅れている。生活再建に影響が出る可能性もある。

罹災証明書は被災者からの申請を受けて市町村が住宅被害を調査し、「全壊」や「半壊」

などと判定した上で発行する。被災者が支援を受けるための証明となる。

熊本県によると、22 市町村で発行を予定している。各自治体の集計では、申請件数は
熊本市が最多の計３万 2206件。ほかに御船町が 2650件、宇城市が 2500件、甲佐町が 1478
件、南阿蘇村が 771件（いずれも１日現在）など。
しかし発行は進んでいない。御船町、宇城市、甲佐町、南阿蘇村はいずれもゼロ。熊本市

は即日発行できる「一部損壊」だけで、「全壊」「半壊」は「調査が必要で、まだ発行し

ていない」。

発行には建物被害の現地調査が必要だが、職員数が足りず追いついていない。益城町は

県外からの応援を含め、最大 120人ほどがあたる予定。それでも「すべて終えるには１カ
月程度かかる見通し」（担当者）という。

2011 年の東日本大震災では岩手、宮城、福島の３県のうち、人口１万人以上の 19 市町
だけで約 76 万件発行した。発行までの日数が１カ月半以上かかったケースもあった。生
活再建のための支援金に時間がかかった事例もあった。

国はスムーズに手続きを進めるため、あらかじめ罹災証明書にどのくらいの人員が必要

か算出し、他の自治体に応援を要請することを促している。08 年に豪雨被害に遭った愛
知県岡崎市は１カ月以内に被害調査を終える目標を設定。市内 18 万棟の調査に 450 人が
必要と推定している。

５月１日（日）から、り災証明の受付を始めます

益城町 2016年 5月 1日

受付期間は、５月１日（日）から５月５日（木）までは、以下の避難所で受付を行い、

５月６日（金）からは、町中央公民館講堂で受け付けします。

受付時間

・午前の部 ９：３０～１２：００

・午後の部 １３：００～１６：００
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受付場所【５／１～５／５は各避難所、５／６～町公民館講堂】

・飯野小学校 ・交流情報センター（ミナテラス）

・広安西小学校 ・益城中央小学校

・広安小学校 ・益城幼稚園

・広安愛児園 ・いこいの里 ・くまもとエミナース

なお、り災証明書の交付は、建物被害認定調査が完了してからとなります。

申請順に発行される訳ではありません。調査が終わったお宅から順次ご連絡をさせてい

ただきます。

お待たせして大変申し訳ございませんがご理解のほど何とぞよろしくお願いいたしま

す。

益城町、仮設住宅１４０戸建設へ 町有地３カ所に

朝日新聞デジタル 2016年 5月 1日

熊本県益城町の西村博則町長は１日、仮設住宅計１４０戸を町有地３カ所に建設する方

針を明らかにした。町内のグラウンドなどが候補地だという。

「県や住民と話し合い、早期に進めたい」と述べた。「安全性の問題や、地域との調整

などが必要」だとして、具体的な場所は明かさなかった。今後、民有地の活用も検討して

提供戸数の上積みを図る考えで、民間の住宅を借り上げて提供する「みなし仮設」につい

ても県と協議するという。

熊本地震 避難所広安愛児園教育関連情報20160504

平成２８年熊本地震被災「広安愛児園」の子ども達を招待します

鳥取こども学園 2016年 5月 1日

平成２８年熊本地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

鳥取県からは遠く離れていますが、４月１４日の震源地となった熊本県益城町にある児

童養護施設「広安愛児園」も被害を受けられました。子ども達には怪我もなく、建物も無

事だったようですが、２か所ある地域小規模ホームの一つが倒壊指定となり、住めなくな

ったそうです。この状況でも広安愛児園の皆さんは、被害の大きかった地域の皆さんの避

難所として現在も１５０人の方々を体育館や食堂で受け入れていらっしゃるようです。

子ども達は、職員の皆さんと力を合わせて避難されてきた方々の支援活動をされている

そうです。

この度、広安愛児園の皆さんを鳥取こども学園に招待することといたしました。

平成２８年５月３日（火）１８時着から５月６日（金）９時出発まで 広安愛児園から

の皆さん２１人（小１～高１）がホームや地域交流ホームで私達と一緒に生活をします。

招待の趣旨と内容をお話ししたら いろいろな皆様から応援をいただくことになりまし
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た。ありがとうございます。

鳥取砂丘や砂の美術館、山陰ジオパーク、鳥取砂丘コナン空港にも行ってみたいとのこ

とです。温泉にも入っていただきたいと思っています。

学校にスクールカウンセラー配置

西日本新聞 2016年 5月 3日

午前の主な会見内容は次の通り。

・学校は９日午後から町内７校で再開する。１３日までは午前中のみ。他県からの協力も

得てスクールカウンセラーを配置し、まずは地震で受けた子どものストレスを解消、心の

ケアを図る。授業の実施は子どもの状態をみながら学校が判断する。給食センターも損害

を受け、復旧のめど立たず。１６日の週からはパンと牛乳で対応する。

・避難所について、学校再開に伴う避難者の全体的な移動は今、お願いしている。小学校

の校庭に止めた車には張り紙でお願いしている。町としては最優先で取り組む課題は、総

合福祉センター、総合体育館の過密状態の解消。廊下やロビーにいる高齢者、乳幼児とい

るお母さんをよりよい環境に移したい。早ければ今日にでも移動させる取り組みをしたい。

町内での受け皿を調整しており、動ければすぐに動いてもらいたい。指定されている避

難所で、過密ではないところに移ってもらう。

熊本地震被災地でセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが学校再開後の教育支援を決

定

学用品・防災用品の配布、簡易給食への補助食品を提供

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 2016年 5月 2日

熊本地震の被災地で、子どもや保護者の支援活動を続ける子ども支援の国際 NGO であ
る公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（理事長:深田宏/専務理事･事務局長:
千賀邦夫、本部：東京都千代田区）は、熊本県益城町教育委員会との協議のもと、益城町

全小中学校の学校再開に向けた教育支援を行います。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

では、東日本大震災の緊急支援活動においても、岩手・宮城・福島県で同様の支援を実施。

その実績により、今回の教育支援が決定しました。

4 月 14 日の最初の地震から、震度 7 の激しい揺れを 2 度にわたって観測した益城町で
は、ゴールデンウィーク明けの 9日から学校を再開します。今後、学校と詳しい調整のも
と、各活動を実施していきます。

教育支援の概要（予定）

①給食補食支援

【対象】熊本県益城町の小学校・中学校 計 7 校（児童生徒約 3,100 名、教職員約 210
名）
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【内容】パンと牛乳の簡易給食に対し、週 2回栄養価の高い補食を提供
②制服・運動着の配布

【対象】熊本県益城町の小学校・中学校に在籍する被災した児童生徒

③防災ずきん・防犯ベルの配布

【対象】熊本県益城町の小学校・中学校 計 7校（児童生徒約 3,100名）

＜セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのこれまでの熊本地震緊急支援活動＞

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、地震発生翌日の 15 日以降、甚大な被害を受け
た益城町で、子どもたちや保護者へのニーズ調査に基づいた緊急支援を続けています。

これまでに 7大アレルゲン不使用の離乳食、おしりふき、母乳パット、制汗シート、ぬ
いぐるみ、おんぶ紐などの支援物資を配布した他、益城町の 5ヶ所の避難所（広安小、広
安西小、益城中央小、飯野小、阿蘇熊本空港ホテルエミナース）で、子どもが安心・安全

に過ごすことのできる「こどもひろば」の活動を実施しています。5 月 1 日までの「こど
もひろば」の利用者は、のべ 1,346人に上ります。
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンではまた、災害などの際、子どもたちの発達状況に

応じて適切なコミュニケーションをとり、必要な支援につなげていくための「子どものた

めの心理的応急処置（Psychological First Aid: PFA）」の手法や、避難所でもできる遊びを
紹介する特設ページを開設し、被災者や被災地で支援活動をする人たちへの情報提供によ

る支援も行っています。

ご寄付の受付先

ゆうちょ銀行口座名： セーブ・ザ・チルドレン 子ども基金

口座番号： 00900-1-120760
※ 振込手数料は無料です。ゆうちょ銀行（旧郵便局）窓口で、振込手数料無料の口座で

あることをお伝えください。

※ 領収証ご希望の方は、振込用紙通信欄にその旨ご記入ください

クレジットカードによるご寄付はホームページから

http://www.savechildren.or.jp/lp/scsupport201505/

益城町の学校、５月９日再開へ

毎日新聞 2016年 4月 27日

熊本地震で甚大な被害が出た熊本県益城（ましき）町は２７日、休校している町内の５

小学校と２中学校の計全７校を５月９日午後をめどに再開する方針を示した。校舎や通学

路の安全性を確認したうえで、２９日に正式に再開日を決める。

授業の遅れは夏休みを短縮して対応する考え。町教委の森永好誠教育長は「再開直後の

１週間ほどは授業を行わず、児童や生徒の心のケアに努めたい」と語った。

小学校３校の教室に避難している住民計約５５０人は、町総合体育館のメインアリーナ

などへ移すことを想定している。同館の天井の一部は地震で崩落しているため修復を急ぐ。
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各校の体育館は従来通り避難所として使う。

また休園中の二つの町立幼稚園も５月９日をめどに再開する。他の五つの町立保育所の

うち三つは５月６日をめどに再開するが、残り二つは施設の安全性が確保できず再開の見

通しが立っていない。【比嘉洋】

5月3日

鳥取こども学園の招待で、児童 20名、引率職員 6名が鳥取旅行に出かける。（～ 5月 6
日）

5月4日

避難の方々、80名にまで減少。

熊本地震 避難所広安愛児園関連情報20160507

被災施設の子ら鳥取満喫 熊本地震

日本海新聞 2016年 5月 5日

熊本地震で被災した児童養護施設「広安愛児園」（熊本県益城町）の子どもたち２１人

が鳥取県内を訪れ、鳥取の自然や観光地を満喫している。鳥取こども学園（藤野興一園長）

が地元有志の団体や企業、県の協力を得て、３日夜から招待。４日は岩美町の城原海岸な

どを訪れた。

地震発生後、全国児童養護施設協議会の会長を務める藤野園長が、広安愛児園を視察。

施設が避難所となっているほか、余震におびえる子どもがいることなどから、鳥取で自由

に過ごしてもらおうと企画した。

この日、一行はわらべ館（鳥取市）や山陰海岸を訪問。城原海岸では、網やかごを手に

歓声を上げながら浜遊びを楽しんだ。

高校１年の女子生徒（１５）は「余震もなく昨夜は安心して眠れた。海がすごくきれい

で感動した」と満喫している様子。広安愛児園の石田豊さん（４０）は「地震を忘れられ

る環境に来て、子どもたちがずっと緊張していたことにあらためて気付いた。のびのび過

ごせてありがたい」と話した。

一行は、地元企業の招待などを受けながら５日も鳥取砂丘などを巡り、６日に帰路に就

く。（渡辺暁子）
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できたしこルーテルのカフェがオープン

健軍教会ブログ 2016年 5月 4日

熊本では、広安愛児園の避難所で、したそうです。

その名も LUTHERBUCKS COFFEE。
このカフェが、ひととひととのつながりをつよめていくとりくみに、なっていきますよ

うに。

避難所への臨時郵便局の設置

日本郵便 2016年 5月 6日

熊本県内の避難所 4 か所に臨時郵便局を設置し、5 月 9 日（月）から 5 月 31 日（火）
までの間、貯金の払戻しを実施します。

社会福祉法人キリスト教児童福祉会 こども L.E.C.センター
〒 861-2234 上益城郡益城町古閑 73 愛児園敷地内

火・木 10:00～ 13:00

熊本地震 益城町避難所 児童養護施設 広安愛児園現況20160507

児童養護施設 広安愛児園、児童心理療育施設 こども L.E.C.センターの子どもたちの今
は、 避難所 広安愛児園の今は、

メールインタビューにて、今の様子を伺いましたので報告します。

その中で見えてきた今後の支援の方向性は、暑さ対策、蚊やハエなどの発生対策、洗濯物

対策、避難所敷物（畳やマット）対策、間仕切り（プライベート）対策、保健婦や心理療

法士等の常駐対策などです。

避難所支援を検討中のみなさんは、ぜひ、考慮していただけたらと願います。

子どもたちの生活

■食事

＊現在でも、朝食・昼食は炊き出しに並ぶ、夕食は、普段の食卓での状況ですか。

＊食材は、業者への発注、納入は、復活していますか。また、市場等への買い物は出来

るのですか。

＊夕食は、通常の献立に戻りつつあるのですか。

広安愛児園

食事は、５月９日（月）から通常に近い状態に戻ります。献立は通常には戻っていませ

ん。

業者さんも徐々に通常に戻られているところと被災されて見通しが立たないところもあ

ります。
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こども L.E.C.センター
レック児童は集団が苦手のため炊き出しに並ぶのは難しく施設内にある物や支援物資

(おにぎり、カップ麺等)を食べ過ごしました。

魚屋以外は通常通りです。

夕食の献立は戻っています。魚の業者が稼働していないので魚はでません。

■ライフライン

＊電気・ガス（LP）の復旧は早かったですが、水道は、完全に復旧していますか。
広安愛児園

ひかりホームのガス、あいホームの水、保育所の水がまだ復旧していません。

こども L.E.C.センター
復旧しています。

■入浴は、通常に戻りましたか。

広安愛児園

戻りました。

こども L.E.C.センター
通常通りです。

■登校は、報道の通りで、5月 9日（月）からですか。スクールバスは運行するのですか。
広安愛児園

５月９（月）の午後からの登校で、スクールバスは運行されます。

こども L.E.C.センター
敷地内分教室に登校するこどもは９日から通常通りです。また小中学校は９日は昼から

登校、１０日から午前中授業のようです。

■食器等、地震によって散乱した物の片付けは終わっていますか。また、破損した食器等

の補充については計画されていますか。

広安愛児園

片付けは終了しました。補充については、まだいまから検討します。

こども L.E.C.センター
セラーピー室の部屋の片付け以外はだいだ い片付いています。補充計画はまだです。

必要な物をその都度買っています。

■福富ホームは、建物損壊度数は、青紙・黄紙・赤紙、どの判定ですか。

広安愛児園

赤紙です。

■子どもたちのトラウマは、どの様に表出されていますか。

広安愛児園

地震直後は恐怖で泣いたりパニックになる様子もありましたが、徐々におちついて生活

できるようになっています。

遊びの中で、「地震ごっこ」をして体験を消化しようとする姿も見られます。

こども L.E.C.センター
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失神、夜泣き、咳が止まらない、表情が無い、多弁などが見られます。

■子どもたちの遊びの状況はどうですか。

こども L.E.C.センター
室内遊びをしていましたが、ストレス発散も必要と考え公園に散歩に出かける、キャッ

チボールをする等必ず職員引率で行っています。

職員の状況

■現時点でも、職員は、自宅に戻らず泊まり込みで支援しているのでしょうか。

広安愛児園

事務所に男性職員にて毎日２名ずつ行っております。

こども L.E.C.センター
地震が起きてしばらくは宿直以外の職員も児童と一緒に就寝していましたが、現在は宿

直者２名と施設長が管理宿直する形をとっています。

■職員は、通常業務以外に、避難所支援とか、どの程度、行っているのですか。

広安愛児園

ゴミ回収、トイレ掃除、車の誘導など

こども L.E.C.センター
簡易トイレの水くみﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ補充、高齢者の方々のトイレ誘導や手引き、分教室の

ごみすて、トイレや敷地内の見回り、話し相手等です。

■心身共に疲弊感が表出されてくる時期になってきていますが、職員さん達に何か、影響

が出てきていますか。

広安愛児園

比較的落ち着いてきたので、休みを順次とっています。

こども L.E.C.センター
個人差はありますが、全職員に影響はあると思います。

■避難所への心理的支援（心理療法士の派遣など）は、されているのですか。

広安愛児園

派遣はありませんが、体育館に避難している子どもたちの心のケアを目的に園の子も一

緒に外で遊んだりしています。

こども L.E.C.センター
立ち話をしたり、ﾄｲﾚ誘導をする時に何気ない会話をしてリラックスして頂いたり、被

災状況を話されるときには傾聴するよう心がけています。

避難所の生活

■トイレは、仮設トイレが設置されましたか。十分に足りている設置数ですか。

広安愛児園

５台設置されています。現在、避難者が８０名弱なので、足りています。

こども L.E.C.センター
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仮設トイレが体育館前に５つあり、また法人の施設ごとにトイレもかいほうしているの

で足りています。

■入浴については、シャトルバスにて、体育館等の自衛隊設営風呂に行かれているのです

か。

広安愛児園

シャトルバスで２カ所の温泉施設を回られているようです。

こども L.E.C.センター
分教室に避難されている方は自宅の風呂に入ったり、近くの温泉に行かれたりしている

ようです。

■蚊やハエなどの発生はどうですか。

広安愛児園

今のところ問題ありません。

こども L.E.C.センター
分教室は常時ドアなど解放していないので蚊やハエは発生していません。

■暑さ対策は、なにか講じられ始められましたか。

広安愛児園

今のところ検討していないようです。

こども L.E.C.センター
特に始まっていません。

ゴミ処理については、どうですか。

広安愛児園

業者さんが１日１回回収にきてくださいます。

こども L.E.C.センター
分教室は袋が一杯になったらレックのゴミ置き場に職員が運びます。地震発生後避難者

が多くいたときはクリーンセンターまで何度か 運びました。

■洗濯物の取扱、洗濯機の設置や干し場の確保などは、何か、進展はありますか。

広安愛児園

不明です。

こども L.E.C.センター
分教室利用の方は自宅に帰られてされているようです。

■プライベート空間確保のための、間仕切りなどは、避難所に設置されますか。

広安愛児園

ありません。

こども L.E.C.センター
ありません。

■体育館等の床への畳やマットの設置への計画は進んでいますか。

広安愛児園

畳やマットはありませんが、段ボールベットがいくつか来ています。高齢者が優先で、

全員分は来ていません。
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こども L.E.C.センター
ありません。

■広安愛児園内敷地における避難所は、長期化しそうな予測ですか。

＊学校とかは、避難所移動が始まりつつありますが。

学校がはじまるので、広安愛児園側の給食棟、こども L.E.C.センター側の分教室を閉め、
体育館だけにしますが、家に戻れない方もいるので、そういう方へ体育館を開放するつも

りです。

避難所生活者の大体の人数

体育館 70名程
分教室 6名
分教室前に車が 1台（猫がいるため）

支援ボランティア状況

■とりまとめ役として、自治体の職員が配置されていますか。

広安愛児園

います。

こども L.E.C.センター
益城町役場の職員が配置されています。

■自治体からの派遣として、保健婦さん等が配置されていますか。

広安愛児園

常駐されていません。毎日こられた保健婦さんも最近はお見かけしてません。

広安愛児園の看護師が勤務の日に定期的に回っています。

こども L.E.C.センター
保健師さんなど常駐はしておりませんが見回りに来られています。

■心のケアに関してのボランティアさんはいますか。岩手県 DPAT さんは、継続的に活
動されるのですか。

広安愛児園

定期的に来られている様子はありません。

■炊き出しについて、ルーテル教会のプレハブが設置されましたが、いつからスタートし

ていますか。

ルーテル教会のプレハブはわかちあいプロジェクトのプレハブです。

炊き出しのスタートは未定ですが、活動は５月３日よりスタートし、カフェとして飲み

物を提供しながら、被災者の話を聞いてあげているようです。

■炊き出しについてわかちあいプロジェクトの活動は始まりましたか。

４日からスタートしました。喫茶という形でお菓子や飲み物を置かれています。

今後、必要と考えられることは何ですか。

地震が長引いておりいつまで続くのか分からない不安をかかえたまま誰もが生活してい
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ます。

少しでも安心感が得られるような事があればいのではないかと思います。

5月9日

学校登校再開。

朝食・昼食の配給利用から、ホームでの食事に戻す。

避難の方々、49名にまで減少。
家族療法棟 1階のトイレを開放。

平成28年熊本地震」被害に対する義援金について

株式会社ネバーセイネバー 創夢部 2016年 5月 9日

2016 年 4 月 14 日以降、熊本地方を震源地として相次いで発生している地震により、被
災されました皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

当社は、この地震により被災されました皆さまの救済や被災地の復興に役立てていただ

くために、義援金として、熊本県益城郡の児童養護施設広安愛児園に 404,200 円、株式会
社繊研新聞社を通じて日本赤十字社に 532,770円の寄付をさせていただきました。
被災地域の皆様が 1 日も早く元気になられるよう、また、1 日も早く復興されますよう

社員一同心よりお祈り申し上げます。

健軍教会ブログ 2016年5月10日

室園教会に宿泊して、片付けの手伝いと広安愛児園でのカフェ運営に出かけていく神学生

たち。

この雨では、カフェも開店休業かな、と思いつつ冷やかしに出かけてみたら、お昼ご飯の

パンに併せて出すカップスープの準備に、余念がありませんでした。

スープが付くかつかないかでは、同じ乾いたパンでも味が変わろうというものです。

日本アハマディア・ムスリム協会 2016年5月12日

4月１７日より、広安愛児園益城町,益城町役場第二駐車場そして熊本市内にて行っていた
炊き出し活動を、5月１１日を持って終了致しました。
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避難勧告を解除しました【益城町全域】

益城町災害対策本部 2016年 5月 11日

益城町内に発令しておりました避難勧告は、５月１１日（水）午後１時をもちまして、

すべて解除いたしました。

周辺の状況に注意しながら、安全な行動をとってください。

5月15日

益城町商工会青年部よりイルカウオッチングに招待される。

地域小規模児童養護施設「福富ホーム」の賃貸契約は解約済み。

避難所運営については、今後は、町の管理に任せていく。

熊本地震 益城町避難所 児童養護施設 広安愛児園現況20160517

美容専門学校の活動

熊本 BELeBEL 2016年 5月 15日

本日も教職員がシャンプー、マッサージを下記の場所にて実施しております。

特別養護老人ホーム いこいの里

熊本県上益城郡益城町大字福原 1988?1
10時 30分～ 17時まで

広安愛児園

熊本県上益城郡益城町古閑 73
10時 30分～ 12時まで

お気軽にお越し下さい。

「できたしこ」の活動の方向性

健軍教会ブログより 2016年 5月 17日

梅雨時よりも、はるかに高い頻度で雨が降っている。

雨では、「ルターバックスカフェ」への出足は鈍く、広安愛児園のテント内では、でき

たしこルーテルの中核メンバーが、鳩首会議を行っていました。
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今後の「できたしこ」の活動の方向性について、よい話し合いが出来たようです。

広安愛児園避難所では、５０人弱の方々が、固定化していく傾向があるようで、これか

らの時期、体育館の暑さ対策が課題になってきます。

住むところのない方々が、長期で滞在していくことになりますからたとえ避難所と云っ

ても、そこでの住環境の整備は大きな問題。

上手に行政とも連携しながら、暮らしやすい環境を整えていくために「できたしこ」に

も、担うべき役割があることでしょう。

熊本地震 避難所 広安愛児園退去。ありがとうございました。

4/19/2016
どうやって感謝を伝えたらいいのかなと思い私の所で書かせて貰います！！

私も○○から支援物資を頂きました！！

○○始め、支援して下さったみなさん！ほんとにありがとうございます頂いたうちの海

苔は下の息子が速攻で食べてしまいました笑

被災して改めて思うのは人は本当に支え合って生きる生き物なんだと実感しています。

避難所にいて、全くの初対面の方とも今まで知り合いだったかのように会話をしたり励

ましあったり、支援物資が届くとみんなで必要なモノを分け合い、情報を共有しあう。

みんな 1人じゃない。
みんな不安でみんなで支え合ってみんなで進んでいけばいいんだって感じています。

初めは県外からの自衛隊の方や消防、警察、給水その他色々な方面から来て頂いた方を

見かけてはみんなが助けに来てくれてる！！それだけで励まされ、安心させられ、私たち

も頑張らなきゃって思いました。

そして次に企業からの支援物資の量に感激し、もちろん同じ被災者の立場で避難所とし

て開放してくれている広安愛児園のスタッフさんに地元消防団のみなさん、生きてさえい

ればみんなの支援で今を凌げると安心しました。

更には友達の輪で支援物資を貰えることになって、遠く離れた所から私たちを応援して

貰ってること。

本当にパワーになります！！！ まだまだ自宅に居るのは怖くて車中泊を選択していま

す。 早く早くこの大地震が終息に向かいみんなが次のステップへ進める日がくるといい

なと思っています。 みんな負けない！！ 負けたくない！！ 気持ちを強く持って毎日進

むだけ！

本当にありがとうございます！！ 感謝してもしきれない！！ みなさんに会ってお礼を

言いたい！！ 本当に本当にありがとうございます！！

昨日は心が暖かくなりました…今日は天気もよさそう！ いっぱい笑って元気にまた１

日を過ごして行きます！ 本当にありがとうございました。みんながんばろう。
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4/25/2016
お世話になった広安愛児園！ 昨日は色々あり、避難所で車中泊でした。

今日先ほどようやく車を自宅へ持ってきましたー！ でも○○が家の中で寝るのは怖い

と言うので車中泊かなーっと思ってたけど○○も○○も寝ちゃった。

○○寝たら朝までほぼ起きないから家で寝てもいいのかもー！ あとはお義母さんがど

うするかで車中泊かどうかが決まる！！

広安愛児園での生活楽しかった〜 車だったけど、最初の頃は物資が届くと行列に並び、

前後の人たちと情報交換したり、一緒に避難してたご近所さんとも朝晩会話したりとあっ

という間の１１日間！

朝起きて朝食貰いに行ってたときの雰囲気が国体の時みたいな気分だったー！旦那もそ

う言ってた（笑） 朝早くに外出て散歩とかしてたからかな。

早く今までの生活にしていかなきゃ！！ 二階には怖くてまだ一人ではいけない！旦那

がおる時だけです。 二階で寝るにはかなりの歳月を要するかも…。

ボチボチ心の面も回復していけばいいかな…。

熊本地震 避難所広安愛児園退去。ありがとうございました。


