
⼤雪における被害状況調査・緊急アンケート 2014/2/25

№ 施設所在地（区部・市町村部・県名） １　建物への被害 ２　利⽤者、職員への被害 ３　樹⽊の被害 ４　交通⼿段からの被害 ５　その他

1 ⾜⽴区
なし なし 施設の樹⽊が１本折れてしまう。朝、職

員が⽚付けをする。
なし なし

2 ⾜⽴区 運営上特に問題ありませんでした。 運営上特に問題ありませんでした。 運営上特に問題ありませんでした。 運営上特に問題ありませんでした。 運営上特に問題ありませんでした。

3 ⾜⽴区 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

4 ⾜⽴区 無 無 無 無 無

5 ⾜⽴区 × × × 2/8(⼟)を休園にしました。

6 ⾜⽴区
特になし 特になし 樹⽊の（⾼さ20㎝くらい）の枝が雪の

重さで折れる程度
特になし

7 ⾜⽴区 特になし 特になし 特になし 特になし（遅れ気味ではあったものの、運休等はなかったので なし
8 ⾜⽴区 特にありません。 2/14は、利⽤者様13名が降雪のため⽋席となりまし 特にありません。 特にありません。 同上

9 荒川区

特に問題なし 特に影響なし 特になし 15⽇朝の出勤時間に交通機関の乱れや、路⾯状況で職員
が勤務時間に間に合わないことがあった。

14⽇（⾦）、通所施設が午前中で活動を終了
し、ケアホームに帰所された為、⽇中に実施してい
る地域活動⽀援と重なって、⽀援がドタバタしたとこ
ろがあった。

10 板橋区
なし なし 施設内ではなし。担当の公園（清拭受

託）の樹⽊の倒⽊などはあり。
なし 2⽉14⽇午後2時30分で利⽤者の⽅は帰宅とし

ました。

11 板橋区

特になし 特になし ⽯神井川の桜の幹が数本、折れた
（区の⽅で対応した）

職員が、電⾞の遅れで少し影響を受けている。園バスのバス
停が坂道のところにある場合は、バス停をずらした。

２⽉１４⽇朝は平常通り。給⾷後、１３時３０
分に降園、全利⽤者が家に着いたことを確認した
上、職員は帰宅。２⽉１５、16⽇は公休⽇、２
⽉１７⽇からは平常どおり運営している。

12 板橋区
積雪による⾬漏り２ヶ所 特になし 施設内の楠の枝折、数カ所有 2⽉14⽇、職員退勤の調整有 2⽉14⽇、利⽤者早めの降園（通常より1h30'

早め）

13 板橋区
特になし 特になし ⽊の枝が折れかかっていたので職員で剪

定したが特に被害はなし
2⽉14⽇利⽤者の帰園時間を2時間早め対応した。 特になし

14 板橋区
2Fベランダドアより雪解け⽔、⾬⽔が
侵⼊、床上10㎝浸⽔

なし なし なし なし

15 板橋区 2Fテラス部分より親⽔。1Fへの漏⽔。 特になし 園庭の樹⽊が1本倒れた。被害なし。 特になし（出勤予定職員に影響も。施設としては無事運 なし

16 江⼾川区
ガラス（⼊⼝）が、雪で冷えきってい
たところに、物が当たり、われてしまいま
した。

利⽤者、⾮常勤さんは⾦曜⽇は２時間程度早く帰りま
した。

植⽊の枝がたおれておれてしまいました。 ⾞での送迎なので、時間がずれこんこんでしまいました。職員
は電⾞の⼈が来られないので近くの職員が、３０分〜１時
間歩いてきました。

２⽉８⽇（⼟）・２⽉１５⽇（⼟）　地域活
動⽀援Ⅱ型は休みとしました。

17 江⼾川区 特に無し 特に無し 特に無し 特に無し いつもより早い終業帰宅
18 江⼾川区 なし なし 植樹の何本かが折れました。 電⾞に遅れが出た為、遅刻者が数名出た。 なし

19 江⼾川区
無 無 無 無 分室2⽉15⽇（⼟）休所（職員出勤）

20 江⼾川区

なし 利⽤者…⾃ら休園数名。職員…定刻出社。1名遅延
2時間（事務）

ほとんど無し 送迎に⼤きな遅れが出たため、保護者には朝、交通渋滞の
為送迎時間に遅れが出る事を連絡網で連絡する。⾃宅到
着前に送迎⾞より連絡を⼊れる対応を⾏った。

2⽉14⽇(⽇）部、課⻑、所⻑で⾞両保管場
所、施設出⼊⼝を除雪、⽉曜の運⾏に⽀障の無
いよう⾞両にチェーン装着し、⽉曜の送迎に万全を
尽した。

21 江⼾川区 特になし 特になし 特になし 特になし なし
22 江⼾川区 特になし 特になし 特になし 特になし 2/14(⾦)13時で利⽤者帰宅



№ 施設所在地（区部・市町村部・県名） １　建物への被害 ２　利⽤者、職員への被害 ３　樹⽊の被害 ４　交通⼿段からの被害 ５　その他

23 江⼾川区
特になし 利⽤者の送迎の遅れ。職員の出勤難が多少あったが、

⼤きな混乱はなし。
特になし 遅れ程度 特になし

24 江⼾川区 特にありませんでした。 14⽇（⾦）は速めに帰宅してもらいました。

25 江⼾川区 なし　おかげさまで被害はありません。 なし なし 早⽬に帰宅させたので問題なし

26 ⼤⽥区 特になし 特になし 特になし 特になし 通常通りに運営できています。
27 ⼤⽥区 特にありません 特にありません 特にありません 遅刻者、⽋席者が⼤勢いました。

28 ⼤⽥区
なし 電⾞、バスの遅延による職員の遅刻。利⽤者の外出、

外泊の中⽌。
なし バス、電⾞の遅延 2/7,2/15送迎の安全⾯が担保出来ないと判断

し、通い利⽤者の営業縮⼩

29 ⼤⽥区
2/7〜8の⼤雪においては、4Fが屋上
からの⾬もりにより床、電源の⼀部がぬ
れ、濡電となった。

14⽇（⾦）は、1.5時間、利⽤者を早帰宅とした。 なし JRの踏切を送迎バスは通過するので、JRに万⼀があると⼤
幅に利⽤者送迎に影響が出てしまう。

なし

30 ⼤⽥区

特になし 特になし 特になし 特になし 2/14、朝の段階で、通常より1時間30分、退園
時間を早める判断。通常15:30、帰バス運⾏ス
タートを14:00スタートとして対応。想定時間内に
無事、全ての利⽤者を家族等に引き渡すことがで
きた。

31 ⼤⽥区 なし なし なし なし 2⽉14⽇(⾦）2時間繰り上げて利⽤者降園
32 ⼤⽥区 なし なし 植⽊が雪によりたわんだ 鉄道・バスのダイヤ乱れにより通所・通勤の時間がかかった なし
33 ⼤⽥区 被害なしです
34 ⼤⽥区 特になし 特になし 特になし 特になし 26年2⽉14⽇(⾦)は13時をもって終礼し、午後

の作業はお休みにしました。

35 葛飾区 特になし 特になし 特になし 特になし ２⽉１４⽇（⾦）早帰りにし、利⽤者は１３時
に帰宅させた。

36 葛飾区 2/15 3F⾷堂天井より⾬もりあり なし なし なし 2/14は13:30送迎出発の短縮時間とした。
37 葛飾区 特になし 特になし 特になし 特になし 2/14（⾦）午後のみ早帰り

38 葛飾区
特になし 職員1名交通渋滞のため15分遅刻 特になし 2/14は公共交通機関を利⽤して単独通所している利⽤者

に限り、昼⾷後帰宅してもらいました。
特になし

39 葛飾区

なし 利⽤者の帰宅時間を通常より1〜1.5時間繰り上げ
た。

なし なし なし

40 葛飾区
なし なし なし 2/14は、15時全利⽤者帰宅（TELにて各家庭

に連絡後）16時全職員帰宅（電⾞が10分位お
くれている状態でした）

41 葛飾区
特になし 特になし 特になし 特になし 2/14昼⾷後体感をし、家族、バス会社と調整を

⾏う。

42 葛飾区 ⾬漏のため事務所がバケツ14杯分の
⽔びだしなった。

なし なし なし なし

43 北区 なし なし なし なし なし

44 江東区

天井の⽔もれか所有り。 2/14⼀⼈暮らしで体調不良で休所している利⽤者の
家庭訪問実施。2/15（⼟）、2/16（⽇）は親族の
⽅が遠⽅なため、様⼦を⾒に来れないとのことなのでヘ
ルパー事業所に訪問してもらうよう⼿続きした。

特になし 路線バスでの⾃主通勤の⽅が多い。元々バスの本数が少な
い地域である上、バスダイヤの乱れにより満員となり、乗り降り
が難しくなる。

2/14（⾦）昼⾷後、全家庭に連絡を⼊れ早帰
り、及びお迎えなどの確認を⼊れ、帰れる⽅から帰
宅。家族の帰宅（働いていて）が遅い⽅は通常
通り、⽀援した。２名

45 江東区 無 無 無 無 無
46 江東区 特になし 特になし 特になし 14⽇の送迎を中⽌した 特になし
47 江東区 ⾬⽔の侵⼊、⾬漏り 利⽤者は2時間、職員は1時間早く帰宅 電⾞の遅延



№ 施設所在地（区部・市町村部・県名） １　建物への被害 ２　利⽤者、職員への被害 ３　樹⽊の被害 ４　交通⼿段からの被害 ５　その他
48 江東区 14⽇（⾦）職員の退勤時間（⼣⽅）に影響があった。 現状では、特にありません。
49 江東区 なし なし なし 特になし なし

50 品川区
なし なし なし なし 2/14（⾦）13：00にて閉所／職員は16：00

に退勤

51 品川区
⾬どいがつまり、軒先からの⽔もれが
あった程度

特にありませんでした 特にありませんでした 出勤に時間がかかった職員はいましたが、来られない帰れない
という状況にはいたらなかったです。

１４⽇（⾦）は、昼⾷後の送迎とし早い帰宅にし
ました。

52 品川区
なし 管理者が出勤できなかった。タクシー、バス、電⾞、⾞が

利⽤、使⽤できなかった。
なし 電⾞が動かず、遅れてきた従業員がいた。

53 品川区
天井の⾬もり（1部屋）→法⼈で対
応

職員の帰宅時間（遅れ） 園庭の樹⽊（枝がおれる程度）→施
設職員が対応

2に同じ なし

54 渋⾕区
なし なし なし なし ⾦曜⽇は通常通り、⼟曜⽇はもともとお休みでし

た。

55 渋⾕区 特になし 特になし ⽊が1〜2本雪の重みで折れたが⼤きな
被害はなかった。

なし

56 渋⾕区 建物内⽔モレ２ヶ所。浸⽔１ヶ所。 枝折れ１ヶ所 電⾞通勤者が最⼤８時間の遅延 職員が施設内に宿泊して対応

57 新宿区 ありません ありません ありません 特にありません 閉所はしませんでした

58 杉並区 特になし 特になし 特になし 通常、徒歩で通所されている利⽤者で⾞での送迎を⾏う⽅
が数名いた。

なし

59 杉並区 特にありません 特にありません 特にありません 電⾞の遅延により、スタッフ及び利⽤者に影響がでました。 通常通り閉所しました。

60 杉並区
特になし 特になし 特になし 電⾞、バスの遅れ 2⽉14⽇、昼⾷後、13:00降所とした。15⽇の帰

宅を⾞が出せず中⽌とした。

61 墨⽥区 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

62 墨⽥区
⾜元がわるく⽋席される利⽤者の⽅が、多数おられた。 電⾞のダイヤ等が乱れ、⼀部職員の通勤に⽀障があった。

63 世⽥⾕区 特になし 特になし 特になし 特になし 2/14（⾦）降園時、通園バスに職員を添乗さ
せ、利⽤者の安全⾯に配慮した。

64 世⽥⾕区
特になし。 雪により、家庭の判断により通所しないケースが数件あ

り、2/13(⾦）は、利⽤者降園後に職員を早めに帰宅
させた。

特になし 特になし ×

65 世⽥⾕区

特になし 特になし 特になし 特になし 2/14(⾦)午後閉所、利⽤者13:00前に帰宅。

66 世⽥⾕区 なし 特になし なし なし 2/14 13:00で利⽤者退勤

67 世⽥⾕区

特になし 特になし 植樹の枝が折れた。 特になし 2/14(⾦)は、13:00に作業を終了（昼⾷後）
し、帰宅の対応をとった。（家族との連絡をとった上
で）※結果、帰宅困難者は出なかった。

68 世⽥⾕区 なし 特になし なし 2/8（⼟）臨時休業としました 2/8(⼟)臨時休業
69 世⽥⾕区 無し 無し 無し 無し 2⽉14⽇は1時間利⽤者の帰宅時間を繰り上げ3

時帰り



№ 施設所在地（区部・市町村部・県名） １　建物への被害 ２　利⽤者、職員への被害 ３　樹⽊の被害 ４　交通⼿段からの被害 ５　その他

70 世⽥⾕区

無し 利⽤者については14⽇帰りの送迎時間を30分くり上げ
て⾏った。保護者には朝の段階で状況次第で時間が早
くなることの了解を得て了承してもらった。お昼過ぎに判
断し連絡を⾏った。

・花壇の花が枯れてしまった。・枝がおれ
てしまい⽊もあったがそのことで被害はな
かった。

職員については電⾞の遅れ等が⾒込まれた為、可能な範囲
で帰宅時間を早めても良いと通達した。

2⽉15⽇は休園⽇であったが、世⽥⾕区の⼀部の
施設で販売会をする予定であった。しかし雪の為前
⽇に中⽌の案内がきた。

71 台東区
特になし 通所の場合、雪のため通所をあきらめた利⽤者が数名

いた。
⼩さい樹⽊等については折れてしまい、
あと⽚付けをした。

通所バスは通常通り⾛⾏できたが、除雪や残雪等の影響で
バスのステップが開きにくくなる等の不都合があった。

通常通り開所できた。

72 台東区
特になし 予定していた利⽤者の外出を中⽌にした。⼊所の外出

のチャンスは多くはないので、残念だった。
⼩さい樹⽊については折れてしまい、あと
⽚付けをした。

職員が泊り込むことはなかったが、家が近い職員と遠い職員と
勤務を交代して勤務に⽳が空かないように事前調整をした。

73 豊島区
特になし ⼟曜⽇の早番職員が前泊している 特になし 交通網のマヒにより、退勤後電⾞内に7時間以上閉じ込めら

れて職員が1名。
特になし

74 豊島区
特になし 特になし（職員も早めに退勤） 庭⽊の枝が折れた 特になし 14⽇は昼⾷後に閉所とし、利⽤者は帰宅。ヘル

パー等を利⽤しており早めの帰宅が難しい⽅は定
時まで利⽤している。

75 豊島区

特になし 2/14（⾦）は、区と相談のうえ全利⽤者昼⾷後退所
とした。職員も施設⻑の指⽰により１５時から順次早
帰りした。利⽤者は１２名雪のため⽋席した。

特になし 遅れが出た

76 豊島区
特になし 利⽤者の降所時間を早めに対応した。⼤きな混乱もな

く、利⽤者、職員共に無事帰宅できた。
特になし 遅れが出た

77 中野区 特にありません 特にありません 特にありません 特にありません 特にありません
78 中野区 なし なし 樹⽊の枝が折れていた（２ヶ所） なし

79 中野区
なし なし なし なし 2⽉14⽇（⾦）の退所時間を早め、1時30分に

利⽤者を返した。

80 中野区
雪の影響か、災害受信機が誤作動し
発報した。近隣住宅に謝罪に回った。

2本折れる。隣家側の倒れる、対応済。

81 中野区

⼤きな被害はありませんでした。 ⼤きな被害はありませんでした。 施設周囲の江古⽥の森公園内の樹⽊
が折れる等の被害はありましたが、施設
への直接的被害はありませんでした。

遠⽅の職員が早番の場合、近くの職員に勤務変更する等の
対応をとりました。

閉所はしていません。送迎時間の遅れが多少あり
ましたが、調整し対応しています。

82 中野区 なし なし なし なし
83 中野区 特になし 特になし 特になし 特になし
84 練⾺区 特にありませんでした 特にありませんでした 特にありませんでした 特にありませんでした
85 練⾺区 特にありません。 交通⼿段の遅延のため、職員の出勤が遅れた。 植込みの花等がダメになった。 送迎時間の遅延。 2/14、15ともに帰宅時間を１〜２ｈ早くした。
86 練⾺区 なし なし なし なし 2/14、12:30帰宅実施
87 練⾺区 なし ⾷材〜⼀部⽋品（野菜・⾖腐など） なし なし なし

88 練⾺区
建物、屋上、周囲等、被害はありませ
んでした。

特になし。通常の活動を提供することが出来ています。 特にありません。 電⾞も多少、遅れることはありましたが、勤務に影響することは
ありませんでした。

通常通り（バスの送迎も含む）⾏えています。

89 練⾺区 職員の通勤が困難で休⽇の⽇華等変更し対応 閉所はしなかったが、利⽤者が登園出来ず⼈数激

90 練⾺区
特になし 特になし（給⾷材料の納品遅れがあった） 特になし 特になし 通常通り閉所（１５⽇⼟曜、１６⽇⽇曜は休

園⽇）



№ 施設所在地（区部・市町村部・県名） １　建物への被害 ２　利⽤者、職員への被害 ３　樹⽊の被害 ４　交通⼿段からの被害 ５　その他

91 練⾺区
なし 昼⾷を作っているため、⾷材料の確保に不安が⽣じた。

結果的に予定通り購⼊できているが、⾷材の値上がり
の影響は⼤きい。

なし 公共交通機関の遅れによる出勤困難な状況（バスの所を
徒歩で通勤等）

通常通り開所

92 ⽂京区
特になし 特になし 特になし 特になし 閉所はしなかったが、14⽇(⾦）は速め(15時）

の降所にしました。保護者と連絡がつかない⼈は通
常の16時で帰っています。

93 ⽂京区

特に被害はなし。 施設は通常通り閉所している。数名は雪の影響で⽋席
あり。翌⽇も、⾜元が不安定とのことで⽋席をする⽅も
みられた。職員に関しては、各⾃早めに出勤を⼼掛けた
おかげで、遅刻⽋席はなかった。介助員については、各
⾃の判断で無理ない範囲で勤務している。厨房で⼿配
している⾷材の納品が少し遅れているが昼⾷には影響
なし。

雪の翌⽇は、職員で雪かきを⾏ってい
る。樹⽊等には特に被害は⾒られていな
い。

沿線によっては遅延が⾒られたが、⼤きな混乱はなかった。 通常通り開所している。予定していた利⽤者の健
康診断（病院への付き添い）に関しては、⽇程を
延期している。

94 港区
特になし 14⽇(⾦)は給⾷後、利⽤者13:00降所、職員は通

常勤務、17⽇（⽉）は平常営業
特になし ⼋王⼦在住の職員が電⾞の遅れで遅刻、それ以外は特にな

し
なし

95 港区
特になし 特になし 特になし 特になし 2/8、2/15作業所の出張所カフェ利⽤者８名

雪のため閉店
96 ⽬⿊区 なし なし なし なし なし

97 ⽬⿊区
なし なし なし 職員出勤時、電⾞遅延にて遅れた⽅が5名⽣じた。 なし

98 ⽬⿊区 なし なし なし 帰宅が遅くなったスタッフが影響をうけた。（帰宅できなかった
ことはなく遅くなる）

⼟曜⽇の余暇。1⽇（2/15)

99 ⽬⿊区
2/15（⼟）職員２名が早朝からの出勤であったが電⾞の
運休と遅延、⾃主製品配達時の交通の影響等

100 ⼋王⼦市

無し ⾷材は特に問題無し。
利⽤者の⽅はおりません。幸い急変する⽅もおらず、通
院、救急対応も無かったので救われました。職員１名が
すべって⾜を少々痛めた⽅、毎⽇の雪かき（道路の確
保、駐⾞場確保等）で、職員は疲労困憊です。また、
タクシーで来たり、雪道を歩いてきたり、泊り込みをしたり
で職員には苦労をかけました。

園内は無し。通勤途中の道に数か所、
雪の重みで枝が折れている箇所有り。

通勤途上の道路、電⾞運⾏ストップ等で職員の確保、遅
延、⽋勤等があり、⽇常活動を休⽌せざるを得ない状況が有
り、また雪かきに毎⽇おわれている⽇々（道路の確保）でし
た。

101 ⼋王⼦市 ご⾃宅の⾞庫が雪でつぶれた バスの運休、道路の状況が悪いため通所ができない2/17、

102 ⼋王⼦市

なし 15⽇、17⽇は休園にしたため、⾷材費の負担がかかり
ました。

なし 15⽇交通（電⾞、バス、道路）⼿段が遮断し、出勤できな
い職員がいた

2⽉15⽇・２⽉１７⽇（２⽇間）

103 ⼋王⼦市

・停電2/15　8：00-11：00炊事
不能⾮常⾷対応
・⼤型電気設備⼀部不能（雪による
漏電）

・積雪80ｃｍ、全く除雪されず腰までの雪をかき、５時
間かけて来た職員を始め、皆数時間かけて徒歩で出
勤。・ライフライン確保の雪かき等、疲労極限。・⾷材納
品されず⾮常⾷をプラスして対応

？？雪に埋もれていて不明、外灯⼀基
損傷

バス運休、中央線運休、圏央道通⾏⽌めにて孤⽴しました。 ブルドーザーに⼊ってもらい、近隣含め除雪していま
す。
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104 ⼋王⼦市
なし なし なし 渋滞・電⾞の遅延等により職員が遅刻してきたこと 利⽤者の通所時間を2時間遅らせた。（17⽇）

利⽤者の退所時間を1時間早めた。（14⽇）

105 ⼋王⼦市 なし 休業したため、キャンセル代の発⽣ 数本倒⽊ 職員⽋勤（交通⼿段なし） 2/15休所、2/17⼀部通⾏⽌めのため休んで頂い
ています。

106 ⼋王⼦市

TVアンテナ破損〜TV映らず、利⽤者
パニック有

2/15（⼟）約60㎝の積雪有。⾷材届かず、在庫品
にて対応〜2/17まで⾷材不⾜有。職員勤務交替でき
ず、2/14（⾦）勤務者が2/16より職員4WD⾞で⾼
尾駅まで送迎する。（職員）

倒⽊有 ・路線バス運休・道路も通⾏不可（2/14夜〜2/16朝）・
2/16より職員4WD⾞で⾼尾駅まで送迎する。（職員）

・⽇中活動での畑、しいたけほだ場が雪で壊滅。職
員駐⾞場が積雪の為使⽤不可。⼈⼒での除雪不
可。

107 ⼋王⼦市

雪の重みにより、畑のビニールハウスが
つぶれました。

なし なし 交通機関の遅延・運休により利⽤者・職員の遅刻等があっ
た。

2/14通常より1時間早く帰所。

108 ⼋王⼦市
無し 2⽉17⽇（⽉）に職員が⾼尾駅で通勤途中に転倒

し、腕を⾻折した。（1名）⾷材料は現在のところ問題
なし

無し 電⾞、バスの遅延により出勤時間に遅れてくる職員はいるが、
在籍している職員で、何とかやりくりしている。

特にありません

109 ⼋王⼦市

リサイクルの分別作業場の⼊⼝の簡
易な屋根が倒壊し、トラックが⼀部損
傷した。やまゆりホール（仮称）の軒
先の屋根が倒壊した。ボイラ、エアコン
⼀部故障。

職員は施設に泊まり込みや歩きで通勤し、利⽤者の対
応や⽞関、駐⾞場の雪かきを連⽇実施した。屋根の雪
下ろし中、⾮常勤職員1名が落下し胸部を打撲し、通
院した。⾷材料の納品遅れや⽋品、配送中⽌もあった
が、材料・メニュー変更で対応済み。

110 ⼋王⼦市
渡り廊下の屋根（プラスチック）が雪
の重みで割れる事があった

特になし 雪の重みで枝が折れる事があった。 最寄駅からのバスは2〜3回不通となり、通勤に⽀障をきたし
ていた。

111 ⼋王⼦市
特になし ・ガレージの倒壊(1件)利⽤者宅・垣根の倒壊（1

件）職員宅
特になし 中央本線運休により出勤できない職員が1名 閉所2/17（⽉）<1⽇>送迎時間の調整<3⽇

間>2/14(⾦）2/18(⽕）2/19(⽔）

112 ⼋王⼦市

⾞庫屋根、男⼦棟の下屋、厨房勝
⼿⼝の下屋が崩壊した。

道路に積まれた雪が、障害物となってスクールバスの通
⾏をはばんでいるため、学校⽋席となってしまっている。
代替⾞を学校に申請中である。

職員の通勤に多⼤な影響があった。

113 ⼋王⼦市 特になし １７⽇は利⽤者と⼀部スタッフに休んでいただく 無し スタッフの出勤ができず 2/17

114 稲城市 なし 通所、通勤困難 なし スタッフの帰宅困難（2⽉14⽇） 2⽉14⽇（⾦）1時間繰り上げて閉所
115 稲城市 特になし ⾷材の納品が滞り、16⽇(⽇)昼⾷と⼣⾷の⼀部を備

蓄⾷料にて対応した。
なし 出勤の遅れ、出勤ができないスタッフが数名いた。 ・帰宅、帰園、⽇中活動、通院の⼀部が中⽌⼜は

延期となる。

116 町⽥市

特になし。駐⾞場の雪かきがたいへ
ん！

14⽇（⾦）は、2時間送迎を早める。（全員送迎を
利⽤している）17⽇（⽉）は送迎を⾏なえず、⾃主
登所。18⽇（⽕）は開所を1時間遅らせる。

特になし 職員の通勤に影響が出た。15⽇は⼤半の職員が出勤するこ
とが出来なかった。

2⽉15⽇（⼟）に当施設で地域に向けセミナーの
開催を予定していたが、中⽌にした。

117 町⽥市
特になし 特になし 特になし 特になし ⽣活介護、朝の送迎なしで開所（2/17)利⽤率

85%

118 町⽥市
特になし 施設への⾏き帰りの際、⾜を滑らせてアザやすり傷をつ

くってしまった利⽤者さんが数名いらした。
特になし 送迎時、渋滞に巻き込まれる 14⽇施設開所時間を短くし13:30には帰宅して

頂く。15⽇⼟曜⽇活動として開所予定であったが
中⽌。
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119 町⽥市
なし 職員がケガ（路⾯が凍結、通園途中で転倒） なし ・通園するのに乗⽤⾞の利⽤者が多いので、路⾯凍結により

休園にしました。・路線バスの遅れ、路線バスの運休
2⽉14⽇（⾦）全⽇閉園2⽉17⽇（⽉）全⽇
閉園

120 町⽥市
なし なし なし ・神奈中バスが2⽇間運休のため、徒歩での出勤となった。・

積雪のため送迎⾞運休⼜は、3時間遅れの対応を⾏った。
なし

121 町⽥市 特にありません 特にありません 特にありません 徒歩通勤や残業代等で対応しました。 2/17(⽉）送迎時間を3時間遅らせました。

122 町⽥市
カーポート倒壊（内に園⾞2台）建
物をつなぐ通路の屋根⽚側半壊

職員の出勤の交通⼿段が⼨断された。 特になし 2.に同じ 2/17閉所はしなかったが送迎出せず保護者送迎
に頼った。計36名中11名。

123 町⽥市
なし ⼟、⽇曜の２⽇間バスが運休してしまったくらいで、⼤き

な被害はありませんでした。
⼩枝が折れたくたくらいで、多くな被害は
なし。

２番と同じ 特になし

124 町⽥市

雪の重みにより補強を⾏ったビニールハ
ウスが潰れてしまう

特になし 特になし 雪の多さから⾞両が出せずに出荷ができない状況となった。２
０⽇現在、問題なし

２⽉１４⽇ＰＭより閉所

125 町⽥市
落雪により室外機が破損、４〜５⽇
間事務室のエアコンが使えず

（利⽤者）⼤雪のため、通所できなかった なし 2/15（⼟）⼀部電⾞、バスが不通のため、職員が出勤でき
なかった。

⼤雪のため、２⽉１５⽇（⼟）と１７⽇（⽉）
の２⽇間閉所

126 町⽥市 なし なし 畑のラベンダーが折れた なし なし

127 町⽥市
建物への被害は、ありませんでした。 送迎⾞が出せず、⾃主送迎の⽅のみの受け⼊れとしま

した。
ありません 交通⼿段が使えず、徒歩での通勤でした。 10⽇(⽉)、14⽇（⾦）、17⽇（⽉）は、⾃主

通園の⽅のみ受け⼊れしました。各⽇、0〜2名の
利⽤にとどまりました。

128 多摩市 とくになし 通勤時バイクで転んだ職員がいた。怪我はなし。 とくになし とくになし 閉所なく通常の営業。ただし福祉センターは、⼟・
⽇は臨時閉館となった。

129 多摩市
なし なし なし なし 2/10送迎サービス中⽌、2/141時間繰り上げて

降園、2/17 1時間繰り下げて朝送迎

130 多摩市

被害を受けていません。 帰宅できなかった遅勤の職員は施設内宿泊とした。給
⾷は通常どおり実施できた。

なし 周辺交通機関（京王線多摩都市モノレール、JR中央・南
武線、バス）は運休⼜は途中駅まで運航でした。京王バス
は運休しました。そのため、職員は迂回して帰宅した。施設の
全⾞両が動けなかった。

⽣活介護（⽇中活動の作業をする場）は、雪の
ため分室に⾏く移動⼿段がなく本施設のホール内
で対応した。農園作業も中⽌した。

131 ⽇野市 無し 無し 無し 送迎の時間を変更した。出勤出来ない職員がいた。 2/8.10を閉所した。2/15を閉所した。

132 ⽇野市

夜間に停電あり。朝、復旧していたが
エレベーターが停⽌してしまい業者に
来てもらう。すぐに復旧し影響はありま
せんでした。

なし なし なし 14⽇、閉所はしなかったが、送迎時間を早めまし
た。（2時間半）17⽇、閉所はしなかったが送迎
時間を遅らせました。（2時間）

133 あきる野市
なし 14⽇夜の帰宅に時間がかかった。 ⽊の枝が数本おれた程度。 五⽇市線が20時間運休となった。17⽇朝⻘梅線本数をへ

らしたので混雑。17⽇、18⽇朝⾞は渋滞。
14⽇、可能な⼈は速めに帰宅してもらった。（午
後2時頃）

134 ⻘梅市 送迎⾞の天井がへこんだ。といが曲
がった。

利⽤者、職員けが等なし 施設内の樹⽊が少なくとも三本は⼤きく
折れている。

職員の交通の便で、数時間歩いたり、⾞もいつもの４倍から
５倍の時間を要す。

閉所しなかったが、時間調整は⾏った。

135 ⻘梅市
なし なし なし 弁当製造配達⾷堂営業中⽌2⽇（2⽉15⽇、16⽇）利

⽤者送り臨時に⾏う2⽉14⽇
2⽉15⽇利⽤者出勤できず全員⽋席となった。職
員出勤できる⼈で雪かきを⾏う。
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136 ⻘梅市

作業棟　屋外の紙漉作業⽤の釜場
屋根の倒壊、これに伴う⽔道管の破
損
居住部分は被害なし　ライフラインは
確保されていた

特になし
ただ、泊り込んだ職員への寝具・⾷料不⾜、災害時部
品で対応したが不⼗分で、18⽇になって布団のレンタル
を⾏った。（今回の⼤雪には間に合わず）

特にない 当施設は⻘梅市の⼭間部にあるため積雪量も多かった。道
路は通⾏⽌めの箇所もあり、通⾏できても１⾞線になってい
るので⼤渋滞、その上、事故も頻発し⾞通勤者は通常２０
分程度のところを３時間かかったという状態があった。１９⽇
現在でも通⾏⽌め、⼤渋滞は解消されていない。公共交通
機関もＪＲが⻘梅駅以⻄運転取りやめのまま、都バス・⻄部
バスも全く運⾏されずにいる。（１９⽇現在も）
バス通勤者はゆえに到着するすべを持たず⼤雪の中２〜３
時間以上もかけて徒歩で出勤するなど⼤変な事態であった。
学園⾞で送迎も（職員も）⾏ったが、専⾨の職員がいるわ
けでなく、４ＷＤの⾞があるわけでもない中、男性⽀援職員
に運転役を引き受けてもらった。幸い事故もなかったが、もし
事故があった時の責任の所在など課題は⼤きい。

１９⽇になってやっとほぼ正常の出勤者がそろい、
施設周りの雪かきも⼀段落した状況です。

137 ⻘梅市

特になし 給⾷委託業者への⾷材料が届かず、備蓄⾷料から２
⾷分使⽤。利⽤者への影響は幸いにしてその程度で済
む。職員は帰れず泊り込み数名。多い⼈で３連泊。

特になし 施設に通じる街道が⼀部通⾏⽌め。近隣の道路も規制が⼊
り出勤、帰宅に多⼤な影響が及ぶ。今回は除雪作業が⼊る
のがかなり遅く、ようやく昨⽇、相互通⾏となるが、未だ全⾯
開通には⾄っていない。

通所利⽤者（１名）のご利⽤をキャンセルしてい
ただく（送迎ができず）

138 ⻘梅市

⼀部屋根の崩落 ⾷材については、降雪の予報が出ていたので納品を繰り
上げて⾏っていたため⼤丈夫だった。利⽤者については
１７⽇は危険を回避しての⾃主的な学校⽋席、職員
の泊り込み

施設内はなし
倒⽊による道の⼨断

・道路⼨断による通学及び通勤の困難（２０⽇現在、都バ
スは依然運休中）、地域へ⾃主通学している⽣徒は２０
⽇まで登校できない状況
・短期⼊所の帰宅困難（送迎、保ゴ者送迎も困難であった
ため、利⽤延⻑を余儀なくされた。）

・放課後等デイサービスは、１９⽇（⽔）まで閉
所の措置
・短期⼊所、１９⽇まで利⽤停⽌

139 福⽣市
⾬樋の破損 勤務交代を余儀なくされた。帰宅者が帰園⽇を延期せ

ざるをえなかった。
なし 電⾞の不通により遅刻者が多く出た

140 ⽻村市

建物及び付帯設備に被害は、ありま
せん。また、停電、断⽔等もありません
でした。

利⽤者、職員についての被害は無かったが、15⽇
（⼟）の⾷材搬⼊が出来ず、16⽇（⽇）の職員は、
ストックされていた⾷材を使⽤し、別メニューで対処しまし
た。

倒⽊までの被害はありませんでしたが、
⼀部積雪により枝折れ等はありました。
また、北側緑地帯においては、つつじの
植え込みが現在も積雪により被害状況
が確認できない。

JR⻘梅線及びバス路線の⼀部区間運休により、職員の通
勤に若⼲⽀障がありましたが、業務に影響はありませんでし
た。

2⽉14⽇（⾦）通所は16時までの所を13時で
閉所しました。この⽇雪のため⽋席した⽅は3名で
した。（定員20名）2⽉10⽇（⽉）残雪のため
遅刻者が2名程出ました。

141 ⽇の出町

・渡りろう下に敷設した仮設テント型屋
根の倒壊・⾃転⾞置場屋根の倒壊

・職員⽤駐⾞場の除雪困難による駐⾞スペース不
⾜。・屋外⽇中活動が実施不可能に。

公共交通機関不通による職員の⾜⽌め（出勤困難・帰宅
困難）

・除雪を業者依頼したことによる予算外⽀出。・職
員が除雪をおこなったため、通常業務に⽀障が出
た。・通所部の閉所…2/10、2/17の2⽇間。

142 ⽇の出町

⽞関前の⼿タスの柱が折れた。ヒナン
スロープの⾨が凍結のため開かず。ス
ロープも⼤雪で使⽤不能。

利⽤者は⼟⽇の買い物など活動ができなくなり、⽇⽤品
等も補充できなかった。⾷材は何とか⾜りたが、納品が
あと少し遅れたら、⾮常⾷を利⽤するつもりでした。

なし。 ⼆ツ塚峠が通⾏⽌めになってしまい、職員が帰る事もできず、
来る事もできず、孤⽴状態になってしまった。給⾷部の調理
員は1名で2泊3⽇業務に⼊っていた。

143 瑞穂町
建物本体の被害なし。⾃転⾞置場の
屋根が⼀部崩壊。

利⽤者・職員の被害なし。⾷材料も今のところ通常通
り。

樹⽊の倒⽊は若⼲あり 路線バスが⼀部区間運休。職員の通勤に⼀部⽀障あり。 通所は閉所したが、約半数は⽋席（送迎バスを
運⾏ないため。保護者が連れてきた⽅のみ通園）
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144 清瀬市

建物への直接的な被害は無いが、園
庭が積雪のため来⽉以降も園児が遊
ぶことは不可能かと思われる。

駅までの送迎ワゴンが凍結により（急斜⾯の道路）配
⾞できず、利⽤者の⽅の中にはタクシーを使う⽅もいた。
園内の駐⾞場の雪かきに時間がかかり登園時間を1時
間遅らせたため、指導時間は短縮となった。

倒⽊2本 電⾞を利⽤した通園の⽅や30〜40分以上⾞でかかる⽅は
⽋席する⽅が多い。

・閉所…2⽉15⽇（⼟）1⽇・開園時間の短縮
措置…2⽉14⽇（⾦）

145 清瀬市

・従来から破れがあった正⾯⽞関天幕
の裂け⽬が拡⼤し、新たな裂け⽬も発
⽣・ガスのマイコンメーターが停⽌

・送迎シフトを変更する必要が⽣じた

146 国⽴市
特になし ⾷材が少し問題がおこっている。給⾷会社に善処しても

らっている。
特になし 中央線、南武線、武蔵野線ストップし、⼟曜の朝は、早番は

定刻にストのみであった。職員のとまりこみをした。

147 国⽴市
特になし 2⽉8⽇(⼟)、利⽤者1名は積雪によって⾜を滑らせて

しまい右腕の⾻折という事故がありました。
特になし 2⽉8⽇（⼟）は半数以上の利⽤者が電⾞、バスの運⾏中

⽌により、帰宅時刻が⼤幅に遅れました。
2⽉15⽇（⼟）のみ閉所としました。

148 国⽴市 なし なし なし なし なし

149 国⽴市
グループホームひさし落下。認知症GH
⼿すり破損。施設ひさし落下1ヶ所。

16⽇昼⾷ラーメンの予定が15⽇納⼊できずご飯で対
応した。

倒⽊1本枝折多数。撤去済 出勤遅れの職員あり。夜勤明が昼まで勤務。 2/15(⼟)、⽣活介護閉所

150 昭島市

ありませんでした。 ありませんでした。 ありませんでした。 2/17、7:31頃発⽣した東⼩⾦井駅付近「における中央線
電⾞のトラブルと重なり、結果拝島駅から当時所まで滑り易
い雪道を30分かけて職員が出勤し、通常始業時刻に⼤きく
遅れたということがありました。（参考まで）

①就労⽀援B型及び就労以降において、
2/14(⾦)の午後w早めの終業としました。（利⽤
者の安全は帰宅の為）②⽣活介護事業において
利⽤者送迎の遅延。

151 昭島市

とうふ屋店舗のひさし屋根が雪の重み
で落下した。びん置場の倉庫の布製テ
ントの屋根も落下した。

雪でぬれた屋上から室内に⼊る際、階段の踊り場で転
倒し、後頭部を打ち、3㎝の傷ができた。して異常はな
かった。

なし ⽉曜⽇（17⽇）バス運休、電⾞運休で通所できない⽅が
多かった。⾃転⾞で通所している⽅も来ることができなかった。
⻘梅〜奥多摩間在住の⽅は現在も休み。

14⽇（⾦）通常より2時間早く2時に終了した。

152 昭島市

なし 2/17、路⾯凍結による事故や⽴ち往⽣のリスクがあり、
送迎⾞は出発させず、⾃主登所出来る⽅のみ受け⼊
れた。結果、37名中、8名のみ出席した。

なし 2/17中央線がストップしスタッフ数名が30分から2時間近く
出勤が遅れた。2/18送迎⾞がスリップし、積雪にボディが当た
り、ボディがへこむことがあった。

2/14通常16:00送迎の処、15:00送迎出発と
し、1時間早く対応した。

153 ⽴川市 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

154 ⽴川市
本体建物なし。その他ビニールハウスの
屋根の凹みありました。再使⽤する。

通勤できないスタッフが2名程いらっしゃいました。但し、
平⽇の⼤雪だった場合は、もっと増えてしまうと思われま
す。

なし ⾞通勤不可。電⾞遅れ、⼜施設周囲は積雪が多く徒歩で
の通勤しかできませんでした。

毎⽇、除雪を⾏っておりますが、今現在も残雪が多
く、敷地内での怪我、駐⾞場確保等に四苦⼋苦し
ております。

155 ⽴川市
特になし 特になし 特になし 各線（JR等）⼤幅遅れ運休あり、2⽉14⽇（⾦）雪の為

降所、時間の変更あり
2⽉15⽇（⼟）1⽇のみ、閉所、店舗も休業
（⼤雪の為）

156 ⽴川市

本体建物：なし。その他：ビニールハ
ウスの屋根の凹み、再使⽤可。

通勤できないスタッフが、4名程（特に⾮常勤） なし ケアホームの近隣住⺠（3〜4名）が⾨に雪をす
てて、出⼊り出来なくなりました。ヒナン通路にも雪
をすてて使⽤不可となりました。3年後にはなくなる
と思います。

157 武蔵村⼭市 なし なし なし なし なし
158 ⼩平市 特になし 特になし 特になし 交通⿇痺の為。仕事に集まれなった⼈、連れた⼈が多数い

た。

159 ⼩平市
特にありません 特にありません 特にありません 送迎バスに約１０分〜１５分程度の遅れが出た。 特にありません
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160 ⻄東京市
特にない 特にない ⼭吹の⽊が塀に沿って植えてあるが雪の

重みて折れるのが⽬⽴つ。
交通機関の遅れ、運⾏中⽌があり出勤できなくなった職員、
2時間程遅れる職員がいた。

161 東久留⽶市 特になし 特になし １５⽇電⾞の遅延により、若⼲遅れて
くる職員がいた。

現状問題なし

162 東久留⽶市
なし なし なし バス不通、電⾞それぞれ遅延。 雪、2/14午前中にて、利⽤者は終り、常勤者は

定時まで。

163 東久留⽶市

なし なし 軽い⽊の枝が落ちた程度 ⼟曜⽇勤務の職員は施設に前泊して出勤体制を整えた。 ⽉曜⽇からの利⽤者送迎のために⽇曜⽇出勤し、
⾃動⾞等の雪かきをした。ショートステイ、⽇中⼀
時預かりの利⽤者のキャンセルがあった。

164 東村⼭市
特になし 利⽤者数名（２〜３名）⾜もと悪く⽋席 特になし 閉所はないが、⾃由出勤にまかせ1/3⽋席の⽇あ

り　●2/9（⽇）　2/14（⾦）

165 東村⼭市 特にありませんでした。 送迎時間の調整（早めにおくりました）
他は⼤丈夫でした。

特にありませんでした。

166 東村⼭市 ⽇割を⽉割りにしてくれれば問題ありません！

167 東村⼭市
特になし 駅から施設までの道路の道⼱が狭く、通所の際、端を

歩かなければならず、すべったりする利⽤者がいた。
特になし ⻄武線の運⾏状況により、ちこく者多い。地域のコミュニティー

バスの運⾏中⽌で通所できない⼈もいる。
2/14(⾦）は昼⾷をとってから帰宅させた。（開
所）2/15(⼟）は休んだし閉所。

168 武蔵野市 特に問題なし 特に問題なし 特に問題なし 職員・利⽤者の通勤に影響があり、休まれた⽅もいた。 通常営業（法⼈内の各事業所も）
169 府中市 特になし 特になし 特になし 特になし 閉所してませんが、施設の雪かきを休⽇に職員が

来て⾏っています。

170 調布市
特にありません 特にありません 特にありません ありません 2/14利⽤者は午前、昼⾷をとり終了し、職員は

15:00にて勤務終。帰宅させました。

171 調布市
2⽉16⽇⼟曜⽇保護者参加を開催する予定を中
⽌しました。

172 調布市
問題なし 問題なし 中⽊が倒れたが、特に問題はなかった。 職員の住居が近い為、泊まる事なく交通⼿段からの影響は

なかった。

173 調布市 特になし 特になし 特になし ・15〜30分程度の電⾞（京王線）の遅れ。・歩道の積
雪、凍結。

2/14(⾦)は、退所時間を1時間繰り上げ、15時
帰宅しました。

174 三鷹市
作業スペース（ビニールハウス）の⼀
部壊れる

アクセス不⾜スタッフの遅刻、休みが続出。 通所2/14(⾦)AM OK PM休み

175 三鷹市
特になし アクセス不⾜スタッフの遅刻、休みが続出。 通所（⽣介）→2/14(⾦)PM休み（AMは通

所）

176 ⼩⾦井市
なし 15⽇（⼟）の職員会は中⽌ なし ⾦曜⽇（14⽇）の送迎⾞が渋滞のためおくれる。⽉曜⽇

（17⽇）駐⾞場が⽔びだしになり、送迎に影響。
閉所なし

177 ⼩⾦井市

雪かきしないと駐⾞スペースが確保で
きないが、雪を積める場所が限られて
おり、苦慮している。

・閉所した⽇があるため、利⽤できなかった。
・雪への対応のため、時間をとられる。通勤への対応にも
時間を要する。

・雪の重みで、⼀部の枝が（←⼀⼈で
持てる程度）折れた。（それほど多⼤
な被害ではない。）

・近隣公共交通機関の運休、遅れ多数。
・遠⽅からの利⽤者も多いため、影響⼤。

・閉所…2/15（⼟）⼀⽇。もちろん収⼊源となり
ます。
・2/8（⼟）は、⽀援の開所⽇ではなかったが、次
年度の説明会を予定していたため、⼀部実施でき
ず、⽇常業務へ⼊れることで多忙となっている。

178 ⼤島町
強⾵により渡り廊下のドアがはずれ、ゆ
がんでしまった。

事故はなかったものの帰りは⾞通勤の職員は⾞をおいて
退勤した。

通勤途中枝がたおれていた。 道路に積雪、早勤ははやめの出勤。遅勤は早めに退勤とし
た。

2/14は⽇中活動を中⽌にした。
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179 ⼤島町

すべて1〜6まで被害はありません。こ
のように、これまで考えもしなかった災
害に部会として、都に先じて、ただちに
対応して下さることに⼼強さを感じま
す。

180 ⼤島町

（幸いなことに）特にありませんでし
た。

輸送船の⽋航により、⼀部⾷材料が⼊荷できず（パン
など）献⽴の変更をしました。客船の⽋航により職員が
帰島できず、数⼈の勤務に⽳があき、⽀援に影響がで
ました。

特になし 勤務⼿段が⾃動⾞である職員が⼤部分を占めており、降雪
と路⾯氷結のため、退勤時間を早めるケースが数件ありまし
た。

181 ⻘森県

なし なし なし なし なし

182 ⻘森県 なし なし なし なし なし
183 ⻘森県 特にございません 特にございません 特にございません 特にございません 特にございません
184 ⻘森県 なし なし なし なし なし

185 秋⽥県
⽇中活動⽤作業ハウス（菌床しいた
け栽培⽤ビニールハウス）１棟が雪の
ため倒壊しました。

特にありません 特にありません 特にありません 特にありません

186 秋⽥県 なし なし なし なし なし
187 秋⽥県 なし なし なし なし なし

188 秋⽥県
ありません。 注⽂していた⾷材が⼊らず献⽴を変更しました。（１４

⽇〜１５⽇間のみ）
ありません ありません ありません

189 茨城県 なし（雪かきが⼤変でした。） 出勤が不可能になった職員がいました。（数名） なし 道路が渋滞し、職員の通勤が困難でした。 短期⼊所、⽇中⼀時サービスがすべてキャンセルに
なりました。

190 茨城県 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし
191 神奈川県 なし なし 数本倒れたが⼈的問題のないところ バス、⾃家⽤⾞通勤者じゃっかん遅れたがクリア １４⽇（⾦）近場の⼈は来たが、週末は休業

192 岐⾩県
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193 群⾺県

現在のところ、建物への被害は無い。
未だに施設敷地内全てを詳細に点検
出来る状況に無いので、確定ではない
が、少なくとも主だった居住棟では被
害は出ていない。14⽇、深夜に何度
か短い停電はあったが、⽣活に⽀障を
きたすものでは無かった。⽔、ガス（プ
ロパン）等も問題は無かった。

利⽤者に被害は無い。それまでに施設内にインフルエン
ザが発⽣していたが、11⽇を最後に終息に向かっていた
ので、新たな患者が出なかったこと、急患がでなかったこと
は幸いであった。⾷事については外部委託を⾏っている
が業者が施設まで来ることができず、⾷料を含めた物資
が届かない状態が丸2⽇間続いた。幸い隣接する学園
（都外施設）が⾃前の⾷事提供を⾏っているため、お
⽶がありそこの設備と給⾷職員とでご飯の炊き出しを⾏
い15⽇はしのぐことができた。県内は交通網が機能不
全を起こしていたため学園も含め孤⽴状態となる。次の
⽇は法⼈本体より職員が徒歩で⽸詰等備蓄品を運び
その後の⾷事を何とか確保できる。外部委託業者の⾷
事提供が可能になったのが、18⽇の朝⾷からで、それま
では泊り込みの職員での対応となった。施設が⼭間にあ
るため、15⽇の出勤がままならず⼗分な⼈材の確保が
⾏えなかった。出勤してきた職員も1.5kmほどの⼭道を
3時間腰まで雪に埋もれながらの出勤となり、遭難さえ
危惧されるような状況であった。そのような状況でも積極
的に何を優先にすべきかをチームとして考えて⾏動できた
ことは⾮常にありがたかった。緊急体制として職員6⼈体
制での泊り込み。

植⽊が数本折れたが、⼤⽊の倒⽊は無
かった。

群⾺県内、⾄る所で交通網が⿇痺した状態で、主要道路の
除雪が⾏えない状況が16⽇まで続く、現在も完全復旧には
程遠い状況である。施設には全ての職員がマイカー通勤のた
め、15、16⽇は徒歩による出勤となる。施設までの除雪作
業が⼊ったのは16⽇の午後少しと17⽇になってからでそれも
⾞1台分が通れるのみであり完全では無い。施設内の除雪
作業も全く⾏えない状況であったため、近隣の場所をお借りし
てそこから徒歩という状態が続いている。業者に除雪作業を
委託して20⽇にはなんとかできそうな状況である。

なし

194 群⾺県

直接的な建物への被害はありませんで
した。

施設の⽴地が丘陵地にあるため、積雪で⾞が全く通れ
なく職員が出勤できず夜勤者が連⽇仕事に就く状況が
できた。当然、⾷材も運ばれず備蓄の物も使⽤したが、
⼊れ替え時期にあたっていてわずかしかなかった。苦労し
た。

施設への⼭道の途中の樹⽊が倒れて
交通に⽀障をきたした。

利⽤者、職員共に⾞での交通が中⼼なので、積雪のため、
通勤もできず通院もできず⼤変な状態でした。

なし

195 埼⽟県
特にナシ 特にナシ 雪の重みで、枝が折れて庭に落下。被

害は特にナシ
職員の通勤退勤で交通機関の遅れによる若⼲の影響はあっ
たが、⼤きな問題ではない。

特にナシ

196 静岡県

⾬どいが２ヶ所壊れた。 御殿場市なので、雪が９０ｃｍ程積り、職員は全員
歩いてきた。⾷材はあるもので対応し、利⽤者は建物内
で過ごした。

特になし 公⽤⾞も出せず、バスも出ない状況で国道等が渋滞でした。

197 静岡県

鶏舎が雪の重みでつぶれた ・給⾷材料の納⼊遅れ、店でパンが買えない。
・職員、利⽤者に怪我なし
・駐⾞場に⾞がとめられない

特になし ・国道246が⾛⾏⾞線が雪でふさがれているなどで渋滞、通
勤困難。
・その他の道も⾞同⼠がすれ違うのが難しい程の幅しかない。

198 千葉県

特にありません 特にありません 特にありません 運⾏中⽌の影響で職員1名が出勤できなかった。⼜、他の路
線にかえたり⾞通勤から電⾞や徒歩に変更したため遅刻者が
で出た。（早く出たにもかかわらず）

・⽇中⼀時・短期⼊所事業利⽤予定児がキャンセ
ルとなり、収⼊が減る。・各特別⽀援学校が休校に
なり全員⼦どもがいる事になり職員の出勤数、時間
を増やした。放課後デイサービスは2/8は短縮（1
時間）で、2/10は閉所する。児童発達⽀援セン
ターは2/8は短縮（1時間）する。



№ 施設所在地（区部・市町村部・県名） １　建物への被害 ２　利⽤者、職員への被害 ３　樹⽊の被害 ４　交通⼿段からの被害 ５　その他

199 千葉県

・ビニールハウス（園芸⽤）・停電と⽔
道・2/14夜8:00〜2/15⼣⽅5:30
停電による暖房設備及⾷事提供・ト
イレ使⽤できず。

職員の通勤（⾞の移動）。⾮常⾷で対応。 学園内樹⽊⼀部倒れた。 積雪で⾃宅から⾞が出せない。落⽯や樹⽊が倒れ、道路が
⾊々な所で通⾏⽌めとなり迂回によって職場にこれない。帰
宅時間がかなり遅れた。

2/14（⾦）13時送迎

200 千葉県 なし なし 樹⽊の枝2本折れました。 なし なし

201 千葉県

ライフラインへの被害は特になし 利⽤者の帰宅⽇とかさなり、学園に残る⼈が増えたた
め、14、15⽇の⼣⾷をお弁当にして対応した。帰宅バ
スは都内の交通渋滞により、通常の倍以上の時間がか
かった。

敷地内の樹⽊が折れた。 積雪により、⾞での通勤が困難となり、学園に宿泊した職員
が数名いた。

202 栃⽊県

電話、メール不通（2/1720：00現
在）
パイプハウス（５．４ｍ×１８ｍ）
１棟つぶれる

203 栃⽊県

建物への被害はなし。停電：⾜尾町
地区全てが2/15〜2/16PM23:00
にかけて停電。⾮常⽤⾃家⽤発電装
置（燃料の継続的補給）で対応。
実害なし。道路：70〜80㎝の積雪
国道までの道路確保のため、市道も
含め最⼤3台の重機を使い、職員が
徹夜で除雪し、実害なし。

利⽤者：⾷事は在庫の材料と⾮常⾷材を組み合わせ
て3⾷提供、暖房、給排⽔、照明は、調整しながら対
応し、実害なし。職員：⽇光⽅⾯の者は2/15.16⾃
宅待機。⾜尾町地区の職員で対応。歩いて出勤する
者多数。送迎⾞を出して対応した。職員の⾃宅の⾞庫
がつぶれた事例が数件みられた。交通事故等や直接の
被害はなかった。

⼭材被害有り、施設周辺の低⽊につい
ては雪の為未確認。

2/15朝、管理者、幹部職員は⾃⼒で施設へ向うがたどり着
けず、道路に⾞を放置して、四駆ジープへ同乗し出勤。調理
員は朝4:00から歩いて出勤（⾜尾地区のみ）。⾜尾地区
職員は、徒歩で動ける⾞で送迎。職員も帰宅できない。
（意志で帰宅しない者を含む）者を合せ、通常より多い配
置で対応できた。

・休⽇の余暇活動（外部講師、⺠謡クラブ等）、
訪問散髪の中⽌、等⽇課の調整を⾏った。・対応
職員に対する超勤、振休等は、⾮常事態を迅速
に回避できたので、充分に対応する⽅針とした。

204 栃⽊県

１〜６内容については№203と同じ
（№203に⼊⼒あり）
ビニールハウス１棟が倒壊した。

建物に隣接する⼭林の中で倒⽊が１
０本近く有、そのうち２本は建物に架
かってしまい、職員がチェーンソウを使⽤
して撤去する。

主要道路が１本のため、通⾏⽌めになると職員の出勤が出
来ない。

205 ⻑野県
作業⽤テント2棟つぶれる 温泉卵が届かず他のメニューとなる。パンが届かず、ご飯

⾷のメニューとなる。
特になし 雪のため、⾞が動けず出勤不可能な職員がいる。職員が⾃

宅に帰れず施設に連泊する。
⽇中⼀時⽀援と放課後デイサービスを17と１８⽇
を中⽌する。

206 宮城県 通所送迎⾞輌の運⾏を⽌めました。（2⽇間） 特にありません。 予定していた東京保護者会を急遽延期しました。
207 ⼭形県 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

208 ⼭形県
無し 無し 無し 直接的な⼤きな被害は無いが、（給⾷の⾷材で仙台⽅⾯

から配送になるパンが⽉曜に納品ならずご飯に変更、その他
雪害により野菜等がのうひんならない可能性有）

無し

209 ⼭形県 被害無し 被害無し 被害無し 被害無し

210 ⼭梨県
現在のところ無（重油の供給が⼼配
なので、暖房時間の短縮を⾏ってい
る）

・⾷材が⼊ってこず、メニュー変更をしている。
・職員も通勤できず、園内に泊まりこんでいる。

特になし ・出勤、退勤できない
・５時間かかって徒歩で通勤している者もいる。

・短期⼊所者の帰宅ができず延⻑せざるえない状
況。
・通所2/17、2/18閉所、延⻑の可能性あり

211 ⼭梨県
なし ⾷材は全く⼊ってこなかったので⾷材を⼯夫して対応。も

う少し⻑びけば⾮常⾷で対応（2/18現在）、利⽤者
の外出は全くできていない。

なし 帰宅困難職員５名で２泊３⽇を対応、その後徒歩で出勤
できた職員の応援で今⽇に⾄る。職員２名はまだ家に帰れ
ず。

暖房、⾵呂⽤の重油が５⽇分しかストックできない
ので、給油⾞が⼊れるようになるまで⼊浴を１⽇お
きにした。

212 ⼭梨県
特にありません ２⽉１９⽇現在において⾷材料が尽きてしまいます。

今後は防災⾷になります。
特にありません 徒歩出勤、泊り込み等ありましたが、ほぼ⾞通勤が可能にな

りました。
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213 ⼭梨県

施設運営に⽀障が出るような⼤きな
被害は現在のところありませんが、⾬
樋の破損・フェンスの折れ曲がり・アンテ
ナの故障が確認されています。残雪が
多く、被害全体の確認はまだできてい
ません。※積雪量130ｃｍくらい

利⽤者：外での活動ができないため、ストレスが⾒受け
られる⽅がいます。
職員：通常業務に加え、職場や⾃宅の除雪作業続き
で、ほとんどの職員が疲労を訴えています。

⽬視できる範囲では、倒⽊など確認して
おりませんが、残雪で⽴ち⼊れない場所
も多く、被害状況は不明です。

職員の帰宅困難、出勤困難者が続出して、帰宅困難者が
最⻑４泊して出勤困難者に代わって職務を⾏いました。現
在でも道路状況の改善の遅れや交通機関の乱れで通勤に
⻑時間を費やす職員が多数おります。

・郵便物の遅れ、宅配業者の取扱い制限で物流
に多少の⽀障が出ています。
・融雪剤の確保が難しかったり、その費⽤が例年以
上に多くなりそうです。


