
いわき市 

東北地方太平洋沖地震によるいわきの現況 
 

                             平成２３年 ４月２２日 

いわき災害対策地方本部 

１ 生活インフラの復旧状況 

（１）電気 １３３，２７０戸（２１年度総戸数）のうち、１，４３９戸（約１.１％）       

の停止戸数（流出した家屋：１，４３９戸、立入制限解除後に復旧着手可： 

      ２７戸）以外、１００％復旧完了。（４月１５日１６時現在） 

      ４月１１日１７時１６分の地震により発生した停電については、土砂崩れに

より復旧作業に着手できない２戸（田人南太平地区２戸）を除いて解消済み。

（４月１８日１６時現在）                                      

（２）ガス 都市ガス４社のうち２社（いわきガス㈱〔小名浜〕、東部ガス㈱福島支社平       

事業所〔平〕）は１００％復旧（３月２３日１３時現在） 

・常磐共同ガス㈱〔常磐湯本〕は、都市ガス１００％完了、簡易ガス１００％ 

完了、ＬＰガス１００％完了（４月１５日現在） 

     ・常磐都市ガス㈱〔勿来〕１００％復旧完了（４月１３日現在） 

（３）水道 津波や地すべりの被害により早期に復旧が困難な地域や、道路の損壊 

などにより修繕に時間を要する区域などの一部を除き、ほぼ復旧。 

なお、津波や地すべりの被災地域では、まだ約１，６００戸が断水し 

ており、これらの地域の給水復旧は、道路整備など地域全体の復旧作 

業と連携しながら、状況に応じたきめ細やかな給水対応を行う。 

     （４月２１日９時００分現在） 

（４）金融機関  

   東邦銀行：いわき地域全１３店舗営業（４月６日現在） 

   福島銀行：いわき地区全７店舗営業（４月１８日現在） 

   大東銀行：いわき地区全７店舗で営業（３月３０日現在） 

   ひまわり信金：臨時休業店舗は豊間支店１店舗※いわき地区全１６店舗 

                    豊間支店は鹿島支店にて代行（４月１９日現在） 

   いわき信組：休止店舗は罹災店舗である中之作支店・塩屋崎支店の２店舗 

          中之作支店は江名支店、塩屋崎支店は郷ヶ丘支店にて代行 

          ※いわき地区全１８店舗（４月１９日現在） 

     

４ いわき市へのアクセス状況 

（１）高速道路（４月１４日１６時３０分現在） 

   ・常磐道いわき四倉ＩＣ～常磐富岡が上下線にわたり通行止め。 

    当該区間は、福島原発の事故に伴う避難指示区域などに含まれており、応急復旧 

    作業に着手できない状況であり、通行止め解除の見通しが立たない状況 

（２）国道６号（４月１０日１４時現在） 

   ・いわき市四倉町～久之浜町（214.60KP～218.30KP、津波冠水、瓦礫、法面亀裂） 

の３．７㎞区間が１０日午後に車両通行止めが解除された。 
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   ・本市以北の広野町から南相馬市間については、避難指示区域であり作業未着手 

（３）県道（県管理道路通行規制箇所）(４月２１日１７時現在） 

規制内容 路線数 箇所数 規制路線名 
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〔全面通行止路線〕：７箇所 

・382号線:豊間四倉線（全線） 

・239号線:泉岩間植田線（小浜町～佐糠町地内） 

・10号線:日立いわき線（植田跨線橋地先） 

・14号線：いわき石川線（渡辺町上釜戸地内） 

・14号線：いわき石川線（遠野町根岸～古殿町地内） 

・71号線：勿来浅川線（川部町松ノ下地内） 

・390号線：才鉢前山線（田人町才鉢地内） 

〔迂回路あり路線〕：1箇所 

・41号線:小野四倉線（上小川地内） 

片側交互 

通  行 

２路線 

 

２箇所 

 

・20号線:いわき上三坂小野線（遠野町入遠野地内） 

・371号線:湯ノ岳別所線（常磐藤原町地内） 

（４）鉄道 

   ・常磐線（普通列車）（４月２０日現在）  

上野駅～いわき駅 →ほぼ平常どおりの運転本数で一部区間で速度を落とした 

          運転を行う。 

いわき駅～四倉駅 →４月１７日運転再開。 

          ８割程度の運転本数で特別なダイヤで運転を行う。 

四ツ倉駅～亘理駅 →運転再開時期未定（被害調査を進めている。福島第一原               

発の３０ｋｍ以内は被害調査不可能）。 

亘理駅～岩沼駅  →４月１２日運転再開。概ね２０分～２時間に一本程度。 

          相馬駅～亘理駅間は、代行バスを運行。 

   ・常磐線（特急列車）（４月２０日現在）  

     上野駅～高萩駅  →４月１７日運転再開。 

     上野駅～いわき駅 →４月下旬に一部列車で運転再開予定。 

   ・磐越東線 （４月２０日現在） 

          郡山駅～いわき駅  →通常ダイヤで運行再開。 

      ・東北本線（４月２１日現在） 

          黒磯駅～郡山駅   →４月２１日から通常ダイヤの予定。（遅れあり） 

          郡山駅～仙台駅      →ほぼ通常ダイヤで運転（福島～仙台臨時列車１１往復

運転、常磐線（一部）・阿武隈急行線・仙台空港アク

セス線直通列車運休） 

      ・東北新幹線（４月２０日現在） 

          東京駅～福島駅  →運転再開 

          福島駅～仙台駅    →４月２５日に運転再開見込み（当面の間、那須塩原～仙
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台で速度を落として運転。また、運転再開にあわせ、仙

台～一ノ関で臨時快速列車を運転予定。） 

     仙台駅～一ノ関駅  →４月３０日運転再開見込み 

（５）バス（４月２０日現在） 

   ・高速バス 

        「いわき～若松」線が運行見合わせ。 

     「いわき～福島空港」線：通常運行中 

     「いわき ～ 東京駅」線：特別ダイヤ（３３往復、4/28～5/10 は３９往復） 

     「いわき ～ 郡山駅」線：特別ダイヤ（１１往復） 

     「いわき駅～仙台駅」線：特別ルート・特別ダイヤ（３往復） 

     「いわき ～ 日  立」線：４月１１日の運行をもって廃止 

                ※ＪＲ常磐線「高萩～いわき」間の運転再開に伴う 

        「いわき駅～福島駅」線：４月１５日より一部ダイヤで運転再開 

     「いわき・日立～京都・大阪」線は４月１５日より運行再開 

   ・路線バス ４月２０日現在、全路線通常ダイヤで運行 

        ・３路線については通常ダイヤをもとに通行止め区間を一部迂回し運行 

         「いわき駅～豊間～江名～（洋向台～）小名浜～泉駅」線 

「湯本駅～上遠野～根岸」線 

「湯本～遠野高校」線 

        ・２路線については一部区間のみ運行 

         「上遠野郵便局～川畑～入遠野」線 

         「上遠野～大平～入遠野」線 

３ 学校の状況 

（１）被災した学校の授業等の状況 

  ○県立高校 

   ・いわき総合高校 → 高坂小学校（１年４クラス）、内町小学校（１年２クラス） 

   ・いわき海星高校 → 小名浜高校 

      ・磐城農業高校 → 勿来高校 

   ・湯本高校 →  いわき明星大学 

  ○小中学校 

   ・豊間中学校 → 藤間中学校 

   ・久之浜中学校 → 中央台北中学校 

   ・四倉中学校 → 四倉小学校（本部、１・２年生）、四倉高校（３年生） 

   ・豊間小学校 → 高久小学校 

   ・永崎小学校 → 江名小学校 

   ・久之浜第一小学校 → 中央台北小学校 

   ・久之浜第二小学校 → 郷ヶ丘小学校 

（２）相双地区県立高等学校のサテライト協力校 

  ・磐城高校（双葉高校、浪江高校（含 津島校）、原町高校） 

  ・磐城桜が丘高校（富岡高校） 
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  ・勿来高校（相馬農業高校） 

  ・平商業高校（双葉翔陽高校、小高商業高校） 

  ・平工業高校（小高工業高校） 

（３）避難所の設置されている学校（４月１８日１７時現在） 

  ○福島高専 

  ○磐城高校、平工業高校、小名浜高校、湯本高校、四倉高校 

  ○藤間中、小名浜二中、江名中、勿来二中、湯本二中 

  ○草野小、高久小、中央台東小、中央台南小、江名小、汐見ヶ丘小、湯本一小、湯本 

   三小、長倉小、岩崎小、藤原小、御厩小 

（４）教育活動の状況 

  ・いわき市立小・中学校 ：入学式４月 ６日（水）余震等の影響で 4/12～15 休校。 

               ４月１８日（月）より授業開始。なお、田人第一小学校、 

               田人中学校、石住小学校、石住中学校については、余震 

               の影響により各学校の実態に応じて授業を開始。 

  ・いわき市立幼稚園   ：入園式４月 ７日（木） 

               余震等の影響で 4/12～15 休園。4/18 より授業再開。 

  ・いわき市立保育所（園）：余震の頻発により施設の安全確認のため 4/13～17 休所。 

              4/18 より２７施設を開所。 

  ・県立高校(下記校を除く)：始業式４月１４日（木）・入学式４月１５日（金） 

         平商業高校    始業式４月１５日（金）・入学式４月１８日（月） 

         湯本高校     始業式４月１８日（月）・入学式４月１９日（火） 

      四倉高校     始業式４月１８日（月）・入学式４月２０日（水） 

      勿来工業高校   始業式４月２０日（水）・入学式４月２２日（金） 

      磐城農業高校   始業式４月２３日（土）・入学式４月２４日（日） 

４ その他 

（１）いわき市の屋内退避区域の取り扱い 

      ４月１２日に政府は、「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定の方針 

  を決定したが、屋内退避区域に指定されていたいわき市の一部は、いずれの指定もさ 

  れない見込みである。 

   いわき市役所久ノ浜・大久支所については、四倉公民館で支所業務を再開していた 

  が、４月１７日（日）から本来の場所に移転した。 

（２）空間線量率の測定結果（４月２１日現在） 

   ・いわき合同庁舎 ： ０．３０μSv/H 〔２３：００〕 

   ・三和支所    ： ０．２６μSv/H 〔１４：５７〕 

   ・小川支所    ： ０．２２μSv/H 〔１４：２０〕 

   ・勿来支所    ： ０．１５μSv/H 〔１６：０７〕 

   ・田人支所    ： ０．５０μSv/H 〔１５：４０〕 

   ・小名浜支所   ： ０．１８μSv/H 〔１６：４０〕 

   ・小名浜藤原埠頭 ： ０．１７μSv/H 〔１６：３０〕 

   ・四倉支所    ： ０．３８μSv/H 〔 ９：２８〕 
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   ・ＪＲ久ノ浜駅  ： ０．５４μSv/H 〔 ９：１０〕 

   ・川前支所    ： ０．１８μSv/H 〔１５：００〕 

   ・末続集会場   ： ０．７７μSv/H 〔１５：００〕 

（３）水道水の調査結果（４月２１日１５時現在） 

   ・４月２０日に実施された市内８箇所の水道水について、いずれも放射性ヨウ素 

    及び放射性セシウムについて検出されなかった。（４月５日以降不検出） 

   ・測定結果はいずれも不検出であり、１歳未満の乳児を含めすべての方に飲んでい 

    ただいて問題ない。なお、今後も測定結果を監視し公表することとしている。 

      ・毎日検査（２箇所）は４/１２で終了。市内８箇所の水道水のモニタリングを一 

    日おきに実施。  

（４）被災者生活再建支援金支給の申請 

   申請期間 基礎支援金 平成２４年４月１０日まで 

        加算支援金 平成２６年４月１０日まで 

   申請窓口 各地区保健福祉センター 

（５）災害援護資金の貸付 

   申込期間 ６月３０日まで 

   申込場所 各地区保健福祉センター ※平地区は当面の間は文化センター 

（６）義援金の申請受付 

   ・福島県義援金 

    交付要件：「地震又は津波により住家が全壊又は半壊した世帯」又は「東京電力 

         福島第一原子力発電所から３０km の圏内に居住していた世帯」 

    金額：一世帯当たり ５万円 

   ・いわき市義援金 

    交付要件、金額については県義援金と同じ。 

   申請期間 ４月１５日から当分の間。 

   受付窓口 文化センター、各地区保健福祉センター及び保健福祉センターがない地

区においては各支所。窓口に来れない場合は郵送でも受付。 

（７）ふるさとふくしま巡回就職相談会 

   いわき窓口管内は、５月１１日（中央台東小学校、中央台南小学校）及び１３日（南 

  の森スポーツパーク）に職員３名にて巡回予定。 

   ※１３日以降の巡回については、５月初めに検討予定 

 


