
【地震情報】緊急お知らせ NO27（ライフラインについて 3 月 21 日中国時間 14:00 現在） 

 

（2011 年 3 月 21 日 中国時間 14:00 現在） 

 

福島県上海事務所に、福島に住んでいる家族を心配した問い合わせが多数寄せられておりまし

たので、福島県におけるライフラインの状況についてまとめました（下線部は更新した部分）。ご

参考ください。 

 

福島県庁の「平成 23 年度東北地方太平洋沖地震に関する情報」はこちらをご覧ください。 

 

 

Ⅰ 福島県内の情報 

＜避難所＞ 

○避難所リスト（3 月 20 日 19:33 現在） 

http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0320.pdf 

※定員がありますので事前にご確認ください。 

○福島県近接都県の一次避難所について(3 月 21 日現在) 

福島県近接都県（新潟県、東京都、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、神奈川県）において

一次避難所が設置されています。 

【問い合わせ先】http://www.nga.gr.jp/news/2011/post-690.html 

○避難所入所者情報 

 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinansyalisuto03202000.pdf 

 

 

＜水道＞（3 月 20 日 18:00 現在） 

福島市、二本松市、伊達市、国見町、郡山市、須賀川市、天栄村、鏡石町、白河市、西郷村、矢

吹町、泉崎村、南相馬市、いわき市など 121,701 戸で断水しています。 

（双葉町、南相馬市（小高）、浪江町、葛尾村では避難等により確認できていません。） 

詳しくはこちらをご覧ください。 

http://www.pref.fukushima.jp/j/20110320suidouhigai.pdf 

 

 

＜電気＞（3 月 20 日 18:00 現在） 

浜通りの一部（沿岸 10 市町）で 38,092 戸が停電しています。 

 

 

＜都市ガス＞（3 月 20 日 12:00 現在） 

県内 13,640 戸で供給停止 

○配給停止戸数 

・東部ガス株式会社 600 戸 



・福島ガス株式会社 66 戸 

・東北ガス株式会社 290 戸 

・常磐都市ガス株式会社 362 戸 

・常磐共同ガス株式会社 12,322 戸 

 

 

＜電話＞（3 月 21 日現在） 

・NTT 回線 浜通りで 25,300 回線不通 中通り、会津は回復 

 公衆電話を無料で使用することができます 

 避難所 54 箇所に計 144 回線の特設公衆電話（無料）設置 

・携帯電話 一部つながりにくい地域があります 

 

 

＜交通＞ 

○新幹線（3 月 21 日現在） 

・東北新幹線 東京～那須塩原間 運行（那須塩原以北は不通） 

・山形・秋田新幹線 運休 

・上越・長野新幹線 運転 

 

○鉄道（3 月 21 日現在） 

・東北本線 運休 

・会津鉄道 西若松〜田島間断続的に運行中（上下線ともに 1 日 5 本運行） 

その他、県内全て運休 

 

○高速道路（3 月 21 日現在） 

東北道 通行不可 

磐越道 通行不可 

常磐道 三郷 JCT～水戸 IC 通行可能 

    水戸 IC～いわき中央 IC 3 月 21 日 10 時に通行可能となります。 

※多くの区間が通行止め、もしくは緊急車両専用となっています。 

 

○主要一般道路（福島県内）（3 月 21 日現在） 

路面に亀裂等がある場合がありますのでご注意ください。 

・国道 4 号線 一部の箇所で交通規制が行われています。 

・国道 6 号線 計 10 箇所で通行止め 

・国道 13 号線 通行可 

・国道 49 号線 通行可 

・国道 294 号 会津若松市（湊町）～白河市（田中山：国道 4 号）まで通行可 

・国道 289 号（甲子道路） 会津若松市（大戸町）～白河市（南真舟：国道 4 号）まで通行可 

※福島県主要道路規制状況 



http://www.pref.fukushima.jp/j/douro_tsukoukanou_6.pdf 

※自動車・通行実績情報マップ 実際に通行できた道路を確認できます。 

※ドライブトラフィック 高速道路の通行状況を確認できます。 

※災害時ガソリンスタンド情報 ガソリンスタンドの営業情報を共有できます。 

 

○高速バス 

・福島交通 024-535-4101（3 月 21 日現在） 

福島－郡山 運行 

郡山－会津 運行（「郡山駅前」と「若松駅前」のみの乗り降り） 

福島－仙台 一部運行（福島駅東口から仙台駅前まで） 

福島・郡山－新宿 運行（前売り制） 

郡山－新越谷（埼玉） 運行 

郡山－いわき 運行（いわき駅、郡山駅前のみの乗り降り） 

郡山－那須塩原 臨時運行 ※東北新幹線（那須塩原駅～東京駅）に接続できます。 

・会津バス 0242-22-5555 

会津－新潟 運行 

会津－郡山 運行（「郡山駅前」と「若松駅前」のみの乗り降り） 

喜多方・会津若松・猪苗代－新宿駅新南口 運行 

会津－いわき 運休 

会津－福島 運休 

会津－仙台 運休 

・新常磐交通 0246-72-2131（3 月 19 日現在） 

いわき－福島空港 運行 

いわき－郡山 運行（いわき駅、郡山駅前のみの乗り降り） 

いわき－東京 運行 

・JR バス関東 

いわき－東京 一部再開 （予約不要） 

・JR バス東北 022-256-6646（8:30～18:30）（3 月 19 日現在） 

福島－仙台便（東北自動車道経由）一部の便(福島駅･仙台駅のみ停車） （予約不要） 

福島･郡山－新宿便 （東北自動車道経由）一部の便運行 

仙台－新宿便（東北自動車道経由）一部運行 （予約要） 

仙台－新潟便（一般道経由） 全便運行 （予約要） 

仙台－米沢便 運行 （予約不要） 

その他、仙台－古川便、仙台－大曲便、仙台－湯沢便、仙台－大館便、盛岡－東京便、仙台－

花巻･北上便、東京－羽後本荘便、仙台－盛岡便、仙台－古川便、仙台－秋田便が運行されて

います。 

・宮城交通 

仙台－福島便 一部運行 

 

○路線バス 



・福島交通路線バス（3 月 21 日現在） 

以下の路線以外運行 

（福島管内）川俣・原町、中茂庭 

（郡山管内）古道、常葉、常葉経由横道、常葉経由柳渡戸 

（白河管内）白河・芦の口、白河・小田川、北部循環、南部循環 

（相馬管内）相馬・南相馬地区全ての路線 

福島支社 024-535-4101、郡山支社 024-944-5400、二本松営業所 0243-23-0123、相馬営業所

0244-36-2171、須賀川営業所 0248-75-3184、白河営業所 0248-23-3151、石川営業所

0247-26-2151、船引出張所 0247-82-1101 

・新常磐交通路線バス：全線運休 

 ・会津バス：減便の上全線運行（一部迂回運行します） 

 

○福島空港 

国内便 札幌、羽田、名古屋、大阪方面行きの国内臨時便が運航されています。 

国外便 東方航空（福島－上海） 20113 月 17 日～20114 月 28 日 運休 

    アシアナ航空（福島－ソウル） 2011 年 3 月 19 日～2011 年 4 月 30 日 運休 

※福島空港まではリムジンバスが運行されています。 

※詳しくは福島空港ホームページ（http://www.fks-ab.co.jp/）をご覧ください。 

 

（問い合わせ先） 

ANA 東京（羽田）、大阪（伊丹）、名古屋（中部）、札幌（新千歳） 

電話番号 0570-029-222 

エア・ドゥ 札幌（新千歳） 

電話番号 0120-057-333（6:30～22:00） 

 

 

＜医療＞（3 月 21 日現在） 

受入を制限している医療機関がありますのでご注意ください。 

診療機能に制限のある医療機関リスト 

 http://www.pref.fukushima.jp/j/iryoukikan8.pdf 

 

＜物流＞ 

・郵便物（日本郵政）（3 月 21 日現在） http://www.post.japanpost.jp/index.html 

福島県は配達困難地域に指定されています。 

・佐川急便（3 月 21 日現在） http://www.sagawa-exp.co.jp/ 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県への「営業店止めサービス」を再開しました。

営業店への荷物持ち込みによる発送は可能です。 

 

・クロネコヤマト（3 月 21 日現在） http://www.kuronekoyamato.co.jp/ 

3 月 21 日（月）12 時より、岩手県、宮城県、福島県でのサービスが再開されますが、当面は「発



送は対象営業所への持込み」、「受取は対象営業所止め」となります。 

福島県の対象営業所の一覧 

http://www.yamato-hd.co.jp/information/info/data/notice_1103_01_fukushima.pdf 

・ゆうパック（3 月 21 日現在） http://www.post.japanpost.jp/index.html 

発送、受取とも取り扱いしていません。 

 

 

＜インターネット＞ 

・不通の地域が一部あります。 

・公衆無線 LAN サービス「ソフトバンク Wi-Fi スポット」を無料で使用できます。 

 無線 LAN に対応する機種であればソフトバンク以外でも利用できます。 

・NTT 東日本が無線 LAN のスポットを無料開放しています。（6 月 30 日まで） 

Web サイト（NTT 東日本） 

 

 

＜災害情報＞ 

○ラジオ 

・ラジオ福島 福島局 1458KHz、郡山局 1098KHz、若松局 1395KHz、いわき局 1431KHz、

原町局 801KHz 

・エフエム・ポコ（福島市）76.2 MHz 

・ココラジ（郡山市）79.1MHz 

・SEA WAVE FM いわき（いわき市）76.2 MHz 

○福島県ライフライン情報（GoogleMap 福島県のライフライン情報） 

○福島県警災害本部相談電話「行方不明者・警察安全相談コーナー」 

衛星携帯電話 090-8424-4207・090-8424-4208 

フリーダイヤル 0120-510186 

○NHK の安否情報ダイヤル 

03-5452-8800（午前 9：00～深夜 0：00） 

050-3369-9680（午前 9：00～深夜 0：00） 

○Google Person Finder（安否確認） 

 http://japan.person-finder.appspot.com/ 

 NHK の安否情報ダイヤルと、携帯電話各社の「災害伝言板」も検索可能になりました。 

○赤十字国際委員会（安否確認） 

 http://www.familylinks.icrc.org/wfl/wfl_jap.nsf/docindex/locate_jap 

○避難所入所者情報センター（福島県災害対策本部） 

避難所の入所者に関する電話による問い合わせに対応します。毎日 8 :00～22 :00 

問い合わせ先 024－521－5543、024－521－5544 

○避難所入所者情報（福島県災害対策本部）（3 月 20 日現在） 

http://www.pref.fukushima.jp/j/hinansyalisuto03202000.pdf 

 



 

＜銀行＞ （3 月 19 日現在） 

○東邦銀行 0120-104-157（平日 9:00～17:00） http://www.joyobank.co.jp/ 

以下の店舗以外営業 

（川俣支店、郡山市役所支店、三春支店、船引支店、小野支店、矢吹支店、原町支店、相馬

支店、小高支店、浪江支店、富岡支店、双葉支店、楢葉支店、大熊支店、平支店、平西支店、

内郷支店、湯本支店、小名浜支店、植田支店、勿来支店、いわき市役所支店、谷川瀬支店、

四倉支店、 いわき泉支店、いわき鹿島支店、神谷支店、水戸支店、日立支店） 

○福島銀行（平日 9:00～15:00） http://www.fukushimabank.co.jp/ 

以下の店舗以外営業 

（相馬支店、原町支店、浪江支店、富岡支店、四倉支店、平支店、内郷支店、湯本支店、小

名浜支店、植田支店、船引支店、川俣支店、平東出張所） 

○大東銀行 http://www.daitobank.co.jp/ 

 下記の店舗以外営業 

（相馬支店、原町支店、鹿島支店、富岡支店、浪江支店、平支店、神谷支店、小名浜支店、

湯本支店、植田支店、いわき東支店、うねめ支店、梁川支店、川俣支店、船引支店、小野支

店） 

○常陽銀行 http://www.joyobank.co.jp/ 

下記の店舗以外営業 

（平支店、植田支店、湯本支店、小名浜支店） 

※通帳を無くした場合でも、本人が確認できれば預金を下ろせる場合がありますので、窓口

にご相談ください。 

 

 

＜その他＞ 

○電話通訳サービス 

株式会社ブリックス 

緊急災害電話通訳：050-5814-7230（無料ですが通話料は発生します） 

サービス内容 

・24 時間対応 英語・中国語・韓国語 

・9：00～18：00 英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 

・日本人がそばにいる状態で、電話の受け渡しによる電話通訳サービスです。 



Ⅱ 営業中の店舗情報 

※営業時間の短縮、売り場を縮小等、通常の営業とは異なる場合があります。 

※各企業のホームページで確認しています。詳しくは各店舗にお問い合わせください。 

 

○イトーヨーカドー（3 月 18 日現在） http://www.itoyokado.co.jp/ 

福島店 福島市太田町 13-4  024-531-2111 

郡山店 郡山市西ノ内 2-11-40 024-939-1411 

平店 いわき市平 6-6-2 0246-23-3636 

 

○ヨークベニマル（3 月 21 日現在）http://www.yorkbeni.co.jp/ 

・郡山地区 

台新店 郡山市台新 1-30-9 024-934-4911 

コスモス通り店 郡山市御前南 6-3 024-962-4911 

新小原田店 郡山市小原田 5-11-11 024-941-3960 

荒井店 郡山市安積町荒井字西原 1 024-937-1149 

堤下店 郡山市堤下町 1-75 024-991-4922 

菜根店 郡山市菜根 5-1-5 024-934-3321 

安積町店 郡山市安積 2-121 024-945-8711 

八山田店 郡山市喜久田町字四十坦 12-13 024-991-8801 

横塚店 郡山市横塚 2-12-32 024-941-8415 

希望ヶ丘店 郡山市大槻町字菅田 5 024-951-4911 

三春店 三春町字中町 45-1 0247-62-2002 

メガステージ田村店 田村市船引町船引字源次郎 119-22 0247-81-1311 

・福島地区 

浜田店 福島市浜田町 11-2 024-535-1171 

平野店 福島市飯坂町平野字上前田 3-1 024-543-1511 

福島西店 福島市八島田字琵琶渕 29 024-555-2449 

福島泉店 福島市泉字道下 6-2 024-557-4155 

太平寺店 福島市太平寺字坿屋敷 50 024-544-1126 

吉倉店 福島市吉倉字八幡 30-1 024-544-0901 

南福島店 福島市黒岩字田部屋 40 024-545-1171 

伊達店 伊達市前川原 55 024-583-4171 

梁川店 伊達市梁川町字右城町 15 番地 024-577-4900 

二本松インター店 二本松市成田町 1-810 0243-23-2611 

本宮館町店 本宮市本宮字館町 202 0243-33-2211 

本宮インター店 本宮市荒井字久保田 132-8 0243-63-5525 

・県南地区 

須賀川西店 須賀川市山寺道 14-5 0248-73-4911 

メガステージ須賀川南店 須賀川市高久田境 91-1 0248-75-4911 

メガステージ白河店 白河市新高山 19 0248-31-1149 



白河昭和町店 白河市昭和町 214 0248-27-1181 

棚倉店 棚倉町大字花園字広沢 45 0247-33-1149 

メガステージ石川店 石川町字長久保 294-7 0247-56-4301 

小野プラザ店 小野町大字飯豊字柿人 63 0247-71-1449 

メガステージ矢吹店 矢吹町八幡町 550-1 0248-41-2551 

・会津地区 

全店開店 

・浜通り地区 

内郷店 いわき市内郷御厩町 3 丁目 150 0246-45-1123 

 

○コープマート（3 月 21 日現在）http://www.fukushima.coop/ 

・店内営業店舗 

新町店 福島市新町 6-35 024-535-0862 

方木田店 福島市大森字北島 20-１ 024-546-4191 

やのめ店 福島市南矢野目字向原 1-1 024-553-8800 

いずみ店 福島市森合字清水７ 024-557-4043 

あだたら店 二本松市油井字中田 1-1 0243-22-7591 

桑折店 桑折町字西大隅 93-5 024-582-5221 

梁川店 伊達市梁川町字御八郎 13-1 024-577-3950 

・店頭営業店舗 

瀬上店 福島市瀬上町字町尻 70-5 024-553-7371 

笹谷店 福島市笹谷字中谷地 14-1 024-557-5800 

国見店 国見町大字藤田字五反田 1-3 024-585-3171 

保原店 伊達市保原町字市柳 24 024-576-3641 

※営業時間は、各店 10:00~15:00 頃としていますが、商品入荷事情などにより変更する場

合があります。 

 

○リオンドール（3 月 21 日現在）http://www.liondor.jp/ 

・会津地区 

通常どおり開店 

・中通り地区 

郡山東店 郡山市西田町大田字宮木田 61  0247-62-7511 

塙店 塙町大字塙字大町 3-7-1  0247-43-1171 

棚倉店 棚倉町大字流字餅田 3-1  0247-33-7101 

須賀川南店 須賀川市緑町 121  0248-76-1155 

石川店 石川町大字双里字赤沼 5  0247-26-1141 

浅川店 浅川町大字浅川字月斉 19-1  0247-36-4555 

玉川店 玉川村大字小高字北畷 10-1  0247-57-4311 

矢祭店 矢祭町大字東館字牛小路 12-2 0247-46-4130 

川俣店 川俣町大字鶴沢字鶴東 68 024-566-2888 



船引店 田村市船引町船引字川代 78 0247-81-1511 

 

○いちい（3 月 18 日現在）http://www.ichii-yume.co.jp/ 

 蓬莱店 福島市蓬莱町 2-2-1 024-549-8222 

 パワーデポ食品館 福島市八木田字榎内 52-2 024-539-5151 

 信夫ヶ丘店 福島市矢倉下 5 024-534-1110 

 福島西店 福島市八島田字勝口 27-1 024-558-8888 

 川俣店 川俣町大字鶴沢字社前 12-1 024-538-0538 

 飯坂店 福島市飯坂町字月崎町 12-4 024-541-3000 

 庭坂店 福島市町庭坂字新町 31-1 024-591-1219 

 鎌田店 福島市鎌田字一里塚 9-19 024-553-8585 

 須賀川東店 福島市鎌田字一里塚 9-19 024-553-8585 

 

○カインズホーム（3 月 20 日現在）http://www.cainz.co.jp/ 

会津若松店 会津若松市門田町大字黒岩字大坪 21 0242-29-1122 

喜多方店 喜多方市関柴町西勝字鴨屋敷 8-2 0241-21-1200 

FC 川俣店 川俣町大字鶴沢字学校前 15 024-565-5000 

 

○ダイユーエイト（3 月 14 日現在）http://www.daiyu8.co.jp/ 

浜通りの避難指示のある店舗、損傷の激しい店舗など一部店舗では休業 

それ以外の店舗では通常営業 

 

○カワチ薬品（3 月 18 日現在）http://www.cawachi.co.jp/ 

浜通り地区の店舗 休業 

 

○ヤマダ電機（3 月 19 日現在）http://www.yamada-denki.jp/index2.html 

会津若松店 会津若松市町北大字上荒久田字村北 110-1 0242-37-1390 

白河店 白河市新高山 29 0248-33-3050 

福島店 福島市御山三本松 46 024-528-8711 

※郡山南店、いわき店、いわき平店、郡山本店、福島原町店、相馬店、須賀川店は休業 

 

○コジマ電機（3 月 21 日現在）http://www.kojima.net/ec/top/CSfTop.jsp 

白河店 白河市北真舟 172-2 0248-31-2401 

会津若松店 会津若松市花春町 4 番 1 号 0242-28-7711 

※郡山店、いわき店、福島店、方木田店は休業 

 



Ⅲ 県内各地域の情報 

 福島県庁の「平成 23 年度東北地方太平洋沖地震に関する情報」とあわせてご覧ください。 

 

＜福島市＞ 

○避難所（3 月 19 日現在） 

＜学校＞ 

第一小学校、第二小学校、三河台小学校、清明小学校、蓬莱小学校、大森小学校、北沢又

小学校、南向台小学校、清水小学校、蓬莱中学校、第二中学校、第三中学校、清水中学校、

渡利幼稚園 

＜支所・学習センター＞ 

北信支所（学習センター）、飯坂支所（学習センター）、信夫支所（学習センター）、信陵

支所（学習センター）、吾妻支所（学習センター）、杉妻学習センター、吉井田学習センタ

ー、渡利学習センター、清水学習センター、もちずり学習センター、吾妻学習センター分

館 

＜その他＞ 

創価学会会館、市民会館 1 階敬老センター、県青少年会館、福島テルサ、福島競馬場 

※道路に陥没や倒壊があります。避難する際は、十分ご注意ください。 

※避難所で毛布と食料が不足しています。避難所へ避難されるかたは、できるだけ毛布と食

料をお持ちください。 

 

○給水所（3 月 21 日現在） 

3 月 21 日（月曜日）の給水場所 

・杉妻学習センター（7:00～20:00） 

・杉妻支所・松川支所・西支所・飯野支所・大波出張所（5:30～20:00） 

・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）、太平寺児童遊園（太平寺町ノ

内 53-1）（7:00～20:00） 

・岡山小学校、花見山散策コース駐車場、小倉寺大巻地内、伏拝山ノ入地内（7:00～20:00） 

・南向台小学校、伏拝沼ノ上地内、伏拝行人森地内、いちい南福島店（黒岩）（9:00～20:00） 

・あさひ台集会所（伏拝）（12:00～20:00） 

 

○水道（3 月 21 日現在） 

3 月 20 日には、市内の約 91 パーセント、約 10 万 1 千戸で水道が利用可能になりました。   

（復旧している地区） 

・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 

・蓬萊（支所周辺、六丁目県営住宅周辺）、立子山（小学校周辺）、松川（県立医科大学周

辺、福島大学周辺） 、飯野(青木の一部） 

・国道 4 号の東側：渡利（一部）から第三中学校まで 

・国道 115 号の南側：大森（済生会福島総合病院周辺）、永井川（一部） 



・東部地区(一部)  

・飯坂町の一部（約 6,200 戸） 

・北矢野目(中央卸売市場周辺) 、南矢野目(国道 13 号から東など)、鎌田(向鎌田を除く)、

宮代(東福島駅周辺など) 、下飯坂(東北自動車道から東など) 、沖高(一部)、瀬上町(向瀬

上を除く) 、丸子(一部)、本内(阿武隈川から西)、南沢又(松川から北・飯坂街道から西)、

北沢又(飯坂街道から西)、笹谷(飯坂街道から西・東北自動車道から東)、泉(一部） 

・由添の一部、南中央の一部、八島田の一部、吉倉の一部、太平寺の一部 

・大原医療センター・北信支所から福島赤十字病院まで北幹線道路などに沿った市内北部

の一部、約 2 万世帯。 

※掲載されていない支所でも、24 時間給水所として、蛇口から出る水を利用できる支所が

あります。給水できる場所一覧をご覧ください。 

 

○電気 

市内完全復旧（3 月 13 日） 

 

○都市ガス（3 月 20 日現在） 

蓬莱地区 4 件中 3 件（不在のため工事できず） 

市街地 60 件対応中 

 

○災害情報 

 福島市役所（地震に関する緊急情報について） 

 http://bousai.city.fukushima.fukushima.jp/info/jishin.html 

エフエム・ポコ（周波数：76.2ＭＨz） 

http://bousai.city.fukushima.fukushima.jp/info/jishin.html 

 

○通信 

NTT 施設支障なし 

 

○交通 

福島交通飯坂線 復旧し、通常運行中 

福島交通路線バス 路線バスは日曜日・祝日ダイヤで運行 

※医大水原線、湯野杉の平線は平日ダイヤで運行 

※運休中の路線 飯坂中茂庭、川俣・原町 

 

○支援物資について 

 毛布・衣類などの物資につきましては、現在十分に届いており、保管場所の不足や物品の

分別整理ができない状況になっています。つきましては、今後は個人のかたからの支援物資

については、当分の間、辞退させていただきます。 

 

 



＜郡山市＞ 

○避難所（3 月 21 日現在） 

 避難所リスト 

 http://www.city.koriyama.fukushima.jp/upload/1/2061_hinan03210900.pdf 

 

○給水所（3 月 20 日現在） 

水道局、開成山公園（開成山野球場前）、堀口浄水場（逢瀬町多田野）、荒井浄水場（荒井

町）、郡山駅前西口広場、大槻行政センター(中央図書館大槻分館) 

 ※24 時間対応 

 

○水道 

一部の地域を除き回復しています。 

水道局浄水課 電話 024-932-7646 

 

○災害情報 

郡山市役所（地震関連情報） 

http://www.city.koriyama.fukushima.jp 

ココラジ（周波数：79.1MHz） 

http://www.kocofm.jp/ 

 

○交通 

路線バスは、土・日曜日、祝日の運行ダイヤで市内全路線運行しています。 

 

○災害ボランティア 

郡山市社会福祉協議会で、災害救援ボランティアを募集しています。（郡山市在住者） 

http://www13.ocn.ne.jp/~k-shakyo/volunteer/saigai-v.html 

 

 

 

＜いわき市＞ 

○避難所 

 福島県ホームページの避難所リストをご覧ください 

 

○給水所（3 月 20 日現在） 

・24 時間 

水道局本庁舎、平一町目公園、菱川町公園、平浄水場、泉浄水場、横町公園、小名浜市民会

館、勿来支所、勿来公民館、川部公民館、天上田公園、遠野支所、上遠野公民館、好間支所、

好間公民館 

・水道からの給水ができる給水所（8:00～18:00） 

平第六小学校、錦小学校、錦中学校、勿来第二中学校、勿来高校、山玉浄水場、内郷コミュ



ニティセンター、内郷第二中学校、好間第一小学校、好間高校、田人支所 

・風船式給水槽などによる給水所 

中央台公民館、高久小学校、藤間中学校、平第五小学校、草野小学校、江名小学校、江名中

学校、小名浜高校、玉川中央公園、植田公民館、植田小学校、金山運動公園、身体障害者共

同作業所（内郷白水町）、四倉高校、大浦小学校、小川公民館、堂田グラウンド(午前)、好

間第四小学校(午後)、（常磐地区内の巡回給水） 

 

○水道（3 月 20 日現在） 

給水が可能な地域は以下をご覧ください。 

http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/010356.html 

 

○災害情報 

いわき市災害対策本部 電話：0246-22-0123 

http://www.city.iwaki.fukushima.jp/ 

 SEA WAVE FM いわき（周波数：76.2 MHz） 

 http://www.fm-iwaki.co.jp/ 

 

○災害ボランティア 

いわき市災害救援ボランティアセンターが開設されました。（いわき市内在住者） 

http://www.city.iwaki.fukushima.jp/machi/community/010290.html 

 

 

 

＜会津若松市＞ 

○避難所（3 月 17 日 11:20 現在） 

現在、市内の各宿泊施設において、下記内容にて被災者を受け入れております。 

・芦ノ牧温泉（会津若松市大戸町） 

受入窓口：芦ノ牧温泉旅館協同組合 0242-92-2336 

宿泊料金（1 泊）：3,000～5,000 円 

※食事については、食材の供給状況により可能な限り対応いたします 

※スクリーニング済の証明書持参の方のみとさせていただきます 

※旅館・ホテルや料金の選択ができない場合がありますので、受入窓口にて調整させてい

ただきます 

※重油・灯油の不足により、暖房が確保できない可能性があります（入浴場のシャワーも

同様） 

・東山温泉（会津若松市東山町） 

現在、受入可能な旅館・ホテルにて収容人数を超えたため調整中。確保できしだい随時公

開予定。 

対応窓口：東山温泉観光協会 0242-27-7051 

・市街地 



現在、受入可能な旅館・ホテルにて収容人数を超えため調整中。 

対応窓口：会津若松旅館ホテル組合 0242-28-9221 

 

○災害情報 

会津若松市災害対策本部 

電話：0242-22-4772 

FAX: 0242-22-4718 

メール：bosaianzen@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

 

○その他 

「旧会津学鳳高校 新体育館（市内追手町 2-41）」にて、支援物資を受付しています。（10:00

～15:30） 

 

 

 

＜浜通り方部市町村 避難所入居者情報問い合わせ一覧＞ 

・南相馬市 南相馬市役所 0244-24-5302（移転なし） 

・相馬市 相馬市役所 0244-37-2171･2172･2206（移転なし） 9:00～17:00 

避難所等に避難されている方の名前、避難先に関する問い合わせ先は、下記のとおりで

す。（午前 9 時～午後 5 時） 

0244-37-2173、0244-37-2172、0244-37-2206、0244-37-2171 

・広野町 小野町町民体育館 0247-72-6246 

・楢葉町 いわき市立中央台南小学校 0246-31-1020 

・富岡町 ビッグパレットふくしま(郡山市) 024-946-8813･8815、024-947-8010 

安否情報等のお問い合わせ先 024-946-8813、024-946-8815 

・川内村 ビッグパレットふくしま(郡山市) 024-946-8828･3375 

安否情報等のお問い合わせ先 024-946-8828、024-946-3375 

・大熊町 田村市総合体育館(田村市船引町内) 0247-82-0039 

・双葉町 さいたまスーパーアリーナ（埼玉県内） 048-601-1503 

・浪江町 二本松市役所東和支所 0243-46-4731～4735 

浪江町災害対策本部 二本松市役所東和支所 2 階会議室 

安否情報のお問い合わせ先 0243-46-4731～4735 

新ホームページ http://town-namie-fukushima.force.com/index 

・葛尾村 川西公民館（会津坂下町内） 

会津坂下町内の避難所分 0242-83-2651･2653 

「あづま総合運動公園」の避難所分 024-593-1111 

「会津自然の家」の避難所分 0242-83-2480 

・新地町 新地町役場 0244-62-2111【移転なし】 

・飯舘村 飯舘村役場 0244-42-1637【移転なし】 

・いわき市 いわき市消防本部地区ごとの対応 



平 0246-24-3945～3947、小名浜 0246-54-2111、 

勿来 0246-63-2111、常磐 0246-43-2111、 

内郷 0246-26-2111、四倉･久之浜 0246-32-2111、 

遠野 0246-89-2111、小川 0246-83-1111、 

好間 0246-36-2221、三和 0246-86-2111、 

田人 0246-69-2111、川前 0246-84-2111 

 


