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10．広 報 活 動

１　震災当初の断水広報
　南部地区から断水が始まったが、伏拝地内の法面崩落により国道４号バイパス

が通行止めになったため、しのぶ台団地を経由して蓬萊、桜台、あさひ台、南福

島ニュータウンの広報に、SAS１名を含む６名が３月11日午後５時20分から午

後８時まで公用車３台で広報を行ったが、市内全域の断水広報には対応出来な

かった。

２　給水活動中の広報（給水車支援）
　３月12日の午前５時から開始した各支所などでの給水に併せ、支所周辺を公用

車で広報した。

　ラジオなどで応急給水の開始を知った市民が列を作り始め、水道業者とともに

給水活動を行った。

３　復旧状況の広報
　復旧、通水となった地域の状況などは、適時、FMポコで発信したほか、ふく

しま市政だより速報版の紙面で市民に広報した。

　なお、支所などの給水場所には、市政だより速報版や新聞記事などが掲示された。

 別記『ふくしま市政だより速報版』参照…37㌻ 

４　報道機関対応
　報道機関から被害状況、復旧見込み等について問い合わせが多く寄せられたが、

復旧地区などの情報の共有に時間を要し、速やかな対応が出来なかった。

　なお、通水状況などは福島市災害対策本部の記者会見などで一括して行った。

【報道機関個別取材状況】

取材方法 報　道　機　関　名

来　　局
NHK、テレビユー福島、福島民報新聞社、
福島民友新聞社、朝日新聞社、日本水道新聞社

電　　話
NHK、福島テレビ、テレビユー福島、福島中央テレビ、
読売新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社



―　　―37

○福島学院大学（瀬上）２階倒壊。２階に３名閉じ込め。 ⇒ 無事救出 

○市内６カ所で火災発生。 ⇒全て鎮火 

○飯坂町平野「はなひらの」建物崩壊。 

        ⇒ 飯坂学習センターへ避難（30～40人） 

○法面崩壊（伏拝・山ノ入町内会）。 

○森合ガード下冠水のため通行止め。 

○天神橋・鎌田大橋、橋脚にヒビのため、通行止め。 

○国道４号･伏拝で土砂崩れのため、黒岩交差点～伏拝交差点間が通行止め。 

○駅前地下道、駅前北地下道、大町地下道が通行止め。 

○旧国道399号・ホテル天竜閣前が通行止め。 

○大森・城山公園西側で地すべり被害発生。 

※人的被害：死亡者なし、けが人搬送15名程度。 

市内の主な被害状況をお知らせします【12日4:30現在】 

～ 道路・水道担当部署、各消防署で被害状況の確認・対策に当たっています ～ 

第1号 3月12日(土) 

－ ご利用ください － 
災害用伝言ダイヤル・伝言板 

 

 電話が繋がりにくいため、通信各社では

災害用伝言サービスを提供しています。 

■ＮＴＴ東日本 災害用伝言ダイヤル

｢171｣ 
 171番をダイヤルすると伝言を録音・再

生できます。 ■ＮＴＴドコモ iモード災害用伝言板

サービス  i-MENUトップメニューなどからアク

セス。 
■ＫＤＤＩ 災害用伝言板サービス 

 EZWEB トップメニューか auone

トップから。 ■ソフトバンクモバイル 災害伝言板 

 Yahoo！ケータイの災害用伝言板メ

ニューかMy Softbankから。 
そのほか、 ■ウィルコム 災害用伝言板 
■イー・モバイル 災害用伝言板 
 のサービスも提供されています。 

あさひ台団地(伏拝)の一部に避難指示 
対象の全世帯が無事避難を完了 

けが人なし 
対象世帯：団地西部・約80戸【法面崩壊に伴う指示】 

ピストン輸送で行います 
給水車による給水のお知らせ 

 現在、市内全域で断水しております。復旧までご協力ください。 

 次の場所で給水を行います。容器の持参にご協力ください。 

 

①中央学習センター  ②三河台学習センター 

③渡利支所      ④杉妻支所 

⑤蓬萊支所      ⑥清水支所 

⑦東部支所      ⑧北信支所 

⑨信陵支所      ⑩吉井田支所 

⑪飯坂支所      ⑫信夫支所 

⑬松川支所      ⑭吾妻支所 

【12日午前2時45分現在の避難状況】避難所74カ所に6,910名の方が避難しています。 

避難・地震等に関するお問い合わせ／最寄りの支所 または 広報広聴課☎５２５－３７１０ 

  3月16日
(水) 

【15日16:0
0現在の避難状況】避難所48カ所に7,62

1名の方が避難しています。 

避難・地震等に関するお問い合わせ／最寄りの支所 または 広報広聴課☎５２５－３７１０ 

給水できる場所のお知らせ 

～24時間給水できます～ 

 

①北信支所 

②吾妻支所 

③ふくしま北中央公園【東側のみ】 

 (南矢野目字清水前) 

  ･･
･トイレ

も利用
できま

す 

④片目清水公園(笹谷字片目清水) 

  …
トイレ

も利用
できま

す 

⑤稲場公園(笹谷字稲場) 

⑥谷地東公園(南矢野目字谷地) 

  …
トイレ

も利用
できま

す 

⑦ひよどり公園(南矢野目字桜内) 

⑧菅原公園(南矢野目字道下) 

⑨はちまん公園(南矢野目字荒屋敷) 

⑩原田公園(北矢野目字原田) 

仮設
・災害

用トイ
レのお

知らせ
 

 

 次の場所でトイレが利用できます。 

 

○橘
高等

学校
   ○清

明小
学校

 

ピストン輸送で行います 

給水車による給水のお知らせ 

 16日は次の場所で給水を行います。 

 容器の持参にご協力ください。 

◇時間／午前５時３０分（予定）～ 

    午後８時（予定） 

①中央学習センター   ②
三河台学習センター 

③渡利支所     
④杉妻支所     

⑤蓬萊支所     
   

⑥清水支所     
⑦東部支所     

⑧信陵支所    
       

⑨吉井田支所   ⑩
飯坂支所     

⑪信夫支所     
   

⑫松川支所     
⑬西支所     

  ⑭飯野支所 

⑮大波出張所 

 

◇時間／午前９時～午後５時（予定） 

⑯立子山支所  

 

◇時間／午前１０時、午後５時(予定)【２回】 

⑰桜台団地 

 （場所はスピーカーでお知らせします） 

 

 ご厚意により、井戸水を提供してくださっ

ているお宅があります。「井戸水おわけしま

す」の貼り紙等を見たら、そのお宅にお声か

けください。飲料水として使用する場合は、

必ず煮沸してください。 

◆◆
◆学

校情
報◆

◆◆
 

○全ての市立幼稚園、小・中学校、特別支援学校

は、3月18日(金)まで休校となります。 

○市立幼稚園の修了証書授与式は、3月22日(火)に

延期になりました。 

 市で
は、今

回の
災害

に関
する情

報をエ
フエ

ム・ポ
コ(周波

数：7
6.2MHz)に

委託
して放

送し

ていま
すので

、お聞
きくだ

さい。
 

緊急被
ばくス

クリー
ニング

を実施
してい

ます 

 県では、１５日から避難所を巡回して、緊急被

ばくスクリーニングを実施しています。 

 実施場所は、当日に県から新聞・テレビなどで

公表されます。 

■問い合わせ／県災害対策本部 

       ☎５２１－２１０１ 

  3月21日(月・祝日)    

避難・地震等に関するお問い合わせ／最寄りの支所 または 広報広聴課☎５２５－３７１０ 

○２０日は、次の地区で水道が復旧しました。 

・御山 ・旧市内(ハローワーク・文化センター周辺・信夫山北側) 

・しのぶ台 ・荒井 ・上名倉 ・庭坂  

 震災後の通水にあたっては、急な圧力の上昇による配水管の破損を防ぐため、水の圧力を調整し

ながら、慎重に作業を進めています。各家庭で一斉に水の使用が始まり、一時的に水の使用量が増

大しており、配水池から遠い地域に水が届かないという状況になっています。市内全域に水が行き

渡るよう、当面の間、節水に努めていただきますようお願いいたします。 

 市では、水道の復旧に今後とも全力で取り組んでまいります。 

水道の復旧に全力で取り組んでいます 

～市内の約９１％・約１０万１千戸で水道が利用可能に～ 

◆◆◆道路・交通情報◆◆◆ 

○ＪＲ新幹線は東京ー那須塩原間

運行（１時間に２本程度）。 

○次の路線バスは運休しています。 

【福島交通】飯坂中茂庭、【自治体バ

ス】川俣松川線、川俣飯野線 

○高速バスは次の通り運行。 

【福島-郡山】通常運行、【福島-仙台】

1日10往復(乗降場所は福島駅東口と仙台

駅前のみ)、【福島－新宿】福島から１

日３往復（臨時ダイヤ運行）、【郡山－

那須塩原】臨時ダイヤ運行(乗降場所は

郡山駅前と那須塩原駅前のみ) 

（単位：マイクロシーベルト） 

市内で測定された環境放射能測定値（県発表） 

 

※固定式の測定場所は、県北保健福祉事務所事務局東側駐車場。 

固定式 (20日) 

時 間 午前３時 午前６時 午前９時 
正午 

測定値 9.63 
9.33 

9.17 
8.97 

移動式 (19日) 

福島市役所 自治研修 センター 福島西IC 果樹研究所 

地 点   

測定値  (時間)  

1回目 9.30 
2.00 

4.78 
5.38 

(9:00) (10:00) (9:00) (9:00) 

2回目 9.37 
2.54 

5.89 
5.41 

(15:00) (14:00) (14:00) (14:00) 

◆時間／午前５時３０分(予定)～午後８時(予定) 

○杉妻支所  ○松川支所     ○西支所     ○飯野支所   ○大波出張所
 

◆時間／午前９時（予定）～午後８時（予定）  ○南向台小学校 

◆時間／午前７時(予定)～午後８時（予定） 

○しのぶ台ニュータウン（しのぶ台第３公園）  ○南福島ニュータウン(弥生公園多目的広場)     

○御山集会所     ○カワチ薬品福島南店駐車場(鳥谷野）    （新）○岡山小学校    

（新）○花見山散策コース駐車場   （新）○杉妻学習センター    （新）○小倉寺大巻地内    

（新）○太平寺児童遊園    （新）○伏拝山ノ入地内 

※復旧後も供給が安定するまで給水車による給水を行います。 

   ２１日の給水車による給水のお知らせ 

容器の持参に ご協力ください 




